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１．提出書類の一覧 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業に関する提出書類は、入札説明書によるとともに本

要領（提出書類の記載要領）に従い作成すること。なお、様式に応じて、脚注部分に注意書きがある

ため、十分留意すること。 

 

（１）入札説明書等に係る質問に関する提出書類 

【様式１】入札説明書等に関する質問書 ＜１部＞ 

※入札説明書第２．２．（２）①の記載を確認すること。 

 

（２）守秘義務対象資料の配布及び閲覧申込に関する提出書類 

【様式２－１】守秘義務対象資料配布申込書 ＜１部＞ 

【様式２－２①】守秘義務対象資料閲覧申込書 ＜１部＞ 

【様式２－２②】守秘義務対象資料閲覧名簿 ＜１部＞ 

【様式２－３】守秘義務の遵守に関する誓約書 ＜１部＞ 

【様式２－４】第二次被開示者への資料開示通知書 ＜１部＞ 

【様式２－５】破棄義務の遵守に関する報告書 ＜１部＞ 

※入札説明書第２．２．（２）②イの記載を確認すること。 

 

（３）競争参加資格審査書類に関する提出書類 

ア 参加表明書等 

【様式３】参加表明書 ＜正１部、副２部＞ 

※様式に代表企業の代表者が記名し提出すること。 

【様式４】応募グループの名称等 ＜正１部、副２部＞ 

※入札説明書第２．３．（１）の記載を確認の上、応募グループの名称等を記載すること。 

※添付書類 ＜正１部、副２部＞ 

応募グループの構成企業及び協力企業について、以下の書類を添付すること。 

a. 会社概要（パンフレット等の使用も可） 

b. 直近３期分の有価証券報告書 

c. b.がない場合における直近３期分の事業報告及び計算書類（単体及び連結） 

※海外の企業については、これらを代替するもの 

d. 登記簿謄本（直近３カ月以内の現在事項全部証明書） 

e. PFI法第９条第４号、同法施行令第１条に定める「親会社等」があるときは、当

該会社についてのa.、b.又はc.、及びd.の書類 

f. 法人税納税証明書（入札公告日以降に交付されたもの） 

g. 消費税納税証明書（入札公告日以降に交付されたもの） 

 

【様式５】委任状 ＜正１部、副２部＞ 

※代表企業以外の構成企業、協力企業からの代表企業への委任状を、各構成企業・協力企

業の代表者が記名し提出すること。 
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イ 資格審査書類 

【様式６】競争参加資格確認申請書 ＜正１部、副２部＞ 

※代表企業、構成企業、協力企業について、当該様式に記載の誓約事項を確認し、代表企

業の代表者が記名の上、提出すること。また、該当する関連書類に示すものを添付する

こと。 

     ①入札説明書第２．３．（２）⑤に記載する「誓約書」（応募グループを構成する企業全て） 

     ②入札説明書第２．３．（３）～（６）にそれぞれ記載する文部科学省一般競争（指名競争）

参加資格認定通知書の写し 

     ③入札説明書第２．３．（３）及び（７）に記載する全省庁統一資格の資格審査結果通知書

の写し 

     ④経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

     ⑤入札説明書第２．３．（４）②及び（６）②に記載する建築士法（昭和25年法律第202号）

第23条に基づく一級建築士事務所登録の写し 

     ⑥実績を証する書類  ＜正１部、副２部＞ 

【様式７－１】応募グループに必要な参加資格要件に関する誓約書 

【様式７－２①～⑥】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

【様式７－３①～⑦】実績を証する書類（建設業務：企業） 

【様式７－４①～④】実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） 

【様式７－５①～⑤】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

   ⑦実績を確認するための資料  ＜正１部、副２部＞ 

※入札説明書第２．３．（４）から（８）に求める要件に掲げられた事項に係る実績等を記

載の上、当該実績等を確認するため、以下の資料を添付して提出すること。Ａ３サイズ

の資料を添付する場合には横長片面印刷とし、Ａ４サイズ縦長に折り込みの上、提出す

ること。 

ａ．配置予定技術者の資格証の写し 

ｂ．契約書の写し（抜粋） 

ｃ．必要 小限の図面（面積表・座席数が確認できる図面等） 

ｄ．完成年月が分かる資料 

ｅ．体制表 

ｆ．業務従事証明書 

ｇ．長期休業期間を証明できる資料等 

     ⑧入札説明書第２．３．（４）～（６）それぞれに記載する直接的かつ恒常的な雇用関係（競

争参加資格確認申請書の提出日以前に３か月以上の雇用関係）を証する書類（健康保険被

保険者証等の写し。なお、被保険者等記号・番号等にマスキングを施すこと。） 

 

※上記のイ「資格審査書類」に関する様式及び当該実績等を確認するための書類に関しては、

正１部、副２部の他、電子データ（DVD）にまとめて格納し２部を提出すること。 

 

（４）入札手続における提出書類 

ア 入札書等の提出書類 ＜正１部＞ 

【様式８】入札書及び事業提案書等提出届 
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【様式９】入札書及び事業提案書の提出確認表 

【様式１０】入札書 

【様式１０別添】入札金額内訳書 

【様式１１】業務要求水準書に関する確認書 

【様式１１別添①～②】業務要求水準書等セルフチェックシート 

 

イ 事業提案書の提出書類 ＜正１部、副２０部、電子データ（DVD）２部＞ 

（提案概要書） 

様式名 様式番号 共通・指定 用紙サイズ・枚数 

提案概要書（中表紙） － 指定様式 A3-1 枚 

提案概要書 S 共通様式 A3-4 枚 

   

（技術提案書） 

様式名 様式番号 共通・指定 用紙サイズ・枚数 

技術提案書（中表紙） － 指定様式 A4-1 枚 

 本事業の実施における方針 A-1 共通様式 A4-2 枚 

実施体制及びワーク・ライフ・バランス 

 

 

統括管理業務の実施体制 A-2-1 共通様式 A4-2 枚 

施設整備業務の実施体制 A-2-2 共通様式 A4-1 枚 

運営業務の実施体制 A-2-3① 共通様式 A4-1 枚 

維持管理業務の実施体制 A-2-3② 共通様式 A4-1 枚 

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状

況及び証明資料 
A-2 別紙 指定様式 A4-1 枚 

事業計画 

 リスク管理 A-3-1 共通様式 A4-2 枚 

資金調達計画及び収支計画 A-3-2 共通様式 A4-2 枚 

投資計画及び資金調達計画表 A-3-2① 指定様式 A3-2 枚 

収支計画 A-3-2② 指定様式 A3-2 枚 

収益明細表 A-3-2③ 指定様式 A3-2 枚 

費用明細表 A-3-2④ 指定様式 A3-2 枚 

持続可能性への配慮（SDGs への貢献） A-3-3 共通様式 A4-1 枚 

モニタリング A-4 共通様式 A4-2 枚 

「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわしい風格・品格 

 「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわしい風格・品格

の醸成に資するための施設整備に対する基本的な

考え方 B-1 共通様式 A3-2 枚 

「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわしい風格・品格

を備えた外観・デザイン 

良好な都市景観の形成・賑わいの創出 

 周辺地域・環境との調和 B-2 共通様式 A3-2 枚 

周辺地域への賑わいの創出及び敷地特性を踏まえ

た外構計画・施設配置 

競技環境・観戦環境 

 競技者が競技に集中できる環境の創出 

B-3 共通様式 A3-4 枚 快適で多様な観戦体験やスタジアム内の過ごし方

の提供 
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スタジアムの快適性・機能性 

 スマートスタジアム 
B-4 共通様式 A3-3 枚 

ユニバーサルデザインへの対応 

セキュリティの確保 B-5 共通様式 A3-1 枚 

文化交流機能・多機能用途に対応した計画 

 文化交流に係る機能確保・施設計画 

B-6 共通様式 A3-2 枚 多機能用途や将来の新たな機能変更にフレキシブ

ルに対応可能な空間計画 

各種災害等に対応した高い安全性の確保（合理的な構

造計画等） 
B-7 共通様式 A3-1 枚 

環境保全について先導的な対応・貢献 

 環境負荷の低減・創エネルギー B-8 共通様式 A3-2 枚 

木材活用等による脱炭素社会への貢献 

設計・施工・工事監理に関する提案 

 品質確保及び環境保全対策 

B-9 共通様式 A3-3 枚 

本施設（Ⅰ期）の供用開始時期の計画及び施工合理

化等 

Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれる本事業の特性に配慮

した設計・施工計画 

大規模修繕費用の縮減 B-10 共通様式 A3-1 枚 

利用規則 

 利用料金 C-1-1 共通様式 A4-4 枚 

利用調整 C-1-2 共通様式 A4-3 枚 

サービス提供・総合案内 

 サービス提供全般 C-2-1 共通様式 A4-4 枚 

ホスピタリティサービス C-2-2 共通様式 A4-2 枚 

広報・情報発信、主催・誘致 

 広報・情報発信 C-3-1 共通様式 A4-2 枚 

主催・誘致 C-3-2 共通様式 A4-2 枚 

ラグビーその他スポーツの振興 

 

 

ラグビーその他スポーツの振興に資する業務 C-4-1 共通様式 A4-2 枚 

ラグビーその他スポーツの振興への収入額の一部

還元 
C-4-2 共通様式 A4-1 枚 

関係者・関係団体との協力 

 

 

JRFU との連携協力協定 C-5-1 共通様式 A4-2 枚 

神宮外苑地区における魅力あるまちづくりへの協

力 
C-5-2 共通様式 A4-1 枚 

安全管理・防災・緊急事態等対応 

 利用者の安全確保 C-6 共通様式 A4-2 枚 

効果的・効率的な維持管理手法 

質の高い維持管理の継続的な実現手法 D-1 共通様式 A4-2 枚 

効果的・効率的な維持管理手法 

 

スポーツ博物館も含めた効果的・効率的な維持管

理手法 D-2 共通様式 A4-3 枚 

修繕・更新の考え方 
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（基本計画説明書） 

様式名 様式番号 共通・指定 用紙サイズ・枚数 

基本計画説明書（中表紙） － 指定様式 A4-1 枚 

事業工程計画 

 

本事業全体工程 E-1① 指定様式 A3-1 枚 

設計業務の詳細工程 E-1② 共通様式 A3-1 枚 

建設・工事監理業務の詳細工程（Ⅰ期） E-1③ 共通様式 A3-1 枚 

建設・工事監理業務の詳細工程（Ⅱ期） E-1④ 共通様式 A3-1 枚 

業務全体の実施体制図 E-2 指定様式 A4-2 枚 

建築計画概要 E-3 指定様式 A4-1 枚 

各室面積表 E-4 指定様式 A4-2 枚 

外観パース E-5 共通様式 A3-4 枚(※1) 

内観パース E-6 共通様式 A3-2 枚(※2) 

屋根伏図兼配置図・地上階平面図兼配置図 E-7 共通様式 A3-4 枚 

各階平面図 E-8 共通様式 A3-適宜(※3) 

立面図 E-9 共通様式 A3-2 枚(※3) 

断面図 E-10 共通様式 A3-2 枚(※3) 

内部仕上表 E-11 指定様式 A4-6 枚 

外部仕上表 E-12 共通様式 A4-1 枚 

施設整備費 E-13 指定様式 A3-1 枚 

構造計画（概要） E-14 共通様式 A3-2 枚(※3) 

電気設備計画 E-15 共通様式 A3-4 枚 

機械設備計画 E-16 共通様式 A3-4 枚 

緑化計画 E-17 共通様式 A3-2 枚 

動線計画 E-18 共通様式 A3-適宜 

観客席配置計画 E-19 共通様式 A3-適宜 

大規模修繕費 E-20 指定様式 A3-1 枚 

※１ Ⅰ期完了時とⅡ期完了時でパースが異なる場合は、全体鳥瞰パースとアイレベルを、それぞれ４枚、計８

枚を上限とすることを認める。 

※２ Ⅰ期完了時とⅡ期完了時でパースが異なる場合は、フィールドを含むパースとコンコースを含むパース

を、それぞれ２枚、計４枚を上限とすることを認める。 

※３ Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で図面が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作成すること。 

 

（５）入札参加辞退及び構成企業等の変更に関する提出書類 

【様式１２】辞退届 ＜正１部、副２部＞ 

※入札説明書第２．２．（２）⑦エの記載を確認の上、提出すること。 

【様式１３】参加資格喪失等通知書 ＜正１部、副２部＞ 

※構成企業、協力企業のいずれかが参加資格要件を満たさなくなった場合に、当該事由

の判明後速やかに通知すること。 

【様式１４】構成企業等変更届＜正１部、副２部＞ 

※構成企業又は協力企業を変更する際に、入札説明書第２．３．（９）の記載を確認の

上、速やかに提出すること。なお、当該様式以外に、JSCが追加で資料等の提出を求め

る場合がある。 
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２．作成上の留意点 

（１）一般的事項 

各提出書類を作成するにあたり、以下の項目に留意すること。 

なお、本要領並びに様式で使用する用語の定義は、同一の名称によって入札説明書等において使

用される用語の定義と同じものとする。また、全ての様式の提出を必須とする。 

ア 言語及び通貨 

各提出書類に用いる言語は日本語とし、全て横書きとすること。また、通貨は日本国通貨、単

位はＳＩ単位とする。 

イ 使用する用紙のサイズ等 

図書のサイズは、表紙を含め、指定のとおり日本産業規格Ａ３版横長又はＡ４版縦長とし、横

書き片面を標準とする。 

ウ 使用ソフト 

使用ソフトは、図、表、写真、スケッチ、提案図面を除き、Microsoft Word や Microsoft Excel

あるいは Microsoft PowerPoint を使用すること。 

エ 会社名の記入 

【様式１５】関係者一覧表 ＜正１部＞ 

      ※事業提案書の副本には、社名やロゴマーク等、応募者を特定・類推できる表記はしない

こと。また、実績、資格等を証する書類（写しを含む。）については、社名やロゴマーク

等を記載せず又は社名やロゴマーク等の記載がある場合は黒塗り処理するなど、応募者

を特定できないようにすること。 

【様式１５】関係者一覧表に従い A 社～Z 社のアルファベットを用いること。ただし、

各業務のいずれを実施するか分かるようにアルファベットの前に業務内容が分かる呼称

を付すこと。 

 

（２）参加表明書等の提出書類 

参加表明書及び参加資格確認申請書の提出書類を作成・提出するにあたっては、【様式３】～【様

式７】及び添付資料を様式番号順でまとめ、ドッチファイルＡ４版縦置き左２穴綴じで提出するこ

と。 

 

（３）事業提案書の提出書類 

ア 共通事項 

・各提出書類を作成するにあたり、「業務要求水準書」及び「事業者選定基準」に記載された加点

項目について、具体性を持った記載により提案を行うこと。 

・各提出書類は、３．（１）～（２）に基づき、共通様式又は指定様式にて作成すること。 

・共通様式の、様式名、様式番号は、該当する様式名、様式番号に修正のうえ作成すること。 

・各様式において、記載が必要とされている事項については、必ず記載すること。 

・各様式において、一定の計算を必要とする箇所は、計算を正確に行うこと。 

・平易な文章で明確かつ具体的、簡潔に記載すること。また、具体的かつ明確に記載するために

必要な項目等がある場合は、適宜、追加記入すること。 

・造語、略語は、専門用語、一般用語を用いて初出の個所に定義を記載すること。 

・各様式間において記載内容の整合性を図り、他の様式や補足資料に関連する事項が記載されて
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いるなど、参照が必要な場合には、該当するページを記入すること。 

・分かりやすさ見やすさに配慮し、必要に応じて図、表、写真、スケッチ等を適宜利用すること。 

・各様式のサイズ及び枚数は、１．（４）の提出書類一覧の用紙サイズ・枚数を遵守すること。 

・各様式に準じて作成する提出書類で使用する文字の大きさは、10 ポイント以上で作成すること

（実績を証する書類の写し等を除く）。 

・提出書類の周囲は、綴じ代側は 20ｍｍ以上、他は 15ｍｍ以上の余白を設けること。ただし、様

式番号、頁については、この限りではない。 

・DVD の提出時には、ファイル形式を Microsoft Word や Microsoft Excel あるいは Microsoft 

PowerPoint としたデータ及びそれらをすべて PDF 形式（テキストのコピー・アンド・ペースト

が可能なモードとすること。）としたデータの二種類を DVD に保存の上、２部提出すること。 

イ 事業提案書 

①提案概要書 

提案概要書の作成、提出にあたっては、以下の項目に留意すること。 

・提案概要書は事業全体の提案コンセプトが概観できるよう、提案概要を記載するものであ

り、提案概要書は審査にあたっての補足資料の位置づけであり、評価対象とはならない。 

・事業提案書及び基本計画説明書の概要を簡潔にわかりやすくまとめること。 

・様式は、共通様式を用いること。 

・指定の提案概要書を必要部数作成し、フラットファイルＡ３版横置き左２穴綴じで提出す

ること。 

・提案概要書の構成に支障がある場合は、様式の外枠線を削除することを可能とする。 

・図面等の着色は自由とする。 

②技術提案書 

技術提案書の作成、提出にあたっては、以下の項目に留意すること。 

・指定の様式あるいは書類を必要部数作成し、ドッチファイルＡ４版縦左２穴綴じで提出す

ること。Ａ３版はＡ４版片綴じ（左側２点綴じ）で織り込むこと。 

・様式が複数ページにわたるときは、右肩にページ番号を付すこと。 

・応募者等の提案意図を説明するため、適宜必要な図表、写真、図面、スケッチ等を用いる

ことは可能とする。また着色は自由とする。 

・他の様式間で参照が必要な場合（他の様式で、より具体的、詳細に説明、記述されている

場合等）には、参照先の様式番号を記述すること。 

③基本計画説明書 

基本計画説明書の作成、提出にあたっては、以下の項目に留意すること。 

・基本計画説明書は、技術提案書の補足資料の建付けであり、技術提案書の評価の際に参考

とするものである。なお、各項目の評価にあたっては、「別添２ 技術提案書及び基本計画

説明書の対応表」に示す基本計画説明書を参考とすることを想定している。 

・指定の様式を必要部数作成し、ドッチファイルＡ４版縦左２穴綴じで提出すること。Ａ３

版はＡ４版片綴じ（左側２点綴じ）で織り込むこと。 

・応募者の基本的な計画の意図を説明するため、適宜必要な図表、写真、スケッチ等を用い

ることは可能とする。また、着色は自由とする。 

・各様式に※で記載の留意事項は適宜削除して作成すること。 

・提案にあたっては、関係する技術提案書の提案内容を踏まえ作成すること。 
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３．事業提案書の項目別の記載の留意事項

事業提案書のうち、技術提案書及び基本計画説明書の各項目の記載にあたっては、次に示す記載上

の留意事項を熟読の上、作成すること。 

共通様式は Word 形式や Excel形式あるいは PowerPoint形式を用いること。

（１）技術提案書

記載上の留意事項の記載項目毎に記載場所が分かるよう、提案事項をまとめて記載すること。

また、提案内容の意図を伝えるため、適宜必要な図面・スケッチ等を記載することは可とするが、

基本計画説明書に記載する図面・スケッチ等を用いて説明する場合は、該当関連資料・該当箇所を

呼び出すなど、提案事項を分かりやすく整理して記載すること。

【様式番号 A-1】様式名：本事業の実施における方針

記載上の留意事項（【 】：記載する項目）

【本事業実施における基本方針】

・実施方針に掲げた本事業のビジョンやコンセプトを踏まえた、施設整備及び運営の基本方針を、

持続性を持って実現・達成するための方法、考え方を記載すること。

評価基準： 

・秩父宮ラグビー場の歴史的背景や本事業の特性等を十分に理解し、実施方針に掲げた本事業の

ビジョンやコンセプトを踏まえた、施設整備及び運営の基本方針を、持続性を持って実現・達

成するための方法、考え方が提案されているか。

【様式番号 A-2-1】様式名：統括管理業務の実施体制（指定様式含む） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目）

【統括管理業務実施体制表】

・統括管理責任者及びその者の経歴を記載すること。

【緊急時体制表】

・施設整備段階、運営段階について、それぞれ記載すること。

【人材育成、研修計画】

【統括管理業務に携わる企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資格・認証】

評価基準：

・事業を遂行するための十分な経験、ノウハウを有した人材が配置されているか。

・緊急時等の体制確保・応援体制・連絡体制・参集方法に関して、各業務と連携された計画とな

っているか。

・人材育成、研修計画が提案されているか。

・ワーク・ライフ・バランス等の推進

【様式番号 A-2-2】様式名：施設整備業務の実施体制（指定様式含む） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【施設整備業務実施体制表】 

・業務責任者（管理技術者・監理技術者）及び配置予定技術者の経歴・保有資格を記載すること。

・設計・施工期間における、JSC及び関係機関との調整・連携方法を記載すること。

・運営業務・維持管理業務との連携体制について記載すること。
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【施設整備業務に携わる企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資格・認証】 

評価基準： 

・設計業務・建設業務・工事監理業務・什器備品調達業務を確実に遂行するための体制が提案さ

れているか。 

  ・各業務（以降の運営業務・維持管理業務も含む）間の連携に関する体制について、具体的で優

れた提案となっているか。 

  ・ワーク・ライフ・バランス等の推進 

 

【様式番号 A-2-3①・②】様式名：運営業務・維持管理業務の実施体制（指定様式含む） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【運営業務実施体制表】 

・業務責任者並びに配置予定担当者及びその者の経歴を記載すること。 

【運営業務に携わる企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資格・認証】 

【維持管理業務実施体制表】 

・業務責任者並びに配置予定担当者及びその者の経歴を記載すること。 

【維持管理業務に携わる企業のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資格・認証】 

評価基準： 

・業務を確実かつ継続的に遂行するための運営・維持管理体制が提案されているか。 

  ・ワーク・ライフ・バランス等の推進 

 
【様式番号 A-2 別紙】様式名ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況（指定様式） 

記載上の留意事項 

・様式 A-2-1、A-2-2、A-2-3-①、A-2-3-②それぞれの後に差し込むこと。 

 

【様式番号 A-3-1】様式名：リスク管理   

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【リスク管理表】 

・事業実施上留意すべきリスクを網羅的に記載すること。 

・それらのリスクの管理・対応策を記載すること。 

評価基準： 
・事業実施上留意すべきリスクを網羅的に抽出し、そのリスクの管理・対応策が有効なものとな

っているか。 
 

【様式番号 A-3-2】様式名：資金調達計画及び収支計画（指定様式含む） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【資金調達計画及び収支計画（共通）】 

 ・資本政策や、収支計画の算出根拠の詳細を記載すること。 

・収支計画の安定性や現実性・妥当性について指標等とともに具体的に記載すること。 

【①投資計画及び資金調達計画表】 

・資本政策、借入方法などについて記載すること。 

・運営権対価の算出方法を可能な範囲で具体的に記載すること。 

・金融機関・保険会社等からの関心表明書等を取得できている場合にはその旨を記載すること。 

【②収支計画】 
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・算出の根拠材料も記載すること。 

【③収益明細表】 

・算出根拠の詳細は共通様式に記載すること。 

【④費用明細表】 

・算出根拠の詳細は共通様式に記載すること。 

評価基準： 
・資金調達について、妥当性・確実性の高い計画となっているか。 

  ・全事業期間を通じて安定的に事業が行われる現実性・妥当性のある収支計画になっているか。 

 

【様式番号 A-3-3】様式名：持続可能性への配慮（SDGs への貢献） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【持続可能性への配慮についての考え方】 

・全事業期間を通じての基本的な考え方を記載すること。 

・施設整備及び運営の各期間における取組を具体的に記載すること。 

※B-8 に記載する内容は除く。 

評価基準： 
・施設整備及び運営の全事業期間を通じて、気候変動対策、共生社会・ジェンダー平等、安心安

全などの持続可能性に配慮した事業計画となっているか。 
 

【様式番号 A-4】様式名：モニタリング 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【モニタリングの考え方】 

・セルフモニタリングの実施方法について、具体的に記載すること。 

・セルフモニタリングの評価指標を記載すること。 

評価基準： 

・事業実施状況を正確に把握し、JSC に適切に報告するとともに、必要な業務改善が確実に実施

される具体的なモニタリング計画となっているか。 

 

【様式番号 B-1】様式名：「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわしい風格・品格の醸成に資するための施設整備に対する基本的な考え方 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【建築計画の観点からの具現化方法】 

・「聖地」秩父宮ラグビー場に求められている風格・品格をどのようにとらえ、建築計画の観点から

どのように表現するか、その具現化方法について具体的に記載すること。 

評価基準： 
・施設整備の基本方針としている「聖地」秩父宮ラグビー場に求められている風格・品格を建築

計画の観点から具現化するための方法、考え方が分かりやすく示されているか。 

 

【様式番号 B-1 続き】様式名：「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわしい風格・品格を備えた外観・デザイン  

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【「聖地」秩父宮ラグビー場として、歴史の継承等を踏まえた風格・品格と、親しみやすさ等が融合し

た魅力的な建築形態の提案】 

・風格・品格を持ちつつ、親しみやすさ・魅力の感じられる、建築形態・建築デザインについて具

体的に記述すること。    
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・歴史を継承しつつ、これからの時代に相応しいラグビー場（スタジアム）のあり方を具現化する

建築形態・建築デザインについての考え方を記載すること。 

【「聖地」秩父宮ラグビー場としてふさわしい建築形態を実現するための、屋根構造等の諸計画との

整合】 

・合理性を兼ね備えた建築形態を実現するために、屋根構造（B-7）をはじめとする諸計画との合理

性の考え方について具体的に記載すること。 

・外観デザインと環境保全についての取り組み（B-8）との整合について具体的に記載すること。 

評価基準：  

  ・「聖地」秩父宮ラグビー場として、歴史の継承等を踏まえた風格・品格と、将来にわたって色褪

せないデザイン性や親しみやすさ等が融合した魅力的な建築形態の提案となっているか。 

・「聖地」秩父宮ラグビー場としてふさわしい建築形態を実現するため、屋根構造をはじめとする

構造計画や環境保全についての取組等との整合が取れているか。 

 

【様式番号 B-2】様式名：周辺地域・環境との調和 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【神宮外苑地区の緑豊かな景観形成に対する配慮がなされた具体的な提案】 

・神宮外苑地区の緑豊かな景観形成への配慮・寄与手法について具体的に記述すること。 

【隣接する国立競技場や野球場などの周辺建物との調和】 

・手続き中の地区計画等の内容を踏まえ、周辺建物との調和の在り方について具体的に記述するこ

と。 

【各 寄り駅からのアクセスを考慮し、あらゆる方向からの景観に配慮するとともに、建物の圧迫感

の緩和に留意した、具体的な提案・デザイン】 

・各 寄り駅からのアクセスに考慮した、アプローチ・動線計画景観について具体的に記述するこ

と。 

・敷地外各方向からの眺望景観に対して、どのように圧迫感の緩和を図ったか、具体的に記述する

こと。 

評価基準： 
・神宮外苑地区の緑豊かな景観形成に対する配慮がなされた具体的な提案となっているか。 
・隣接する国立競技場や野球場などの周辺建物と調和した優良な提案となっているか。 
・各 寄り駅からのアクセスを考慮し、あらゆる方向からの景観に配慮するとともに、建物の圧

迫感の緩和に留意した、具体的な提案・デザインとなっているか。 
 

【様式番号 B-2 続き】様式名：周辺地域への賑わいの創出及び敷地特性を踏まえた外構計画・施設配置 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【屋外空間や隣接する街区との連携に配慮した、魅⼒・賑わいの創出】 

・隣接する街区との連携について、本施設等に訪れる様々な人々の利用を想定し、施設整備計画の

観点での賑わい創出方法について具体的に記述すること。 

【敷地形状・特性（敷地外周や北側に存在する既存樹木や敷地の高低差）を踏まえ、緑と調和し、周

辺地域・周辺施設との連続性に配慮した優れた施設配置・外構計画】 

・敷地特性を適切に分析した上で、周辺地域・周辺施設との連続性に配慮した配置計画・外構計画

について具体的に記述すること。 

【各 寄り駅からのアクセスを考慮し、多方向からのアクセスが可能で開放的な外構計画】 
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・Ⅰ期・Ⅱ期でそれぞれの外構からエントランスまでの動線計画について具体的に記述すること。 

・各 寄り駅からのアクセスが可能で開放的な外構計画について具体的に記述すること。 

評価基準： 

・本施設等に訪れる様々な人々の利用を想定し、屋外空間や隣接する街区との連携に配慮した魅

⼒的で賑わいを創出する優良な提案となっているか。 

・敷地形状・特性（敷地外周や北側に存在する既存樹木や敷地の高低差）を踏まえ、緑と調和し、

周辺地域・周辺施設との連続性に配慮した優れた施設配置・外構計画となっているか。 

・各 寄り駅からのアクセスを考慮し、多方向からのアクセスが可能で開放的な外構計画（エン

トランス計画等を含む）となっているか。 

 

【様式番号 B-3】様式名：競技者が競技に集中できる環境の創出 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【 高峰のラグビーが行われる施設としてふさわしい、競技者が 高の力を発揮できるような競技環

境】 

 ・競技者にとって 適な環境となるよう、フィールド及び関連諸室について、競技者にとっての機

能性・使いやすさの視点から計画内容（配置計画・動線計画・各部計画等）について具体的に記

述すること。 

 ・人工芝選定の考え方を具体的に記載すること。 

・年齢、性別、言語、障害の有無に関わらず、多様な人々が競技者として快適に競技できる計画に

ついて具体的に記述すること。 

評価基準： 
・国際大会等にも対応可能で、 高峰のラグビーが行われる施設としてふさわしい、競技者が

高の力を発揮できるような競技環境を整える具体的な提案がなされているか。 

・スポーツをする人・支える人にとって、機能的で、使い勝手がよい、配置計画・動線計画・光

環境等となっているか。 

・年齢、性別、言語、障害の有無に関わらず、多様な競技者による競技大会が開催できるような

具体的で優れた提案がなされているか。 
 

【様式番号 B-3 続き】様式名：快適で多様な観戦体験やスタジアム内の過ごし方の提供 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【観客席やコンコース等のスタジアム全体の観戦環境について、観客が競技者と一体感を感じ、臨場

感のある快適で魅力的な空間を創出する具体的で優良な提案】 

・観客席やコンコース等について、観客等にとっての機能性・安全性・使いやすさの視点と臨場感・

快適性の視点から計画内容（配置計画・動線計画・サイトライン等）について具体的に記述する

こと。 

・観客席（フィールドと観客席の関係性・つなぎ方の工夫を含む）及びコンコース等について、観

客が競技者と一体感を感じられ、 高の環境を実現する考え方・具体的手法について具体的に記

述すること。 

【観客席のバリエーションに関する具体的な提案】 

・プレミアム感のある観戦体験や来場者の裾野を広げることに寄与するような観客席バリエーショ

ンの考え方・配置計画について具体的に記述すること。 

【VIP エリアについて、施設全体における合理的な配置・動線計画に配慮した上で、高付加価値や収

益性、多機能用途を考慮した柔軟な運用等への対応を考慮した、優れた提案】 
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・施設全体における合理的な配置・動線計画に配慮した上で、高付加価値・収益性・多機能用途を

