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府中市こどもの国公園複合遊具等整備工事における設計・施工一括発注 

公募型プロポーザル説明書 

 

 

１ 趣旨 

  府中市（以下「本市」という。）南部に位置する「府中市こどもの国」は、本市が設置

する子育て世代の方々を応援する施設（児童館・子育て世代活動支援センター）を中心と

した、周辺の桜並木や水辺のプラザ、公園を含めたエリア一帯の総称であり、平成３１年

４月にリニューアルオープンした児童館に隣接する府中市こどもの国公園を整備するも

のである。 

令和２年１０月に中心市街地の２０年～３０年後の将来像を描いた府中市グランドデ

ザインを策定し、府中市こどもの国についても「子どもの MIRAI創造エリア」に位置付け

て、府中市グランドデザインで描いたエリアの将来像に向けて、府中市こどもの国公園複

合遊具等整備工事（以下「本工事」という。）において、新たに複合遊具等を設置し、あ

らゆる利用者が安心して楽しめる公園となるよう整備するものである。 

利用する子どもにも、活発な子ども、一人で遊ぶのが好きな子ども、また障害のある子

どもなど、一人ひとりが幅広い個性や好み、背景などの持ち主であり、また、子どもに同

行する家族や支援者をはじめ大人の利用者も多様で、自身が障害を持つ親、妊娠している

母親、幼い孫を連れた祖父母、遠足で多くの子どもを伴った学校などの職員、散歩を日課

とする近隣住民など、あらゆる人が公園の利用者と成り得るため、障害の有無はもとより

幅広い年齢、特性、立場、状況の利用者を想定した公園づくりが必要である。 

本工事を行うにあたり、限られた事業費を最大限に有効活用し、利用者に喜ばれるもの

を設置するため、公募型プロポーザル方式により提案を要請し、創造力・技術力・問題解

決に優れた業者を選定しようとするものである。 

 

２ 工事等の概要 

 （１）工事名 

    府中市こどもの国公園複合遊具等整備工事 

 （２）発注方式 

    本工事は、市が候補地として考えている箇所に複合遊具等設置の企画・提案を受け

た上で、実施設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式の工事である。 

 （３）工事等の内容 

    工事については、「府中市こどもの国公園複合遊具等整備工事 要求水準書」（以下

「要求水準書」という。）によるものとする。 

 （４）工期 

    契約締結日の翌日から令和４年３月３１日までとする。 
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 （５）施工場所 

    府中市こどもの国公園（広島県府中市土生町 1587-7） 

 （６）その他 

     遊具及び周辺施設は、（一社）日本公園施設業協会が認定するＳＰ及びＳＰＬマー

ク適合製品とする。 

 

３ 提案上限額 

  この業務の予算額は、１００，０００，０００円である。 

（消費税及び地方消費税を含まない。予定価格ではない。） 

 

４ スケジュール（予定） 

スケジュールは次のとおりとする。 

募集開始（公告）   令和３年６月１４日（月） 

質問書の提出期限（参加希望）   令和３年６月１８日（金） 

質問書の回答期限（参加希望）     令和３年６月２２日（火） 

参加希望書受付期限     令和３年６月２５日（金） 

資格審査結果通知期限   令和３年７月 ２日（金） 

質問書の提出期限（提案書）   令和３年７月 ６日（火） 

質問書の回答期限（提案書）   令和３年７月 ９日（金） 

提案書受付期限      令和３年７月１９日（月） 

アンケート実施            令和３年７月下旬 

プレゼンテーション・ヒアリング 令和３年７月下旬に実施する。 

審査結果通知    令和３年８月上旬に通知する。 

 

５ 選定委員会 

 （１）「９ 提案書・プレゼンテーション」の審査は、府中市こどもの国公園複合遊具等

整備工事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。選定委員会は、非公

開とする。 

（２）審査は、提出された書類及びプレゼンテーションにおいて実施されるヒアリングを

加味し、総合的に評価して行うものとする。 

  

６ 参加資格 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

ものであること。 

 （２）府中市建設業者等指名除外要綱（平成１３年府中市告示第７８号）の規定による指

名除外を受けていないものであること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続き開始の
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申立てがなされている者でないこと。 

 （４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされている者（但し、再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でない

