
募  集  要  項 

 

 

１ 工事概要 

   (1) 工事名 

     埼玉スタジアム２００２公園管理運営工事（メインピッチ等芝生更新工事） 

   (2) 工事場所 

    埼玉スタジアム２００２公園／さいたま市緑区美園二丁目地内 

   (3) 工事目的 

 埼玉スタジアム２００２は、平成１３年１０月にサッカー専用スタジアムとして

開設以来、高品質のピッチが評価され、今日までに2002 FIFAワールドカップや日本

代表戦、Ｊリーグ公式戦など数多くの試合が開催されてきた。開設から１９年が経

過し、目砂等によるピッチ面の上昇や芝下の砂層の目詰まりによるピッチ表面の排

水不良、ピッチ内へ埋設されている地温コントロールシステムのセンサー不良など

の不都合が見受けられるようになってきている。これらの問題に対応するため、ピ

ッチ面の改修や芝の張り替え、並びに地温コントロールシステムなどの芝生管理設

備の新設・更新について工事を実施するものである。 

 なお、芝生は、埼玉スタジアム２００２メインピッチ芝張替芝種選定委員会によ

り、埼玉スタジアム２００２に適した芝種として提案された、天然芝寒地型芝３種

（ケンタッキーブルーグラス・ペレニアルライグラス・トールフェスク）混合とす

る。 

 本工事は、Ｊリーグ公式戦などの開催への影響が少ない、令和３年１２月上旬か

らの限られた期間に工事を施工し、埼玉スタジアム２００２とは気象条件の異なる

圃場で育成された芝生をピッチに確実に活着させることが求められるため、高い技

術力と創意工夫、施工性の良さを持ち合わせた民間事業者から技術提案を募集する

ものである。 

   (4) 工事内容     

      別添工事仕様書に準ずる 

   (5) 工期 

     契約日 から 令和４年３月３１日 まで 

   (6) 工事予定額 

     ２９９，８２０，４００円 

   (7) 施工上の条件 

・ 芝の張り替えの対象施設は、メインピッチおよびサブグラウンドとし、メイン

ピッチの芝生管理設備の新設・更新などの付帯工事を含めた工事の内容は、埼玉

スタジアム２００２公園管理運営工事（メインピッチ等芝生更新工事設計業務委

託）（受注者：新日本コンサルタント株式会社）に基づく別添工事仕様書のとお

りとする。 

・ 張り替えに使用する芝生は、宮城県亘理郡山元町で育成された寒地型芝３種混

合とし、芝生は施工工程に合わせて幅0.76ｍ、長さ10ｍ、砂厚4cmのビッグロール

芝を１日当り約1,200㎡を限度に芝生育成業者（東光・星・東日本復興芝生共同企

業体）が搬入する。 

・ メインピッチは、張替工事完了後、養生を行い、早期にピッチの利用再開を予

定している。 

・ 使用されている芝生の一部は、撤去後に再利用を希望する県立の高等学校およ

び特別支援学校などに提供することとなっているので、再利用が可能な方法で撤

去し、再利用先まで運搬すること。 



 

 

２ 資格要件 

(1) 応募者の形態 

① 工事に必要な建設業の許可を受けた日本国内の法人等（以下「法人等」という。)

であること。 

② 複数の法人等でグループを構成して応募する場合は、グループの名称及び代表

者を定めて、「グループの協定書又はこれに準ずる書類」を併せて提出すること。 

  なお、当該グループの構成員は、本要綱に基づく応募に関して、他のグループ

の構成員となり、又は単独で応募をすることはできない。 

  また、すべての構成員が下記（2）及び（3）の要件を満たしていなければ、応

募することができない。 

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。 

①  地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者 

② 埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第１０４条において準用す

る同規則第９１条の規定により県の随意契約に参加させないこととされた者 

③ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立

てがなされている者（更生手続又は再生手続開始決定がなされ、埼玉県知事が別

に定める競争入札参加資格の再審査を受けているものを除く。）。 

④ 埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受け

ている者。 

(3) 公示日以後に埼玉県建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停

止を受けている期間がないこと。 

(4) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

(5) 法人等（グループを構成して応募する場合は、代表者となる法人等）の実績として、

公示を開始した日から過去２５年以内に次の条件を満たす同種又は類似の工事実績が

あること。 

① 同種の工事実績（Jリーグ公式戦、またはサッカー競技の国際試合に使用された

実績を有するスタジアムの工事（芝生の新設、または、張替を含むものに限る）） 

② 類似の工事実績（上記以外の競技用スタジアムの工事（芝生の新設、または、

張替を含む工事に限る）） 

 