考慮した計画内容（配置計画・動線計画・運用方法等）について具体的に記述すること。 

【様々なスポーツ観戦の楽しみ方・スタジアム内での過ごし方の提供】 

・コンコースと周辺機能について、来場者の裾野拡大に寄与する愉しめる空間づくりや、競技観戦

等の目的外の利用者でも立ち寄りたくなるような空間構成、機能配置、意匠等の創意工夫につい

て具体的に記載すること。 

評価基準： 
・観客席やコンコース等のスタジアム全体の観戦環境について、観客が競技者と一体感を感じ、

臨場感のある快適で魅力的な空間を創出する具体的で優良な提案がなされているか（フィール

ドと観客席の関係性・つなぎ方の工夫を含む）。 

・一般席について、プレミアム感のある観戦体験や来場者の裾野を広げることに寄与するような

機能として、観客席のバリエーションに関する具体的な提案がなされているか。 

・VIP エリアについて、施設全体における合理的な配置・動線計画に配慮した上で、高付加価値

や収益性、多機能用途を考慮した柔軟な運用等への対応を考慮した、優れた提案がなされてい

るか。 

・様々なスポーツ観戦の楽しみ方・スタジアム内での過ごし方を提供できるような、コンコース

計画やコンコースに至るアプローチ等の工夫、サービスの提供等、具体的で優れた提案がなさ

れているか。 
 

【様式番号 B-4】様式名：スマートスタジアム 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【ICT 技術等を駆使した、「観戦体験に付加価値を提供することで感動やエンゲージメントを高める仕

組み」、「スタジアム内混雑の緩和や、セキュリティの強化に寄与することで快適な観戦環境を実現

する仕組み」「継続的に質の高いサービスやスタジアム内コンテンツを充実させることに寄与する

取組」などの具体的な提案】 

・観戦体験等にどのような付加価値を提供し、感動やエンゲージメントを高めるか、その実現手法

について、具体的に記述すること。 

・スタジアム内混雑の緩和や、セキュリティの強化に寄与することで快適な観戦環境を実現する仕

組みについて、具体的に記述すること。 

・継続的に質の高いサービスやスタジアム内コンテンツを充実させることに寄与する取組につい

て、具体的に記述すること。 

【将来にわたる技術の革新に対応し、継続的にスマートスタジアムとしてのサービス等を提供できる

提案】 

・継続的にスマートスタジアムとしてのサービス等を提供するための施設整備計画の観点での具現

化手法について、具体的に記述すること。 

評価基準： 

・ICT 技術（ 新の通信規格・IoT・DX 等への対応）等を駆使し、「観戦体験に付加価値を提供す

ることで感動やエンゲージメントを高める仕組み（利用者の利便性向上）」、「スタジアム内混雑

の緩和や、セキュリティの強化に寄与することで快適な観戦環境を実現する仕組み（運用面に

おける省力化）」「継続的に質の高いサービスやスタジアム内コンテンツを充実させることに寄

与する取組（強靭で拡張性の高いインフラ網の構築等）」などの具体的な提案がなされている

か。 

・将来にわたる技術の革新に対応し、継続的にスマートスタジアムとしてのサービス等を提供で

きる提案がなされているか。 
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【様式番号 B-4 続き】様式名：ユニバーサルデザインへの対応 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【障がいの有無、年齢、性別、言語等に関わらず、多様な人々が利用しやすい優れた提案】 

・多様な人々が利用しやすい施設への対応について、個所別（観客席、通路、トイレなど）の配慮

内容とその考え方について具体的に記述すること。 

・多様な利用者にとって快適な観戦環境やアプローチ等を提供する動線計画・客席計画等、情報・

サイン計画に係る考え方について具体的に記述すること。 

【UDWS における意見の調整の方針・考え方についての具体的な提案】 

・UD レビュー等を実施するにあたり、多様な利用者の意見を効率的にくみ上げ合意形成するための

効果的な手法や実施体制、実施工程上の工夫について具体的に記述すること。 

評価基準： 
・障がいの有無、年齢、性別、言語等に関わらず、多様な人々が利用しやすい優れた提案がなさ

れているか。 

・UDWS における意見の調整の方針・考え方について、具体的な提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-5】様式名：セキュリティの確保 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【複数の利用者・各セキュリティレベルに対応したセキュリティの確保】 

・競技者、観客（一般観客、VIP、VVIP）、メディア、運営関係者、施設管理者等の複数の利用者に

対応した、専有部、共用部、外構において各々のセキュリティレベルに応じたセキュリティがス

ポーツ競技だけでなく、イベント開催時においても適切に確保された配置計画・動線計画につい

て具体的に記述すること。 

評価基準： 

・競技者、観客（一般観客、VIP、VVIP）、メディア、運営関係者、施設管理者等の複数の利用者

に対応した、専有部、共用部、外構において各々のセキュリティレベルに応じたセキュリティ

が適切に確保された動線・配置等の計画がされているか。 

 

【様式番号 B-6】様式名：文化交流に係る機能確保・施設計画 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【スポーツ博物館について、ラグビーを含むスポーツの価値を発信し、イベントも含め様々な体験・

文化交流の機会を提供する施設として適切であり、本施設や敷地、周辺施設との関係性等に配慮し

た、優れた提案】 

・本施設や敷地、周辺施設との関係性等への配慮した配置計画について具体的に記述すること。 

・ラグビーを含むスポーツの価値を発信し、イベントも含め様々な体験・文化交流の機会を提供す

る施設としての観点から、計画内容（諸室計画・動線計画等）について具体的に記述すること。 

【JSC の運営するスポーツ博物館について、運営形態を考慮した適切な各室配置・動線計画】 

・運営形態を考慮した適切な各室配置・動線計画として配慮内容について具体的に記述すること。 

評価基準： 

・スポーツ博物館について、スポーツの多様な価値を伝え、スポーツ及びスポーツ文化の振興に

寄与する施設として本施設や敷地、周辺地域との関係性等に配慮した、優れた提案となってい

るか。 
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・JSC の運営するスポーツ博物館について、運営形態を考慮した適切な各室配置・動線計画とな

っているか。 

 

【様式番号 B-6 続き】様式名：多機能用途や将来の新たな機能変更にフレキシブルに対応可能な空間計画  

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【フレキシブルに対応可能な施設計画・諸室等】 

・競技大会開催やイベント開催などの多機能用途や、諸室への新たな機能追加等による付加価値創

出等の観点から、観客席のバリエーションの可変性等、フレキシブルに対応できる施設計画・諸

室等について、対応内容とその考え方について具体的に記述すること。 

評価基準： 
・競技大会開催やイベント開催などの多機能用途や、諸室への新たな機能追加等による付加価値

創出等に対して、観客席のバリエーションの可変性等、フレキシブルに対応できる施設計画・

諸室等の提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-7】様式名：各種災害等に対応した高い安全性の確保（合理的な構造計画等） 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【利用者の安全性に配慮し、各種災害等に対応した施設整備計画】 

・利用者の安全性に配慮し、震災等に対応された施設整備計画について、合理的な構造計画となっ

ているか、具体的に記述すること。 

・大空間であることや大屋根構造であることを考慮した構造計画について具体的に記述すること。 

【利用者の安全性に配慮すべきその他の項目】 

・火災対策・浸水対策等、安全性・機能性に配慮した計画について具体的な提案があれば記載する

こと。 

評価基準： 
・利用者の安全性に配慮し、各種災害等に対応した合理的な施設整備計画となっているか。 

 

【様式番号 B-8】様式名：環境負荷の低減・創エネルギー 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【熱負荷抑制についての提案、自然エネルギー、再生可能エネルギー、未利用エネルギーを利用した

システム、高効率システムの採用等、一次エネルギー消費量削減に寄与する実現可能な提案】 

・熱負荷抑制を図る上で、建築計画・外皮計画を含めた提案について、 BPI 値や一次エネルギーの

削減量などの具体的数値目標を含めて記述すること。 

【ZEB Oriented 以上の性能を確保できる提案】 

・ZEB Oriented 以上の評価に向けた実現可能な提案について、具体的な数値目標（BEI 値）を含め

て記述すること。 

【創エネルギーへの取り組みに関する具体的な提案】 

・創エネルギーへの取り組みについて、太陽光発電容量などの具体的な数値目標（kW）を含めて記

述すること。 

評価基準： 

・熱負荷抑制についての提案、自然エネルギー、再生可能エネルギー、未利用エネルギーを利用

したシステム、高効率システムの採用等、一次エネルギー消費量削減に寄与する実現可能な提

案がなされているか。 

・ZEB Oriented より上の性能を確保できる提案がなされているか。 
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【様式番号 B-8 続き】様式名：木材活用等による脱炭素社会への貢献 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【カーボンニュートラルに配慮する等、脱炭素社会に資する積極的、具体的かつ優れた提案】 

・カーボンニュートラルに配慮された提案や、脱炭素社会に資する提案について、（（施工現場にお

ける工夫や資材調達など）施設整備段階から運営段階までの各事業期間における取組を）具体的

に記述すること。 

【木材を積極的かつ有効に活用し、木造化・木質化において日本の気候・風土・伝統に配慮するなど、

具体的かつ優れた木材利用の提案】 

・木材を積極的かつ有効に活用し、木造化・木質化において日本の気候・風土・伝統に配慮するな

ど、具体的かつ優れた木材利用について、具体的に記述すること。 

評価基準： 
・カーボンニュートラルに配慮する等、脱炭素社会の実現に資する積極的、具体的かつ優れた提

案がなされているか。 

・木材を積極的かつ有効に活用し、木造化・木質化において日本の気候・風土・伝統に配慮する

など、具体的かつ優れた木材利用の提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-9】様式名：品質確保及び環境保全対策 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【事業提案を確実に遂行するための工程、品質確保】 

・事業提案を確実に遂行するための工程、品質確保について、具体的に記述すること。 

【建築材料、設備資機材の長寿命化・更新性に配慮した、長期にわたる品質確保】 

・建築材料、設備資機材の長寿命化・更新性に配慮し、どのように長期にわたって品質を確保して

いくか、具体的に記述すること。 

【周辺環境への配慮を含めた、工事における周辺環境保全対策（騒音、振動、水質、大気質、廃棄物

の低減等）に資する提案】 

 ・工事における環境保全対策（騒音、振動、水質、大気質、廃棄物の低減等）について、具体的に

記述すること。 

・周辺環境への配慮について、具体的に記述すること。 

評価基準： 
・事業提案を確実に遂行するための工程、品質確保に関する提案がなされているか。 

・建築材料、設備資機材の長寿命化・更新性に配慮し、長期にわたる品質確保が検討された提案

がなされているか。 

・周辺環境への配慮を含めた、工事における環境保全対策（騒音、振動、水質、大気質、廃棄物

の低減等）に資する提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-9 続き】様式名：本施設（Ⅰ期）の供用開始時期の計画及び施工合理化等 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【本施設（Ⅰ期）の供用開始時期】 

・本施設（Ⅰ期）の供用開始時期について、無理な工期設定にならない範囲で前倒しできるような、

具体的な計画及び実現手法を記述すること。 

・設計・施工・開業準備における詳細な計画について、具体的に記述すること。 

・生産性の向上に資する有効な技術や施工合理化の導入等について、具体的な内容を記載すること。 
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評価基準： 
・本施設（Ⅰ期）の供用開始時期について具体的な提案がされるとともに、その内訳として、設

計・施工・開業準備における詳細な計画の提案がなされているか。 

・建設現場の工事品質を確保しつつ、生産性の向上に資する有効な技術や施工合理化の導入等、

具体的で効果がある提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-9 続き】様式名：Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれる本事業の特性に配慮した設計・施工計画 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれることに配慮した、効率的・効果的な設計・施工計画】 

・本事業の特性上、Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれることに配慮し、Ⅱ期工期での解体範囲を 小限と

するなど、効率的・効果的な設計・施工計画について、具体的に記述すること。 

【Ⅱ期工事期間中における競技大会やイベント開催への影響を 小限とするような具体的で優れた

提案】 

・Ⅱ期工事期間中もⅠ期施設の運営を継続することに配慮し、Ⅰ期施設との取り合い部の工事範囲

を 小限とするなど、競技大会やイベント開催への影響を 小限とするような対応方針につい

て、具体的に記述すること。 

評価基準： 
・本事業の特性上、Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれることに配慮し、効率的・効果的な設計・施工計

画となっているか。 

・Ⅱ期工事期間中もⅠ期施設の運営を継続することに配慮し、Ⅰ期施設との取り合い部の工事範

囲を 小限とするなど、競技大会やイベント開催への影響を 小限とするような具体的で優れ

た提案がなされているか。 

 

【様式番号 B-10】様式名：大規模修繕費用の縮減 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【事業期間中から事業終了後にわたり、大規模修繕費用を極力抑えるための施設の設計・施工計画に

関する具体的な提案】 

・事業期間中から事業終了後にわたり、大規模修繕費用を極力抑えるための施設の設計・施工計画

について、具体的に記述すること。 

【環境に配慮した設備機器の採用など、ライフサイクルコストの低減に資する具体的な計画】 

・環境に配慮した設備機器の採用など、ライフサイクルコストの低減について、具体的に記述する

こと。 

評価基準： 
・事業期間中から事業終了後にわたり、大規模修繕費用を極力抑えるための施設の設計・施工計

画に関する具体的な提案がなされているか。 

・ライフサイクルコストの低減に資する具体的な計画が提案されているか。 

 

【様式番号 C-1-1】様式名：利用料金 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【ラグビーその他スポーツ利用に係る施設の利用料金表を記載すること。】 

※落札者においては、契約締結後、本事業提案書において提案した料金表を基に再度、利用料金表の

提案を行うものとし、JSC と協議の上、利用料金を定めることとし、利用料金そのものは評価対象と

はしないものとする。 
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評価基準： 
・ラグビーその他スポーツ利用に係る利用料金について、階層やエリア等で区切った利用料金の

設定や、附属施設・設備・備品の利用料金について類似施設の利用料金を参考とした設定がな

されるなど、利用規則について利用者ニーズを踏まえた優れた提案がなされているか。 
 

【様式番号 C-1-2】様式名：利用調整 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【JRFU、JERFU 及び JRLO との利用調整方法を記載すること。】 

評価基準： 
・ラグビーの試合等での円滑な利用が図られるよう、利用調整方法について具体的かつ実効性の

ある提案がなされているか。 

 

【様式番号 C-2-1】様式名：サービス提供全般 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【利用者満足度の向上と本施設のにぎわい創出につながる飲食等のサービス提供について記載する

こと。】 

【高齢者、障がい者、外国人をはじめ誰もが安全かつ快適に利用できるよう総合案内を含むサービス

提供について記載すること。】 

【多様なステークホルダーを想定し、サービス向上や満足度向上のための方策のほか、苦情発生時の

対策や業務改善方策について、それぞれ、記載すること。】 

評価基準： 
・利用者満足度の向上と本施設のにぎわい創出につながる飲食等のサービス提供について具体的

かつ優れた提案がなされているか。 
・高齢者、障がい者、外国人をはじめ誰もが安全かつ快適に利用できるよう総合案内を含むサー

ビス提供について具体的かつ優れた提案がなされているか。 
・多様なステークホルダーを想定し、サービス向上や満足度向上のための方策のほか、苦情発生

時の対策や業務改善方策について、それぞれ、具体的かつ優れた提案がなされているか。 

 

【様式番号 C-2-2】様式名：ホスピタリティサービス 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【ホスピタリティサービスの提供に係る世界的潮流を踏まえ、観戦ボックスや VIP ラウンジ等の VIP

エリアにおける多様な利用シーンを想定した質の高いホスピタリティサービスの提供について記

載すること。】 

評価基準： 

・ホスピタリティサービスの提供に係る世界的潮流を踏まえ、観戦ボックスや VIP ラウンジ等の

VIP エリアにおける多様な利用シーンを想定した質の高いホスピタリティサービスの提供につ

いて具体的かつ優れた提案がなされているか。 

 

【様式番号 C-3-1】様式名：広報・情報発信 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【本施設が「ジャパンラグビーの聖地」として広く社会に認知されるとともに、本施設の魅力を発信

し、本施設の利用が促進されるよう広報等の取組について記載すること。】 
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評価基準： 
・本施設が「ジャパンラグビーの聖地」として広く社会に認知されるとともに、本施設の魅力を

発信し、本施設の利用が促進されるよう広報等の取組について具体的かつ効果的な提案がなさ

れているか。 

 

【様式番号 C-3-2】様式名：主催・誘致 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【スポーツのみならず、文化イベントやコンベンション等での多様な利用の促進や、広告やネーミン

グライツ、スポンサーシップの獲得等に向けたマーケティングや誘致等の取組について記載するこ

と】 

評価基準： 
・スポーツのみならず、文化イベントやコンベンション等での多様な利用の促進や、広告やネー

ミングライツ、スポンサーシップの獲得等に向けたマーケティングや誘致等の取組について具

体的かつ効果的な提案されているか。 

 

【様式番号 C-4-1】様式名：ラグビーその他スポーツの振興に資する業務 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【スタジアムを活用したスポーツ普及活動の実施など、ラグビーその他スポーツに対する国民の関心

と理解を深め、国民の参加を促進する取組について記載すること。】 

【スポーツの価値や可能性についての考え方及びそれらを発信するための取組について記載するこ

と。】 

評価基準： 
・スタジアムを活用したスポーツ普及活動の実施など、ラグビーその他スポーツに対する国民の

関心と理解を深め、国民の参加を促進する取組を通じた、スポーツの価値や可能性を発信する

具体的かつ意欲的な提案がなされているか。 

 

【様式番号 C-4-2】様式名：ラグビーその他スポーツの振興への収入額の一部還元 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【収入額が一定額を超えた場合のラグビーその他スポーツの振興への還元について、還元割合や使途

について記載すること。】 

評価基準： 

・収入額が一定額を超えた場合のラグビーその他スポーツの振興への還元について、還元割合や

使途について具体的かつ意欲的な提案がなされているか。 

 

【様式番号 C-5-1】様式名：JRFU との連携協力協定 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【JRFU との円滑な連携協力が図られるよう、連携協力協定の締結に向けた調整方法や、その後の連絡

体制、事業者として JRFU に提案したいラグビーミュージアムやラグビーの普及活動等の取組内容

について記載すること。】 

評価基準： 

・JRFU との円滑な連携協力が図られるよう、連携協力協定の締結に向けた調整方法や、その後の

連絡体制、事業者として JRFU に提案したいラグビーミュージアムやラグビーの普及活動等の

取組内容について具体的かつ意欲的な提案がなされているか。 
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【様式番号 C-5-2】様式名：神宮外苑地区における魅力あるまちづくりへの協力 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【周辺施設等との連携に関する考え方及びスポーツやイベント等を通して神宮外苑地区の魅力ある

まちづくに資するために想定する取組内容について記載すること。】 

評価基準： 
・国立競技場のほか、神宮外苑地区市街地再開発事業において整備される他の周辺施設等とも連

携し、スポーツやイベント等を通して地区全体でスポーツ・レクリエーション文化の発信や醸

成に資するための積極的な提案がされているか 

 

【様式番号 C-6】様式名：利用者の安全確保 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【日常及び災害発生等の緊急事態において、利用者の安全を確保するための計画について、具体的に

記述すること。】 

【大規模感染症等の不測の事態への対策として、競技者・観客等の安全を確保するための計画につい

て、具体的に記述すること。】 

【帰宅困難者受け入れスペースの配置計画、動線計画について、具体的に記述すること。】 

【帰宅困難者対応等における地域防災への貢献について具体的に記載すること。】 

【災害発生時に対応した機能的な建物構成、階層・動線・サイン計画について、具体的に記述するこ

と。】 

評価基準： 
・日常及び災害発生等の緊急事態において、利用者の安全を確保できる提案となっているか。 
・大規模感染症等の不測の事態への対応を考慮した計画として、競技者・観客等の安全を確保で

きる提案となっているか。 
・日常及びイベント等の開催時において、十分な近隣対応策がなされる提案となっているか。 
・帰宅困難者対応等において地域防災に貢献する具体的な提案がされているか。 

 

【様式番号 D-1】様式名：質の高い維持管理の継続的な実現手法 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【質の高い業務が安定的・継続的に実施されるための業務計画・業務手法の計画】 

・質の高い業務が安定的・継続的に実施されるための業務計画・業務手法について、具体的に記述

すること。 

【サービスの質の向上への取組みが実現できる業務実施方針と業務手法の計画】 

・サービスの質の向上への取組みが実現できる業務実施方針と業務手法について、具体的に記述す

ること。 

【維持管理のノウハウの伝達方法】 

・事業終了後も質が高く効果的な維持管理が継続されるような、具体的な維持管理のノウハウ伝達

方法について、記載すること。 

評価基準： 
・質の高い業務が安定的・継続的に実施されるための業務計画・業務手法が計画されているか。 
・サービスの質の向上への取組みが実現できる業務実施方針と業務手法が計画されているか。 
・保全に関するマニュアルの整備等、事業終了後も効果的な維持管理が継続されるように、事業

終了前における維持管理のノウハウの伝達方法について工夫された提案がなされているか。 
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【様式番号 D-2】様式名：スポーツ博物館も含めた効果的・効率的な維持管理手法 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【スポーツ博物館も含めた効果的・効率的な手法】 

 ・維持管理業務内容が本施設と異なるスポーツ博物館も含め、どのような効果的・効率的な維持管

理を行うのか、具体的な手法について、具体的に記述すること。 

評価基準： 
・維持管理業務内容が本施設と異なるスポーツ博物館も含め、業務の理解度が高く、効果的・効

率的な維持管理手法の提案がなされているか。 

 

【様式番号 D-2 続き】様式名：修繕・更新の考え方 

記載上の留意事項（【 】：記載する項目） 

【ライフサイクルコストに配慮した、効果的・効率的な修繕・更新の頻度・手法の考え方】 

・本施設等の特性を踏まえ、ライフサイクルコストに配慮した、効果的・効率的な修繕・更新の頻

度・手法の考え方について、具体的に記述すること。 

【人工芝の修繕・更新に関する劣化診断に関する具体的な手法と張替の考え方】 

・人工芝の更新に関して、劣化診断に関する具体的な手法と張替の判断（考え方）について、具体

的な劣化診断手法や修繕・張替えの考え方を記述すること。 

評価基準： 

・本施設等の特性を踏まえ、ライフサイクルコストに配慮した、効果的・効率的な修繕・更新の

頻度・手法の考え方について、具体的で優れた提案がなされているか。 

・特に人工芝の修繕・更新に関して、劣化診断に関する具体的な手法と張替の判断（考え方）に

ついて、具体的な提案がなされているか。 

・人工芝の撤去・更新における産業廃棄物の処分量を減ずるための方策等について具体的な提案

がなされているか。 
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（２）基本計画説明書 

技術提案書において記載した事項を補足するためのものとして、技術提案書と整合する内容を

書類や図面で表現すること。 記載上の留意事項内に記載の内容については、確実に表現するもの

とし、その他必要と思われる内容を必要 低限追加することができる。 

 

【様式番号 E-1】様式名：事業工程計画 （指定様式含む） 

記載上の留意事項 

工程計画について指定様式に基づき記載すること。 

※Ⅰ期Ⅱ期それぞれの完成時期、供用開始時期を明記すること。 

※本事業の全体工程、設計業務工程、Ⅰ期にかかる建設業務・工事監理業務の工程及びⅡ期にか

かる建設・工事監理業務の工程をそれぞれ作成すること。 

 

【様式番号 E-2】様式名：業務全体の実施体制図 （指定様式） 

記載上の留意事項 

業務全体の実施体制が分かるよう、指定様式に基づき代表企業・構成企業、協力企業のそれぞれの役

割等を明記するとともに、指揮命令系統が分かる SPC 組織体制図を明記すること。 

 

【様式番号 E-3】様式名：建築計画概要（指定様式） 

記載上の留意事項 

以下の項目を、指定様式に基づき記載すること。 

・ 敷地面積 

・ 建築面積 

・ 延床面積 

・ 建蔽率（Ⅱ期完成時のみ） 

・ 容積率（Ⅱ期完成時のみ） 

・ 建物高さ 

・ 高高さ 

・ 主要構造 

・ 駐車台数 

・ 緑化率 

・ その他記載すべきと考える事項 

 

【様式番号 E-4】様式名：各室面積表（指定様式） 

記載上の留意事項 

各室の面積について指定様式に基づき記載すること。 

※各室性能表の全ての諸室及び事業者が提案した諸室について記載すること。 
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【様式番号 E-5】様式名：外観パース 

記載上の留意事項 

全体鳥瞰パース 2 枚 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で本パースが異なる場合は、4 枚とすることを認める。 

アイレベル 2 枚 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で本パースが異なる場合は、4 枚とすることを認める。 

 

【様式番号 E-6】様式名：内観パース 

記載上の留意事項 

フィールドを含むパース １枚 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で本パースが異なる場合は、2 枚とすることを認める。 

コンコースを含むパース １枚 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で本パースが異なる場合は、2 枚とすることを認める。 

 

【様式番号 E-7】様式名：屋根伏図兼配置図・地上階平面図兼配置図 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※縮尺は 1/1000 とすること。 

※名称、出入口を記載すること。 

※要求水準の性能を示す説明及び動線を必要 小限の範囲で記載すること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作成すること。 

・ 外構計画 

・ 外構各部の主なレベル（ＴＰ表示） 

・ 方位 

・ 敷地境界 

・ 主要な屋根仕上げ（引き出し線にて記載） 

 

【様式番号 E-8】様式名：各階平面図 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※縮尺は 1/1000～1/400 とすること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で平面図が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作

成すること。 

※各階平面図がそれぞれ様式１枚に収まる縮尺とすること。 

※各室について、名称、出入口を記載すること。 

※基礎伏（ピット）図を含めて記載すること。 

※要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 階数、縮尺、方位 

・ 柱・壁 

・ 主要スパン寸法 
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・ 構成諸室 

・ 車路・駐停車スペース及び駐停車台数 

 

【様式番号 E-9】様式名：立面図 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※本施設等の立面図（４面）を記載すること。 

※縮尺は 1/1000 とすること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で立面図が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作

成すること。 

※要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 施設の高さ 

・ 主要スパン寸法 

・ 外部開口部 

・ 主要な外壁仕上げ（引き出し線にて記載） 

 

【様式番号 E-10】様式名：断面図 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。  

※本施設等の断面図（特徴を表すことのできる 2 面以上）を記載すること。 

※縮尺は 1/1000 とすること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で断面図が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作

成すること。 

※要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること（有効高さを求めている場合は

その部分を含む。）。 

・ 高高さ 

・ 階高 

・ 天井高さ（競技区域の天井高さ） 

・ 主要スパン寸法 

 

【様式番号 E-11】様式名：内部仕上表（指定様式） 

記載上の留意事項 

各室性能表の全ての諸室及び事業者が提案した諸室の内部仕上げを指定様式に基づき記載すること 

※各項目に対し、工事対象となる時期（Ⅰ期若しくはⅡ期）、施設（本施設若しくはスポーツ博物

館）が分かるように記載すること。 

※要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

 

【様式番号 E-12】様式名：外部仕上表 

記載上の留意事項 

外部仕上げを記載すること。 
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※各項目に対し、工事対象となる時期（Ⅰ期若しくはⅡ期）、施設（本施設若しくはスポーツ博物

館）が分かるように記載すること。 

※仕様等に特徴があれば併せて記載すること。 

※屋根伏図兼配置図及び立面図にも記載すること。 

 

【様式番号 E-13】様式名：施設整備費（指定様式） 

記載上の留意事項 

以下の費用について指定書式に基づき記載すること。 

※建設工事費等には、敷地内の既存杭の撤去に係る費用は含めないこと。 

・ 施設整備に係る設計費（必要な調査費用を含む。） 

・ 建設工事費（必要な調査費用を含む。） 

・ 工事監理費 

・ 什器備品調達費 

・ 必要な行政手続・申請手続に関する費用 

・ 近隣対策費（電波障害対策費用を含む。） 

・ 地中埋設物撤去費用 

・ インフラ関係諸費用（引込負担金・引渡しまでの基本料金及び利用料金を含む。） 

・ 事業者の開業に伴う諸経費 

・ 施設整備期間中の事業者の運営費（人件費・事務費等） 

・ 建中金利 

・ 融資組成手数料 

・ その他Ⅰ期に係る施設整備に関する初期投資と認められる費用 

 

【様式番号 E-14】様式名：構造計画（概要） 

記載上の留意事項 

下記の項目を記載すること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で断面図が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作

成すること。 

※各項目に対し、工事対象となる時期（Ⅰ期若しくはⅡ期）、施設（本施設若しくはスポーツ博

物館）が分かるように記載すること。 

※ 要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 構造概要（上部構造・基礎構造）  

・ 略伏図（代表的な階） 

・ 略軸図（代表的なフレーム） 

 

【様式番号 E-15】様式名：電気設備計画 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※本施設とスポーツ博物館で併用している設備が存在する場合は、その旨が分かるように記載す

ること。 
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※要求水準の機能・性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 主要な電気設備の項目とその概要 

・ Ⅰ期完了時、Ⅱ期完了時の整備内容の考え方 

・ 主要な電気設備の系統図 

 

【様式番号 E-16】様式名：機械設備計画 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※本施設とスポーツ博物館で併用している設備が存在する場合は、その旨が分かるように記載す

ること。 

※要求水準の機能・性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 主要な機械設備の項目とその概要 

・ Ⅰ期完了時、Ⅱ期完了時の整備内容の考え方 

・ 主要な機械設備の系統図 

 

【様式番号 E-17】様式名：緑化計画 

記載上の留意事項 

以下の項目を記載すること。 

※Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作成すること。 

※縮尺は 1/1000 とすること。 

※高木、低木、地被類の種別が判別できるように記載すること。 

・ 緑化率（敷地面積比、非建築面積比、屋上緑化可能面積比） 

・ 緑化面積（地上部の緑化面積、屋上利用可能面積及びそのうちの屋上緑化面積）（高木・低木

の内訳） 

・ 植栽計画の考え方や地域性を踏まえた主な樹種等の考え方 

 

【様式番号 E-18】様式名：動線計画 

記載上の留意事項 

以下の動線を、工事対象となる時期（Ⅰ期若しくはⅡ期）、施設（本施設、スポーツ博物館）に分けて

記載すること。 

※平面図や配置図等を用いて示すこと。 

※屋内動線・屋外動線についてそれぞれ記載すること。 

※要求水準の性能を示す説明を必要 小限の範囲で記載すること。 

・ 競技者等動線 

・ 観客（一般観客）動線 

・ 観客（VVIP・VIP）動線 

・ メディア動線 

・ 運営関係者・施設管理者動線 
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【様式番号 E-19】様式名：観客席配置計画 