こと。 

（５）府中市暴力団排除条例（平成２４年府中市条例第２号）第２条に規定する暴力団員

等に該当しない者であり、かつ、関係を有しないものであること。 

（６）令和３・４年度府中市建設工事入札参加資格を有するもので、「とび・土工・コン

クリート工事」または「造園工事」の業種に登録されるものであること。 

（７）建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定による「とび・土工・コンクリート

工事」又は「造園工事」に係る建設業の許可を有し、中国・四国管内に本店又は支店、

営業所を置くものであること。 

（８）平成２３年度以降、大型複合遊具（国若しくは地方公共団体が発注したもので、か

つ最終請負金額が 8,000万円以上に限る。）を元請として施工した実績があること。 

（９）参加希望者と直接的かつ恒常的（３か月以上）な雇用関係にあり、（一社）日本公

園施設業協会技術資格制度の公園施設製品安全管理士の資格を有する主任技術者を

配置できること。 

（10）（一社）日本公園施設業協会が認定するＳＰマーク表示認定企業であること。 

 

７ 参考図書の閲覧 

 （１）閲覧期間 

    令和３年６月１４日（月）午前９時から６月２４日（木）午後４時まで 

 （２）閲覧場所 

    府中市建設部監理課（以下「監理課」という。）及び府中市ホームページ。 

 （３）説明会 

    実施しない。 

 （４）閲覧資料 

    ① 第５次府中市総合計画 

    ② 府中市都市計画マスタープラン（平成２６年改訂版） 

    ③ 府中市都市計画審議会資料 都市計画マスタープランの改訂に向けた検討 

    ④ 府中市グランドデザイン 

    ⑤ 府中地区都市再生整備計画 

    ⑥ 府中市立地適正化計画 

⑦ 府中市子ども・子育て支援事業計画 

 

８ 参加希望者の資格審査 

  府中市こどもの国公園複合遊具等整備工事における設計・施工一括発注公募型プロポ

ーザル（以下「本プロポーザル」という。）に参加を希望する者は、次により参加希望書
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等を次に掲げる書類及び添付書類を添えて正本として１部提出すること。参加希望を行

った者に対しては、資格審査の終了後、審査結果通知書を交付する。 

なお、事項に記載する提出期間内に審査書類等を提出しない者又は審査の結果、参加資

格がないと認められた者は、本プロポーザルに参加することは出来ない。 

 （１）次に記載する書類を提出期限までに提出すること。 

    ① 公募型プロポーザル参加希望書（様式第１号） 

    ② 誓約書（様式第２号） 

    ③ 工事履行実績調書（様式第３号） 

    ④ 技術者の資格・工事経験調書（様式第４－１号） 

    ⑤ 建設業許可（登録）証明書又は許可通知書（写し） 

⑥ （一社）日本公園施設業協会発行の SPマーク表示認定企業認定証の写し 

    ⑦ 公募型プロポーザル参加資格等審査結果通知書の返送用封筒（長形３号封筒

に切手（４０４円分）を貼付し、宛先を記入及び「簡易書留」と朱書きすること。） 

 （２）資格審査に関する質問及び回答 

    ① 資格審査に関する質問がある場合には、令和３年６月１８日（金）午後４時ま

でに業務概要質問書（様式第８号）により、監理課まで持参又はＦＡＸのみ受け

付けるものとする。ただし、ＦＡＸで送信する場合は、必ず電話で質問書を送信

した旨を伝え、監理課で受信したことを確認すること。 

② 資格審査に関する質問に対する回答は、令和３年６月２２日（火）までに、府

中市ホームページに掲載するとともに、監理課においても閲覧を行う。 

（３）提出先及び提出期間 

    監理課まで持参又は郵送（書留郵便で提出期限必着）すること。 

令和３年６月２５日（金）午後４時必着 

（４）資格審査の結果の通知方法及び通知期限 

    令和３年７月２日（金）までに公募型プロポーザルに係る参加資格審査結果を発送

する。また、通知は郵送により行うものとする。なお、参加資格がないとなった者に

はその理由を記載する。 

    なお、図面の CADデータについては参加資格審査結果を送付後、その対象者から希

望があれば電子メールにて送付するので、監理課へ連絡すること。 

 

９ 提案書・プレゼンテーション 

（１）８（４）の通知により、審査対象者として選定された者は、企画提案書として次に

掲げる書類及び添付書類を添えて正本として１部、副本として１０部提出すること。

（※提出書類の電子データ（DVD又は CDで、PDF形式）を１部提出すること。） 

また、あわせて参考見積書（任意様式）を１部提出すること。 

なお、提案書の提出は、１社につき１案とする。 

① 企画提案書（様式第１０号） 
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② 実施方針・工事フロー・工程計画（様式第１１号） 

