
 

 

恋ヶ浜庭球場人工芝設計・施工事業公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 下松市恋ヶ浜緑地庭球場は屋外クレーコート８面を有しており、テニスやソフトテニス競技

の場として広く市民に利用されています。しかし、コート面に過度に固まっている部分やへこ

み等が多くみられ使用に支障が生じており、また、降雨後の水の引きが悪いことから、利用者

から改善の要望が寄せられています。 

 このことから、本市では当該施設に人工芝を敷設し、上記の問題点の改善を図ることとしま

した。 

 なお、本プロポーザルは、サイクルコストの低減及びマイクロプラスチックによる環境問題

等に配慮した設計・施工を実施することが出来る事業者を選定するものです。 

  

２ 事業概要 

(1) 事 業 名 恋ヶ浜庭球場人工芝設計・施工事業 

(2) 事 業 箇 所 山口県下松市大字東豊井 551番地 1 

(3) 事 業 期 間 契約締結日から令和４年３月１１日（金）まで 

(4) 事業上限額 94,160,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(5) 事 業 内 容 別紙「特記仕様書」のとおり 

 

３ 公募日程（予定） 

  令和３年８月２３日（月） 公示・公募開始 

   質問・現地視察受付開始 

 ８月３０日（月） 質問受付終了 

 ３１日（火） 質問への回答 

      ９月 ７日（火） 現地視察受付終了 

 ９月 ８日（水） 参加意思表明書提出期限 

      ９月１０日（金） 選定通知（１次審査） 

 １０月 ４日（月） 提案書提出期限 

 １０月１２日（火） プロポーザル審査委員会（２次審査） 

 １３日（水） 審査結果通知 

     １０月２０日（水） 契約締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 参加資格 

 本プロポーザルの参加者は、次に掲げる資格をすべて満たしている者とする。 

(1) 国内に本社を有する法人であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当する

者でないこと。 

(3) 公告の日から本プロポーザルにおけるヒアリング実施日までの間のいずれの日におい

ても、下松市の入札参加資格者に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けて

いないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていないこと。 

(5) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていないこと。 

(6) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがされていないこと。 

(7) 次のいずれにも該当しない者であること。 

① 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第８８号）

第２条第６号に規定する暴力団員であると認められる者。 

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴

力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 

③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

る者。 

⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

(8) 下松市の競争入札参加資格保有業者であり、最新の経営事項審査における「ほ装工事」

の総合評定値が１，０００点以上の事業者であること。 

(9) 令和３年９月８日時点で日本テニス協会の推奨、日本ソフトテニス連盟の公認する製

造事業者の製品である砂入り人工芝を使用し、直近２０年以内に国民体育大会のテニス

会場として採用されたコートの人工芝において、元請として新設又は改修、修繕の実績

があること。 

なお、当該実績については７.参加意思表明等(4)協力事務所調書（様式第５号）に記載

する協力事務所の実績を含むことが出来る。 

 

５ 質問及び回答 

(1) 実施要領に関して質問がある場合は、質問書（様式第１号）を令和３年８月２３日（月） 

から８月３０日（月）午後５時までにメールにより提出すること。 

（メール送信後、電話による受信確認を必ず行うこと。） 

(2) 回答は令和３年８月３１日（火）までに、随時下松市のホームページに掲載する。 

 

 



 

 

６ 現地視察 

 本プロポーザルに関して現地視察を希望する場合は、令和３年８月２３日（月）から 

９月７日（火）の間、下松市地域政策部地域交流課スポーツ観光交流係（下松市役所４階３

番窓口）（以下「事務局」という。）で受け付ける。 

(1) 期  間 令和３年８月２３日（月）から９月７日（火）※土日は除く 

(2) 受付場所 事務局 

(3) 方  法 (1)の期間中、９時から１７時の間に(2)で鍵を借用し、視察を行う。 

        ※上記時間内に鍵を借用し、返却すること。 

 

７ 参加意思表明等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、以下の書類を令和３年９月８日（水）午後５時

までにメールにより提出すること。 

（メール送信後、本市からの受信確認メールを必ず確認し、当該メールがない場合は電話連

絡をすること。） 

(1) 参加申出書（様式第２号） 

(2) 同種・類似業務の実績（様式第３号） 

(3) 業務実施体制（様式第４号） 

(4) 協力事務所調書（様式第５号） 

   