記載上の留意事項 

以下の項目を、工事実施時期（Ⅰ期、Ⅱ期）に分けて記載すること。 

※縮尺は 1/1000～1/400 とすること。 

※車いす席、車いす同伴者席、付加アメニティ席、プレミアムシートやファミリーシート等の事

業者の提案に基づき導入したその他の観客席の座席数及び割合も記載すること。 

・ 階数、縮尺、方位 

・ 座席見下げ図（座席の全体が分かるものとすること） 

・ 各層座席平面図（貴賓室・観戦ボックス・VIP ラウンジのバルコニー席や記者席、チーム用

スタンド席も含む）（コンコース等との関連が分かるように記載すること） 

・ 柱、壁等、サイトラインを妨げる可能性がある物が存在する場合は記載すること。 

・ 代表的な段床、座席及び通路幅の寸法 

・ C 値（メインスタンド・バックスタンド・サイドスタンドそれぞれの各階において、 も C

値が低い箇所の数値） 

・ 座席数（各層のメインスタンド、バックスタンド、サイドスタンドそれぞれについて記載す

ること。） 

 

【様式番号 E-20】様式名：大規模修繕費（指定様式） 

記載上の留意事項 

大規模修繕費について、指定様式に基づき記載すること。 

※Ⅰ期完成年度から 50 年のうち、大規模修繕費が発生する年について記載すること。 

 

以上 



 

別添１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式集 

（令和４年４月変更版） 

 



様式一覧（令和 4 年 3 月変更版） 

様式番号 様式名 形式 ⽤紙サイズ 
1 ⼊札説明書等に関する質問書 Excel A4 
2-1 守秘義務対象資料配布申込書 Word A4 
2-2① 守秘義務対象資料閲覧申込書 Excel A4 
2-2② 守秘義務対象資料閲覧名簿 Excel A4 
2-3 守秘義務の遵守に関する誓約書 Word A4 
2-4 第⼆次被開⽰者への資料開⽰通知書 Word A4 
2-5 破棄義務の遵守に関する報告書 Word A4 
3 参加表明書 Word A4 
4 応募グループの名称等 Word A4 
5 委任状 Word A4 
6 競争参加資格確認申請書 Word A4 
7-1 応募グループに必要な参加資格要件に関する誓約書 Word A4 
7-2① 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-2② 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-2③ 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-2④ 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-2⑤ 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-2⑥ 実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） Word A4 
7-3① 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3② 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3③ 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3④ 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3⑤ 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3⑥ 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-3⑦ 実績を証する書類（建設業務：企業） Word A4 
7-4① 実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） Word A4 
7-4② 実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） Word A4 
7-4③ 実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） Word A4 
7-4④ 実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） Word A4 
7-5① 実績を証する書類（⼯事監理業務：配置予定技術者） Word A4 
7-5② 実績を証する書類（⼯事監理業務：配置予定技術者） Word A4 
7-5③ 実績を証する書類（⼯事監理業務：配置予定技術者） Word A4 
7-5④ 実績を証する書類（⼯事監理業務：配置予定技術者） Word A4 
7-5⑤ 実績を証する書類（⼯事監理業務：配置予定技術者） Word A4 
8 ⼊札書及び事業提案書等提出届 Word A4 
9 ⼊札書及び事業提案書の提出確認表 Excel A3 
10 ⼊札書 Word A4 
10 別添 ⼊札⾦額内訳書 Word A4 



11 業務要求水準書に関する確認書 Word A4 
11別添① 業務要求水準等セルフチェックシート Excel A3 
11別添② 業務要求水準等セルフチェックシート Excel A4 
12 辞退届 Word A4 
13 参加資格喪失等通知書 Word A4 
14 構成企業等変更届 Word A4 
15 関係者一覧表 Word A4 
A-2 別紙 ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の取組に関する認定状況及び証明資料 Word A4 
A-3-2① 投資計画及び資金調達計画表 Excel A3 
A-3-2② 収支計画 Excel A3 
A-3-2③ 収益明細表 Excel A3 
A-3-2④ 費用明細表 Excel A3 
E-1① 事業工程計画（本事業全体工程） Excel A3 
E-2 業務全体の実施体制図 Excel A4 
E-3 建築計画概要 Excel A4 
E-4 各室面積表 Excel A4 
E-11 内部仕上表 Excel A4 
E-13 施設整備費 Excel A3 
E-20 大規模修繕費 Excel A3 

― 提案概要書（中表紙） Word A3 
― 技術提案書（中表紙） Word A4 
― 基本計画説明書（中表紙） Word A4 

― 共通様式（縦） Word A4 
― 共通様式（横） Word A3 
― 共通様式（縦） Excel A4 
― 共通様式（横） Excel A3 
― 共通様式（縦） PowerPoint A4 
― 共通様式（横） PowerPoint A3 



【様式１】入札説明書等に関する質問書

契約担当役

独立行政法人　日本スポーツ振興センター　理事長　殿

電話番号

FAX

メールアドレス

※ １つの行に、１つの質問のみを記載することとし、複数の質問は記載しないでください。

※ 該当箇所の記入に当たっては、数値、記号は半角文字で記入してください。

※ 行が不足する場合は適宜追加してください。

※ それぞれの資料ごとに当該個所の順に記入してください。

※ 質問間の相互参照は行わないでください。

※ 該当箇所における行は、該当頁（ページ）の最上部から数えたものを記入してください。表、改行は含めないでください。

頁 行

1

2

3

4

5

住所

令和　　年　　月　　日

入札説明書等に関する質問書

  令和4年1月7日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」について、以下のとお
り質問を提出します。

商号又は名称

部署

提出者氏名

連絡先

【留意事項】

※ 同じ内容の質問を異なる資料・箇所に対して行う場合にも、別の質問として記入してください。

※ 行の高さ以外の書式は変更しないでください。

※ 図や表に対する質問は、該当図表のタイトルと番号を記入してください。

No 資料名
該当箇所

項目名 質問
図表タイトル・番号

1/1



 

【様式２－１】守秘義務対象資料配布申込書 

  令和 年  月  日 

 

守秘義務対象資料配布申込書 

 
契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名 ：            

 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

に関し、守秘義務の遵守に関する誓約書の提出を条件とする資料について、配布を申し込みます。 

 

 

担当者  

部 署  

電話番号  

メールアドレス  

 

※ 【様式２－１】守秘義務対象資料配布申込書を提出する際は、【様式２－３】守秘義

務の遵守に関する誓約書も合わせて提出すること。 

※ 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、取得した個人情報を、当該利用目的以

外の目的では利用しません。また、取得した個人情報は、「独立行政法人日本スポ

ーツ振興センターが保有する個人情報の管理規則」に基づき適正に管理します。 

 

  



【様式 ２-２①】守秘義務対象資料閲覧申込書

　　社名 担当者名

　　連絡先
（メールアドレス）

（電話番号）

【記入要領】 ・閲覧を希望する日時の欄に第一希望「◎」、第二希望「○」、第三希望「△」を希望するコマ数か所の分、記入すること。

・閲覧は４コマ（８時間）を上限とする。

　記入例：４コマの８時間の閲覧を希望する場合

第一希望「◎」を４か所、第二希望「○」を４か所、第三希望「△」を４か所、合わせて１２か所記入する

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

 9:00-11:30

14:00-16:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 祝 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

 9:00-11:30

14:00-16:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

 9:00-11:30

14:00-16:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 祝 土

 9:00-11:30

14:00-16:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 祝 祝 祝 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

 9:00-11:30

14:00-16:00

※希望閲覧日時において閲覧場所が確保できない場合、調整を行うことがある。

※複数の希望者により閲覧日時が重複した場合は、調整を行うことがある。原則、本様式提出のあった順で調整を行う。

①閲覧申込先及び照会先

　　入札説明書「第４の11.に示すメールアドレス」に電子メールにて提出のこと。

②　閲覧期間

　　令和4年1月17日（月）から令和4年5月31日（火）まで（上記、グレー部分は閲覧不可）　

③　閲覧の場所

　　独立行政法人日本スポーツ振興センター内の指定する場所（別途、上記連絡先（メールアドレス）宛に連絡）

④　必要となる書類　

　　閲覧日の受付時に、閲覧者名簿を提出すること。

　　閲覧者名簿は閲覧回（コマ）毎に持参すること。

⑤注意事項

　閲覧日の受付時に、閲覧者本人か確認するため、自身の社員証または身分証明書を必ず持参すること。

 　申し込み後、閲覧者の変更は原則、認めない。

⑥個人情報の取扱い

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業
守秘義務対象資料閲覧申込書

申込日　令和   年　　月　　日

令和4年

１月

令和4年

５月

　取得した個人情報を、当該利用目的以外の目的では利用しません。また、取得した個人情報は、「独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する個人情報の管理規則」に基
づき適正に管理します。

令和4年

２月

令和4年

３月

令和4年

４月



【様式２－２②】守秘義務対象資料閲覧名簿

提出日　令和　年　　　月　　　日

閲覧日時

No.

1

2

3

4

※１ この名簿は閲覧回（コマ）ごとに提出してください。

※２ 閲覧回（コマ）ごとに閲覧責任者を１名定め、閲覧中は常時閲覧場所に居てください。

また、該当する者の「責任者」欄に○を記入してください。

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業
守秘義務対象資料閲覧名簿

　　　　2022/　　/　　　　　　　　　：　　　～　　　　：

所属部署名 氏　名 責任者



 

【様式２－３】守秘義務の遵守に関する誓約書 

  令和 年  月  日 

 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

守秘義務の遵守に関する誓約書 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名：            

 

 

当社は、令和４年１月７日付で入札公告のありました新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営

等事業に係る入札において、新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業（以下「本事業」と

いいます。）への参画に係る検討のみを目的（以下「本目的」といいます。）として、本誓約書を

提出した者に独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」といいます。）から開示され

る資料（以下「守秘義務対象資料」といいます。）の配布等を受けることを希望します。守秘義

務対象資料の配布等を受けるに当たっては、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約しま

す。 

 

記 

 

第１条（利用の目的） 

１ 当社は、本目的のためにのみ守秘義務対象資料の配布等を受けるものであり、本目的以外の目的のために

守秘義務対象資料を利用しません。 

２ 当社は、本目的を達するため必要な範囲及び方法で、JSC に対して、様式集及び記載要領に示された様式

２－４により、事前の書面による通知を行った上で、当社が業務を委託する者（以下「第二次被開示者」と

総称します。）に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。なお、閲

覧資料の転記及び PC 等により入力した資料についても守秘義務対象資料と同様に取り扱うものとします。 

３ 当社は、自らの責任において、前二項の定めにより守秘義務対象資料の全部又は一部の開示を受けた者を

して本誓約書に定める義務を遵守させるものとし、これらの者がかかる義務に違反した場合には、当社が本

誓約書に違反したとみなされて責任を負うことを約束します。 

４ 当社は、守秘義務対象資料の JSC から開示される全ての資料は、参考のために提供されるものであり、

JSC はその内容の正確性について一切の責任を負わないことを承認します。 

 

第２条（秘密の保持） 

当社は、JSC から提供を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合のほ

か、第三者に対し開示しません。但し、法律、命令、条例等（以下「法令等」といいます。）により開示が



 

義務づけられる場合はこの限りではありません。 

  

第３条（善管注意義務） 

当社は、JSC から提供を受けた守秘義務対象資料に含まれる情報が、JSC の業務上重要な情報であり、こ

れが第三者に開示された場合には、JSC の業務又は事業に重大な影響を与える可能性がある情報が含まれる

ことを了解し、守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。 

 

第４条（個人情報の取扱い） 

JSC から提供を受けた守秘義務対象資料のうち個人情報に該当するものについては、法令等により JSC 及

び当社に認められる範囲内でのみ利用、保持し、かつ、法令等により JSC 及び当社に要求されるところに従

い適切な管理を行うことを約束します。 

 

第５条（損害賠償義務） 

当社の本誓約書に違反する行為により秘密が漏洩した場合、当社は、それにより JSC 又は第三者（JSC に

対して守秘義務対象資料を提供した者を含みますが、これに限りません。）に生じた損害を直接賠償するこ

とを約束します。 

 

第６条（期間、書類の破棄等） 

１ 当社は、受領した守秘義務対象資料を、本事業の落札者による事業開始日、又は令和４年 12 月 23 日のい

ずれか早い日（以下「期間終了日」といいます。）までに、すべて破棄することを約束します。なお、本誓

約書に基づく守秘義務その他の義務は、期間終了日以降も存続するものとします。 

２ 当社は、JSC から提供を受けた守秘義務対象資料について、複写、秘密情報の書面化及び磁気ディスク及

び録音テープその他の媒体への情報の入力並びに当該媒体の複製を行った場合は、破棄義務の遵守に関する

報告書の提出期限までに（又は本誓約書の違反等により JSC が破棄等を求める場合は当該請求後速やかに）、

当該複写物等を破棄又は消去することを約束します。但し、法令等又は当社の社内規程により社内決裁資料

等に守秘義務対象資料の情報が含まれ不可分一体となっている場合、及び、法令等又は司法機関若しくは行

政機関の判決、決定若しくは命令等により守秘義務対象資料の情報を保持することが義務付けられている場

合は、当社は、当該資料及び情報等の保存が必要とされる限度において、当該資料及び情報等を JSC に返還

又は破棄等することなく、当社において適切に保存すること、並びに、当該資料及び情報等の保存が必要で

なくなった場合には、速やかに当該資料及び情報等を破棄又は消去することを約束します 

 

第７条（準拠法、管轄） 

１ 本誓約書は日本法に従って解釈されるものとします。 

２ 当社は、本誓約書に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

することに合意します。 

 

以上 

  



 

【様式２－４】第二次被開示者への資料開示通知書 

  令和 年  月  日 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

第二次被開示者への資料開示通知書 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名：            

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

の入札に関し、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」といいます。）から配布又

は開示を受けた守秘義務対象資料について、以下の者に対して資料を開示するので通知します。 

なお、これらの情報開示対象者は当社に対し、当社が JSC に対して誓約している守秘義務と同

等又はそれ以上の義務を負うことを約束します。 

 

■第二次被開示者 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

当社との関係  

 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

当社との関係  

 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

当社との関係  

 
※ 欄が不足する場合は適宜追加してください。 

  



 

【様式２－５】破棄義務の遵守に関する報告書 

 

 

令和 年  月  日 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

破棄義務の遵守に関する報告書 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

住 所  

法 人 名 等  

代 表者氏 名               

 

 

当社は、令和４年１月７日付で入札公告がありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 入

札説明書等」に係る内容を検討することを目的として、「守秘義務対象資料配布申込書」及び「守秘義務の遵

守に関する誓約書」の提出を条件とする守秘義務対象資料の提供を受けましたが、今般、同誓約書に基づき、

下記のとおり当該資料の破棄を完了したことを報告します。 

 

 

記 

 

 

破 棄 日  

破 棄 方 法  

第二次被開示者 

（企業名） 

 

 

以 上 

 

 



 

【様式３】参加表明書 

  令和 年  月  日 

 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

参加表明書 

 
契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名：            

 

 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

の入札に参加することを表明します。 

 

 商号又は名称 

代表企業  

構成企業  

協力企業  

 

※ 記入欄は必要に応じて追加してください。 

  



 

【様式４】応募グループの名称等 

  令和 年  月  日 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

応募グループの名称等 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

の入札に参加希望した当応募グループについて確認されたく、以下の添付書類を提出いたします

のでご確認ください。なお、添付書類の記載内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

＜添付書類＞ 

応募グループの構成企業及び協力企業について、以下の書類を添付すること。 

a. 会社概要（パンフレット等の使用も可） 

b. 直近３期分の有価証券報告書 

c. b.がない場合における直近３期分の事業報告及び計算書類（単体及び連結） 

※海外の企業については、これらを代替するもの 

d. 登記簿謄本（直近３カ月以内の現在事項全部証明書） 

e. PFI法第９条第４号、同法施行令第１条に定める「親会社等」があるときは、当該会社について

のa.、b.又はc.、及びd.の書類 

f. 法人税納税証明書（入札公告日以降に交付されたもの） 

g. 消費税納税証明書（入札公告日以降に交付されたもの） 

 

応募グループ名  

■代表企業 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

連
絡
先 

担当者氏名  

所 属  

電話番号  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

携わる業務 

(○をつける) 

設計 ・ 建設 ・ 工事監理 ・ 開業準備 ・ 運営 ・ 維持管理 ・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

 

 枚目／ 枚中 



 

 

■代表企業を除く構成企業 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

連
絡
先 

担当者氏名  

所 属  

電話番号  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

携わる業務 

(○をつける) 

設計 ・ 建設 ・ 工事監理 ・ 開業準備 ・ 運営 ・ 維持管理 ・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

 

■協力企業（該当する法人がある場合） 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

連
絡
先 

担当者氏名  

所 属  

電話番号  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

携わる業務 

(○をつける) 

設計 ・ 建設 ・ 工事監理 ・ 開業準備 ・ 運営 ・ 維持管理 ・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

※ 代表企業を除く構成企業、協力企業については、必要に応じて欄を追加してください。 

 

■設立する SPC が自ら業務を実施する場合 

携わる業務 

(○をつける) 

 開業準備 ・ 運営・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

 

 枚目／ 枚中 

  



 

【様式５】委任状 

  令和 年  月  日 

 

 

委任状 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

 

 

■構成企業／協力企業 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

※ 必要に応じて欄を追加してください。 

 

私たちは、下記の企業をグループの代表企業とし、令和４年１月７日付で入札公告のありまし

た「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」に関し、次の権限を委任します。 
 

＜委任事項＞ 

１．入札に関する件 

２．参加表明に関する件 

３．審査書類の提出に関する件 

４．ヒアリング関する件 

５．参加辞退及び構成企業等の変更に関する件 

６．復代理人の選任及び解任に関する件 

記 

 

■受任者（代表企業） 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

 

 

 枚目／ 枚中 

 



 

【様式６】競争参加資格確認申請書 

  令和 年  月  日 

 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

競争参加資格確認申請書 

 

契約担当役 
独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名 ：           

 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

に係る参加資格要件について確認されたく、下記の関係書類を添えて提出します。 

当応募グループは、入札説明書に定められた参加資格要件を満たしていること、並びに本申請

書及び関係書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

＜関係書類＞ 

・入札説明書第２ ３．（２）⑤に記載する「誓約書」（応募グループを構成する企業すべて） 

・入札説明書第２ ３．（３）～（６）にそれぞれ記載する文部科学省一般競争（指名競争）参加資格認定通

知書の写し 

・入札説明書第２ ３．（３）及び（７）に記載する全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し 

・経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

・入札説明書第２ ３．（４）②及び（６）②に記載する建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条に基づ

く一級建築士事務所登録の写し 

・【様式７－１】応募グループに必要な参加資格要件に関する誓約書 

・【様式７－２①】～【様式７－５⑤】実績を証する書類及び当該実績を確認するための資料（配置予定技

術者の資格証の写し・契約書の写し（抜粋）・必要 小限の図面（面積表・座席数が確認できる図面等）・

完成年月が分かる資料・体制表・業務従事証明書・長期休業期間を証明できる資料等） 

・入札説明書第２ ３．（４）～（７）にそれぞれ記載する直接的かつ恒常的な雇用関係（競争参加資格確認

申請書の提出日以前に３か月以上の雇用関係）を証する書類（健康保険被保険者証等の写し。なお、被保

険者等記号・番号等にマスキングを施すこと。） 

  



 

【様式７－１】応募グループに必要な参加資格要件に関する誓約書 

  令和 年  月  日 

 

 

応募グループに必要な資格等に関する誓約書 

 

契約担当役 
独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

 
当応募グループは、令和４年１月７日付けで入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・

運営等事業」における競争加入者として、必要な資格（許可・登録・認定など）を充足していることを誓約

します。 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名：            

 

  



 

【様式７－２①】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

管理技術者の資格・設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

管理技術者は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引渡しが完了した新

築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれかに携わった実績があ

ること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

ｃ．同種３ 

建物規模：１棟で、延床面積 30,000 ㎡以上 

 

 

管理技術者の氏名 ○○ ○○ 

一級建築士登録番号 
○○○○(取得年月日：○年○月○日) 

建築士定期講習の 終受講年月日又は建築士試験合格年月日（○年○月○日） 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業又は協力企業の別 
・構成企業  ・協力企業  

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（   ）    

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・ 共同企業体 (        ) ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 （※） 再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－２②】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（総合分野）の設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

主任技術者（総合分野）は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引渡し

が完了した新築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれかに携わ

った実績があること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（総合分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業又は協力企業の別 
・構成企業  ・協力企業 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（      ） 

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・共同企業体(       ) ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 （※） 再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－２③】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（構造分野）の設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

主任技術者（構造分野）は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引渡し

が完了した新築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれかに携わ

った実績があること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（構造分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・構成企業   ・協力企業  ・協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（      ） 

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・共同企業体(       )  ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 （※） 再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－２④】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（電気設備分野）の設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

主任技術者（電気設備分野）は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引

渡しが完了した新築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれかに

携わった実績があること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（電気設備分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・構成企業   ・協力企業  ・協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（      ） 

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・共同企業体(       )  ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 （※） 再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－２⑤】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（機械設備分野）の設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

主任技術者（機械設備分野）は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・引

渡しが完了した新築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれかに

携わった実績があること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（機械設備分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・構成企業   ・協力企業  ・協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（      ） 

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・共同企業体(       )  ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 （※） 再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－２⑥】実績を証する書類（設計業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（追加する専門分野）の設計業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

主任技術者（追加する専門分野）は、平成８年度以降本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、完成・

引渡しが完了した新築の建築物の設計（基本設計及び実施設計を含む。）において、下記の同種１～同種３のいずれか

に携わった実績があること。 

また、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

追加する業務分野 
ランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素

のデザインその他の独立した専門分野の内容を記載する。 

追加する理由 

 

 

 

 

配置予定主任担当技術者の氏名  

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・構成企業   ・協力企業  ・協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（      ） 

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・共同企業体(       )  ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

※ 追加する分野ごとに本様式に準じて追加・作成すること。 

  



 

【様式７－３①】実績を証する書類（建設業務：企業） 

建設企業の実績 (建築一式工事) 

競
争
参
加
資
格
要
件 

電気工事及び管工事又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合においては、平成８年度以降、本事業の競

争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した、施工する工事種別に対応した Aか

ら Cの同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

A 建築工事 

ａ．同種１ 

    建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

    建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

    建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

B 電気工事 

ａ．同種１ 

    建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

    工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

    建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

    建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

C 管工事 

ａ．同種１ 

    建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

    工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

    建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

    建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

 

企業名（構成企業）  

建築一式工事の構成 
・ 建築工事  ・ 電気工事  ・ 管工事 

（実施する工事種別をすべて囲むこと） 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

工
事
概
要
等 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 ※ 複数の工事実績で電気工事及び管工事又はそのいずれかを含む建築一式工事の同種工事の実績を満たす場合、本様式に準

じて追加・作成すること。 

※ 工区を分担する場合、１社が本【様式「７－３①」】の競争参加資格要件を有すること。残りの社が、電気工事及び管工事

又はそのいずれかを含む建築一式工事として工区を分担する場合、本様式の競争参加資格要件の建物規模が半分の施工

実績を有し、分担する企業ごとに構成企業・協力企業の別を記載の上、本様式に準じて追加・作成すること。また、残り

の社が建築工事・電気工事・管工事のいずれかの工区のみを分担する場合、【様式７－３⑤】から【様式７－３⑦】のう

ち対応する競争参加資格要件を有すること。 



 

【様式７－３②】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

建設企業の実績 (建築工事（工事種別ごとに分担する場合）) 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した下記

に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業・協力企業の別※ 
・構成企業  ・ 協力企業 

 (いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

工
事
概
要
等 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

 ※ 工区を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 

 ※ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合、工区を分割して工事を分担する場合又は経常建設共同企業

体の場合、１社が上記【様式７－３②】の競争参加資格要件を有し、残りの社は【様式７－３⑤】の競争参加資格要件

を有すること。 

 ※ 主たる建設業務を行う建設企業は、構成企業でなければならない。 

  



 

【様式７－３③】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

建設企業の実績 (電気工事（工事種別ごとに分担する場合）) 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した下記

に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業(いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・電灯設備   ・火災報知設備（担当する工事種目を囲むこと） 

工
事
概
要 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

工事種目 ・電灯設備  ・火災報知設備 （担当した工事種目を囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

 ※ 工区を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。（工事種目を分割して工事を分担する場

合は、それぞれ分割する工事種目ごとに上記「同種工事の実績」を有すること。） 

 ※ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合、工区を分割して工事を分担する場合又は経常建設共同企業

体の場合、１社が上記【様式７－３③】の競争参加資格要件を有し、残りの社は【様式７－３⑥】の競争参加資格要件

を有すること。 
  



 

【様式７－３④】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

建設企業の実績 (管工事（工事種別ごとに分担する場合）) 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが完了した下記

に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上又は延床面積 30,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 10,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業(いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・空気調和設備   ・給排水設備（担当する工事種目を囲むこと） 

工
事
概
要 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

工事種目 ・空気調和設備   ・給排水設備（担当した工事種目を囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

 ※ 工区を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。（工事種目を分割して工事を分担する場

合は、それぞれ分割する工事種目ごとに上記「同種工事の実績」を有すること。） 

 ※ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合、工区を分割して工事を分担する場合又は経常建設共同企業

体の場合、１社が上記【様式７－３④】の競争参加資格要件を有し、残りの社は【様式７－３⑦】の競争参加資格要件

を有すること。 
  



 

【様式７－３⑤】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

その他の建設企業の実績（建築工事（共同・工区分担・経常建設共同企業体）） 

競
争
参
加
資
格
要
件 

複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同又は工区を分割して行う場合は、１者が同種工事の実績を有し、その他

の建設企業は、平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが

完了した下記に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業・協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業 (いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する。） 

実施形態 ・共同  ・工区分担  ・経常建設共同企業体（いずれかを囲むこと） 

工
事
概
要
等 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

 ※ 必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 
  



 

【様式７－３⑥】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

その他の建設企業の実績（電気工事（共同・工区分担・経常建設共同企業体）） 

競
争
参
加
資
格
要
件 

 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同又は工区を分割して行う場合は、１者が同種工事の実績を有し、その

他の建設企業は、平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡

しが完了した下記に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の実

績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：電灯設備及び火災報知設備 

建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業(いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・電灯設備   ・火災報知設備（担当する工事種目を囲むこと） 

実施形態 ・共同  ・工区分担  ・経常建設共同企業体（いずれかを囲むこと） 

工
事
概
要
等 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

工事種目 ・電灯設備  ・火災報知設備 （担当した工事種目を囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

※ 必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 
  



 

【様式７－３⑦】実績を証する書類（建設業務：企業） 

 

その他の建設企業の実績（管工事（共同・工区分担・経常建設共同企業体）） 

競
争
参
加
資
格
要
件 

複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同又は工区を分割して行う場合は、１者が同種工事の実績を有し、その他

の建設企業は、平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請として完成・引渡しが

完了した下記に示す同種１又は同種２のいずれかの要件を満たす新築工事の施工実績を有すること。 

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合に限る。異工種建設共同企業体の場合の構成員の

実績は、協定書により確認できるものに限る。事業協同組合の構成員の実績は認められない。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

工事種目：空気調和設備及び給排水設備 

建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業(いずれかを囲むこと) 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・電灯設備   ・火災報知設備（担当する工事種目を囲むこと） 

実施形態 ・共同  ・工区分担  ・経常建設共同企業体（いずれかを囲むこと） 

工
事
概
要 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事(CORINS 登録番号) 

工事の発注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

工事種目 ・空気調和設備  ・給排水設備 （担当した工事種目を囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

 

 ※ 必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 
  



 

【様式７－４①】実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） 

 

監理技術者又は主任技術者(建築一式工事又は建築工事)の資格・施工実績 

競
争
参
加
資
格
要
件 

 平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下

記に示す同種１～同種３のいずれかの要件を満たす新築の建築工事を施工した実績を有すること。 

電気工事及び管工事、又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合、監理技術者又は主任技術者にあっては、

当該設備工事を含む建築一式工事を施工した実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 30,000 ㎡以上 

 

 

配置予定技術者の従事役職 ・ 監理技術者  ・ 主任技術者 （いずれかを囲むこと） 

配置予定技術者の氏名   ○○ ○○ 

法令による資格・免許 

一級建築施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 

一級建築士（取得年月日及び登録番号） 

監理技術者資格（取得年・交付番号・有効期限及び所属建設業者） 

監理技術者講習（修了年月日、修了証番号） 

上記の者を雇用する企業名  

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種別 ・ 建築工事  ・ 電気工事  ・ 管工事 （担当する工事種別を囲むこと） 

施
工
実
績
の
概
要 

同種業務の別 

・ 同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・ 同種２：スポーツ観覧施設 

・ 同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事 (CORINS 登録番号) 

工事の発注者名（※） ○○○○（   ） 

工事の受注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・ 甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・ 乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

従事役職 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める工事経験の期間に長期休業期間を加える場合は、その期間

を記載すること（長期休業を取得した期間を証明できる資料を添付） 

（※）「工事の発注者名」について、再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

 ※ 工区を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 

 ※ 電気工事及び管工事又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合においては、監理技術者又は主任技術者【様

式７-４①】を専任で配置できるとともに、当該者が分担する工事種別（建築工事、電気工事、管工事）に応じて技術者

【様式７-４②～④】（当該工事の管理を行う）をそれぞれ配置できることとする。 

 ※ 建築工事で配置される技術者【様式７-４②】は、監理技術者又は主任技術者【様式７-４①】と兼ねることができる。 



 

【様式７－４②】実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） 

 

技術者（建築工事）の資格・施工実績 

競
争
参
加
資
格
要
件 

 平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下

記に示す同種１～同種３のいずれかの要件を満たす新築の建築工事を施工した実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上又は延床面積 15,000 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 5,000 席以上 

ｃ．同種３ 

  建物規模：１棟で、延床面積 30,000 ㎡以上 

 

 

配置予定技術者の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

施
工
実
績
の
概
要 

同種業務の別 

・ 同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・ 同種２：スポーツ観覧施設 

・ 同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事 (CORINS 登録番号) 

工事の発注者名（※） ○○○○（   ） 

工事の受注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・ 甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・ 乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

従事役職 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める工事経験の期間に長期休業期間を加える場合は、その期間を

記載すること（長期休業を取得した期間を証明できる資料を添付） 

 

（※）「工事の発注者名」について、再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

 ※ 電気工事及び管工事又はそのいずれかを含む建築一式工事として行う場合においては、監理技術者又は主任技術者【様

式７-４①】を専任で配置できるとともに、当該者が分担する工事種別（建築工事、電気工事、管工事）に応じて技術者

【様式７-４②～④】（当該工事の管理を行う）をそれぞれ配置できることとする。 

 ※ 建築工事で配置される技術者【様式７-４②】は、監理技術者又は主任技術者【様式７-４①】と兼ねることができる。 

  



【様式７－４③】実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） 

監理技術者又は主任技術者（電気工事）の資格・施工実績

技術者(電気工事)の資格・施工実績 

競
争
参
加
資
格
要
件

 平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下

記に示す同種１～同種３のいずれかの要件を満たす新築の電気工事を施工した実績を有すること。 

ａ．同種１ 

建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

 建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

配置予定技術者の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名 

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・ 電灯設備 ・ 火災報知設備（担当する工事種目を囲むこと。複数選択可）