③ 提案目的物の概要図（完成予想イラスト）A3版 

④ 遊具等の配置計画図 

⑤ 製品の寸法や材質のわかる構造図（平面、立面、側面図） 

⑥ 遊具設置後２０年間の維持管理経費を説明する資料 

⑦ その他必要に応じた補足説明資料 

※②～⑦の書類は、業者名が判別できる表現、用紙、ロゴ等の記載をしないこと。

これに反する場合は、審査対象として扱わない場合がある。 

 （２）提案書・プレゼンテーションに関する質問及び回答 

    ① 提案書・プレゼンテーションに関する質問がある場合には、令和３年７月６日

（火）午後４時までに工事概要質問書（様式第８号）により、監理課まで持参又

はＦＡＸのみ受け付けるものとする。ただし、ＦＡＸで送信する場合は、必ず電

話で質問書を送信した旨を伝え、監理課で受信したことを確認すること。 

② 提案書・プレゼンテーションに関する質問に対する回答は、令和３年７月９日

（金）までに、府中市ホームページに掲載する。 

（３）提出先及び提出期間 

    監理課まで持参又は郵送（書留郵便で提出期限必着）すること。  

令和３年７月１９日（月）午後４時必着 

（４）アンケートの実施 

   本市が小学生等利用者アンケート調査を実施し、評価に反映させる。 

（５）評価基準 

   別表「評価基準」により審査を行う。 

 （６）プレゼンテーションについて 

    令和３年７月下旬にプレゼンテーションを行う。８（４）の通知に合わせ、プレゼ

ンテーションの日程を提案者に通知する。 

プレゼンテーション当日における開始時刻については、（３）の提出期限後すみや

かに通知する。プレゼンテーションは２０分以内とし、その後２０分程度でヒアリン

グを行う。プレゼンテーションは、提出した企画提案書に記述されている提案のみで

行うものとする。なお、プレゼンテーションの実施方法については下記のとおりとす

るが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、プレゼンテーション審査が開催し難

い場合は、別の方法で開催する場合もあり得る。詳細については対象者に別途案内を

行う。 

    ① プレゼンテーションの出席者 

プレゼンテーションに出席できる提案者は、配置予定の主任技術者を含め３名

以内とする。 

② 会場に用意されているもの 

     大型モニター 



 

6 

 

③ 提案方法 

説明には提出された企画提案書に記述されている提案のみを使用し、追加資料

の配布、模型の持ち込み、動画などの映像による説明は不可とする。パワーポイン

ト等プレゼンソフト、パネルを用いた説明は可とする。その際、市で用意されてい

る大型モニターを利用することが出来る。また、プレゼンテーションでは、選定委

員に提案者名を公開しない。説明資料への提案者名の記載や口頭での発言は出来

ない。実施方法及びプロポーザル関係書類の内容に反する場合は、減点又は失格に

なる場合がある。 

 （７）最優秀提案者等の特定方法 

    ① 選定委員会において、得点の総計が最も高い提案をしたものを最優秀提案者、

次点のものを優秀提案者としてそれぞれ特定する。ただし、評価項目の企画提案

の内容の評価の得点が３０点未満となる場合は、最優秀提案者及び優秀提案者

として選定しない。 

    ② 得点の総計が最も高い提案をしたものが２者以上いる場合には、選定委員会

で協議の上、最優秀提案者を特定する。 

 （８）審査結果の通知方法及び通知予定時期 

令和３年８月上旬までに通知する。また、通知は郵送により行うものとし、プレゼ

ンテーション審査の結果は、本プロポーザル終了後、府中市ホームページに掲載する。 

 

10 業務の契約手続き 

 （１）選定委員会において特定された最優秀提案者を優先交渉権者とし、提出された見積

書を精査し、予定価格内の範囲内において契約締結する。 

（２）最優秀提案者と契約締結できない場合は、優秀提案者と契約交渉を行うものとする。 

（３）要求水準書及び優先交渉権者の提案書等の内容を基本に協議の上、契約を締結する。

提案書の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本工事の目的達成のため、必

要な範囲内において協議により、項目を追加、変更及び削除する場合がある。 

 

11 失格事項 

  参加者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

 （１）「６ 参加資格」を満たしていない場合 

 （２）提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

 （３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

 （４）公平な審査を阻害する行為があった場合 

 （５）プレゼンテーションに参加しなかった場合 

 （６）提出書類に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出

されなかった場合 

 （７）その他本説明書に違反すると認められる場合 
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12 その他 