８ 提出書類  

９-(1)の一次審査を通過した者は、下記の提案書等を作成し提出すること。なお、提案数

は１者につき１案とする。また、一つの協力事業者が複数の提案者の協力事業者となること

はできない。 

 

(1) 提出書類について 

別紙の特記仕様書（以下「仕様書」という。）及び標準設計書（図面含む）を基本として

作成すること。 

① 提案書（Ａ４、８枚以内、様式任意、裏面使用不可） 

ア 雨水排水計画 

イ 人工芝の製品仕様 

（メーカー、製品名及び仕様書５-(１)の項目について記載） 

 ※使用する人工芝は仕様書に記載するものと同等品以上とする。 

ウ 設計・施工スケジュール 

エ 施工段階での品質管理 

オ 人工芝のメンテナンス及びサイクルコストの低減 

カ マイクロプラスチック対策 

キ その他事業効果を高めるための提案 

② 事業見積書 （様式第６号） 

(2) 提出部数  ①から②までを１冊として、原本１部、写し９部の合計１０部を提出 

(3) 提出期限  令和３年１０月４日（月） 午後５時 必着 



 

 

(4) 提出方法  持参又は郵送により提出 

 

９ 審査方法 

(1) 一次審査（書類審査） 

① 書類審査 

ア ７で提出された資料を基に、事務局において客観的指標に基づく審査を行い、合計

得点の多い順に二次審査への参加資格を得る提案者を選定する。 

イ 二次審査への参加資格を得る提案者は、原則として５者以内とする。 

ウ 合計得点が同点である場合の取扱いについては、別途本市が設置するプロポーザル

審査委員会（以下「委員会」という。）で決定する。 

②審査結果  令和３年９月１０日（金）までに審査結果をメールで通知する。 

 

(2) 二次審査（ヒアリング審査） 

８-(1)の提出書類を基に、委員会で審査し、全委員の合算点数が最も多い提案者１者を受

託候補者として、２番目に多い提案者を次点者として選定する。 

① 開催日時  令和３年１０月１２日（火）午前９時３０分から順次実施 

※開始時間は、参加事業者ごとに別途連絡する。 

 

② 会  場  下松市役所４階 庁議室 （控室５０１会議室） 

 

③ 説明時間  説明 15分以内、質疑応答 10分程度  

※説明準備は説明時間に含めない。また、説明は制限時間を超えた場合、

途中終了とする。 

 

④ 説明方法    

ア 説明者は、本業務に携わる担当者３名以内とし、説明は提案書等に従い簡素明瞭に

行うこと。（追加提案や追加資料の配布は原則として認めない。） 

イ プロジェクターによる説明は可能である。この場合、パソコンは参加事業者が用意

すること。（プロジェクター、スクリーンは下松市で用意する。） 

 

⑤ 審査結果  令和３年１０月１３日（水）までに、書面で通知（発送）する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０ 審査基準及び配点 

(1) 一次審査 

審査項目及び配点を次のとおりとする。 

審査項目 配点 

同種・類似業務の実績（過去２０年以内）※実施要領７-(2)関連 

①同種業務 ３点/１件 

②類似業務 １点/１件 

※①、②の実績が提案者（協力事業者ではないもの）の実績である場合は、 

それぞれ１点を加算する。 

※提案数は最大５件とする。 

※同種業務、類似業務の内容については、様式第３号を参照すること。 

20 

以下の資格を有している者がいるか。※実施要領７-(3)関連 

①登録運動施設基幹技能者 ８点 

②運動施設施工技士 ６点 

③以下の資格のいずれか ４点 

 ア １級又は２級土木施工管理技士 

 イ １級又は２級造園施工管理技士 

 ウ １級又は２級建設機械施工技士 

※提出書類に記載する資格は一つとし、複数の資格を有する場合でも 

合算しない。 

※資格が提案者（協力事業者ではないもの）の資格である場合は、それぞれ

２点を加算する。 

10 

  