施
工
実
績
の
概
要

同種業務の別 

・ 同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む）

・ 同種２：スポーツ観覧施設

・ 同種３：その他

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事 (CORINS 登録番号)

工事の発注者名（※） ○○○○（ ） 

工事の受注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・ 甲型共同企業体(出資比率○○%) ・ 乙型共同企業体

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

従事役職 ○○○○として従事

工事種目 ・電灯設備 ・火災報知設備(担当した工事種目を囲むこと)

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める工事経験の期間に長期休業期間を加える場合は、その期間

を記載すること（長期休業を取得した期間を証明できる資料を添付） 

工事種別（電気工事）を分担する場合は以下を記載【建築一式工事の場合（工事種別を分担しない場合）は不要】

配置予定技術者の従事役職 ・ 監理技術者 ・ 主任技術者 （いずれかを囲むこと）

法令による資格・免許

一級電気工事施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 

技術士（取得年月日、登録番号及び取得部門） 

監理技術者資格（取得年・交付番号・有効期限及び所属建設業者） 

監理技術者講習（修了年月日、修了証番号）

（※）「工事の発注者名」について、再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（ ）に事業主を記載する。

※ 工区や工事種目を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。

※ 本様式【様式７－４③】に記載される者は、工事種別（電気工事）を分担して実施する場合は「監理技術者又は主任技

術者（電気工事）」として、建築一式工事の場合（工事種別（電気工事）を分担しない場合）は「技術者（電気工事）」

とする。



 

【様式７－４④】実績を証する書類（建設業務：配置予定技術者） 
 

監理技術者又は主任技術者（管工事）の資格・施工実績 

技術者(管工事)の資格・施工実績 

競
争
参
加
資
格
要
件 

 平成８年以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記

に示す同種１～同種３のいずれかの要件を満たす新築の管工事を施工した実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

  建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

配置予定技術者の氏名   ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

分担する工区 （工区を分担する場合に記載する） 

分担する工事種目 ・空気調和設備  ・給排水設備（担当する工事種目を囲むこと。複数選択可） 

施
工
実
績
の
概
要 

同種業務の別 

・ 同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・ 同種２：スポーツ観覧施設 

・ 同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

工事名称 ○○○○工事 (CORINS 登録番号) 

工事の発注者名（※） ○○○○（   ） 

工事の受注者名 ○○○○ 

施工場所 ○○県○○市○○町○○ 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

受注形態 
・ 単独  ・ 甲型共同企業体(出資比率○○%)  ・ 乙型共同企業体 

（いずれかを囲むこと） 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

従事役職 ○○○○として従事 

工事種目 ・空気調和設備  ・給排水設備  （担当した工事種目を囲むこと） 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める工事経験の期間に長期休業期間を加える場合は、その期間

を記載すること（長期休業を取得した期間を証明できる資料を添付） 

工事種別（管工事）を分担する場合は以下を記載【建築一式工事の場合（工事種別を分担しない場合）は不要】 

配置予定技術者の従事役職 ・ 監理技術者  ・ 主任技術者 （いずれかを囲むこと） 

法令による資格・免許 

一級管工事施工管理技士（取得年月日及び登録番号） 

技術士（取得年月日、登録番号及び取得部門） 

監理技術者資格（取得年・交付番号・有効期限及び所属建設業者） 

監理技術者講習（修了年月日、修了証番号） 

（※）「工事の発注者名」について、再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

 ※ 工区や工事種目を分担する場合など、必要に応じて、本様式に準じて追加・作成すること。 

 ※ 本様式【様式７－４④】に記載される者は、工事種別（管工事）を分担して実施する場合は「監理技術者又は主任技術

者（管工事）」として、建築一式工事の場合（工事種別（管工事）を分担しない場合）は「技術者（管工事）」とする。 



 

【様式７－５①】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

 

管理技術者の資格・工事監理業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した下記に示す新築の

建築物の同種１～同種３のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務の実績を有することとし、建築基準法第

５条の６第４項に規定する工事監理者としての実績であること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

管理技術者の氏名 ○○ ○○ 

一級建築士登録番号 
○○○○(取得年月日：○年○月○日) 

建築士定期講習の 終受講年月日又は建築士試験合格年月日（○年○月○日） 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業又は協力企業の別 
・構成企業  ・ 協力企業 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

工
事
監
理
又
は
設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（   ）    

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・ 共同企業体 (        ) ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－５②】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（総合分野）の工事監理業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した下記に示す新築の

建築物の同種１～同種３のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務の実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（総合分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業又は協力企業の別 
・構成企業  ・ 協力企業 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

工
事
監
理
又
は
設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（   ）    

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・ 共同企業体 (        ) ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－５③】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（構造分野）の工事監理業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した下記に示す新築の

建築物の同種１～同種３のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務の実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

   建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（構造分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・ 構成企業   ・ 協力企業  ・ 協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

工
事
監
理
又
は
設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（   ）    

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独     ・ 共同企業体 (        ) ・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休暇休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休暇休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休暇休業期間に相当す

る期間を加える場合は、その期間を記載すること。（長期休暇休業を取得した期

間を証明できる資料を添付） 

 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



 

【様式７－５④】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

 

主任技術者（電気設備分野）の工事監理業務実績等 

競
争
参
加
資
格
要
件 

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した下記に示す新築の

建築物の同種１～同種３のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務の実績を有すること。 

ａ．同種１ 

   建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

   建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

   建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

    建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

 

 

主任技術者（電気設備分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名  

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・ 構成企業   ・ 協力企業  ・ 協力事務所 

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日) 

工
事
監
理
又
は
設
計
業
務
実
績
の
内
容 

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

・同種２：スポーツ観覧施設 

・同種３：その他 

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード) 

業務の発注者名（※） ○○○○（   ）    

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独      ・ 共同企業体 (        )・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事 

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数  日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（  ）に事業主を記載する。 

  



【様式７－５⑤】実績を証する書類（工事監理業務：配置予定技術者） 

主任技術者（機械設備分野）の工事監理業務実績等

競
争
参
加
資
格
要
件

平成８年度以降、本事業の競争参加資格確認申請書の申請期限までの間に完成・引渡しが完了した下記に示す新築の

建築物の同種１～同種３のいずれかの要件を満たす工事監理業務又は設計業務の実績を有すること。 

ａ．同種１ 

建物用途：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む） 

 建物規模：１棟で、観客席数 1,250 席以上又は延床面積 7,500 ㎡以上 

ｂ．同種２ 

建物用途：スポーツ観覧施設 

建物規模：１棟で、観客席数 2,500 席以上 

ｃ．同種３ 

建物規模：１棟で、延床面積 15,000 ㎡以上 

主任技術者（機械設備分野）の氏名 ○○ ○○ 

上記の者を雇用する企業名 

上記企業の構成企業、協力企業、協力事務

所の別 

・ 構成企業 ・ 協力企業 ・ 協力事務所

(いずれかを囲むこと) 

上記企業の一級建築士事務所登録番号 ○○○○(登録年月日：○年○月○日)

工
事
監
理
又
は
設
計
業
務
実
績
の
内
容

同種業務の別 

・同種１：屋内アリーナ（音楽系ホール等を含む）

・同種２：スポーツ観覧施設

・同種３：その他

（いずれかを囲むこと） 

業務名称 ○○○○業務(PUBDIS 業務コード)

業務の発注者名（※） ○○○○（ ）

業務の受注者名 ○○○○ 

受注形態 
・ 単独 ・ 共同企業体 (  )・協力事務所 

（いずれかを囲むこと） 

完成（引渡し）年月 平成○年○月 

建物規模 
観客席数○,○○○席 

延床面積○,○○○㎡ 

分担業務分野及び立場 ○○○○として従事

長期休業期間 

平成 年 月 日～平成 年 月 日（通算取得日数 日間） 

※長期休業を取得し、求める業務実績の期間に長期休業期間に相当する期間を

加える場合は、その期間を記載すること。（長期休業を取得した期間を証明でき

る資料を添付） 

（※）再委託を受けた場合は契約相手先を記載し、（ ）に事業主を記載する。 



 

【様式８】入札書及び事業提案書等提出届        

                           令和 年  月  日 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

入札書及び事業提案書等提出届 

 

競争加入者 

              応募グループ名                          

代 表 企 業 所 在 地                     

商号又は名称                     

代 表 者 名                    

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」に関する入

札書等及び事業提案書を下記のとおり提出します。 

なお、入札書及び事業提案書等の記載内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１．入札書等の提出書類（正本１部） 

＜様式 ９＞        入札書等及び事業提案書の提出確認表 

＜様式１０＞        入札書 

＜様式１０ 別添＞     入札金額内訳書 

＜様式１１＞        業務要求水準書に関する確認書 

＜様式１１ 別添①～②＞  業務要求水準書等セルフチェックシート 

 

２．事業提案書の提出書類（正本１部、副本 20 部、DVD２部） 

＜様式Ｓ＞         提案概要書 

＜様式Ａ＞から＜様式Ｄ＞  技術提案書 

＜様式Ｅ＞         基本計画説明書 

以 上 

 

  



応募グループ名：

必要な書類が不足する場合、不備がある場合又は内容が確認できない場合は、欠格となることがあります。「入札書及び事業提案書の提出確認表」を活用して提出する書類にもれのないようにして下さい。
提出書類の確認状況について、確認欄に「〇」を記入して下さい。企業名等確認の欄については、社名やロゴマーク等の記載がないことの確認に用いること。（ただし、副本に限る。）

様式番号 指定 頁数制限 提出部数 頁数制限 企業名等 備考
正本 副本 様式 確認 確認 確認

⼊札書及び事業提案書等提出届 様式8 1 ● - - -
⼊札書及び事業提案書の提出確認表（本紙） 様式9 1 ● - - -
⼊札書 様式10 1 ● - - -
⼊札⾦額内訳書 様式10　別添 1 ● - - -
業務要求⽔準書に関する確認書 様式11 1 ● - - -
業務要求⽔準書等セルフチェックシート 様式11　別添① 1 ● - - -

様式11　別添② 1 ● - - -
関係者⼀覧表 様式15 1 ● - - -

ー 1 20 ● A3-1枚

提案概要書 様式S 1 20 - A3-4枚

技術提案書
ー 1 20 ● A4-1枚

（１）経営管理（事業計画）
本事業の実施における⽅針 様式A-1 1 20 - A4-2枚
実施体制及びワーク・ライフ・バランス
　統括管理業務の実施体制 様式A-2-1 1 20 - A4-2枚
　施設整備業務の実施体制 様式A-2-2 1 20 - A4-1枚
　運営業務の実施体制 様式A-2-3① 1 20 - A4-1枚
　維持管理業務の実施体制 様式A-2-3② 1 20 - A4-1枚
　ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況及び証明資料 様式A-2別紙 1 20 ● A4-1枚
事業計画
　リスク管理 様式A-3-1 1 20 - A4-2枚
　資⾦調達計画及び収⽀計画 様式A-3-2 1 20 - A4-2枚
　　投資計画及び資⾦調達計画書 様式A-3-2① 1 20 ● A3-2枚
　　収⽀計画 様式A-3-2② 1 20 ● A3-2枚
　  収益明細表 様式A-3-2③ 1 20 ● A3-2枚
　　費⽤明細表 様式A-3-2④ 1 20 ● A3-2枚
　持続可能性への配慮（SDGsへの貢献） 様式A-3-3 1 20 - A4-1枚
モニタリング 様式A-4 1 20 - A4-2枚

（2）施設整備
「聖地」秩⽗宮ラグビー場にふさわしい⾵格・品格の醸成に資するための施設整備に対す
る基本的な考え⽅
「聖地」秩⽗宮ラグビー場にふさわしい⾵格・品格を備えた外観・デザイン
周辺地域・環境との調和
周辺地域への賑わいの創出 及び 敷地特性を踏まえた外構計画・施設配置
競技者が競技に集中できる環境の創出
快適で多様な観戦体験やスタジアム内の過ごし⽅の提供
スマートスタジアム
ユニバーサルデザインへの対応
セキュリティの確保 様式B-5 1 20 - A3-1枚
⽂化交流に係る機能確保・施設計画
多機能⽤途や将来の新たな機能変更にフレキシブルに対応可能な空間計画
各種災害等に対応した⾼い安全性の確保（合理的な構造計画等） 様式B-7 1 20 - A3-1枚
環境負荷の低減・創エネルギー
⽊材活⽤等による脱炭素社会への貢献
品質確保及び環境保全対策
本施設（Ⅰ期）の供⽤開始時期の計画 及び 施⼯合理化等
Ⅰ期・Ⅱ期に⼯期が分かれる本事業の特性に配慮した設計・施⼯計画
⼤規模修繕費⽤の縮減 様式B-10 1 20 - A3-1枚

（３）運営業務
利⽤規則
　利⽤料⾦ 様式C-1-1 1 20 - A4-4枚

　利⽤調整 様式C-1-2 1 20 - A4-3枚

サービス提供・総合案内
　サービス提供全般 様式C-2-1 1 20 - A4-4枚

　ホスピタリティサービス 様式C-2-2 1 20 - A4-2枚

広報・情報発信、主催・誘致
　広報・情報発信 様式C-3-1 1 20 - A4-2枚

　主催・誘致 様式C-3-2 1 20 - A4-2枚

ラグビーその他スポーツの振興
　ラグビーその他スポーツの振興に資する業務 様式C-4-1 1 20 - A4-2枚

　ラグビーその他スポーツの振興への収⼊額の⼀部還元 様式C-4-2 1 20 - A4-1枚

関係者・関係団体との協⼒
　JRFUとの連携協⼒協定 様式C-5-1 1 20 - A4-2枚

　神宮外苑地区における魅⼒あるまちづくりへの協⼒ 様式C-5-2 1 20 - A4-1枚

安全管理・防災・緊急事態等対応
　利⽤者の安全確保 様式C-6 1 20 - A4-2枚

（4）維持管理業務
　質の⾼い維持管理の継続的な実現⼿法 様式D-1 1 20 - A4-2枚

　スポーツ博物館も含めた効果的・効率的な維持管理⼿法
　修繕・更新の考え⽅

基本計画説明書
ー 1 20 ● A4-1枚

事業⼯程計画（本事業全体⼯程） 様式E-1① 1 20 ● A3-1枚
事業⼯程計画（設計業務の詳細⼯程） 様式E-1② 1 20 - A3-1枚
事業⼯程計画（建設・⼯事監理業務の詳細⼯程（Ⅰ期）） 様式E-1③ 1 20 - A3-1枚
事業⼯程計画（建設・⼯事監理業務の詳細⼯程（Ⅱ期）） 様式E-1④ 1 20 - A3-1枚
業務全体の実施体制図 様式E-2 1 20 ● A4-2枚
建築計画概要 様式E-3 1 20 ● A4-1枚
各室⾯積表 様式E-4 1 20 ● A4-2枚

外観パース 様式E-5 1 20 -
A3-4枚
（※1）

内観パース 様式E-6 1 20 -
A3-2枚
（※2）

屋根伏図兼配置図・地上階平⾯図兼配置図 様式E-7 1 20 - A3-4枚

各階平⾯図 様式E-8 1 20 -
A3-適宜
（※3）

－

⽴⾯図 様式E-9 1 20 -
A3-2枚
（※3）

断⾯図 様式E-10 1 20 -
A3-2枚
（※3）

内部仕上表 様式E-11 1 20 ● A4-6枚

外部仕上表 様式E-12 1 20 - A4-1枚

施設整備費 様式E-13 1 20 ● A3-1枚

構造計画（概要） 様式E-14 1 20 -
A3-2枚
（※3）

電気設備計画 様式E-15 1 20 - A3-4枚

機械設備計画 様式E-16 1 20 - A3-4枚

緑化計画 様式E-17 1 20 - A3-2枚

動線計画 様式E-18 1 20 - A3-適宜 －

観客席配置計画 様式E-19 1 20 - A3-適宜 －

⼤規模修繕費 様式E-20 1 20 ● A3-1枚
※1 Ⅰ期完了時とⅡ期完了時でパースが異なる場合は、全体鳥瞰パースとアイレベルを、それぞれ4枚、計8枚を上限とすることを認める。

※2 Ⅰ期完了時とⅡ期完了時でパースが異なる場合は、フィールドを含むパースとコンコースを含むパースを、それぞれ2枚、計4枚を上限とすることを認める。

※3 Ⅰ期完了時とⅡ期完了時で図面が異なる場合は、Ⅰ期完了時とⅡ期完了時における図面を作成すること。  

提出部数

【様式９】入札書及び事業提案書の提出確認表

様式名

入札手続における提出書類

提案概要書

提案概要書（中表紙）

技術提案書（中表紙）

様式B-1 1

A3-4枚

様式B-2 1 20 - A3-2枚

20 - A3-2枚

A3-2枚

様式B-4 1 20 - A3-3枚

様式B-3 1 20 -

A3-3枚

様式B-8 1 20 - A3-2枚

様式B-6 1 20 -

基本計画説明書（中表紙）

様式D-2 1 20 - A4-3枚

様式B-9 1 20 -

（令和4年3月変更版）



【様式１０】入札書 

入 札   書

件 名 新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業

入札金額

千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

（入札金額は総額とし、見積もった契約金額の消費税等（消費税及び地方消費税）抜きの価格相当額に相

当する金額を記載すること。また、金額はアラビア数字で表示し、頭数字の前に￥の字を記入すること。） 

 入札説明書等を熟知し、上記件名の契約を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、

上記の金額によって入札します。

 入札日 令和  年  月  日

（入札書の記入日を記載すること。）

契約担当役

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿

応募グループ名

代 表 企 業 所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名

復代理人 

住 所

氏 名



 

【様式１０別添】入札金額内訳書 

 

事業名 新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

※１ 消費税等（消費税及び地方消費税）抜きの価格相当額に相当する金額を記載すること。また、金額はアラビア数字で表示

し、頭数字の前に￥の字を記入すること。） 

※２ Ａ４版１枚で作成すること。 
※３ [「施設整備費」＋「スポーツ博物館の維持管理費」－「運営権対価」]が様式１０に記載した入札金額と一致することを

確認すること。 

※４ 様式 A-3-2 など、他の様式との整合を取ること。様式記載金額と入札金額内訳書記載金額に合理的説明がつかない乖離が

あった場合は当該の入札を無効とすることがある。 
 
 

  

施設整備費 
 

(税抜き) 

千億 百億 

 

十億 

 

億 

 

千万 

 

百万 

 

十万

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

 

 

 

スポーツ博物館
の維持管理費 

 
(税抜き) 

千億 百億 

 

十億 

 

億 

 

千万 

 

百万 

 

十万

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

 

 

 

運営権対価 
 

(税抜き) 

千億 百億 

 

十億 

 

億 

 

千万 

 

百万 

 

十万

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

 

 

 



【様式１１】業務要求水準書に関する確認書 

  令和 年  月  日 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

業務要求水準書に関する確認書 

契約担当役

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

応募グループ名

代表企業 商号又は名称：

所 在 地：

代 表 者 名：

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

の審査に係る提出書類の一式は、「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 業務要求水

準書」等に規定された要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを誓約します。 

詳細は、別添①～②の「業務要求水準書等セルフチェックシート」のとおりです。 



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式

要求水準書（本文）

第１章　総則

1

2

3 本事業において満たすべき事項・留意すべき事項である計画地等の概要を満たす計画となっている。

４．本敷地及び本施設等の条
件

4 Ⅰ期、Ⅱ期の敷地区分・引渡し条件に従った計画となっている。

5 敷地を引渡された時点での既存樹木の状況に基づき、保存、伐採、移植等の風致に係る許可等に必要となる行政手続き
を行う計画となっている。

6 【参考資料７】「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業A-7 地区（ラグビー場棟）駐車場計画」を踏まえた計画と
なっている。

7 周辺道路の曜日や時間による交通規制を考慮して安全・快適な施設利用が可能となっている。

8 各インフラ事業者等と近接施工協議を実施する提案となっている。
【参考資料８】「引渡し時点の埋設管図（計画）」に示す既設の埋設管の位置に配慮した計画となっている。

9 新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱及び港区雨水流出抑制施設設置指導要綱の内容を踏まえた計画となってい
る。

10 本敷地内に設置する建物用の消防用水の地域の消防水利への兼用に関して協議を実施する提案となっている。

11 本敷地内の南西側には、再開発事業の一環として、複合棟Ｂの整備時期に合わせて付替え区道の上部を跨ぐ形で歩行者
デッキ及び付随するエレベーターが整備される予定であることから、事業者はその整備が円滑に進むよう協力する。
【参考資料９】「公共施設計画図」に示す、歩行者デッキの想定位置等を踏まえた計画となっている。

12 市街地再開発事業に伴い整備する予定の公共施設の内容を踏まえている。

（２）地盤調査、土壌汚染等 13 【参考資料１０】「地盤調査報告書」による本敷地の土質等の地盤状況や、【参考資料１１】「地歴調査報告書」、
【参考資料１２】「土壌汚染・埋蔵文化財調査報告書」による本敷地の土壌汚染等の状況を踏まえた提案となってい
る。

（３）段階的建て替えにおけ
る留意事項

14 段階的建て替えにおける留意事項の内容を踏まえている。

第４節
法令並びに適用基準等

15 【添付資料６】「遵守すべき法令等一覧」に示す、本事業の実施にあたり遵守すべき法令等や適用する主な基準等につ
いて、遵守・適切な適用がなされている。

第６節
JSCとの調整

16 JSCと事業者との間で、本事業全般についての連絡調整及び協議を適切に行う。

第８節
追加投資等の取扱い

17 追加投資・改修工事を計画する場合、その内容は、本施設がJSCの所有であることを踏まえ、事業提案書及び業務計画書
に基づき、JSCと協議の上、決定する。

２. 大規模修繕等 18 事業者が作成する本施設等についての長期修繕計画を参考に、対象施設について、JSCが使用状況等を踏まえ、妥当であ
ると判断し、大規模修繕をJSCの費用負担により実施する場合に、大規模修繕に係る設計・施工等は事業者が行うことを
想定している。ただし、大規模修繕期間中の休業に伴う補償は行わないものとする。
ラグビーの大規模な国際大会等を開催するにあたり、国際的な基準の変更に伴い改修等が必要となる場合には、JSCの費
用負担により必要となる改修等を実施することとし、当該改修等に係る設計・施工等は事業者が行うことを想定してい
る。

第９節
接遇

19 皇族等の要人、高齢者、障がい者、外国人等に配慮した接遇を行う。

第１０節
損害賠償、保険への加入

20 適切な保険へ加入する。

第１１節
個人情報の保護

21 適正な個人情報の管理を行う。

第１２節
守秘義務の遵守

22 適正な守秘義務情報の管理を行う。

第１３節
業務の引継ぎ

23 十分な引継準備期間を確保した、適切な業務の引継ぎを行う。

第２章　施設整備

第２節
設計及び建設の前提条件

１. 施設構成と導入機能及び規模 24 入場者だけでなく本施設等に訪れる様々な人々の利用を想定し、観客関連機能やVIP関連機能を豊かにする空間や、屋外
空間、他の街区との連携によりにぎわいを形成する関連諸室等を提案する計画となっている。
外部から直接出入り可能な便益施設(店舗等)は1,480㎡以下とする。
スポーツ博物館とラグビーミュージアムは有機的に連携する提案となっている。

25 より良い観戦環境やホスピタリティ向上、にぎわい形成づくりに寄与する機能のゆとりや充実に充てることを期待し、
本施設等の延べ面積は、事業者の提案に基づき関連法規を満たす中で 大限確保すること。
本施設等の各室面積は【添付資料 ８】「各室性能表」に掲げる「１室あたりの必要面積」及び「合計面積」に示す面積
のそれぞれ95％以上とすること。

２. 建設の条件 26 本施設の建設をⅠ期・Ⅱ期に分ける場合は、【添付資料８】「各室性能表」の「各諸室の工事期間」欄に記載のとおり
に整備をする。

27 Ⅰ期の供用開始時において、ラグビーの試合や大会等の開催が可能な計画とすること。（Ⅰ期で【添付資料８】「各室
性能表」に記載の室をすべて整備し、Ⅱ期は外構・車路等に係る整備のみを実施することも可能。） 。

28 Ⅱ期工事中において、ラグビーの試合や大会等に支障がないよう計画すること。

３. 観客席の条件 （１）スタンド席 29 観客席について、業務要求水準書第２章第２節３．図表４に記載の席数となっている（車いす席、車いす同伴者席、付
加アメニティ席についても記載に則っている）。

30 一般席の一部について、プレミアム感のある観戦体験や来場者の裾野を広げることに寄与するような機能（プレミアム
シートやファミリーシートなど）を提案する。

31 本施設等の建設をⅠ期・Ⅱ期に分ける場合、Ⅰ期施工完了時で業務要求水準書第２章第２節３．図表４の総座席数以上
を確保すること。

32 一般席については、車いす席及び車いす同伴者席は、座席数の0.5％以上をそれぞれ確保する。 付加アメニティ席（具
体的な仕様、配置等については、ユニバーサルデザインワークショップにおける意見等を踏まえ、JSCと協議すること）
は座席数の1.0％以上を確保する。

33 転落防止対策を施すこと。

（２）アリーナ席 34 業務要求水準書第２章第２節３．図表４のスタンド席とは別に、5,000席以上（この内、車いす席・車いす同伴者席を
0.5％以上、付加アメニティ席を1.0%以上）を設ける。

35 地上階からの直接アクセスを可能とすること。

４. 建物形状の条件 36 建物の 高高さは、計画建築物の平均地盤面からの高さの 高限度が55ｍとなっているためこれを遵守する。設計ＧＬ
は、業務要求水準書を踏まえ、適切に設定する。

５．フィールドの条件 37 次のフィールドの規格を確保する。
 アフィールド寸法は134m×84mを確保すること。
 イフィールド内の競技区域の寸法は120m×70mを確保すること。
 ウインゴールは各10ｍとし、ライン（幅100mm）はピッチの外に書くこと。
 エ周辺区域はメインスタンド側8m、バックスタンド側6m、サイドスタンド側7mを確保すること。
 オ競技区域の天井高さは35m以上確保すること。

第３節
施設計画（共通）

１. 社会性に関する性能 38 （1）スポーツ施設の集積する明治神宮外苑エリアを象徴する中核施設として、周辺環境と調和したデザインとし、文化
交流機能、店舗等の導入によりにぎわいあるまちづくりへの貢献を図る。
（2）周辺からの見え方に配慮し、外構や低層部のデザインの工夫等を行うなど、通りからの眺望に対して圧迫感が軽減
される計画とする。
（3）統一感のある緑のオープンスペースを整備し、誰もが気軽に訪れ楽しむことのできる空間としての魅力向上を図
る。

2．環境保全性に関する性能 39 ① PAL*/ERRの目標設定
建築物の熱負荷（PAL*）の低減率20％以上、設備システムのエネルギー利用の低減率（ERR）20％以上を達成する。

40 ② CASBEE
建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による評価を行い、建築物の環境性能はＳランク認証取得が可能な計画と
する。また、第三者機関による評価結果を確認できるようにする。

41 ③ ZEB
経済産業省資源エネルギー庁「ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」（平成31年3月）により定義されて
いる「ZEB Oriented」以上の認証を取得する。

42 ④ 低炭素化
「都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）」に基づく「低炭素建築物」の認定を所管行政庁に申請
し取得する。

43 ⑤ その他
本施設等は、「トップレベル事業所」として東京都が定めた基準に適合し東京都知事の認定の取得が可能な計画とす
る。

（１）環境負荷低減性に関す
る性能

44 ① 適正使用・適正処理に関する性能
「建設副産物適正処理推進要綱」及び「建設リサイクル推進計画2020」に基づき、適正使用・適正処理に配慮するもの
とする。

必須項目（要求水準）の分類

第３節
事業地区及び本敷地に関する
事項

１．都市計画等 「神宮外苑地区地区計画」等の都市計画等の内容及び「（仮称）神宮外苑地区市街地再開発事業」の内容・事業スケ
ジュール踏まえた計画となっている。

２．再開発事業等

３．計画地等の概要

（１）敷地引渡し・インフラ
関係

１．事業者による追加投資・改修工事

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

45 ②   エコマテリアルに関する性能
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づき、文部科学省が作成する「環境
物品等の調達の推進を図るための方針」に従い、資機材等の選択にあたっては、できる限り環境物品等を選択するこ
と。

46 ③   省エネルギー・省資源に関する性能
太陽光や風等の自然エネルギーを有効に活用する環境保全に関する技術の活用を図り、環境負荷低減を図る。電気・設
備機器などについては、省エネルギータイプを使用する。

（２）周辺環境保全性に関す
る性能

47 ① 地域生態系保全に関する性能
ア 緑化の推進
a.   良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷の低減のために緑化を行う。
b.   緑化維持のための潅水方法は、省力化、省エネルギー化及び省資源化に配慮して計画する。

48 イ   地域や都市への熱負荷の低減を考慮し、構内舗装に保水性舗装等を計画する。

49 ウ   使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メンテナンスフリー材料　等の採用に係る検討を行い、ライフ
サイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のある材料を選定する。

50 ② 周辺環境配慮に関する性能
ア 日照阻害
a. 隣接敷地の日照阻害に配慮して計画する。

51 イ ビル風(風害対策)
a. 適切な低層部の配置や樹木等の設置により影響を軽減する。
b. 外部に接する出入口や、外部空間において、ビル風により快適性が損なわれることがないよう計画する。

52 ウ 排気・廃熱
周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮して計画する。

53 エ 騒音
周囲への音伝搬について検討し、周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮して計画する。

54 オ 光害
反射光に関し、周辺環境に配慮して計画する。また、外灯の上方光束の抑制に配慮して計画する。

55 カ 電波障害対策
郵政省電波監理局長通達「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」（昭和51年3月6日付）に従い対策を行
う。
a. 机上調査の結果必要とされるポイントのテレビ波（ＣＳ、ＢＳ、地上波デジタル波）の電界強度調査を行う。
b. 工事期間中のタワークレーンのほか仮設物等の高さ・形状に留意し「電波法（昭和25年法律第131号）」の申請を行
うとともに、必要に応じて関係者と調整する。
c. 補償が必要な区域に対しては、第５節４．（１）⑮電波障害対策を行う。
d. 届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた際に
は、第５節４．（１）⑯電波伝搬障害対策を行う。

56 キ 振動対策
多人数の同時飛び跳ね(たてのり振動)による周辺への影響を検討し、周辺環境に影響を及ぼさないように計画する。

3．安全性に関する性能 （１）防災性に関する性能 57 東京都帰宅困難者対策条例、大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン（平成24年9月10日　首都直下地
震帰宅困難者等対策協議会）等を踏まえて、観客等の安全の確保を特に考慮して計画する。