 

３ 選定基準 

 ２の要件を満たしている者の中から、次の基準に基づいて選定する。 

評価項目 評価事項 評価の視点 配点 

工事実績 法人等の実績 ・同種又は類似工事の内容 

 

５ 

基本的な考え方 工事施工方針と施

工体制 

・工事への理解度 

・現場条件を踏まえた施工方針が立てられてい

るか 

・人員配置や役割分担、実効性の高い施工体制

の確保 

 

５ 



 

主任(監理)技術者 主任(監理)技術者

の保有資格と工事

実績 

・主任(監理)技術者の保有する資格 

・主任(監理)技術者が従事した同種又は類似の

工事の内容 

 

５ 

技術提案の内容 施工計画の提案 ・芝生の剥ぎ取り、設備の新設・更新、芝張り

までの施工計画に創意工夫があるか 

・工事期間における公園利用に配慮した施工計

画の提案であるか 

 

１０ 

芝生の張り替えに

係る提案 

・提案が具体的なものであるか 

・圃場との環境変化による芝の生育に関する配

慮、創意工夫があるか 

・芝生養生期間の確保や芝生養生方法の提案な

ど、活着性確保に配慮した創意工夫があるか 

 

３０ 

芝生管理設備の新

設・更新に係る提

案 

・提案が具体的なものであるか 

・工期短縮に向けた創意工夫があるか 

・工事後の維持管理に向けた創意工夫があるか 

 

３０ 

見積内訳書 

 

 

工事価格 ・[配点]×(1－[提案見積額-基準額]/基準額) 

・最も低い見積金額を基準額とする 

１５ 

 

 

４ 技術提案を求める具体的テーマ 

(1) 施工計画に関する提案 

・芝生の張り替え、芝生管理設備の新設・更新、芝生の養生までの全体施工計画 

・工事中の公園利用に配慮した施工計画 

(2) 芝生の張り替えに関する提案 

・圃場と埼玉スタジアム２００２との気候の違いに配慮した施工方法 

・芝生の活着性向上に配慮した、芝生の養生期間確保や養生方法 

(3) 芝生管理設備の新設・更新に関する提案 

・工期短縮に配慮した施工方法 

・施工後の維持管理に配慮した提案 

 

５ 提出書類等 

(1) 参加意思表明書（様式１号） 

・ 複数の法人等でグループを構成して応募する場合は、「様式１号の２」も提出

すること。 

(2) 技術提案書（様式２号） 

① 法人等の実績（様式２号の２） 

② 基本的な考え方（様式２号の３） 

③ 主任(監理)技術者の保有資格と工事実績（様式２号の４） 

④ 具体的テーマに対する技術提案 

 ア 施工計画の提案（様式２号の５） 

 イ 芝生の張り替えに係る提案（様式２号の６） 

 ウ 芝生管理設備の新設・更新に係る提案（様式２号の７） 



 

(3) 見積内訳書（様式３号） 

(4) 作成に関する留意事項 

① 技術提案書は、５(2)で指定した様式に図表及び文章で記入すること。様式の

変更は認めない。 

② 追加資料等は、様式２号の２で指定した「契約書の写し」、及び様式2号の５

で指定した「資格者証等の写し」「契約書の写し」以外は認めない。指定したも

の以外の追加資料等を添付した場合、当該追加資料等は評価の対象としない。 

③ 文字は注記を除き11ポイント以上の大きさとし、多色刷りは不可とする。 

 

６ 手続き 

(1) 参加意思表明書の提出期限、提出場所及びその方法 

 簡易公募型プロポーザル方式に参加を希望する者（以下「希望者」という。）は、

次の①から④に定めるところにより、参加意思表明書（様式１号）を提出するこ

と。 

① 提出期限 ・令和３年８月２５日(水)午後４時まで(必着) 