(2)二次審査 

審査項目及び配点を次のとおりとする。 

  （二次審査における点数は一次審査の点数と合算したものとする。） 

審査項目 配点 

事業の実施体制が確保されているか ※７-(3)関連 5 

雨水排水に関する考え方は合理的かつ十分か 

※実施要領８-(1)- ① - ア関連 
10 

人工芝の性能は十分か ※８-(1)- ① - イ関連 10 

設計・施工スケジュールは合理的か ※８-⑴- ① - ウ関連 5 

施工段階における品質管理は十分に考慮されているか 

※実施要領８-(1)- ① - エ関連 
5 

人工芝のメンテナンス及びサイクルコストの低減に対する考え方は適切か 

※実施要領８-(1)- ① - オ関連 
15 

マイクロプラスチック対策は適切か ※８-(1)- ① - カ関連 20 

その他事業効果を高めるための提案 ※８-(1)- ① - キ関連 10 

見積金額 ※実施要領８-(1)- ②関連 40 



 

 

１１ 契約の締結 

(1) 審査の結果、選定された受託候補者と提案された内容を基に協議を行い、双方合意の上

で、契約を締結する。（契約の締結にあたっては、詳細な設計図書及び見積書の提出を要

する。） 

(2) 受託候補者と協議が整わない場合は、次点者と協議を進めるものとする。 

(3) 工事請負条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがある。 

 

１２ 選定、非選定の通知 

提案書を提出した者のうち、プロポーザルを選定された者及び選定されなかった者に対して、

その旨を書面により通知する。  

なお、選定された場合であっても、提案内容の履行を保証するものではない。  

 

１３ 提出書類の取扱い 

(1) 提出書類は、提案の選定以外に無断で使用しない。  

(2) 提出書類は、原則として公表しない。ただし、採点結果（提案者名を記載せず、かわり

に提案順を記載したもの）を一定期間下松市のホームページに掲載する。 

(3) 提出書類は、公正性、透明性を期すために、関連規定等に基づき公開することがある。  

(4) 提出書類は、提案の選定を行うために必要な範囲及び公開等のために複製を作成するこ

とがある。  

(5) 市長又は委員会の判断により補足資料の提出を求めることがある。  

(6) 提出書類は返却しない。  

 

１４ 経費の負担 

提出書類の作成及び提出等に係る経費は、参加申出者の負担とする。  

 

１５ 失格 

以下に該当する場合は、失格とする。 

(1) 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

(2) 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

(3) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの  

(4) 虚偽の内容が記載されているもの 

(5) 提出書類に第三者の著作権、意匠権などを侵害する内容が含まれているもの 

(6) 本プロポーザルに関してプロポーザル審査委員との接触があった者  

(7) 提出書類の内容に沿って設計・施工を行った場合に、施設運営に不具合を生じる可能性

が高いと市長又は委員会が認める場合 

(8) 本要領に記載された内容に適合しないもの 

(9) その他市長又は委員会が提案者として適当ではないと判断したとき 

 

 

 



 

 

１６ その他 

(1) 手続において使用する言語および通貨  

①言語：日本語  

②通貨：日本国通貨  

(2) 提出書類の文字サイズは１２ポイント以上とする。 

(3) 提出書類に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、

変更することはできない。  

(4) 提出書類の作成のために下松市が配布した資料は、下松市の了解なく公表、使用するこ

とはできない。  

(5) 本プロポーザルは最適な施工業者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務に

ついて、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。  

(6) １５（失格）に該当した場合は、プロポーザルを無効とするとともに当該参加申出者、

提案者に対して、下松市建設工事等指名審議会等における指名を見合わせることがある。 

(7) 参加意向申出書の提出後から契約締結までの手続期間中に指名停止となった場合は、以

後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。 

また、受託候補者として選定されている場合は次点者と以降の手続きを行う。 

(8) 選定に関する審査内容、審査経過及び委員会の委員構成等については公表しない。 

また、問い合わせ等については受け付けない。 

(9) 新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によってはヒアリングを行わず、書類審査のみ

とする場合がある。 

 

１７ 問い合わせ及び提出先 

下松市地域政策部地域交流課スポーツ観光交流係 

 〒744-8585 下松市大手町三丁目 3番 3号 

 TEL 0833-45-1820 

 FAX 0833-45-1849 

  担当   山平（やまひら） 

  E-mail  kouryuu@city.kudamatsu.lg.jp 