58 大規模地震等の発生に備え、帰宅困難者（約840人）の受入れ機能を備える屋内環境のスペース（以下「帰宅困難者受け
入れスペース」という。）を適切に設けること。なお、帰宅困難者受け入れスペースは、東京都から「一時滞在施設」
の指定を受けることを想定しており、東京都帰宅困難者対策条例、新宿区地域防災計画（平成29年度修正）等を踏まえ
て備蓄倉庫も適切に設けること。

59 ①   耐震に関する性能
耐震に関する性能の水準は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（以下「総合耐震・対津波計画基準」とい
う。）に基づき、以下による。
・構造体：Ⅱ類
・建築非構造部材：Ｂ類
・建築設備：乙類

60 ②   対火災に関する性能
耐火及び初期火災の拡大防止に関する性能の水準は、【添付資料８】「各室性能表」による。また、火災時の避難安全
確保に関する性能の水準は、基本的性能基準のⅠ類とする。

61 ③   対浸水に関する性能
対浸水に関する性能の水準は、【添付資料８】「各室性能表」による。また、水害対策として、本敷地において過去に
生じた 大の水位及び将来において生ずる可能性のある 高水位に対して、施設への浸水を防ぐ計画とする。

62 ④   耐風に関する性能
耐風に関する性能の水準は、基本的性能基準に基づき、以下による。
・構造体：Ⅱ類
・建築非構造部材：Ⅱ類
・建築設備：Ⅱ類

63 ⑤   耐雪・耐寒に関する性能
耐雪・耐寒に関する性能の水準は、基本的性能基準による。

64 ⑥   対落雷に関する性能
対落雷に関する性能の水準は、基本的性能基準のⅡ類とする。

65 ⑦   常時荷重に関する性能
常時荷重に関する性能の水準は、基本的性能基準による。

（２）機能維持性に関する性
能

66 機能維持性に関する性能の水準は、基本的性能基準のⅡ類とする。

（３）防犯性に関する性能 67 防犯に関する性能は、「官庁施設の防犯に関する基準」に定められることのほか、【添付資料８】「各室性能表」によ
る。

４. 機能性に関する性能 （１）利便性に関する性能 68 ① 移動に関する性能
基本的性能基準によるほか、以下を満たすこと。
a.   異種動線の交差回避：歩行者と車両の動線は、交差を可能な限り避けた計画とする。
b.   観客の動線：観客が入場口から観客席に至る動線が、できる限り遠回りとならない計画とする。
c.   エントランス：メインエントランスの形態及び空間構成は、分かりやすい計画とする。
d.   コンコース：利用者数・利用形態に応じた、スペース・寸法等が確保された計画とする。
e.   昇降機設備：昇降機設備は、建築規模、用途、利用人員、動線計画等を考慮し計画する。

69 ② 操作性に関する性能
設備システム及び設備機器の操作において、運営関係者、観客等の利用区分を明確にし、安全性、操作性に十分配慮し
た計画とする。

（２）ユニバーサルデザイン
に関する性能

70 「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」及び「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基
準」に定められる内容のほか、以下の項目を満たすこと。

 ①Tokyo 2020アクセシビリティ・ガイドライン（2017年3月公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組
織委員会策定）(以下「Tokyo 2020アクセシビリティ・ガイドライン」という。)を十分理解した上で、推奨を満たす計
画とすること。ただし、満たすことが難しい合理的な理由がある場合は、JSCと協議の上、調整することができる。

 ②「新国立競技場整備事業ユニバーサルデザインワークショップ報告書」を参考に、全ての来場者が円滑に利用できる
ユニバーサルデザインを導入したスタジアムを目指すこと。

 ③多様な利用者ニーズの把握のため、基本設計段階、実施設計段階、施工段階の各段階において、高齢者、障がい者団
体及び子育てグループ等の参画を得てユニバーサルデザインワークショップを開催し、関係者の意見を集約・反映した
上で業務を進めること。アドバイザーの意見を踏まえながら、ユニバーサルデザインワークショップを進めること（詳
細はJSCと協議）。

（３）室内環境性に関する性
能

71 室内環境性に関する性能の水準は、衛生環境及び振動を除き、【添付資料８】「各室性能表」による。

72 衛生環境及び振動に関する性能の水準は、基本的性能基準による。

（４）情報化対応性に関する
性能

73 情報処理機能に係る情報化対応性に関する性能の水準は、【添付資料８】「各室性能表」による。

74 情報交流機能に係る情報化対応性に関する性能の水準は、基本的性能基準のⅠ類とする。

５. 経済性に関する性能 75 将来予想される利用形態に対して維持管理費の抑制ができるよう計画すること。

（１）耐用性に関する性能 76 ① 耐久性に関する性能 ：耐久性に関する性能の水準は、基本的性能基準による。なお、構造体について、100年間大規
模な修繕を行わずに使用できるものとする。
② フレキシビリティに関する性能 ：フレキシビリティに関する性能の水準は、基本的性能基準のⅠ類とする。 なお、
将来に予測される空間の利用方法等の用途変更、設備機器類の更新等に柔軟に対応できるものとし、機械室のほか、配
管・配線・ダクトスペースについても、点検や更新が容易にできるよう計画する。

（２）保全性に関する性能 77 保全性に関する性能は、基本的性能基準による。
なお、清掃、定期点検及び更新等の作業がしやすい内外装や設備計画とする。

６. その他の性能 （１）木材活用 78 「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の趣旨に則り、木材利用の促進を図り、製材、CLT等の集成
材、合板等の木材を可能な限り利用する計画とする。

第４節
 施設計画（個別）

１. 建築性能 （２）配置計画 79 ①   神宮外苑地区地区計画に基づいて、斜線制限、日影規制、壁面後退線、地区施設、広場及び空地等を満たした計画
とする。詳細は、【参考資料１】「神宮外苑地区地区計画等　提案概要」、【閲覧資料１】東京都市計画神宮外苑地区
再開発等促進区を定める地区計画企画提案書、【閲覧資料２】神宮外苑地区公園まちづくり計画提案書を参照する。
②   入退場時の観客の往来が円滑になるよう、 大観客席数に応じた人溜り空間を確保した計画とする。また、災害時
の観客の避難並びに、消防及び救援活動に支障が無いように計画する。
③   Ⅰ期・Ⅱ期に分けて整備する場合の配置計画の条件については、【参考資料３】「計画敷地図」を満たすこと。



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

（３）外装・屋根計画 80 ①   全天候型のスタジアムとして外装・屋根を計画すること。
②   外装・屋根は、外皮としての性能を十分に満足し、耐久性及びメンテナンス性に優れた計画とする。
③   外装材・屋根材は、近隣への反射等に配慮した計画とする。
④   外装材・屋根材の仕上げ及び色彩が、周辺の景観と調和した計画とする。
⑤   観客の観戦環境や競技者の競技環境が快適となるよう、大空間における音響に配慮した屋根形状・材質を計画する
とともに、近隣への遮音にも配慮した計画とする。

（４）内部諸室計画 81 ①   各室に求める性能は、【添付資料８】「各室性能表」による。
②   仕上げの材料は、耐久性及びメンテナンス性に優れた材料を選定する。
③   敷地内は、原則禁煙とする。

（５）動線計画 82 屋外動線及び屋内動線は、競技者、観客、メディア、運営関係者及び施設管理者など、様々な利用者にとって機能的で
分かりやすく、安全性確保やユニバーサルデザインに配慮した計画とするとともに、安全かつ相互に支障をきたさない
よう動線を計画する。なお、諸室間の関連性については、【添付資料９】「各室位置関連図」を満たすこと。

83 ①   屋外動線計画
ア    車両動線と歩行者動線は、安全性確保のため、適切に分離した計画とする。
イ    車いす使用者等が無理なく移動可能な計画とする。
ウ    敷地の車両出入口から地下駐車場・フィールドに至る車両動線については、【参考資料１】「神宮外苑地区地区
計画等　提案概要」を参考とし、適切に計画し、必要に応じて関係機関と協議すること。
エ    地下駐車場までの車路は11tトラックの通行に支障が無いように路面の耐荷重及び寸法を考慮して適切に計画す
る。
オ    救急車、消防車等の緊急車両、及び搬入車両がフィールドの対角2か所から進入できる計画とする。

84 ② 屋内動線計画
ア    観客の歩行空間については、安全で円滑な動線を確保するため、入退場時等の利用者集中を考慮し、十分な幅員
や、適切な形態とする。
イ    競技者、観客、メディア、運営関係者及び施設管理者など、様々な利用者の移動が過度に集中しないよう動線計
画に配慮する。
ウ    階段及び昇降機設備を適切に配置し、観客の移動が円滑に行えるように計画する。
エ    災害時に円滑な避難が可能な計画とする。
オ    設備のメンテナンス動線やキャットウォークへの管理動線等を確保する。（屋外及び屋上にも必要に応じて確保
すること。）
カ    スポーツ競技やイベントなど、多用途施設であることを考慮し、用途に応じて適切な動線確保・動線分離ができ
るよう、柔軟性に配慮した計画とする。

85 ③　利用者ごとの動線計画
 【添付資料９】「各室位置関連図」及び【添付資料８】「各室性能表」に記載の関係性を遵守すること。

86 ア 　競技者等
a.   競技者等の本施設へのアクセスは選手バスを想定し、公道から地下駐車場に入り、競技者等専用エントランスへの
アクセスが円滑に行えるよう計画する。なお、競技者等の荷物についてチーム更衣室等への搬出入が効率的に行えるよ
う、地上にチーム車両が寄り付けるような計画とすることが望ましい。
b.   対戦チーム同士の動線が交錯しないよう計画する。ただしフィールドへの出入口付近や選手用医務室等、競技及び
運営上、対戦チーム同士が近づくことが必要な場所においてはこの限りではない。
c.   専用エントランスからチーム更衣室等の選手諸室を経由し、メインスタンド側中央部分からフィールドへアプロー
チできる動線を計画する。
d.   競技を終了した選手等が、フィールドからフラッシュインタビューゾーンやドーピングコントロール室へスムーズ
にアプローチできる動線を計画する。
e. 　競技者エリア（競技者入退場口）からフィールドへのアプローチにおいて段差の無い計画とする。

87 イ 　観客（一般観客）
a.   一般観客の本施設等へのアクセスは原則徒歩によるものとし、 寄り駅（JR 千駄ヶ谷駅、JR 信濃町駅、東京メト
ロ外苑前駅、東京メトロ青山一丁目駅、東京メトロ北参道駅及び都営地下鉄国立競技場駅）から入場ゲートへのアクセ
スが円滑に行えるよう敷地内の歩行空間を計画する。
b.   専用入場ゲートから入場し、コンコースを経由し観客席へ円滑にアクセスする計画とする。

88 ウ 　観客（VVIP・VIP）
a.   VVIPの本施設等へのアクセスは、専用車両を想定し、公道から地下駐車場に入り、VIP専用エントランスまでのア
クセスが円滑に行えるよう計画する。
b.   VIPの本施設等へのアクセスは、徒歩又は車両（タクシーを含む）を想定し、車両でアクセスする場合は、公道か
ら地下駐車場に入り、VIP専用エントランスまでのアクセスが円滑に行えるよう計画する。
c.   VIPエリアへは、VIP専用エントランスからアクセスする専用の動線を計画し、VVIPの通る動線としてふさわしい空
間・設えとする。
d.   VIP動線は、その他機能動線と交錯のない計画とする。ただし、VIPが徒歩でアクセスする場合は、一部一般観客動
線の活用も視野に、VIPのみVIP関連諸室への専用動線にアクセスできる計画とする。

89 エ 　メディア
a.   メディアの本施設等へのアクセスは徒歩及び車両（タクシーを含む）を想定し、公道から地下駐車場に入り、メ
ディア専用エントランスまでのアクセスが円滑に行えるよう計画する。
b.   メディア関連諸室へは、メディア専用エントランスからアクセスする専用の動線を計画する
c.   競技者エリア、VIPエリア 及び観客エリアへ、原則として進入できない計画とする。ただし、チーム更衣室、フ
ラッシュインタビューポジション、ミックスゾーン等への必要な動線は確保すること。

90 オ 　運営関係者・施設管理者
a.   原則として専用動線を計画する。
 i. 売店用車両及びケータリング搬出入車両の駐車スペースは、他の搬出入車両に支障のない計画とする。
ii. 清掃、点検及び搬出入に支障がないように昇降機の配置を計画する。

（６）セキュリティ計画 91 ①   監視カメラ・電気錠等のセキュリティ機器及び警備立哨計画などを総合的に計画することにより、観客、競技者、
運営関係者等の安全が確保できるセキュリティ計画とする。
②   手荷物検査などを実施するため、入退場口付近に滞留スペースを確保するとともに、雨天時においても検査を円滑
に実施できるよう計画する。
③   VIPエリアは、VVIP、VIPの安全が確保できるセキュリティ計画とする。
④   開口部の防犯設計は、ガラス単体だけでなく、サッシ、鍵、セキュリティシステム等を含め総合的に検討する。

（７）警備計画 92 ①   情報の集約は防災センターにて行う計画とする。
②   管理室は、防災センターと隣接し、運営関係者との連絡がスムーズに取れるようにする。
③   警察指令室（待機スペース・取調スペースを含む）、消防指令室（待機スペースを含む）を設ける。両室は警察・
消防との連携がスムーズに行えるよう近接して確保する。
④   緊急時の対応のため、運営関係者等がスムーズに各スタンドへアクセスできる動線計画とする。
⑤   場内状況把握のための監視カメラの配置計画を検討する。少なくとも、各出入口及び各スタンドについて、充分に
監視できることとする。
⑥   防災センター、管理室、運営本部、警察指令室、消防指令室において監視カメラの映像確認、カメラ切替や録画再
生、停止拡大等の操作を行える計画とする。

（８）ユニバーサルデザイン 93 ①   車いす使用者、付加アメニティ席利用者等へのユニバーサルデザイン
ア　車いす使用者等の動線は、一般観客動線から極力分けないルートとなるよう計画する。
イ　車いす席、同伴者席及び付加アメニティ席は、水平・垂直に分散して配置し、車いす使用者等が様々な方向から観
戦できる環境を整備する。
ウ　車いす席及び同伴者席は、各コンコースから段差なくアクセスできる場所に確保する。
エ　車いす使用者等の施設利用が想定される階にはエレベーターを設置し、アクセスが容易となる環境を整備する。ま
た、災害時においても、円滑な避難が可能な環境を整備する
オ　車いす使用者の視認性に配慮したサイトラインの確保については、日本人の平均身長や履物の高さに配慮するとと
もに、車いす使用者の眼高に配慮して計画する。
カ　敷地への出入口から総合案内所への主要な移動経路は、段差のない計画とする。やむを得ず段差が生じる場合は、
車いす使用者等が円滑に総合案内所にたどり着くようにエレベーターやスロープなどを設ける。

94 ②   視覚障がい者へのユニバーサルデザイン
ア　視覚障がい者の安全かつ円滑な移動を目的として、音声誘導装置や点字サインを、主要な出入口やトイレ出入口等
に適宜設置する。
イ　音声誘導装置は、視覚障がい者が所持している送受信機により、音声案内を流す電波感知方式の音声誘導装置を設
置する。
ウ　視覚障がい者が、安全かつ円滑に移動できるよう視覚障がい者誘導用ブロック等を設置する。なお、視覚障がい者
誘導用ブロック等の設置については、視覚障がい者団体と協議を行う。

95 ③   聴覚障がい者へのユニバーサルデザイン
ア　聴覚障がい者等の補聴支援として、集団補聴設備を100名以上の観客を対象に整備する。
イ　災害時に聴覚障がい者が一人で取り残される可能性のあるトイレ、授乳室、休憩室等には、フラッシュランプを設
置する。

96 ④   知的、精神、発達障がい者等へのユニバーサルデザイン
ア　心身状況の変化により休息及び休憩が必要となる場合があるため、休憩室を分散して設置する。
イ　知的、精神、発達障がい者等が安心して観戦できる環境を整備する。

97 ⑤   高齢者等へのユニバーサルデザイン
ア　高齢者が容易に移動可能な環境を整備する。
イ　高齢者等の安全な移動に配慮し、スタンド縦通路に手すりを設置するとともに、段鼻はコントラストに配慮し視認
性を確保する。

98 ⑥   子供連れ利用者へのユニバーサルデザイン
ア　託児室、授乳室を分散して設置し、子供を預け遊ばせるスペースを確保することで、子供連れの利用者も安心して
試合等を観覧できる環境を整備する。
イ　ベビーカー置き場を確保する。

99 ⑦   その他
ア　スタジアム全体の案内のための総合案内所を設置する。
イ　トイレに関する事項は（１２）②、サインに関する事項は（１３）に示す。
ウ　障がい者のラグビー競技にも配慮した計画とする。
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（９）観客席の計画 100 ①   サイトラインとＣ値
全ての席において、ラグビー競技の観戦時に、以下の条件を満たすこと。
ア　全ての席から、ピッチ中央地点における 高高さ35m地点と大型スクリーンを視認できるようにする。
イ　全ての席でＣ値60㎜以上を確保する。
ウ　車いす席のサイトラインの検討にあたっては、車いす席の目線の高さを1,050mmとし、前列の座席の人の高さは立ち
上がりを考慮した1,750mmとして、計画する。
エ　全ての席について、見切り席がない計画とする。
オ　フィールド上のピッチ看板は、スタンド席 前列のフェンス部分（メインスタンド・バックスタンド）を活用し、
デジタルサイネージやリボンボードなどを整備する（ピッチ看板による見切りがない計画とする。）。

101 ②   車いす席、同伴者席、付加アメニティ席
ア　同伴者席は、車いす席と同じ割合で車いす席の横に隣接して設ける。
イ　通常の車いすよりも大きなリクライニング式車いす使用者にも対応するため、奥行き1,400㎜以上の車いす席を設け
ることが望ましい。
ウ　観客席の出入口から車いす席へ至る通路の有効幅員は、1,200mm以上とし、区間50ｍ以内ごとに1,400㎜角以上の転
回スペースを設ける。なお、通路は車いす席の前には設けないこと。
エ　方向転回には後方に 低1,000mm必要であり、後方の通路を含めた車いす使用者と同伴者座席に必要なスペースは全
体で、1,420mm×2,500mmとする｡
オ　車いす席の前の手すりの高さは、安全性を確保の上、サイトラインを妨げない高さ・仕様とする。
カ　呼吸器使用者、電動車いす使用者に配慮し、車いす席・付加アメニティ席用に電源コンセントを設置すること。

102 ③   VIP席（貴賓室バルコニー席、VIPラウンジバルコニー席、観戦ボックスバルコニー席）
ア　観客の脚等が前列の観客に接触する恐れがある場合は、柵等を適切に設置し配慮すること。
イ　貴賓室バルコニー席は、他の観客席からの出入り・覗き見がないよう配慮した計画とすること。

103 ④   観客席の通路
ア　縦通路幅（手すり幅等を除く）は1,200㎜以上とする。
イ　縦通路は、観客の移動に支障がないように、できる限り均等間隔で配置し、安全性に配慮する。
ウ　縦通路については、上下移動の際に観客が転倒しないよう、両サイドに手すりを設けるなどの安全性に配慮した整
備とする。

104 ⑤   観客席からの避難
ア　災害に備え、十分な安全性と優れた防災設備を備えた整備を行う。
イ　全ての観客が安全に観客席等から外部に避難できるよう、避難安全検証を行い、緊急時の観客の避難安全性につい
て確認する。
ウ　避難階段はバランスの良い配置とし、スタンド出入口から階段に至るまでの避難通路は出入口の幅員以上を確保す
る。合流する場合はその合計幅以上とする。
エ　避難階段は管理用階段を除き、原則、各階専用とする。やむを得ず合流させる場合は、合流する階で階段幅を拡幅
し、階段内での過度な滞留を防止する。

105 ⑥   観客席の性能
ア　座席は耐久性に優れ、故障及び破損に対して容易に交換できる製品とする。
イ　スタンド席は、段床に固定し、背付、跳上座面とする。
ウ　席の前後間隔は、観客の膝が前席の背に当たらない間隔とする。
エ　スタンド席は、全ての席にカップホルダーを使い勝手の良い位置（観客の足等があたらない位置）に設ける。
オ　席番プレート及び列番プレートを設け、点字を併記する。
カ　スタジアムにふさわしい色彩計画とする。

106 ⑦　座席の個別性能
座席は、座席種別ごとに業務要求水準書第２章第４節１．（９）⑦表に記載の性能を満たすこと。

（１０）コンコースの計画 107 ①   主要なコンコースはⅠ期施工完了時及びⅡ期施工完了時において、周回できる計画とする。
②   コンコースは可能な限り幅を広げた計画とし、ゆとりのある豊かな空間とする。主要なコンコースは有効幅を５ｍ
以上とすること。
③   幅員の変化をできる限り少なくし、往来を妨げるような突出物が無いようにするなど、観客の往来が円滑で安全な
計画とする。併せて、観客の待機列を想定し、売店やトイレ等の配置について、適正に計画する。
④   天井は高く、サインを有効に配置し、視認性の高い空間とする。

（１１）VIPエリアの計画 108 ①   VIP専用受付を設け、VIP関係者以外の出入りを管理する計画とする。
②   貴賓室、VIPラウンジは、それぞれ専用トイレ（洗面所等諸施設を含む）を計画すること。
③   観戦ボックスの利用者が使用するトイレ（洗面所等諸施設を含む）を計画すること（各観戦ボックス専用トイレ又
は共用トイレのいずれの計画も可能とする。）。
④   飲食等を行うことを想定し、パントリーを適切に計画すること。

（１２）トイレ計画 109 ① 一般観客用トイレ
衛生器具の個数は業務要求水準書第２章第４節１．（１２）①表の数値以上を設ける。また、競技等による観客の男女
比構成割合の変化に対応できる計画とする。なお、計画にあたっては、男女トイレの一時的な転用等の運用面での対応
も含むものとし、必要な備え(男女変更対応が可能なサイン、男女トイレ間に可動間仕切りを用いる、など)を計画する
こととする。

110  ②バリアフリートイレ
ア　バリアフリートイレは、一つの便房に多くの機能を集中させるのではなく、以下のような様々な機能・設備の組み
合わせを想定し、コンコースに分散して計画することで、様々な身体状況の観客が利用しやすい環境を整備する。
a.   車いす用トイレ（使う向きに配慮した車いす用トイレ）
b.   オストメイト対応設備
c.   大型ベッド
d.   男女共用トイレ
e.   知的・精神・発達障がい者等が同伴者とともに利用できるトイレ
f.   乳幼児用設備（おむつ交換台、着替え台、乳幼児用いす）
イ　バリアフリートイレは、車いす席・付加アメニティ席の合計数の15席に1 箇所以上の割合で設け、車いす席・付加
アメニティ席の近傍に設ける。
ウ　バリアフリートイレは、基本的に一般観客用トイレと一体的に計画する。
エ　車いす用トイレの一部には、背もたれ、着替え台を設置する。
オ　車いす用トイレのうち、メインスタンド及びバックスタンドに各1箇所は、ストレッチャー対応のトイレを設ける。

111 ③　貴賓室、VIPラウンジ、観戦ボックス用のトイレ
ア　VIPラウンジ、観戦ボックスの衛生器具個数は業務要求水準書第２章第４節１．（１２）③表の数値以上を設ける。
（車いす使用者用トイレ、乳幼児用設備を設置する。）
イ　貴賓室内には、VVIPに対応した設えの洗面所及びトイレ（大便器１個）を設置する。

112 ④   その他
ア　トイレ内には、必要箇所に手すり等を設置し、様々な身体状況の観客が利用しやすい環境を整備する。また、おむ
つ交換台、乳幼児用いすは一般観客用トイレゾーンにも分散して配置すること。
イ　トイレの混雑時に、待機動線が入場ゲートや階段、客席に向かう通路、売店等の動線と交錯しないよう配慮するこ
と。
ウ　観客等の集中利用を考慮し、空き状況を視認できるようフラッグサイン等の設置や、入口と出口を分けた通り抜け
方式での計画などの工夫をすること。
エ　競技者、運営関係者、メディア及び施設管理者等のために、必要なトイレを計画すること。
オ　アリーナ席に対応して、アリーナレベルにもトイレ（バリアフリートイレを含む）を適切に配置すること（一部は
近接した位置でも可）。
カ　全ての大便器ブースの操作系ボタンはJIS S0026に準拠して整備する。また、防災センターに呼出ボタンによる警報
盤を整備すること。
キ　補助犬用のトイレを設置すること。
ク　本施設に入場する前の待機者等によるトイレ利用について考慮すること。

（１３）サイン計画 113 ①   サインは、施設全体として、本施設等を利用する誰もが早くかつ正確に目的の場所にたどり着くことができる、わ
かりやすい計画とし、各室の配置及び機能又は名称を表示し、統一性があり建築空間と調和し、視認性に優れた形状、
寸法、設置位置及び表示内容とする。また、ラグビー利用時とその他のイベント利用時に、頻繁にサインの内容を変更
することが見込まれる個所については、容易に表示内容を変更できる計画(デジタルサイネージ等)とする。
②   施設名称サイン、インフォメーションサイン、エリアサイン、誘導サイン、階数サイン、室名サイン、避難経路サ
イン、ステップサイン、点字案内サイン（触知案内図を含む。）、駐車場サイン、エレベーターサイン、エスカレー
ターサイン、手すり点字サイン、インターホンサイン及び衝突防止サイン等を適宜整備する。
③   各種サインは、高齢者、車いす使用者、ロービジョン者、色覚障がい者、聴覚障がい者の利用に配慮した計画とす
る。
④   外国人の来場を想定し、ピクトグラムなどの言語以外の表示や、多言語表記のサインを設置する。
⑤   本施設等の建設をⅠ期・Ⅱ期に分けて整備する場合、Ⅰ期・Ⅱ期施工完了時に、わかりやすく段階整備の手戻りが

小限となる計画とすること。

（１４）駐車場計画 114 ①   全般
ア　駐車場計画については、競技者、VIP、VVIP、メディア、運営関係者及び施設管理者などの利用者別の動線計画に配
慮し、スムーズな入退場・搬出入等がしやすい配置を計画する。
イ　駐車場は施設全体として法的根拠による附置義務台数（100台程度を想定）を満足するよう整備する。
ウ　自走式とし、機械式駐車装置の設置は認めない。
エ　駐車場に関する動線や出入口の条件については、（５）動線計画を参照する。
オ　駐車する車両は、普通車、大型バス、側面開放型トラックとし、高さ3.8ｍの車両（11トン車等）の通行が可能な車
路を整備する。
カ　高さ3.8ｍの側面開放型トラックが十分に開放し、積み下ろしができるよう、梁下の有効高さは５ｍ以上確保する。
キ　駐車場内に車両が周回できる車路（可能な限り一方通行とする）を整備するほか、車両の出し入れを容易に行うた
め転回スペース又はスイッチターンできるスペースを設ける。
ク　安全を確保するため、見通しを良くし死角をなくすよう努め、コーナーガードやカーブミラー等を、適宜適切に設
ける。
ケ　歩行者通路を適切に確保する。
コ　歩行者の転倒や転落防止及び落下物防止の措置を行う。
サ　駐車区画線、矢印及び停止線等、路面表示を適切に行う。
シ　車両と構造物、車両と車両の接触や衝突防止に配慮した形態、有効幅及び仕上げとし、車両が構造物に当たった場
合においても、お互いが損傷しにくい仕様とする。
ス　車いす用駐車場は関係法令等に基づき適切に整備する。（2台分程度の区画を想定）
セ　「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和２年12月24日改定、東京都）第８章.５.(２)-２「電
気自動車等の充電設備の設置」を踏まえ、電気自動車用充電設備(急速充電)を２基設けること。
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※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

115 ②   スロープ
ア　大型車両が通行するスロープにおいて、1/12以上の緩勾配を10m以上設ける。急勾配は1/6以下とする。
イ　路面は粗面又は滑りにくい材料で仕上げる。
ウ　大型車両が通行するスロープにおいて、高さ3.8mの車両が進入し、駐車区画まで移動するために必要なクリアラン
スを確保する。
エ　車両がカーブを通行する際に対向車線にはみ出る場合は、カーブミラーやパトランプを適宜設置する。
オ　Ⅰ期施工完了時からⅡ期施工へ切り回しを行う場合は、試合やイベントの開催に支障をきたさないよう運用を含め
て計画する。駐車場を使用できない期間をなるべく短くすること。

116 ③   競技者等
ア　競技者・チーム用の駐車場は、競技者動線を考慮して整備する。
イ　競技者等専用エントランスの近くに、選手バス４台分の駐車スペース、乗降スペースを確保する。

117 ④   観客（VIP）
ア　VVIP用とVIP用の駐車場を各々専用に計画する。
イ　VVIP用の駐車場は、他の車両が侵入できないよう区画し、VIP専用エントランスへの動線を考慮して整備する。
ウ　VVIP用駐車場の出入口には、シャッターによる開閉機構を設け、車両突入防止対策（ボラード等）を行う。

118 ⑤   メディア
ア　メディア用駐車場はメディア専用エントランスに近接して整備する。
イ　1,000㎡のテレビコンパウンドを確保する。利用形態を考慮し、専用電源、中継用配線等、必要な設備を備える。

（１５）駐輪スペース計画 119 地区計画に係る企画提案においては、法律及び関係法令・条例を踏まえ駐輪場設置についての提案は行っていないが、
事業者が提案する計画が周辺に与える影響を考慮する必要があり、影響がある場合は適正な規模の駐輪スペースを整備
するよう関係機関から指導が行われる場合があることから、設計段階で関係機関と協議を行い、適切な措置を行うこ
と。

（１６）外構計画 120 ①   本敷地の外周や北側に存在する既存樹木を活かし、神宮外苑の緑と調和した緑化空間を形成する。
②   既存樹木を活かした緑化空間においては、見通しを確保するため下枝をなくすとともに、花木による四季や彩りを
感じられる空間を整備する。
③   メインエントランス前は、不特定多数の人々が滞留できる空間を確保しつつ、緑豊かな憩いの空間となるような広
場空間を整備する。
④   樹種は、明治神宮外苑の在来種を主体とした計画とする。
⑤   高木は、落葉広葉樹を主体とし、複数樹種を組み合わせた計画とする。
⑥   歩道状空地や人溜まり空間では、歩行者の通行を妨げないような緑化計画とする。
⑦   夜間等において、敷地内に無断で車両を駐車されないように対策を講じる。
⑧   植栽の維持管理のため、自動灌水設備等を適切に整備する。
⑨   外部歩行者空間の床仕上げは、安全性及び耐久性を確保する。さらに、夏場の熱環境を緩和することを考慮し保水
性舗装とする。
⑩   外構には、ベンチなどの休憩施設等を適宜整備する。
⑪   雨水枡蓋や側溝蓋は、杖使用者、車いす使用者等に配慮し、かつ景観に配慮したものとする。
⑫   ブースの出店などに対応するため、外部での電源、給排水設備、スペース等が確保できる計画とする。
⑬   緑道５号（計画地内の幅員８ｍ）については、本敷地の既設の水道管・下水道管及びその他供給処理管の維持管理
等のための車両（２トン程度を想定）進入等が必要となることから、車両の進入を想定した舗装を行うこと。また、設
計時において関係機関と協議を行うこと。