（１）本プロポーザル参加に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）本プロポーザルの手続において、使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日

本標準時及び計量法によるものとする。 

 （３）本プロポーザルに係る提出書類等は返却しない。 

 （４）市は審査・選定を行うのに必要な範囲内において、提出書類を複写して使用するこ

とがある。 

（５）本プロポーザルに係る提出書類等の追加・修正・差し替えは一切認めない。ただし、

審査に必要と認められる場合は、市から資料の追加提出を求めることがある。 

 （６）本プロポーザルの提出書類に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない

ものとする。ただし、病休・死亡・退職等のやむを得ない事情があるときは、本市の

了解を得た上で、同等以上の者に変更することができる。 

 （７）本プロポーザルを途中で辞退する場合は、監理課あてにその旨を記載した書面（様

式は任意）を提出すること。 

 （８）提案書類の著作権等の取扱いについては、提出書類に含まれる著作物の著作権は提

案者に帰属する。ただし、事業者選定の結果公表等において本市がこの事業に関し必

要と認められる用途については、提案者は、その一部又は全部の無償使用について許

可しなければならない。 

 （９）提出内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基

づいて保護される者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用すること

により生ずる責任は、原則として提案者が負うものとする。 

 （10）本プロポーザルに参加しようとする者は、本プロポーザルの最優秀提案者決定の公

表までの間において、本プロポーザルに関して、選定委員に直接、間接を問わず、自

らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるものとし、この禁

止事項に抵触したと認められる場合は、参加資格を失うことがある。 

 （11）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、府中市情報公開条例（平成１

１年９月２７日条例第１６号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

 （12）工事にあたっては、別発注の「（仮称）府中市こどもの国公園整備工事」の工事請

負業者と相互に連携を図ること。 

 （13）本説明書に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。 
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別表 評価基準 

評価の視点 

（評価項目） 
評価の着眼点 配点 

発
注
者
の
要
求
事
項
に
対
す
る
企
画
提
案 

テーマ・ 

コンセプト 

遊具やエリア全体の整備内容が、府中市こどもの国の整

備方針や景観、地域特性に合った遊具設置・空間づくり

（遊具の形状、色調、配置等）となっているか。 

１０ 

幅広い個性や好みなどを持つ子ども達が一緒に楽しく遊

べることに配慮したコンセプトになっているか。 
１０ 

遊具の構成

要素 

多様な遊び等の形態（のぼる、すべる、くぐる等）が提

供されており、子ども達の想像力・冒険心を育むなど良

質な遊具であるか。 

１０ 

保護者などの利用者が安心して、遊んでいる子どもを見

守りながら長時間公園を利用しやすい遊具の提案がされ

ているか。 

５ 

安全対策 

利用時に想定される危険及び予期せぬ遊び方による危険

への安全対策の提案がされており、遊具ごとに必要な安

全対策に対する提案がされているか。 

１０ 

利用者の動線、遊具の安全領域、遊具の運動方向等を考

慮した提案がされているか。 
１０ 

予期しない事例（からまり、引っ掛かり、落下、挟み込

みなど）が発生した場合の安全対策に対する提案がされ

ているか。 

５ 

維持管理 

劣化の低減に配慮し、耐用年数が長くなるような耐久性

のある材料を使用しているなど維持管理費を抑えられる

提案となっているか。 

１０ 

日常的な点検及び小規模な修繕を容易に実施できる材

質・構造となっているか。 
５ 

ユニバーサ

ルデザイン 

提案目的物の構造がユニバーサルデザインを適切に採用

している提案となっているか。 
１０ 

施工計画 

現地条件を踏まえた詳細な施工計画であり、工事中の府

中市こどもの国への利用者の安全検討が十分に行われて

いる。 

５ 

利
用
者
の

ニ
ー
ズ 

アンケート

調査 

利用者を対象としたアンケート調査 

（提案者の得票数÷最高得票数×１０） 

（小数点以下切り捨てとする） 

１０ 

合  計 １００ 
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評価配点（１点単位とする。） 

高評価 やや高評価 普通 やや低評価 低評価 

５ ４ ３ ２ １ 

別表の表、評価の配点が、５点満点の場合は、上記点数に計数１を掛ける、１０点満点の場

合は、上記点数に計数２を掛ける。 

 

※参加者が１社になった場合は、アンケート調査は実施しない。 