② 提出場所 ・10に同じ。 

③ 提出方法 ・郵送又は電子メールにより提出する。ただし、電子メールで提出

した場合は、後日、原本を郵送で送付すること。 

       ・到達したことを電話で10の担当者に確認すること。 

④ その他  ・資格要件により参加が認められないことが確認された場合は、令

和３年８月３０日(月)にまでに電子メールで通知する。なお、参

加が認められない者の提案は無効とする。 

(2) 技術提案書の提出期限、提出場所及びその方法 

① 提出期限 ・令和３年９月６日午後４時まで 

② 提出場所 ・10に同じ。 

③ 提出方法  ・持参又は郵送とする。 

       ・ただし、郵送で提出した場合は、到達したことを電話で10の担当

者に確認すること。 

④ そ の 他 ・併せて、見積内訳書を提出すること。 

(3) 閲覧図書、閲覧場所及びその方法 

① 閲覧図書 ・埼玉スタジアム２００２公園管理運営工事（メインピッチ等芝生

更新工事設計業務委託）報告書のうち、設計図書に係る部分 

② 閲覧場所 ・10に同じ。 

③ 閲覧方法 ・事前に10の担当者に予約を取ること。 

       ・閲覧期間は技術提案書提出期限の前日までとし、10の担当者の勤

務時間内とし、10の担当者が指定する日時とする。他のプロポー

ザル提案者の予約により閲覧時間が確保できない場合は、閲覧を

することができない場合がある。 

       ・閲覧において、デジタルカメラの使用は認めるが、コピーの使用

は認めない。 

 

７ 技術提案書提出後の予定 

(1) 一次選定の有無  無 

(2) ヒアリング依頼方法 

① 技術提案書を提出した各社にヒアリングの依頼を書面にて通知する。 

② 各通知は、電子メールにより通知する。 

(3) ヒアリング予定日 



 

 令和 ３年９月１７日（金） 

(4) 二次選定結果通知方法 

① ヒアリング後、二次選定を行い、当該工事について技術的な最適案を特定し、

技術提案書を特定した者にその旨の通知を書面にて通知する。 

② 技術提案書を特定しなかった者に対して、特定しなかった旨及び特定しなかっ

た理由を書面により通知する。 

  なお、通知した日の翌日から起算して７日（埼玉県の休日を定める条例（平成

元年３月２９日埼玉県条例３号)第１条に規定する県の休日を含まない）以内に、

県に対して、その理由について説明を受けることができる。 

③ 各通知は、電子メールにより通知する。 

 

 

８ 募集要項に対する質問の受付期限、受付場所、受付方法及びその回答方法 

  募集要項について質問のある者は、次の(1)から(4)に定めるところにより、質問回

答書（様式４号）を提出すること。 

(1) 受付期限 ・令和３年８月２５日(水)午後４時まで 

(2) 受付場所  ・10に同じ。 

(3) 受付方法 ・電子メールによるものとする。 

       ・到達したことを電話で10の担当者に確認すること。 

(4) 回答方法 ・参加意思表明書を提出した者全員に対して、令和３年８月２７日(金)

までに電子メールで回答する。 

 

 

９ その他 

(1) 契約書作成の要否  要 

(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

① 言語 日本語 

② 通貨 日本円 

(3) 提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合、ヒアリングを受けることができ

ない。 

(4) 技術提案書の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。 

(5) 提出された技術提案書は返却しない。 

(6) 提出された技術提案書は、選定以外には、提出者に無断で使用しない。 

(7) 提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。又、技術提案

書に記載した配置予定の主任（監理）技術者は、原則として変更することはできない。 

(8) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、技術提案書を無効とするとともに、技術的

に最適と考えられる者を変更することがある。 

(9) 参加者が１者の場合であっても選定を行う。審査の結果、評価点が60点以上の場合

は技術的な最適案とする。 

 

10 窓口・問い合わせ先 

   埼玉県大宮公園事務所 土木担当 中澤、早乙女 

              建築・設備担当 若槻 

 

     〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4丁目 

         電話  ０４８-６４１-６３９１ 

         e-mail m4163911@pref.saitama.lg.jp 