２. 構造性能 （１）構造設計の方針 121 ①   Ⅰ期工事完了時、Ⅱ期工事完了時のそれぞれの状態において、業務要求水準書に記載されている、構造に関する要
求水準を満足させること。
②   機能性（遮音性・耐振動性・耐衝撃性等）、耐久性、経済性、工期、建築計画との整合性等を総合的に考慮した上
で、 適な構造形式を採用すること。特にスタンドは、観客の同時ジャンプ行為等の想定される荷重にも対応した構造
とすること。

（２）耐震設計 122 ①　建築物の高さが45mを超える場合、制振構造及び免震構造とする場合は業務要求水準書第２章第４節２．（２）①ア
～ウにより時刻歴応答解析を行い、耐震に関する性能の水準を満足していることを確認すること。また、国土交通大臣
の認定を取得すること。

123 ②　大地震動時の構造体の損傷状況が確認できるよう、必要とされる階の床に地震応答の計測及び記録をする装置を設
置する。また、震度及び応答加速度の測定結果を表示および記録する装置等を防災センターに設置する。なお、地震応
答の計測及び記録をする装置及び震度及び応答加速度の測定結果を表示及び記録する装置については、商用電源途絶時
も機能を維持できること。

（３）荷重の設定 124 業務要求水準書第２章第４節２．（３）①～④の各荷重について要求水準を満たした適切な荷重を設定をすること。

３. フィールド性能 （１）フィールドの仕様 125 ①   ワールドラグビー推奨人工芝メーカー（World Rugby Preferred Turf Producer）の人工芝とし、ワールドラグ
ビーが定めるターフ性能を満たすこと。また、適切な維持管理（保守管理、清掃、修繕など）により、事業期間中、定
める性能を維持すること。
②   ラグビー以外の競技を行う場合、ラグビー競技時に他競技のラインの跡が残らないように配慮すること。
③   緊急車両(救急車、消防車等)の乗り入れに加えて、イベント等を行うことを想定し、アリーナ席やステージ設営関
連の荷重、車両の乗り入れを考慮すること。
④   プレーへの影響等を鑑みて、表面勾配の検討を行うこと。
⑤   メンテナンスや非常時の放水等を考慮し、必要な勾配の設定や排水処理について検討すること。

（２）その他 126 ①   少なくとも3枚の旗を掲げられるポール等を設置する。
②   ラグビーゴールにおいては、設置・撤去にあたり扱いやすい方式・重量を考慮するとともに、長さに対応して基礎
等を適切に計画すること。

４. 電気設備性能 （１）共通事項 127 ①   「建築設備計画基準」及び「建築設備設計基準」に示されている機器の仕様、機器構成、計算式、設備関連諸室の
スペース等によらない場合は、その根拠を明確にすること。
③   適切な受電方式、容量などを考慮するとともに、更新スペースにも配慮した計画とすること。
④   使用する電線・ケーブル類は、EM電線・EMケーブルを採用する。
⑤   各室に必要な照明や電源については、【添付資料８】「各室性能表」を参考とし、各室の大きさや用途を考慮して
整備すること。
⑥   特別高圧受変電室、高圧変電室、MDF室及びサーバールームなど主要設備室は、浸水レベルを考慮し、浸水の影響
を受けない床レベル若しくは止水性に配慮し整備する。
⑦   幹線用のケーブルラック、保護管等は、敷設する配線・ケーブルの20％以上の余裕を見込んだ寸法又は数とする。

（２）構内引込み設備 128 引込配線ルート等は地区全域の更新計画を考慮するとともに、電力会社等と十分な協議を行った上で設計・工事及び運
営を計画すること。
①   電力の引込みは、電力会社により、特別高圧20kV本線予備電源方式（本線の変電所とは異なる変電所からも引き込
む方式）の配線を特別高圧受変電室に引き込む計画とすること。また、設備更新時の予備配線ルートを整備する。
②   通信の引込みは、通信事業者により通信回線を敷地境界線からMDF室に引き込むこととしており、施設用及び外部
者(メディア、サービス事業等)用の引込配線ルートを整備する。

（３）電灯設備 129 ①   電灯幹線の整備は、以下による。
ア　スポーツ博物館及び通信事業者用の電灯幹線など、計量区分に応じて検定付若しくは検定外電力量計を適切に設け
ること。なお、スポーツ博物館は検定付きとする。
イ　イベント電源盤は、キャットウォークレベル及びフィールドレベルのそれぞれにコンサート等のイベントを考慮し
て整備すること。また、照明や音響など、用途に応じて変圧器を分ける等考慮すること。
ウ　大型イベント等の電源車からの電源供給を想定して、電源車からキャットウォークレベル及びフィールドレベルへ
の配管配線、接続盤、取出盤等を計画すること。

130 ②   電灯分岐（競技用照明設備を除く。）の整備及び計画は、以下による。
ア　分電盤は、原則として盤二次側配線が上下のフロアに渡らないように計画する。
イ　一般照明は、以下に従い整備する。
a.   基準照度は、JIS Z 9110:2010 照明基準総則による。
b.   照明器具は、原則としてLED照明器具とする。なお、照明器具を高天井など高所に設ける場合はキャットウォーク
を設けるなどメンテナンスを考慮して整備する。
c.   照明制御盤の主装置は防災センターに設置し、コンコース、観客席、トイレ（観客席）等においては、一括点灯・
消灯及びタイマーによるスケジュール制御などの照明制御設備を整備する。

131 ③   非常用照明は、高天井など高所に設置する場合のメンテナンスを考慮して整備する。

132 ④   誘導灯は、観客席の消灯や、全館消灯が可能な計画とする。また、階段通路における誘導灯は、人感センサーによ
る点滅方式又は段調光制御方式を採用し、省工ネに配慮した計画とする。

133 ⑤   コンセントは、以下による。
ア　各室の大きさや用途を考慮して整備すること。ただし、出入口付近にコンセント（2P15AE付×2）1箇所は設けるこ
と。
イ　容量の大きな特定機器は単独回路用コンセントを設けること。
ウ　観客が利用するエリアに設ける共用コンセントは鍵カバー付きとする。
エ　トイレブースなど、機能上コンセントが必要な箇所は極力利用者が触れられないよう工夫した設置をすること。
オ　チーム更衣室は各室性能表の記載に加え、個々のロッカーにそれぞれコンセント（2P15AE付×2）を設置するものと
し、2個で1系統とする。
カ　屋外コンセントは、防水錠付とし、保守点検上、必要な箇所に整備する。

134 ⑥  競技用照明設備の整備（照度、光源色特性、グレア、照明の位置等）は、業務要求水準書第２章第４節４．⑥に記
載の条件をすべて満たすこと。

（４）動力設備 135 スポーツ博物館及び通信事業者用の動力幹線など、計量区分に応じて検定付若しくは検定外電力量計を適切に設けるこ
と。

（５）受変電設備 136  ①特別高圧受変電設備は、以下による。
ア　電力供給者の測定する月間力率で、98％以上を確保する自動力率調整制御を行う。
イ　高圧変電設備への高圧幹線は、一般系と非常系・保安系の２系統配線を整備する。

137  ②整備する高圧変圧器等は以下による。
ア　高圧変圧器の容量と低圧配電盤の開閉器設置スペースは、将来の負荷の増加に対応できるように、設備容量の20％
以上の余裕を見込み計画する。
イ　系統連系を行う場合は、電力会社と協議を行った上で商用電力へ逆潮流の有無を決定すること。
ウ　電力監視設備は、防災センターに設置し、特別高圧受変電設備（特別高圧部、高圧部）、高圧変電設備、発電設備
及び直流電源設備の遠方操作・状態監視・警報監視・電力デマンド監視のため、監視操作卓、グラフィックパネル・コ
ントローラなどを含めたシステムを整備する。
エ　絶縁劣化の早期発見を行うために、活線状態のまま24時間常時絶縁状態を測定できる絶縁監視設備を各高圧電気室
に整備する。
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１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）
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業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

（６）電力貯蔵設備 138 電力貯蔵設備は、電源を非常用発電設備回路とし、防災センターに設置する監視機器用電源及びネットワーク機器の停
電対策として、10分間以上運転可能なものであること。また、バイパス回路付とし、負荷への給電を継続しながら機器
の保守を可能とすること。

（７）発電設備 139  ①発電設備は、以下の仕様を満たす非常用発電設備を整備する。
ア　保安負荷は競技中の突発的な停電時においても競技が継続できる環境を3時間以上確保すること。
イ　災害時に帰宅困難者対応を行う室においては照明、コンセント、換気、空調及び通信環境をインフラ途絶時も3日間
以上の平常どおりの利用継続できる環境を確保すること。また、災害時の帰宅困難者受け入れスペースの照明、コンセ
ント、換気及び空調を3日間以上利用継続できる環境を確保すること。
上記に対応する保安用負荷の容量は、【添付資料８】「各室性能表」の「照明」及び「電源」欄に凡例のある項目を適
宜見込むこと。建物完成後の引渡し前及び事業終了前に、停電時を想定し、非常用発電設備の連続運転試験を行うこ
と。その運転時間は、非常用負荷にあっては、法定時間以上とし、保安用負荷にあっては、全負荷を3時間以上とする。

140 ②   ライフサイクルコストの縮減及び環境配慮目標を考慮し、 新技術の導入に努める。

141 ③   再生可能エネルギーとして太陽光発電設備を設けることとし、太陽光パネルは20kW以上設置すること。なお、発電
電力については災害時に利用できる構成とするほか、72時間以上の停電も考慮して単独での給電利用に切り替えられる
構成とし、事業者が提案する帰宅困難者受け入れスペースに発電専用コンセントを設けるなどの計画とすること。

（８）雷保護設備 142 ①   外部雷保護設備に関しては法規に則り設置を行うこと。
②   内部雷保護設備に関しては施設運営上重要な設備やラグビー競技の運営上で必要となる設備の保護のため、適切に
低圧用SPD及び通信用SPDを必要箇所に設置すること。
③   雷サージカウンター、SPDからの劣化（故障等を含む。）移報を設け、中央監視装置に表示すること。

（９）構内情報通信網設備 143 ①   5Gやローカル5G、高密度Wi-Fi等、建物完成時を見据えた 先端の通信規格を適応し、利用者が大容量の通信を同
時に行った場合も快適性を損なわないネットワーク構成とすること。

144 ②   構内ネットワークはシステム間の連携が取れるように相互に接続できる構成とし、管理運用面も考慮して統合化を
図るなど、施設全体を見据えて整備すること。

145 ③   コアシステムは冗長化を行うとともに、一方のトラブル発生時でも継続的にネットワークが利用できるシステム構
築とすること。

146 ④   構内情報通信網設備は以下に従って、適切な帯域やセキュリティを考慮して整備すること。
ア　観客、施設運営及びメディアなどが快適なネットワーク環境を享受できる高密度Wi-Fi設備について、観客席全体を
カバーできるように設置する。(観客用LAN)
イ　運営者が利用するネットワーク(施設用LAN)
ウ　施設設備で利用するネットワーク(設備用LAN)
エ　携帯電話の不感知対策設備用スペース、管路等
オ　外部者（メディア、サービス事業等）が敷設する臨時回線

147 ⑤   サイバーセキュリティ対応としてネットワークセキュリティ（ファイアウォール、DMZなど）を構築すること。

148 ⑥   サーバールームには、サーバー、スイッチ及びAPなど、ネットワークを構成する機器の設置スペースを確保すると
ともに、施設管理用と外部者が設置する設備をセキュリティ上、物理的に区分する間仕切り等を整備する。

（１０）構内交換設備 149 ①   構内交換設備のシステム形式は、停電補償3時間以上のデジ夕ルPBX方式とする。
②   施設管理者用の連絡網を構築できるシステムとする。
③   以下の仕様を満たすデジタルPBXなどの設備をMDF室に設置する。
ア　構内交換設備には、メディア、競技団体が利用可能な臨時回線を確保する。
イ　デジタルPBX電源は、保安用発電設備回路とする。
ウ　防災センター、貴賓室の電話機は、非常時においても使用可能とする。
エ　スポーツ博物館の電話使用料金を算出できる課金機能を設ける。

（１１）時刻表示設備 150 ①   ラグビー競技計時設備は、単独のシステムで構成し、配線等は試合運営を考慮して冗長性を図るほか、デジタル式
時計とすること。また、0～45分間（秒表示含む）表示できる時計を設けること。
②   時刻表示装置における親時計の時刻補正はGPS衛星又は準天頂衛星（QZSS）からの時刻情報若しくは標準電波から
の時刻信号を受けて、自動で行えること。子時計は、【添付資料８】「各室性能表」の「時刻表示」欄の室を見込むと
ともに、実情に応じて適宜追加すること。

（１２）競技用映像設備 151 ①   以下の要件を満たす大型映像装置を整備する。
ア　大型映像表示装置は2面以上設置し、14ｍ×8ｍ以上で、主にスコアについてどの座席からも視認できるサイズを検
討し、フルハイビジョン以上の画像が表示できるサイズ及びピッチ以上とすること。
イ　映像送出システムは、テレビ中継設備などの映像の対応として、４Ｋ及び８Ｋ映像に対応できるように計画する。
ウ　大型映像設備用の入力として、中継カメラを利用できるように中継端子盤若しくはカメラ端子盤と映像調整室を結
ぶ端子盤の設置及び配線を行う。
エ　災害時の避難誘導として、火災報知設備と連動し、避難誘導表示を行う。
オ　映像送出システムには、テレビ中継設備のカメラシステム、監視カメラ設備、テレビ共同受信設備の入力を行い、
出力先として、テレビ共同受信設備、音響設備、競技用照明設備、非常放送設備と連携できるようにすること。
カ　スイッチャーからの場内カメラ映像、持込カメラ映像などを、テレビ共同受信設備を通じて配信できるシステム構
成とすること。
キ　テロッパー、レコーダー等の編集機器を大型スクリーン操作室内に設置すること。なお、大型スクリーン操作室で
行う想定は以下のとおり。
a.   カメラ・映像コンテンツの収録及び編集、スロー映像等の送出、映像・音声の記録及び再生、持込素材の送出、中
継カメラのリプレイ送出、DVD・BD持込再生、チューナー受信、静止画タイトルの表示、入力映像への文字・図形・テ
ロップ表示、スポーツスコア・選手名の送出、等
②   運営管理者がラグビー競技大会時に使用するテレビ中継設備の中継端子盤、カメラ端子盤及び配線を整備するほ
か、ラグビー競技運営に必要な中継端子盤を整備すること。

（１３）テレビ中継設備 152 国内テレビ放送局が撮影・録画・中継等が行えるよう、以下に示す項目に対応する。
①   テレビコンパウンド、FPU設置スペース、フィールド、記録室、テレビ審判室、プレスカンファレンス室、フラッ
シュインタビューポジション、ミックスゾーン、カメラポジション、大型スクリーン操作室、場内放送室、コメンタ
リーコントロール室など、中継での使用が考えられる室に２つ以上の中継端子盤を設置し、盤、電源、コネクタ及び配
線を整備する。また、配線は映像または音声の行きと、映像確認や映像送出のための帰りを考慮したものとする。
②   テレビ中継等のために敷設されるケーブル類の仮設配線が円滑に行えるよう扉に小扉などを整備する。
③   テレビ中継用に送受信するためのFPUの設置スペースを確保し、配線ルートを整備する。

（１４）映像・音響設備 153 ①   ローカル放送設備を、会議室、ラウンジやプレスカンファレンス室のほか、利用が想定される諸室に整備する。
②   ローカル放送設備は、マイクロホン、コールサイン、ＣＤプレーヤ等を設け、当該室内全体に放送できるシステム
とする。
③   競技音響設備をフィールド及び観客席に整備する。装置のシステムは信頼性が高く、バックアップ体制が整い、各
種の音楽やアナウンスを明瞭に伝えられ、大型スクリーンと連動させること。また、試合後のインタビューなども、音
響装置を通じてフィールド及び観客席の全体に届くようにする他、業務要求水準書第２章第４節４．（１４）③ア～ウ
の条件を満たすこと。
④　チーム更衣室などミーティング等が考えられる室については、プロジェクタ及び昇降型スクリーンを設置する。プ
ロジェクタは明るさ5,000ｌｍ以上、解像度4 K以上とし、スクリーンは100インチ以上とする。また、壁に映像入力端子
を設ける。 

（１５）インターホン設備 154 通用口と外部受付等の連絡用及び電気室・機械室と防災センターとの保守用のインターホン（カメラ機能付き）設備を
整備する。

（１６）テレビ共同受信設備 155 ①   テレビ共同受信設備について、アンテナは、地上波デジタル、ＢＳ・ＣＳ１１０°、ＣＳ、ＡＭ、ＦＭを設ける。
②   ヘッドエンド等を整備し、カメラ映像等、スイッチャーから送出された映像のほか、監視カメラ映像等について、
テレビ共同受信設備を通じて配信できるよう整備すること。

（１７）監視カメラ設備 156 ①   監視カメラ設備は、防犯監視、状況監視を目的として、セキュリティ計画を立案、立哨警備等との連携を考慮し整
備する。
②   防災センター、管理室、運営本部、警察指令室、消防指令室において監視カメラの映像確認、カメラ切替や録画再
生、停止拡大等の操作を行えるシステムを整備すること。
③   スポーツ博物館エリアの監視カメラ設備は、本施設等全体のシステムに組み込む。
④   スポーツ博物館の事務室には、スポーツ博物館のみのカメラ映像を映すモニターを設置するほか、カメラ切替や録
画再生、停止拡大等の操作を行えるよう整備する。

（１８）駐車場管制設備 157 駐車場管制設備は、駐車場の出入口及び車路が交差する箇所に、出庫注意灯、合流注意灯などの警報装置を設ける。

（１９）防犯管理設備及び入
退室管理設備

158 ①   防犯管理設備及び入退室管理設備を整備する。
②   防犯管理設備は、スポーツ博物館を含めたセキュリティ計画を立案し、事前にJSCの承諾を得ること。なお、立案
する計画はスポーツ博物館のみが営業している状態でも十分なセキュリティが確保されるものとし、立哨警備等との連
携を考慮し整備する。
③   入退室管理設備は、スポーツ博物館を含めたセキュリティ計画を立案し、事前にJSCの承諾を得ること。なお、立
案する計画はスポーツ博物館のみが営業している状態でも十分なセキュリティが確保されるものとし、利用者エリアを
区分しつつ、立哨警備等との連携を考慮すること。
④   入場ゲートについて、セキュリティに応じた必要な設備を整備すること。

（２０）防災設備 159 ①   法規上必要な設備を設けること。
②   多言語対応とし、ユニバーサルデザインを考慮すること。
③   視覚障がい者、聴覚障がい者に配慮した計画とすること。

（２１）外灯設備 160 ①   外灯設備は、隣接する国立競技場からの連続性など立地条件や周辺環境との調和を考慮し、近隣に対して光害を与
えないよう照明器具の仕様や配置計画を行い整備する。
②   基準照度は、JIS Z 9110：2010 照明基準総則に適合すること。
③   環境に配慮した、再生可能工ネルギーを利用した器具等、 新技術の導入に努める。

５. 機械設備性能 （１）共通事項 161 ①   「建築設備計画基準」及び「建築設備設計基準」に示されている機器の仕様、機器構成、計算式、設備関連諸室の
スペース等によらない場合は、その根拠を明確にすること。
②   「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」において、「特記による」とあるものについては、「総合的な検
討を行い、JSCが業績監視等により確認できるものとする」と読み替えること。
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（２）空気調和設備 162 ①   設置スペース、イニシャルコスト、ランニングコスト、電力デマンド、環境性、防災性等について配慮した熱源シ
ステムとする。冷媒を使用する場合は、オゾン破壊係数ゼロ・地球温暖化係数の低い冷媒を使用すること。
②   空気調和設備の機器構成は、災害時や機器故障時等においても機能する必要がある空気調和設備は、複数台設置等
を考慮すること。
③   スポーツ競技、イベント時の負荷パターンを想定した効率の良いシステムとすること。また利用形態に応じた適切
な熱環境・空気環境を確保するシステムを計画すること。
④   一般諸室は、空調を行い、個別制御が可能な空調システムとする。
⑤   一般諸室の空調ゾ－ニングは、各室の用途、使用時間、使用勝手、室内負荷パタ－ンに応じた計画とし、機器運転
の効率化・省エネルギー化を考慮した計画とする。
⑥   観客席の空調は、収容人員の増減やステージ配置に対し、柔軟な対応が可能なように、観客席のエリア分けや制御
方法を計画するとともに、観客の快適性に配慮した計画とする。
⑦   外気導入量は30m3/h・人を満たすものとし、その他関係法令に適応する計画とする。なお、フィールド及び観客席
の外気導入量は、イベント時の来場者数に対し、興行場法に適応する計画とする。
⑧   導入外気は、全熱交換器の採用や外気導入量制御が可能な計画とするなど、省エネルギー化を図ること。
⑨   スポーツ博物館は、独立した運用が可能なシステムを構築する。
⑩   【添付資料８】「各室性能表」により、24時間連続運転系統とする室の空調は、24時間連続運転が可能な仕様とす
ること。
⑪   【添付資料８】「各室性能表」により、災害時使用系統とする室（帰宅困難者対応を行う室、帰宅困難者受け入れ
スペースなど）の空調は、インフラ途絶時においても3日間以上継続利用が可能な計画とすること。
⑫   主な居室等の温湿度条件等は【添付資料８】「各室性能表」の官庁施設の基本的性能の熱環境による。
⑬   観客席及びフィールド（※地上２ｍ程度の空間）の温湿度条件は、官庁施設の基本的性能基準の熱環境に関する性
能のⅠ類に準じるほか、想定するイベント内容に応じて適切な熱環境を確保すること。
⑭   サーバールーム等については、設置する機器、台数等に応じて適切な熱環境を確保すること。

（３）換気設備 163 ①   各室の用途に応じた適切な換気種別を計画すること。
②   外気導入量は、30m3/h・人を満たすものとし、ショートサーキットが生じない計画とすること。
③   室内全体を均一に換気する計画とする。

（４）排煙設備 164 関係法令等を遵守し、火災により発生した煙の拡散を防止し、避難経路が確保できるよう、必要に応じ設置する。

（５）中央監視設備 165 ①   本施設等の受変電設備、発電機設備、空調設備、衛生設備、照明設備等の監視・警報・発停・計測・計量等の一元
管理及びスケジュール等の自動運転等が可能な設備とすること。また、BEMS等によりエネルギー管理が可能な設備とす
ること。
②   計量は、建物の維持管理に必要な項目に加え、スポーツ博物館等の使用量が個別に計量できる計画とすること。

（６）給水設備 166 ①   周辺上水道の状況は、【参考資料１】「神宮外苑地区地区計画等　提案概要」を参照すること。
②   給水人員：観客数、競技者、施設管理者、売店等の使用想定より決定すること。
③   給水方式：受水槽による加圧給水方式と水道直結方式の２系統を基本とし適宜計画すること。
④   受水槽容量：給水量及び受水槽容量は、東京都の上下水道局基準を勘案し決定をすること。
⑤   受水槽水位：日ごとに水使用量に大きな差があることを踏まえ、水の長期貯留により水質が劣化することがないよ
うに配慮すること。
⑥   トイレ洗浄水：雨水利用設備の処理水を使用する等、水資源の有効活用に配慮すること。
⑦   災害対策：受水槽に緊急遮断弁を設ける等、災害時の水の確保対策を行うこと。
ア　競技継続中は全ての観客席用トイレを利用可能とすること。
イ　インフラ途絶時においても、帰宅困難者受け入れスペースの 寄りトイレの利用が可能な計画とすること。
⑧   給水日使用量原単位等は、｢建築設備設計基準｣を参考とし設定すること。なお、観客の使用量については15L/人・
日として設定すること。

（７）衛生器具設備 167 ①   節水器具・センサー感知器具、温水洗浄便座を採用する。
②   ユニバーサルデザインに配慮し、子供や障がい者などに使いやすい器具を選定する。

（８）排水設備 168 ①   汚水・雑排水、雨水：屋内分流、屋外合流方式で、公共下水道本管に放流する。周辺下上水道管の状況は、【参考
資料１】「神宮外苑地区地区計画等　提案概要」及び【参考資料８】「引き渡し時点の埋設管図（計画）」を参照する
こと。雨水及び下水の流出抑制については、代表施行予定者により東京都下水道局と協議中なため、設計時に詳細協議
を実施する。
②   雨水排水：屋根等に降った雨を雨水貯留槽に貯留し、満水時は雨水流出抑制槽を経由して公共下水道本管に放流す
る。
③   災害時の対応のため、非常用汚水槽を設置するとともに、屋外に5か所以上のマンホールトイレ用のマンホールを
整備する。

（９）雨水利用設備 169 ①   「雨水の利用の推進に関する法律（平成26年法律第17号）」に基づく「国及び独立行政法人等が建築物を整備する
場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標について」の対象であり、施設の 下階床下等に雨水
の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合、かつ自らの雨水の利用のための施設の設置が困難ではない場合には雨
水利用設備を設置する。
②   雨水利用水（中水）は、トイレ洗浄水及び外構散水等に適宜利用する。

（１０）給湯設備 170 ①   給湯の供給対象は、【添付資料８】「各室性能表」による。
②   給湯方式は、省エネルギー、省コストを考慮した計画とする。

（１１）消火設備 171 ①   消防法等の関連法令に基づき消火設備を設ける。法令以外に、特殊消火設備が必要な室は、【添付資料８】「各室
性能表」による。不活性ガス消火を設置する場合は、消火ガス種は二酸化炭素（CO2）以外とする。
②   大型放水銃を設置する場合は、維持管理スペースを確保するとともに見切れ席の生じない配置とすること。

（１２）ガス設備 172 ①   周辺都市ガス配管の状況は、【参考資料１】「神宮外苑地区地区計画等　提案概要」及び【参考資料８】「引き渡
し時点の埋設管図（計画）」を参照すること。ただし、中圧ガス配管が必要な場合は、敷地西側道路より中圧ガスを引
き込むことも可とする。その場合、低圧ガスが必要な個所には、敷地内に施設用ガバナを設置し、低圧ガスに降圧した
後、各供給箇所へ供給する。
②   計量が可能で、ガス漏れ警報機と連動遮断できる計画とする。
③   スポーツ博物館は個別にガスの使用量が分かる計画とする。

（１３）昇降機設備 173 ①   エレベーター
ア　エレベーターは、利用者ごとの動線に配慮し、「新国立競技場整備事業ユニバーサルデザインワークショップ報告
書」及び「Tokyo 2020アクセシビリティ・ガイドライン」を考慮した上で適宜配置すること。また、利用者（特にVVIP
等）に応じた停止階指定、優先移動等を任意に設定できるシステムとする。ただし、非常用エレベーターは除く。な
お、平均運転間隔（平均待ち時間）は30秒以下を目標とする。
イ　エレベーターには、業務要求水準書第２章第４節５．（１３）①a.～f.に記載のある管制運転等の機能を有するこ
と。
ウ　エレベーターの耐震安全性の分類は、「昇降機技術基準の解説（2016年版）」耐震クラスＡ14 とする。

174 エ　防災センターに昇降機設備の統合監視盤を設け、聴覚障がい者対応用として映像配信カメラを整備する。また、か
ご内の監視は、１．建築性能の（７）警備計画及び４．電気設備性能の（17）監視カメラ設備とあわせて整備するこ
と。

175 ②   エスカレーター
ア　観客の入場動線など、多くの搬送能力を求められる動線上にはエスカレーターを設置する。
イ　自動運転機能や可変速機能を有すること。

第３章　開業準備

第２節
業務の要求水準

１．利用規則の策定業務 （１）休場日及び利用時間 176 利用者の利便性や需要動向を踏まえた休場日及び利用時間（利用時間区分を含む。）の設定とする。

177 周辺住民等への生活環境への配慮、周辺地域の安全管理に十分配慮した利用時間の設定とする。

178 利便性及び近隣に配慮した駐車場の入出庫可能時間の設定とする。

（２）利用料金 179 【添付資料14】「新秩父宮ラグビー場（仮称）スポーツ利用料金について」を踏まえた設定とする。

180 階層やエリア等で区切った利用料金の設定や延長料金の設定等、利用者ニーズを踏まえた利用料金及びその設定区分等
とする。

181 ラグビーその他スポーツ利用に係る附属施設、設備並びに備品の利用料金について、類似施設の利用料金を参考にした
一般的水準の利用料金とする。

182 利用規則に定める利用料金を減額又は免除する場合、その旨を利用規則に定める。利用者が事業者、構成企業、協力企
業、その他事業者から業務の委託を受けた者であることのみを理由として利用料金の減額又は免除を行わない。

183 利用者の利便性に配慮した利用料金等の徴収方法とする。

184 利用料金等の納付期限及び還付等に関する手続方法を設定する。

（３）利用方法 185 利用者の利便性に配慮した利用方法（申込手続、申込受付開始日、予約の変更・取消手続等）とする。

186 JRFU、JERFU又はJRLOが主催、協賛又は後援を行うラグビーの試合又は大会等での円滑な利用が図られるよう、【添付資
料15】「ラグビー利用に係る利用調整について」を踏まえ、利用方法を定める。

187 JRFUと連携協力して行うラグビーの普及活動その他のラグビー等の振興に資する業務が円滑に実施されるよう、JRFUと
の連携協力協定に基づき利用調整を行う。

188 予約の確定、予約内容の変更、予約の取消しについては書面等により行い、記録として残す。

189 駐車場については、駐車証の発行等適切な利用許可方法を設定する。

190 利用の内容が次に該当するものは、本施設を利用させない。
ア 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対するための政治教育その他の政治活動及びこれに類する活動のための催し
に利用しようとするとき。
イ 宗教団体が、宗教の教義を広めるため若しくは儀式、行事を行うため又はその他の宗教活動を行うために利用しよう
とするとき。
ウ 法令の規定に反し、若しくは公共の秩序をみだし、又は善良の風俗に反するおそれのある催しに利用しようとすると
き。
エ その他、JSCの目的に照らし、利用させることが不適当であると認められる催しに利用しようとするとき。

２．予約管理業務 191 適切な予約受付体制を構築し、誠意を持って予約管理を行う。



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

192 JRFU、JERFU又はJRLOが主催、協賛又は後援を行うラグビーの試合又は大会等での円滑な利用が図られるよう、【添付資
料１５】「ラグビー利用に係る利用調整について」を踏まえた予約管理を行う。

３．広報・情報発信、主催・
誘致業務

（１）広報・情報発信 193 本施設がラグビーその他スポーツのほか、文化イベント、コンベンション等の様々な用途で利用されるとともに、神宮
外苑地区の賑わい創出に寄与するよう、本施設等の魅力を広く伝える広報及び情報発信を積極的に行う。

194 本施設が「ジャパンラグビーの聖地」として広く社会に認知されるよう広報及び情報発信を行うとともに、ラグビーの
魅力やスポーツの多様な価値等の発信を積極的に行う。

195 スタジアムツアーの実施やユニークベニューとしてのスタジアムの活用など本施設等の魅力発信に向けた取組のほか、
スポーツ博物館と連携したイベントやスポーツを通じて楽しみを分かち合える機会の提供など神宮外苑地区の賑わい創
出に寄与する取組を行う。

196 国内外から来場者があることを想定し、多言語に対応した広報及び情報発信を適切に行う。

197 本施設等のＰＲ及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布、管理等を行う。本施設等のマー
ク、ロゴ及び商標その他記章を作成する場合は、JSCに事前に連絡し、承認を得ること。
ア ウェブサイトの開設、更新等

 イ 施設案内リーフレットの作成・配布
 ウ 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の媒体を活用したＰＲ

198 本施設等の外観や内観の写真データ等を第三者に使用させる際には、写真データ等の著作権に対し、適切に対応するこ
と。なお、本施設等の図面を使用する場合は、事前にJSCの承認を得ること。

199 各種問合せ等に対し、適切に対応を行う。

（２）主催・誘致等 200 ラグビーその他スポーツのほか、文化イベント、コンベンション等の多様な用途での本施設の利用が促進されるよう、
利用が見込まれる団体等に対する誘致活動をマーケティングの視点も踏まえて効果的かつ積極的に実施する。

201 本施設の魅力が向上し、神宮外苑地区の賑わい創出に寄与するラグビーその他スポーツのイベントや、文化イベント等
を積極的に主催し実施する。

202 本施設の有効活用を図るとともに、本事業の継続性と安定性に寄与するよう、広告やネーミングライツその他の収入に
資するスポンサー等の獲得に向けた取組をマーケティングの視点も踏まえて効果的かつ積極的に実施する。

203 ネーミングライツを設定する場合については、【添付資料１８】「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業にお
けるネーミングライツについて」を踏まえ、JSCと協議の上、設定する。

204 本施設等の利用に関する各種問合せ等に対して、誠意をもって相談対応を行う。

４．運営・維持管理業務の準
備業務

205 運営業務及び維持管理業務に必要となる業務担当者を配置し、各業務担当者に対して研修等を行うとともに、設備等の
試運転を行うことで、供用開始後の円滑な維持管理・運営を実施できる体制を確立する。

（１）職員研修 206 本施設の開業以降、直ちに円滑な運営・維持管理業務を実施できるよう、業務の担当者を配置し、開業に先立って本施
設内に管理室を開設する。

207 各業務担当者に対し、機械操作、危機管理対応、障がい者・高齢者・外国人対応を含む来場者対応、BCP 等、業務上必
要な事項について職員研修を行う。

208 来場者に対する様々なサービス提供等の実施に向け、各種ホスピタリティサービス内容の検討を行い、それぞれのサー
ビスに適した対応が可能となるよう職員研修を行う。

（２）設備等の試運転及び開
業前の各種保守点検等

209 本施設の引渡しから開業までの間に、設備等の試運転の実施、及び開業前の各種保守点検等を行う。

５．JSCへの協力業務 210 日常から、迅速な情報伝達と連絡調整に努める。

211 公的利用について、施設の予約に協力する。

212 JSCが行う広報や情報発信に可能な範囲で協力する。

６．その他開業準備業務 213 本施設の運営に必要な情報の収集、企画立案等を適宜行う。

214 本施設のオープン（Ⅰ期並びにⅡ期）に合わせた国民や関係者等を対象とした記念式典及びオープニングイベント等の
開催に必要な準備を行う。

215 その他、開業を円滑に進めるとともに開業後の運営・維持管理を効果的に行うために必要な業務を行う。

第４章　運営

第１節
総則

１．基本方針 216 ラグビーをプレーする人、みる人、ささえる人、集まる人にとって安全かつ快適な施設となるとともに、他のスポーツ
競技や各種イベントなど様々な用途でも同様に誰もが安全かつ快適に使用できるよう運営を行う。

217 本施設等が、ラグビーその他スポーツ、文化イベント、コンベンション、ビジネスマッチング等の様々な用途で活用さ
れるよう、効果的な広報・誘致活動等を積極的に展開するなど、本施設の稼働率の向上に努めるとともに、各用途に応
じて円滑な利用が図られるよう施設の提供等を行う。

218 国内外からの利用者の利便性の向上を図るとともに、本施設の魅力を高め、にぎわいを創出するため、飲食その他の
サービスを提供する。また、観戦ボックスやVIPラウンジ等において質の高い飲食やエンターテイメントを提供するな
ど、ホスピタリティサービスの提供を行う。

219 ICT技術の進展により、観客に対する様々な情報提供や観客による情報発信等が高度化・多様化していくことを踏まえ、
新の通信環境の導入等、ICTの活用により利便性が高く高付加価値なサービスが提供されるスマートスタジアムとして

の運営を行う。
220 ラグビーの試合や大会等での本施設の円滑な利用が図られるよう運営を行うとともに、スポーツ普及活動を実施するな

ど、スポーツの価値や可能性を積極的に発信し、スポーツ参画人口の拡大をはじめ、スポーツの振興に寄与する。

221 我が国のラグビーの発展の歴史やラグビーの魅力を来場者に伝える効果的な展示を行うなどラグビーの魅力を感じられ
るスタジアムとしての運営を行う。また、本施設が国民に対して「ジャパンラグビーの聖地」として広く社会に認知さ
れるよう、ラグビー日本代表チームの呼称「BRAVE BLOSSOMS」やユニオンロゴ（桜のロゴ）、ユニオンカラー（赤白・
桜色）等を踏まえた広報等の効果的な取組を行う。

222 周辺の様々な施設の関係者とも連携し、世界に誇れるスポーツクラスターの形成に貢献するとともに、ラグビーその他
スポーツのイベントや文化イベント等を積極的に主催するなど、本施設の魅力の向上を図り、神宮外苑地区のにぎわい
創出に寄与する。

223 大規模感染症等の不測の事態への対応として、スタジアムの運営方法を工夫するとともに、JSCからの要請があった場合
には、運営方法等に関して協議を行い、対応に協力する。

224 Ⅱ期施工中も、ラグビーの試合等を安全に実施できるよう運営を行う。

第２節
業務の要求水準

３．施設の提供・利用料金収
受業務

（１）施設の提供 225 施設の供用開始時期は事業者が提案することとするが、遅くとも令和10（2028）年度の開始までに本施設の供用を開始
する。

226 施設を利用者に貸し出せるよう事前に準備する。

227 利用者に対して、施設の利用方法や注意事項を説明し、施設利用後には、施設の故障や破損がないか確認を行う。

228 事業者又は事業者から委託を受けた一部の者に本施設を独占的に利用させない。

（２）備品の貸出・設備の提
供業務

229 備品を利用者に貸し出せるよう事前の準備をする。

230 設備を利用者に提供できるよう事前の準備をする。

231 利用者に対して、備品・設備の利用方法や注意事項を説明し、施設利用後には、備品の故障や破損がないか確認を行
う。

（３）利用料金収受業務 232 利用規則に則り、利用料金の収受を適切に行う。

（４）利用者支援 233 利用者の入場及び退場時の鍵の授受等、施設の開閉方法については、利用者の利便性及び安全性に十分配慮する。

234 ラグビーその他スポーツ利用のほか、文化イベント等の多様な用途にも対応し、利用者の利便性の向上が図られるよ
う、利用相談の実施や技術者の配置等の必要な利用者支援のための体制を整える。

（５）その他 235 周辺施設の管理者・運営者等と情報交換を行い、利用者の利便性向上を図る。

236 利用規則の変更を行う場合には、「第３章．第２節．１．利用規則の策定業務」に定められた手続を行う。

４．来場者等に対するサービ
ス提供等業務

（１）サービス提供業務 237 スタジアムを利用いただく全ての来場者に対し、飲食や物販等のサービス提供のほか、施設利用における利便性の向上
を広く図ることで、本施設等の魅力を高めることができるよう、充実したサービス提供を行う。

238 多様な来場者を想定し、質の高いホスピタリティに資するサービスのほか、事業者の提案による観客関連機能、VIP関連
機能等における、様々な利用シーンを想定したサービス提供を行う。

239 観戦体験の高付加価値化等により、ラグビーの魅力が感じられるスタジアムとして、多様な観戦サービスを提供する。
また、スマートスタジアムとして、ICTの活用による高付加価値のサービス提供を行う。

240 飲食店舗等の運営に際しては、食品関係営業許可の取得等の必要な手続を実施し、適切な衛生環境を確保する。

（２）総合案内業務 241 来場者等への案内や苦情対応、利用等に関する問合せ等に対して案内窓口等の総合案内機能を設けるなど適切に対応す
る。

242 ICT等を活用しつつ、本施設に設置される総合案内機能に適したスタッフを配置し、施設の案内を行う。

243 国内外からの来場者を想定し、多言語化に対応した総合案内機能を整備する。

５．駐車場管理業務 244 本施設内の荷捌き駐車場等の運営を行うとともに、必要に応じて駐車場の管理に必要な設備等を設置し、その運転・監
視、点検、保守、更新、補修を行う。
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１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

245 利用者が円滑に利用できるよう、誘導・案内を行う。

246 構内通路が本施設のサービス動線として適切に機能するよう、誘導・案内を行い、構内通路上の車両等の駐停車につい
て適切に管理を行う。

247 周辺地域において、搬出入車両等の路上駐車が発生しないように注意する。

６．ラグビーその他スポーツ
の振興に資する業務

248 ラグビーその他スポーツに対する国民の関心と理解を深め、国民の参加を促進する取組など、ラグビーその他スポーツ
の振興に資する業務を行う。

249 ラグビーその他のスポーツ普及活動として、スタジアムを活用したスポーツ体験教室や自主イベント等を実施するな
ど、スポーツの価値や可能性の積極的な発信に努める。

250 ラグビーミュージアムにおいて、アジアで初めて日本で開催されたラグビーワールドカップ2019のレガシーを伝える展
示をするなど、広くラグビーの普及を図る取組を行う。なお、スポーツ博物館における秩父宮雍仁親王殿下の本ラグ
ビー場への御功績を顕彰する展示をラグビーミュージアムにおいても行うなど有機的な連携を行うようJRFU及びJSCと調
整する。

251 ラグビーミュージアムその他ラグビー等の振興に資する業務を効果的かつ効率的に実施するため、JRFUと連携協力す
る。

252 一定の利益額を超えた分の一部を還元してラグビーその他スポーツの振興に資する取組を行う。なお、還元額の使途に
応じて適切な会計処理を行う。

７．周辺連携業務 253 イベント時における交通マネジメント、緑地等の植栽管理及び清掃などの公共空間の維持管理、防災訓練等の実施によ
る地域の防災力の向上のほか、神宮外苑地区のエリア全体でスポーツ・文化が感じられるイベントの運営などのエリア
マネジメント活動が予定されていることから、当該活動における責務について、誠意をもって果たす。

254 本施設のオープン（Ⅰ期並びにⅡ期）に合わせた国民や関係者等を対象とした記念式典及びオープニングイベント等を
実施する。

８．近隣対応業務 255 業務の実施にあたり、近隣に対して本事業の内容について説明を行い、近隣からの苦情や要望等については、必要に応
じてJSCに報告するとともに、適切な対応を行う。

９．安全管理・防災・緊急事
態等対応業務

（１）急病人等への対応 256 利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、管理室に応急処置の資器材等の用意を行うとともに、近隣の医療機関
等と連携し、緊急時には的確な対応を行う。

257 事業者は自らの責任・費用負担により自動体外式除細動器（AED）を設置し、維持管理及び使用に関する講習会を受講す
るとともに、常時適切な対応が取れる体制をとる。

（２）緊急事態等への対応 258 一時滞在施設の開設に伴う業務等について、「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」等に従って、平常
時から準備し、災害発生時には対応を実施する。また、受け入れにあたっては、一時滞在施設としての指定に向けた関
係自治体との協議に協力する。

259 一時滞在施設の開設及び機能の継続等に伴う費用（備蓄品の調達等）は、関係する行政機関との協議を踏まえJSC等が負
担するものを除き、「都立施設を活用した一時滞在施設のマニュアル」において備蓄品として例示されている食料、飲
料水、ブランケット、簡易トイレ等は事業者により調達する。

260 予見される様々な危険に備え、緊急連絡網の作成や避難通路の確保・表示、避難誘導・情報連絡等の役割分担といった
危機管理体制を明確にして職員に周知するとともに、対応マニュアルを作成し、適宜必要な訓練や講習等を実施する。

261 火災予防条例等の関係法令等に基づき、自衛消防隊を組織し、自衛消防活動を行う。自衛消防隊の構成員は、自衛消防
技術認定証を有するものとする。

262 施設において事故、災害、犯罪等の緊急事態が発生した場合又は発生する恐れのある場合は、直ちに必要な措置を講じ
るとともに、JSCを含む関係者に対してその旨速やかに通報する。

263 平常時から所轄の警察署、消防署、保健所、病院等との連絡体制を構築しておき、危機の発生に備える。

264 ラグビーミュージアムその他ラグビー等の振興に資する業務、並びに本施設の運営業務のうちJRFUとの連携協力により
効果的かつ効率的に遂行することができる業務の実施について、JRFUと連携協力協定を締結する。

265 連携協力協定に則り事業者とJRFUの連携協力が円滑に行われるよう、施設管理関連機能等において連携に必要な機能と
して本施設内にJRFU連携室を整備しJRFUに使用させる。

266 当該施設の使用条件、その他連携協力協定の内容は事業者とJRFUが協議により決定する。

１２．運営期間終了時の引継業務 267 運営期間終了の２年前には、JSC又はJSCが指定する者の求めに応じ現地説明、資料の提供、本施設の運営に係る関係者
への紹介等、必要な協力を行う。

268 運営期間終了前までに、十分な引継ぎ準備期間を確保の上、JSC又はJSCが指定する者に必要な事項の引継ぎを行う。

269 調達した消耗品の引継ぎに関して、JSC又はJSCが指定する者と協議する。

270 本施設各所の鍵を、鍵リストを添えてJSC又はJSCが指定する者に引き継ぐ。

271 利用者に貸し付ける備品や本施設内に保管するJSCの財産等についてJSC又はJSCが指定する者と引継書を取り交わす。

272 事業者の保有資産である設備や備品等については、運営期間終了時に事業者の責任及び費用負担により処分する。ただ
し、JSC又はJSCが指定する者は、当該資産のうち、必要と認めたものを引き継ぐことができるものとし、その場合は適
切に対応すること。

273 運営期間内に許可した内容や利用料金の徴収状況等業務の円滑な引継ぎを行う。

１３．その他運営業務 274 その他、本施設の運営を効果的又は効率的に行うために必要な業務を行う。

第５章　維持管理

第１節
総則

１. 基本方針 275 ①　事業者は、事業期間において「第２章．施設整備」に定める要求水準を適切に維持するとともに、長期的な耐久性
が確保されるよう考慮し、利用者の安全、安心かつ快適な施設利用に資するよう、十分な実施体制により、適切に維持
管理業務を実施すること。
②　事業者は、スポーツ博物館の施設管理者と連携した維持管理業務を実施すること。スポーツ博物館も含めた施設全
体の維持管理運営体制の構築のため、連絡調整会議等を事業者主体で設置し、定例会議を実施する。
③　事業者の創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務を実施すること。
④　事業期間中の光熱水費等の縮減の他、事業期間終了後の修繕費等の縮減を含め、長期的な経済性に配慮する。ま
た、温室効果ガスの排出の抑制に関し、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべ
き措置について定める計画（平成28年5月13日 閣議決定）」を参考に取り組む。
⑤　関係法令・技術基準等を遵守し、保全方法は予防保全を基本とすること。
⑥　法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任する。
⑦　本書に記載のない事項については、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書」を参考とし、
業務を実施すること。
⑧　来場者の利便性の向上に資するよう、利用者のニーズを適切に把握して業務を実施する。
⑨　来場者等の安全を確保するため、適切に危険防止等の措置を講ずる。
⑩　適切に衛生環境を確保するとともに、来場者等の快適性の向上に資するよう業務を実施する。
⑪　省エネルギー・省資源、ゴミの減量処理、再資源化をはじめとして環境負荷の低減に資するよう業務を実施する。

３. 本施設等の建築設備について 276 スポーツ博物館と密接不可分な管理対象物（建築設備）の保守点検及び修繕にあたっては、建物一体で管理を行い、ス
ポーツ博物館部分のサービス対価の扱いは、専用部分の面積按分など合理的な積算根拠をJSCと協議の上で設定するもの
とする。

４. 業務の期間 277 維持管理業務の実施期間は、運営権の効力発生日から事業期間終了までとする。

５. 電気主任技術者の届出 278 事業者は、「電気事業法（昭和39年法律第170号）」に定める自家用電気工作物の電気主任技術者を選任する。

６. 点検及び故障への対応 279 点検及び故障等への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施すること。

７. 緊急事態に対する対応 280 事業者は、緊急時には、業務要求水準書第５章第１節７．①から⑧までの措置を講ずるなど、人命の安全確保、被害の
拡大防止、早期の機能復旧、再発防止等に十分留意して適切に対応する。
なお、事業者は、JSCがBCPを作成した場合には、それに対応した維持管理・運営体制を構築し、計画書等に記載する。
連絡及び対応の体制を定め、これに変更が生じた場合には直ちに更新し、業務従事者に周知徹底するとともに、JSCに通
知する。

８. 苦情等への対応 281 ①　事業者は観客やスポーツ博物館の来館者等から、本事業において実施する業務に関する苦情を受けた場合、迅速か
つ適切に改善、再発防止等の措置を講ずるとともに、JSCに報告する。なお、必要に応じて、対応方法等についてJSCと
協議する。
②　事業者は観客や博物館の来館者等から、本事業において実施する業務に関する要望、本事業において実施する業務
とは関係のない苦情又は要望を受けた場合、JSCに報告して、対応方法等について協議する。

１０. 維持管理に係る記録及び事業期間終了時の引継ぎ 282 事業期間終了後のJSC又はJSCが指定する者の維持管理業務の適切な継続に資するよう、事業期間終了後の適切な引継ぎ
に配慮するとともに、事業期間終了後の維持管理に関してJSC又はJSCが指定する者が特別な経費や特殊な知識・技術を
必要とする手法は避け、当該知識・技術に係る有資格者を必要としないようにする。
事業者が整備を行うものについては以下の業務を実施する。

 （１）事業者は、維持管理期間中を通じて、施設の保守、修繕・更新等の履歴を記録し、保存する。
 （２）事業者は、事業期間終了時の１年前に、業務要求水準書第５章第１節１０．（２）①～⑦、（３）①～③に掲げ

る資料をJSC又はJSCが指定する者に提出し、施設の保守、修繕・更新等の実施状況、施設の劣化等の状況及び施設の維
持管理のために必要となる資料の整備状況の確認を受けるとともに、事業期間終了時までの修繕・更新の計画について
必要な協議を行う。なお、事業終了直後に建築各部位及び設備機器の修繕・更新が集中しないよう適切な修繕計画を立
案する。

１１. 業務の進め方 283 各業務においては、関係法令に基づき点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施する。また、その他第２節及
び第３節に定める要求水準に基づき業務を実施する。また、関係法令の定めるところにより、点検を実施し、関係機関
に対し定期報告を行うこと。

１２. エリアマネジメントへの協力 284 令和３（2021）年9月現在、再開発事業において、神宮外苑地区の特性を生かし、魅力ある街づくりを進めるため地権者
間でエリアマネジメントの組織の組成が検討されている。イベント時における交通マネジメント、緑地等の植栽管理及
び清掃などの公共空間の維持管理、防災訓練等の実施による地域の防災力の向上のほか、神宮外苑地区のエリア全体で
スポーツ・文化が感じられるイベントの運営などのエリアマネジメント活動が予定されていることから、当該組織に加
入するものとする。また、事業者は、その組織の一員としての責務について誠意をもって果たすものとする。

１１．公益財団法人日本ラグビーフットボール協会との連携
協力業務
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業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

１３. 帰宅困難者受け入れスペースにおける準備 285 東京都帰宅困難者対策条例に基づく、施設管理者としての義務を果たすため、必要な準備を行うとともに、外部からの
帰宅困難者受け入れに伴い必要となる備蓄品（備蓄品の調達は運営業務）の 管理を行う。

第２節
業務の要求水準

１. 建築物保守管理業務 286 建築物の機能と環境を維持し、本施設等におけるサービス提供が常に円滑に行われ、利用者が安全かつ快適に利用でき
るよう、【添付資料１６】「建築物及び建築設備の保守点検業務に係る要求水準」に基づき日常点検や定期点検等を実
施することで、建築物の性能を適切に維持し、長期的な耐久性を確保する。
関係法令に基づき建築物の点検、検査、測定、記録、必要書類の作成等を実施する。

２. 建築設備保守管理業務 287  ①施設の機能を維持するとともに、本施設におけるサービス提供が常に円滑に行われ、来場者等が快適に施設を利用で
きる良質な環境を提供するため、建築設備の継続的な性能の発揮、省エネルギーに資する効率的な運転等がなされるよ
う、関係法令及び【添付資料１６】「建築物及び建築設備の保守点検業務に係る要求水準」に基づき、建築設備の日常
的な運転、その稼働状況等の監視、必要となる保守等を実施する。また、建築設備機器を設置する設備諸室においては
当該保守等が適切に実施できる当該室内状況を維持する。

 ②関係法令に基づく法定点検、日常巡視点検、運転監視及びこれに関連する電力、用水、燃料等の供給状態の管理、適
切な測定・記録、整備等を実施する。

 ③業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機能しないことが明らかになった場合は
保守交換、分解整備、調整等適切な方法により対応すること。

３. 植栽管理業務 288 周辺環境に配慮し、樹種に応じた病虫害の予防、点検、捕殺、防除及び施肥、剪定、除草、潅水等を定期的に行い、景
観上良好な状態を維持するとともに、支柱の設置等を適切に行い、安全な状態を維持し、所定の緑化率を維持する。
また、植栽が周辺に与える影響や強風による樹木の倒壊がないように配慮し、台風等で維持管理対象の枝・葉が散乱し
た場合は適宜、片づける。

４. 清掃業務  （１）建物内清掃 289 目に見える埃、土、砂、汚れ等がない状態を維持し、日常清掃及び定期清掃を組み合わせ衛生的な状態を保つこと。

 （２）日常清掃 290 施設全般について日常的に清掃を行い、施設、備品が常に清潔な状態に保たれるようにすること。

 （３）定期清掃 291 日常清掃では実施しにくい清掃等を確実に行うため、月1回程度の定期清掃を実施すること。

 （４）外構清掃 292  ①エントランス付近及び公開空地等は見た目にも心地よい状態を維持すること。
 ②敷地内のごみ、落ち葉等が近隣に飛散して迷惑を及ぼさないよう留意すること。
 ③敷地内の排水溝等についても清掃等を行うこと。

 （５）その他 293  ①日常清掃及び定期清掃のほかにも、必要に応じて清掃を実施し、良好な環境衛生、美観の維持、快適な空間の確保に
努めること。

 ②日常清掃の際に、トイレのトイレットペーパーや水石鹸等、その使用の都度消費される消耗品を、常時不足が生じる
ことのないよう補充すること。

 ③廃棄物の収集・管理等を実施すること。
 ④本施設とスポーツ博物館の廃棄物量の内訳を把握し、収集した廃棄物を事業系一般廃棄物、産業廃棄物として処理す

る。
 ⑤建築物における衛生的環境の確保のため、定期的にゴキブリ、ダニその他の害虫駆除を実施すること。

５. 環境衛生管理業務 294  ①本施設等の環境を常に 良の状態に保つため、関連法令等に基づき監視、測定、報告等施設の環境衛生管理を行うこ
と。

 ②「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）」に基づき、建築物環境衛生管理技術者を
設置すること。

 ③本施設等内の催事等の実施に伴って発生するごみについては、事業者と運営関係者の事前の調整事項に応じて各々の
責任で適正に処理を行うこと。

６. 備品保守管理業務 295  ①施設の機能を維持するとともに、利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供するため、什器備品調達業務に
おいて調達した備品の保守管理を行うこと。

 ②業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機能しないことが明らかになった場合は
保守、更新等適切な方法により対応すること。

 ③JSCが更新を行う備品が正常に機能をしないことが明らかになった場合は速やかにJSCに報告すること。
 ④JSCが整備又は更新する備品について、事業者の責による破損、不足があった場合は、事業者の責任において保守、補

充すること。
 ⑤JSCが備品の整備又は更新を行う際には、施設利用に支障がないよう日程調整を行い、円滑に整備及び更新ができるよ

う適切に対応すること。
 ⑥備品の管理にあたっては、備品台帳を作成し、確実に管理すること。備品台帳に記載する事項は、品名、規格、金額

（単価）、数量を必ず含むものとする。

７. 警備業務 296 本施設等の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保のために次の警備を行うこと。
業務の実施においては、警備業法、労働基準法等関係法令及び監督官庁の指示等を遵守すること。
警備員は、警備業法による教育を受け、事件及び事故の際の現場保存、負傷者や急病人に対する応急手当、初期火災の
消火や避難誘導、暴漢等の襲撃を受けた際の自己及び他者の生命身体の防護を適切に行うための研修・訓練を受けてい
るとともに、警備員として適切な所作を行える者であること。
また、警備の責任者は、警備業務の実務経験を５年以上有し、警備業法第２３条第４項に基づく施設警備業務に係る１
級検定又は２級検定の合格証明書の交付を受けている者であること。

（１）定位置警備 297  ①定位置において、部外者の出入状況の確認、鍵の受渡（保管及び記録）、不審者の発見及び侵入阻止、来訪者の応
対、遺失品管理等を行うこと。

 ②開場時間外電話の対応を行うこと。

（２）巡回警備 298  ①各階戸締、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検を行うこと。
 ②火災発見時には初期消火を行うとともに関係各方面への連絡を行うこと。
 ③侵入者・不審者等を発見した場合は、適切に対応すること。
 ④エントランス周辺の交通整理（大型バスの乗入れ時の対応・整理等）を行うこと。
 ⑤防火管理者を設置し、消防計画の作成等、防火管理に必要な業務を適切に行うこと。
 ⑥業務にあたっては、利用目的、利用内容等を充分に把握して適切な体制や役割分担等を検討し、犯罪及び災害等の未

然防止に努めること。
 ⑦警備業務の記録として警備日誌を作成し、業務報告書（日報）に添付すること。
 ⑧効率的、効果的な警備体制をとること。
 ⑨急病人の発生等の場合には適切に対応すること。

８. 修繕業務 299 運営期間開始から終了までの間、本施設等が正常に機能するために必要な修繕を実施すること。要求水準を下回る可能
性がある場合及びJSCから要求水準に満たないと判断された場合は、適切な状態へと直ちに改善する。
建物性能劣化と修繕業務の考え方は【添付資料１７】「修繕に係る要求水準」を踏まえ、【添付資料１６】「建築物及
び建築設備の保守点検業務に係る要求水準」を満たすために必要となる修繕・更新を速やかに実施する。

（１）長期修繕計画書 300  ①運営期間開始から終了までの全ての修繕計画を【添付資料１７】「修繕に係る要求水準」に基づき、長期修繕計画書
として作成し、JSCの承諾を得ること。

 ②本施設等の機能及び性能を適切に維持するとともにライフサイクルコストの低減を図るため、長期修繕計画書を必要
に応じて見直し、修繕の実施について事前にJSCと協議を行うこと。

 ③本施設等は運営期間終了後も同様の目的で運営することを想定している。長期修繕計画書の作成にあたっては、運営
期間終了時においても運営期間開始時の水準の確保が可能となるよう考慮すること。

 ④要求水準を満たすよう、運営期間終了時までに、協議の結果を反映した長期修繕計画書に基づき修繕を行うほか、必
要となる資料を整備し、JSCに確認等を受けること。

（２）修繕の実施 301 計画された修繕及び施設が正常に機能するために必要な緊急の修繕が発生した場合には、法令及び必要な手続、資格等
に基づき、速やかに修繕業務を実施すること。

（３）修繕に係る確認 302 施設の修繕を行った場合は、修繕箇所についてJSCに報告を行い、必要に応じてJSCの立会いによる確認を受ける内容を
記載している。

（４）施設台帳及び完成図面
の管理業務

303  ①施設管理・資産管理を適切に行うため、建築物台帳・設備台帳（以下「施設台帳」という。）を電子媒体で管理する
こと。

 ②施設内の正確な情報を把握し、関連する各業務の合理化を図れるよう、完成図面を適切に管理すること。
 ③施設の修繕を行った場合は、修繕内容を履歴として記録に残し、以後の維持管理業務を適切に実施すること。また、

修繕内容は施設台帳及び完成図面等に反映させ、常に 新の状態がわかるようにすること。

（５）その他の業務 304 その他、運営期間における維持管理を効果的に行うために必要な業務を行うこと。

第６章　統括管理

第１節
総則

１．基本方針 305 各業務を一元的に管理することで、業務管理に関するJSCの負担を軽減し、もって利用者へのサービスの向上に寄与する
よう常に留意する。

306 各業務の履行状況を常に明確に管理・把握し、要求水準未達の事態を招くことがないよう必要な対応を適宜行う。ま
た、要求水準未達の事態が生じる恐れがある場合は、JSCに速やかに報告し、適切な措置を講じる。

307 各業務全体を包括的に捉え、事業期間において適切な連携体制を構築し、各業務全体として良質なサービスを提供す
る。

308 各業務により提供されるサービスの質が、継続的に維持・向上するよう努める。

309 経営環境の変化に十分に対応できるよう、各業務に係る事業収支を適切に管理する。

第２節
業務の要求水準

１．マネジメント業務 （１）業務実施体制の構築 310 各業務の履行状況を明確に把握し、提供するサービスの質が常に要求水準を満たすよう、必要な体制を構築し、機能さ
せる。

（２）JSC 及び関係機関との
連携

311 必要に応じて統括管理業務担当者を連絡・調整の窓口とするなどし、JSC及び関係機関との適切なコミュニケーションに
努める。

312 本事業に関連してJSCや関係機関等との打合せを行った場合、決定事項を簡潔にまとめた記録簿を作成し、関係者と共有
する。また、必要に応じてJSCや関係機関等の主催する会議に出席し、これらと調整を行い、関係者に対して適切に情報
提供する。

313 統括管理責任者は、事業期間において、「第１章.第６節．JSCとの調整」に規定する協議会に出席し、各業務の月次業
務報告書に基づき、業務の実施状況について報告する。

（３）管理監督 314 各業務の業務責任者及び業務担当者が業務を円滑に遂行し、法令等を遵守するよう管理監督するとともに、必要に応じ
て指導する。

315 必要に応じて各業務の業務責任者を集めた会議を開催するなど、事業者内部の管理統制方法を明確にし、各業務間の情
報共有や業務調整を適切に行う。

316 各業務ごとのコスト及び収支管理を適切に行い、運営期間にわたりサービスが安定的に提供され、資金不足等により本
事業の安定的継続に支障を来たす事態が生じないよう、必要な管理体制を構築し、機能させる。



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

２．総務・経理業務 （１）予算決算業務 317 JSCの求めに応じて速やかに本事業に係る予算計画、収入及び経費の執行状況等を報告できるよう管理し、決算管理を行
う。

（２）文書等の作成及び管理
業務

318 事業期間終了時に、JSC又はJSCが指定する者に対し、適正かつ速やかに引き継げるよう、実施した業務について、業務
要求水準書に定めるとおり、文書や写真等の記録を作成し、適切に保管する。

319 建築物及び設備については、JSCと協議を行い、施設台帳及び備品台帳を電子媒体で作成し、適切に保管する。

320 本事業期間中に作成及び受領する文書等に係る管理規則又は管理要領を定め、破損・紛失等のないよう適切に整理・保
存・管理を行う。また、JSC又はJSCが指定する者の求めに応じて速やかに閲覧や提出ができるよう管理する。

３．事業評価業務 321 セルフモニタリングを確実に履行するための仕組みを構築し、実施する。なお、セルフモニタリングを含むモニタリン
グ全体の仕組みの構築にあたっては、JSCと必要な協議を行い、各業務が要求水準を充足していることを客観的に確認す
る仕組みを導入する。

322 特定事業契約締結後、速やかにモニタリング実施計画書の案を作成してJSCと協議を行い、承諾を得る。

323 『PFI事業の事後評価等に関する基本的な考え方』（令和２年２月 民間資金等活用事業推進委員会 事業推進部会）等を
踏まえ、SPCの経営状況、施設の利用状況、利用者の評価等、事後評価が可能なデータ等を収集・解析しセルフモニタリ
ングを行う。

324 業務計画書を基に、各業務における実際の実施状況や要求水準の達成状況、その成果等について検証し、セルフモニタ
リングを行う。各業務ごとのセルフモニタリングの結果については、年度業務報告書に取りまとめる。

325 セルフモニタリングの結果を各業務の内容に反映するなど、利用者へのサービス向上につなげる仕組みを構築する。ま
た、セルフモニタリングの結果、要求水準未達の恐れがあると判断した場合、改善方策について検討して年度業務報告
書に反映する。

第７章　組織体制

第２節
配置の条件

１．統括管理責任者及び業務
責任者の配置

（１）統括管理責任者の配置 326 設計業務、建設業務、工事監理業務、什器備品設置業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務の全体を総合的に
把握し調整を行うため、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえた上で、事業期間中、要件を全て満たす統括管理責任
者を1名配置する。

（２）業務責任者の配置 327 設計業務、建設業務（什器備品調達業務兼務）、工事監理業務、運営業務（開業準備業務兼務）及び維持管理業務につ
いて、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえた上で、それぞれの業務の期間を通じ、業務要求水準書第７章第２節
１．（１）①～③の要件を全て満たす業務責任者を各1名配置する。なお、設計業務・工事監理業務の業務責任者は、競
争参加資格確認資料に記載されている管理技術者、建設業務の業務責任者は、競争参加資格確認資料に記載されている
監理技術者とする。

（３）JSC への報告 328 統括管理責任者及び各業務責任者の配置については、指定の時期にJSCへ報告する。なお、やむを得ず事業期間中に統括
管理責任者を変更する場合は、変更を決定次第速やかに、遅くとも新たな統括管理責任者の勤務開始日までに、変更内
容をJSCに説明し、JSCの承諾を得た上で、統括管理責任者届を提出する。業務責任者を変更する場合は、速やかにJSCの
承認を受け、遅くとも新たな業務責任者の勤務開始日までに、JSCに業務責任者届を提出する。（頻繁な変更は避け、業
務の質の維持・向上を確保するべく十分な引継ぎ等を行うこと。）。

（４）統括管理責任者及び業
務責任者の支援体制

329 統括管理責任者又は業務責任者が休暇等で一時的に不在にする間も、各業務が円滑に実施されるよう、必要な支援体制
を構築する。

２．業務担当者の配置 330 統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、什器備品調達業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務そ
れぞれについて、事業期間中、各業務の内容に応じて必要な知識及び技能を有する者を、業務担当者として配置する。

３．緊急時の体制 331 災害、事故、犯罪等により本施設等において緊急事態が発生した場合又は発生する恐れのある場合に、直ちに必要な措
置を講じることができるよう、事業者内部及びJSCを含む関係者間の緊急連絡体制を構築する。

第８章　業務計画書及び業務報告書

第２節
業務計画書

１．業務計画書の作成 332 統括管理業務、施設整備業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、各業務の開始前及び毎
年度開始前に業務計画書を作成し、JSCからの承認を得る。

３．JSCへの提出 333 統括管理責任者は、全ての業務計画書を取りまとめ、各期日までにJSCへ提出し、JSCからの承認を得る。

第３節
業務報告書

１．業務報告書の作成 334 統括管理業務、施設整備業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務それぞれについて業務報告書を作成し、JSCの
確認を受ける。

３．JSCへの提出 335 統括管理責任者は各業務報告書を取りまとめ、各期日までにJSCへ提出する。

添付資料２【スポーツ博物館要求水準書】

第２章　施設整備

336 （１）【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載の必要諸室要求面積の95％以上を確保すること。

337 （２）全体面積としては、建築基準法上の容積対象面積として、2,400㎡の95％以上100％以下とするが、限りなく上限
に近付けること。

338 （３）（２）の全体面積にはスポーツ博物館が本施設と共用する設備関係諸室（熱源機械室、特高電気室、受水槽室
等）の按分面積（（２）に記載の算定式のとおり）を含むものとする。

（１）配置計画 339  ①本施設の利用がない日でもアクセスしやすい位置に配置すること。
 ②本施設の利用時にも開館可能であること。
 ③専用の出入口を有し、本施設と博物館エリアを区画し、独立した配置とすること。
 ④書庫・前室・収蔵庫及び一時保管庫２は屋上の直下を避けて機能を満たすよう適切に配置する。
 ⑤収蔵庫の直上にトイレ、ミニキッチン、雨水排水等の水回りを計画しないこと。また、展示スペースについても、で

きる限り直上に水回りを避けるように配慮する。

（２）内部諸室計画 340  ①各室に求める性能及び各室の関連性は、【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」及び【添付資料４】「スポー
ツ博物館各室位置関連図」による。

 ②仕上げの材料は、【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に示す参考仕様と同等以上のものとし、耐久性及び
メンテナンス性に優れた材料を選定する。

 ③前室、収蔵庫、書庫及び一時保管庫２を地階に配置する場合は、できる限り地下外壁面に接した配置を避けること。
地下外壁面に接する場合は外壁面に接する部分を二重壁やドライエリアとすること。

 ④スポーツ博物館部分の躯体や内装下地及び仕上材料（接着剤等を含む。）に使用する材料は有機酸・アルカリ類など
の汚染物質を可能な限り含有しないものとする。また、施工中から当該汚染物質の発散を促進し、完成・引渡しまでに
できるだけ発散するための期間(枯らし期間)を取ること。

 ⑤本施設等の引渡し前に指定する汚染物質について測定を行うこと。測定対象室及び対象汚染物質は【添付資料１３】
「建設工事に関する留意事項」を参照のこと。

（３）動線計画 341  ①利用者動線及び展示品等の搬出入動線を確保し、バリアフリーに配慮すること。
 ②10ｔトラックが乗り入れ可能な車両の搬出入経路を確保すること。
 ③収蔵庫及び一時保管庫２は、前室からのみ直接出入りする計画とすること。
 ④収蔵庫及び一時保管庫２への搬入動線は、駐車場（荷捌き・トラックヤード）から管理廊下、前室を経由することと

し、搬入物の急激な環境変化を避ける計画とすること。
 ⑤展示品、収蔵品の搬出入動線において階が異なる場合は、搬出入用エレベーター（かご内寸D3,000㎜×W3,500㎜×

H3,000㎜、扉開口寸法W3,500㎜×H3,000㎜）を整備すること。以下⑦において利用者用エレベーターを設ける場合は、
搬出入用エレベーターのかご内寸及び扉開口の幅を1,800㎜以上とすることも可とする。

 ⑥利用者動線と駐車場（荷捌き・トラックヤード）から前室及び書庫への展示品等の搬出入動線は交錯を避け、分離す
ること。ただし、各諸室の面積を確保するために管理用及び利用者用階段を共用する動線計画とすることは可とする。

 ⑦展示スペース、オープンギャラリー及びエントランスホールを1階以外に設置する場合、利用者用エレベーターを設け
ること。

（４）トイレ計画 342  ①一般用トイレ
・衛生器具は、ピーク時の同時来館者数想定（80名程度/時）に合わせた必要個数を設けること。なお、職員用トイレを
兼ねる。

343  ②バリアフリートイレ
・バリアフリートイレを1か所以上設けること。

344  ③その他
・トイレ内には、必要箇所に手すり等を設置する。また、ベビーチェア・ベビーシートを設置したブースを設けるこ
と。

（５）サイン計画 345 業務要求水準書第２章第４節１．建築性能（１３）サイン計画に記載のほか、以下のものを設置する。
 ①館名称サインを外壁面等に設置する。
 ②入口付近にポスター等を掲示できる屋外掲示板（A1サイズポスター2枚並列掲示対応、本体ステンレス、前面強化ガラ

ス、錠前付、自立型）を設置する。
 ③スポーツ博物館利用者に分かりやすい場所に館名・開館日・開館時間を表示する。

３．構造性能 346 業務要求水準書第２章第４節２．構造性能に記載のほか、スポーツ博物館諸室として以下を求める。
（１）オープンギャラリー、展示スペース及び一時保管庫１の積載荷重について、床の構造計算をする場合の数値は
3,900N/㎡以上とし、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合の数値及び地震力を計算する場合の数値については、実
況に応じて設定すること。
（２）前室、一時保管庫２、収蔵庫及び書庫の積載荷重について、床の構造計算をする場合の数値は9,800N/㎡以上と
し、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合の数値及び地震力を計算する場合の数値については、実況に応じて設定
すること。
（３）その他の部屋の積載荷重について、法令等並びに適用基準等により、実況に応じて設定すること。

４．電気設備性能 347 （１）スポーツ博物館の電源（電灯幹線及び動力幹線）は、本施設の用途と共用しない単独系統とすること。また、ス
ポーツ博物館で利用したエネルギー使用量の計測値は中央監視装置で集約できる設備とし、本施設と光熱水費の区分及
び按分ができる計画とすること。

348 （２）コンセント設備は【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」を参照とするほか、必要諸室名欄に記載の各室
の要求仕様欄を参考として必要なコンセント数を計画する。また、特記が無い場合は部屋の4隅に配置するほか、1辺が
10mを超える室に関しては、5m程度の間隔ごとに計画すること。

349 （３）照明設備は【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載の各室の照明器具欄を参考として必要な照明を
計画すること。また、特記が無い場合はJIS Z 9110:2010 照明基準総則に準じて計画すること。

１．施設構成

２．建築性能



 ※１　本シートは「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」の審査に係る提出書類の一式が要求水準等と同等又はそれ以上の水準であることを確認するためのものであり、ここに記載無き事項を含め、業務要求水準書その他の資料に示される内容は当然満たしているものとする。

※２　事業提案書等で要求水準等が満たされていることが確認可能な事項は、セルフチェックの欄に「〇」を記入し、「対応する様式」にその内容が示されている様式番号（複数可）を記入すること。

※３　事業提案書等に要求水準等が満たされているという具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、セルフチェックの欄に「実現可能」と記入し、「対応する様式」に「－」を記入すること。

１．業務要求水準に関するセルフチェックシート（章・節・項は業務要求水準書に該当する。）

番号 必須項目の確認事項 セルフチェック 対応する様式必須項目（要求水準）の分類

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）① 様式名様式番号 ○/○（令和4年3月変更版（追加））

350 （４）展示スペース及びオープンギャラリーの展示演出照明はライティングダクトに博物館用高演色LEDスポットライト
を設置すること。展示スペースは50台、オープンギャラリーは30台とし、機器ごとに調光できること。一般照明は展示
演出照明と別系統で設け、平均500ルクス以上を確保し、調光機能を有すること。

351 （５）構内交換設備（電話）については本施設と共通の設備（内線・外線）とし、博物館事務所と防災センターや管理
室等と内線電話が可能な設備とするほか、博物館としての外線番号を用意すること。また、外線利用について課金でき
るシステム構成とすること。

352 （６）有線LANは【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載の各室の有線LANポート欄に記載の個数を見込む
こと。配線は各端末設置箇所からEPS等に適宜集約するほか、インターネットに接続できるように回線事業者の終端装置
まで配線を行うこと。ただし、機器はスポーツ博物館にて設置する。

353 （７）利用者用Wi-Fiはエントランスホール、オープンギャラリー及び展示スペースにて利用できるよう部屋の面積及び
形状に応じて適宜配線すること。ただし、機器はスポーツ博物館にて設置とし、原則は天井に設置とする。

354 （８）事務室から博物館エリアへの業務放送を行えるようにすること。（非常放送は防災センターが全体として実施す
る。）

355 （９）事務室からオープンギャラリー、展示スペース及び調査研究室に高音質のBGMを提供できる設備を設置する。事務
室に設置するAV架にはCD等音源や外部入力端子を設けるほか、呼出し用マイクを上記とは別に設置する。

356 （１０）スポーツ博物館の監視カメラ設備は、本施設等のシステムに組み込み、【添付資料３】「スポーツ博物館各室
性能表」に記載の各室の監視カメラ欄に記載の台数を見込むこと。

357 （１１）監視カメラはフルHD（1,920×1,080）以上の解像度にて、監視か所の状況・用途に応じて適切なフレームレー
ト（10～30画像/秒）を設定した状態で、スポーツ博物館エリアの録画映像の保存期間を１週間以上とすること。

358 （１２）事務室には、上記（１０）の監視対象室映像を表示するモニターを設置すること。表示映像の適宜切り替え、
カメラ操作に加え、録画映像の検索・再生を行えること。

359 （１３）入退室管理システム（電子錠等）は【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載の諸室及び搬入用エ
レベーターを対象とし、入退室記録が残るようにすること。

360 （１４）機械警備・防犯設備として赤外線センサーをエントランスホール、調査研究室、前室、収蔵庫、一時保管庫
２、書庫及び展示スペースに設置し、警戒できるようにすること。スポーツ博物館の営業終了後に機能単体で警備を
セットできる計画とすること。

５．機械設備性能 361 （１）スポーツ博物館の設備運転監視は本施設等の防災センターで行えること。ただし、空調設備の温湿度設定・発停
止・スケジュール管理、前室、収蔵庫、書庫及び一時保管庫２の温湿度モニタリング・異常値警報は、事務室でも集中
管理できるシステムを構築すること。

362 （２）空調用熱源設備は、独立した運用が可能なシステムを構築すること。なお、熱源機械室及び冷却塔等の室外機置
場は、スペースの有効利用を考慮し、本施設と共同利用することも可とする。

363 （３）受水槽及び給水ポンプ、雨水利用設備、排水設備、特殊消火を除く消火設備は、本施設と共同の設備を構築する
ことも可とする。ただし、配管等の系統は単独とすること。

364 （４）各室の設計温湿度条件等は、【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載の官庁施設の基本的性能基準
の熱環境を参照すること。前室、収蔵庫、書庫及び一時保管庫２の空調のバックアップについて適切に計画すること。

365 （５）【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」③空調設備に示す特殊フィルターを設置する空調機については、
風量を適切に調整できる機能を有するものであること。

366 （６）消火器ボックスは、壁埋込型とすること。

367 （７）スポーツ博物館で利用した給水使用量、都市ガス使用量、エネルギー使用量を計量し、本施設と光熱水費の区分
及び按分ができる計画とすること。また、計量値は中央監視装置で集約できる設備とすること。

第４章　維持管理

１．総則 （１）開館期間等 368 業務要求水準書第５章維持管理１．（１）①に記載の「第３章 施設整備」は「【添付資料２】『スポーツ博物館要求水
準書』第２章施設整備」に読み替えること。

（４）維持管理コスト管理計
画書の作成

369 事業者は、【添付資料１１】「各業務に関する成果物」に基づき、維持管理コスト管理計画書を作成し、JSCに提出す
る。ただし、事業提案の内容等に照らし、これによりがたい場合は事前にJSCと協議し変更することができる。
事業者は、内訳書の提出にあわせて、単価根拠等が十分に説明できる資料を添えて、その内容をJSCに説明するものとす
る。

（５）事業費内訳書 370 ①　「サービス対価の算定及び支払方法」に基づき、スポーツ博物館の維持管理費の内訳書について、定められた提出
時期にJSCに提出する。
②　事業者は、スポーツ博物館の維持管理費の内訳書の作成・提出にあわせて、単価根拠等が十分に説明できる資料を
添えて、その内容をJSCに説明するものとする。

 （６）業務の期間 371 スポーツ博物館をJSCに引渡した翌日（引渡し後の 初の午前0 時）より、本事業終了までとする。ただし、スポーツ博
物館の開館までの期間において、一部の業務内容は、施設が稼働していない前提で、JSCと調整の上、 業務内容を変更
することができる。

２．業務の要求水準 （２）清掃業務 372 ①   スポーツ博物館について、良好な環境衛生、美観の維持、快適な空間を保つこと。

373 ②   清掃範囲は、スポーツ博物館のうち、前室及び収蔵庫、一時保管庫２、書庫を除く全てとする。スポーツ博物館の
清掃時間については、原則として博物館の営業時間外とするが、実施方法の詳細は事業者の計画に基づき、JSCと協議を
行い決定する。

374 ③   清掃業務は利用の妨げにならないように実施すること。
a）  建物内清掃：目に見える埃、土、砂、汚れ等がない状態を維持し、日常清掃及び定期清掃を組み合わせ、【添付資
料５】「スポーツ博物館清掃に係る要求水準」に基づき、衛生的な状態を保つこと。
b）  日常清掃：施設全般について日常的に清掃を行い、施設、備品が常に清潔な状態に保たれるよう、オープンギャラ
リー・展示スペース・エントランスホール（風除室）・トイレについては週６回程度、その他の清掃範囲については、
週３回程度実施すること。
c）  定期清掃：弾性床や硬質床の表面洗浄、剥離洗浄、ワックス掛けや繊維床の全面クリーニング、内部や外部のガラ
スの全面洗浄、ブラインドや照明器具、空調機器の吹き出し口の清掃など日常清掃では実施しにくい清掃等を定期的に
行う。オープンギャラリー・展示スペース・エントランスホール（風除室）・トイレについては年４回程度、その他の
清掃範囲については、年２回程度実施すること。

375 ④   その他
a）  スポーツ博物館の廃棄物の収集については、週に３回程度、日常清掃実施時にスポーツ博物館事務室において廃棄
物の収集を行い、本施設の廃棄物室へと運搬する。
b）  日常清掃の際に、トイレットペーパーや水石鹸等の消耗品を、常時不足が生じることのないよう補充すること。
c）  建築物における衛生的環境の確保のため、定期的にゴキブリ、ダニその他の害虫駆除を実施すること。

（３）警備業務 376  ①開館時において、不審者や不審物の発見等の異常についてJSCから連絡があった場合は、事業者は速やかに現場に駆け
付け、敷地外への誘導等の必要な対応を行うこと。

 ②閉館時において、機械警備の発報により異常を確認した場合、速やかに現場に急行し、対応にあたること。現場の状
況により、JSCに連絡を行い、必要な対応を行うこと。

（４）修繕業務 377 要求水準を下回る可能性がある場合には、修繕等の方法で適切な状態に改善する。建物性能劣化と修繕業務の考え方は
【添付資料１７】「修繕に係る要求水準」に基づき実施すること。 JSCから要求水準に満たないとされた場合は、適切
かつ直ちに改善する。

その他

【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」 378 スポーツ博物館は、【添付資料３】「スポーツ博物館各室性能表」に記載のとおり、諸室の面積、特記事項等の条件を
満たした計画となっている。

【添付資料７】「ラグビーワールドカップ2019開催都市ガイドライン」 379 【添付資料７】「ラグビーワールドカップ2019開催都市ガイドライン」における記載（業務要求水準書における適用範
囲外を除く）を満たした計画となっている。

【添付資料８】「各室性能表」 380 【添付資料８】「各室性能表」に記載のとおり、諸室の特記事項、空調設備等の条件を満たした計画となっている。

【添付資料11】「各業務に関する成果物」 381 【添付資料11】「各業務に関する成果物」に記載の成果物を作成・提出する計画となっている。



※１　様式11(別添）①の※１～３を準用すること

２．主として経営管理（事業計画）に関するセルフチェックシート

セルフ ＪＳＣ
チェック 確認

出資比率

【代表企業】・・・ ％

％

％

計 ％

％

％

リスク管理の考え方 適切なリスクの分担者及び分担方法が明記されている。

項目 確認事項 該当様式

特別目的会社の設立

出資者

応
募
グ
ル
ー

プ
を

　
　
構
成
す
る
企
業

その他出資者

合　　　計

代表企業が最大の出資者かつ最大の議決権者である。

収支計画

収支計画の計算に誤り等がない。

各種発生費用の項目及び算定方法等に誤りがない。

事業期間を通じて特別目的会社に資金不足が生じない。

業務要求水準等セルフチェックシート様式11(別添）② 様式名様式番号 ○/○

（令和4年3月変更版）



 

【様式１２】辞退届 

  令和 年  月  日 

 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

辞退届 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名 ：            

 

 

    令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」に関

して、令和   年  月  日付で参加表明を行いましたが、下記の理由により参加を辞退します。 

 

記 

 

 

(辞退する理由を記載すること) 

 

  



 

【様式１３】参加資格喪失等通知書 

  令和 年  月  日 

 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

参加資格喪失等通知書 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 殿 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名 ：            

 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

について、令和  年  月  日付で参加表明を行っていますが、下記の者に係る資格の喪失

について通知します。 

 

記 

 

■資格喪失者 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

■通知事由 

喪失した資格  

喪失理由  

喪失年月日 令和  年  月  日 

  



 

【様式１４】構成企業等変更届 

  令和 年  月  日 

 

新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業 

構成企業等変更届 

 

契約担当役 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長   殿 

 

応募グループ名                 

代表企業 商号又は名称：           

所 在 地：           

代 表 者 名 ：            

 

 

令和４年１月７日付で入札公告のありました「新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」

について、令和  年  月  日付で参加表明を行っていますが、下記の理由により、別添の

とおり構成企業等を変更させていただきたく、変更後の企業に係る競争参加資格要件確認申請書

及び関係書類を添えて、構成企業等変更届を提出します。 

なお、入札説明書に定められた参加資格要件を満たす者であること、また本届出書及び添付書

類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

(以下のほか、変更の内容並びに理由について任意様式で記載すること) 

（変更前） 

■代表企業・構成企業・協力企業 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

連
絡
先 

担当者氏名  

所 属  

電話番号  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

携わる業務 

(○をつける) 

設計 ・ 建設 ・ 工事監理 ・ 開業準備 ・ 運営 ・ 維持管理 ・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

 



 

 

（変更後） 

■代表企業・構成企業・協力企業 

商号又は名称  

所在地  

代表者名  

連
絡
先 

担当者氏名  

所 属  

電話番号  

FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

携わる業務 

(○をつける) 

設計 ・ 建設 ・ 工事監理 ・ 開業準備 ・ 運営 ・ 維持管理 ・ 統括管理 

（                                 ） 

※一つの業務を複数の企業で分担する場合は、分担する業務の内容について、

カッコ内に記載すること（再委託先を除く）。 

 

  



 

【様式１５】関係者一覧表 

令和  年  月  日 

 

関係者一覧表 

 

①応募グループ名  

事業提案書（副本）に

おける企業名 
②企業名 ③役割 ④種別 

○○Ａ社    
○○Ｂ社    
○○Ｃ社    
○○Ｄ社    
○○Ｅ社    
○○Ｆ社    
○○Ｇ社    
○○Ｈ社    
○○Ｉ社    
○○Ｊ社    
○○Ｋ社    
○○Ｌ社    
○○Ｍ社    
○○Ｎ社    
○○Ｏ社    
○○Ｐ社    
○○Ｑ社    
○○Ｒ社    
○○Ｓ社    
○○Ｔ社    
○○Ｕ社    
○○Ｖ社    
○○Ｗ社    
○○Ｘ社    
○○Ｙ社    
○○Ｚ社    

 

記載上の注意事項 
①応募グループ名 ： 応募グループ名を記載すること。 
②企 業 名 ： 提案書類に提示したＡ社からＺ社に対応する企業名を記載すること。ただし、提案審

査書類上、当該者の主要な業務内容が分かるようにアルファベットの前の○○には

業務の役割（設計企業、建設企業、維持管理企業、運営企業、金融機関、保険会社、

監査法人など）が分かる呼称を付すこと。一つの者が本事業における複数の業務内容

を担う場合は、当該者の本業を優先して呼称に使うこと。（例：設計企業Ａ社） 
③役 割 ： 当該企業の本事業における役割（設計、建設、工事監理、維持管理、運営、レンダー、

保険等）を分かりやすく簡潔に記載すること。 
④種 別 ： 当該企業の本事業における種別（代表企業、構成企業、協力企業、協力事務所、その

他関係者）を記載すること。 
 



 

【様式Ａ－２ 別紙】ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況及び証明資料 

 

ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 

（新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業） 

 

応募グループ名：                     

企  業  名  ：                     

 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に

基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）又は一般事

業主行動計画策定済（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに

限る） 

有  ・  無 

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企

業・プラチナくるみん認定企業） 有  ・  無 

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定

（ユースエール認定） 有  ・  無 

 

※１ 有・無のいずれかに○をつけること。 

※２ 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。 

※３ 様式Ａ-2-1、Ａ-2-2、Ａ-2-3-①、Ａ-2-3-②それぞれの後に差し込むこと。 

 

 

 



（１）投資計画書 （単位：千円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 合計

事業者による追加投資・改修工事（JSCの保有資産となるもの）

事業者による追加投資・改修工事（事業者の保有資産となるもの）

（２）資金調達計画 （単位：千円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 合計

出資金 （出資者名）

（出資者名）

（出資者名）

小計

借入金 （借入種別・金融機関名・利率）

（借入種別・金融機関名・利率）

（借入種別・金融機関名・利率）

小計

その他 （調達先）

（調達先）

小計

（３）出資金明細表 （単位：％） （１）'運営権対価の算定根拠

(４)借入金明細表 （単位：千円、％）

※　Ａ３版横２枚以内で作成し、Ａ４サイズに折り込んでください。

※　「（１）投資計画書」では、事業者の保有資産も対象としてください。

※　その他については、可能な範囲で具体的に記載してください。適宜記入欄を追加してください。

※　上表における年度とは、4月～3月を指します。

※　他の様式と金額を整合させてください。

※　記入欄の過不足に応じて適宜改定して使用してください。

※　「（１）’運営権対価の算定根拠」では、運営権対価の算出方法を可能な範囲で具体的に記載してください。適宜記入欄を追加してください。

※　「（２）資金調達計画」は、投資計画に対して、資金調達をする必要がある場合に記載してください。

※　出資・借入について順次段階別に出資・貸出を受ける場合、必要とする出資金・借入金を全て調達した段階の計画を記入してください。

※　出資者名及び金融機関名については具体名を記入してください。

※　金額は、円単位で入力し、千円単位で表示してください。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構いません。

金融機関等

借入条件

借入金利 金利の説明 返済方法
その他

(関心表明の有無等)

項目

運営権対価

（その他）

合計

項目

合計

出資者 出資割合 出資者の役割・要件の充足等 その他

投資計画及び資金調達計画表様式名A－3－2①様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年4月変更版）



（単位：千円）

　　　　　　　　　　事　　業　　年　　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 合計

営業収益（税抜き）

利用料金収入

その他収入

サービス対価（施設整備費）

サービス対価（スポーツ博物館の維持管理業務に要する費用）

営業費用（税抜き）（スポーツ博物館の維持管理業務に要するものを除く）

工事原価

人件費

維持管理費

光熱水費

減価償却費（事業者による追加投資・改修工事のうちJSCの保有資産となるもの）

減価償却費（事業者による追加投資・改修工事のうち事業者の保有資産となるもの）

減価償却費（運営権）

保険料

一般管理費（保険料除く）

営業費用（税抜き）（スポーツ博物館の維持管理業務に要する費用）

営業損益

営業外収益（税抜き）

営業外費用（税抜き）

借入金支払利息

短期借入金利息

経常損益

税引前当期利益

法人税等（施設維持管理運営での見込み額）

税引後当期利益

（単位：千円）

　　　　　　　　　　事　　業　　年　　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 合計

キャッシュ・イン（税抜き）

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー

出資・増資

借入金

短期借入金

キャッシュ・アウト（税抜き）

営業キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー

運営権対価支払

事業者による追加投資・改修工事（JSCの保有資産となるもの）

事業者による追加投資・改修工事（事業者の保有資産となるもの）

投資キャッシュ・フロー

運営権対価支払

事業者による追加投資・改修工事（JSCの保有資産となるもの）

事業者による追加投資・改修工事（事業者の保有資産となるもの）

財務キャッシュ・フロー

短期借入金返済

借入元本返済

借入金利息返済

当期ネット・キャッシュ・フロー

配当

配当後キャッシュ・フロー（内部留保金）

配当後キャッシュ・フロー　累計

（単位：千円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 合計

資産の部

流動資産

固定資産

公共施設等運営権

事業者による追加投資・改修工事（事業者の保有資産となるもの）

負債の部

流動負債

固定負債

純資産の部

※　Ａ３版横2枚以内で作成し、Ａ４サイズに折り込んでください。 ※　「工事原価」は、「E-13 施設整備費」との対応が明確になるようにしてください。 ※　物価変動は見込まないでください。 ※　円単位未満を切り捨てて計算してください。

※　必要に応じて、項目を追加または細分化してください。 ※　損益計算書には消費税及び地方消費税は含めないでください。 ※　金額は、円単位で入力し、千円単位で表示してください。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構いません。

※　他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ってください。 ※　借入金支払利息や、借入元本返済など、借入に関する記載は、借入金の種類ごとに記載してください。 ※　キャッシュ・フロー計算書は、「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」第36項の「②課税対象取引に係るキャッシュ・フローを消費税等抜きの金額で表示する方法」にて作成してください。

損
　
益
　
計
　
算
　
書

キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ
ロ
ー

計
算
書

事業年度

貸
借
対
照
表

収支計画様式名A－3－2②様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年3月変更版）



（単位：千円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 算定根拠

利用料金収益 ランク毎の単価×利用者人数　など

その他収益

サービス対価（施設整備費）

サービス対価（スポーツ博物館の維持管理業務に要する費用）

※　Ａ３版横２枚以内で作成し、Ａ４サイズに折り込んでください。

※　必要に応じて、項目を追加または細分化してください。

※　他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ってください。

※　物価変動は見込まないでください。

※　円単位未満を切り捨てて計算してください。

※　算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外に記載してください。

※　　金額は、円単位で入力し、千円単位で表示してください。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構いません。

費目

合　計（消費税及び地方消費税除く）

消費税及び地方消費税

合　計（消費税及び地方消費税含む）

収益明細表様式名A－3－2③様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年3月変更版）



（単位：千円）

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度 2049年度 2050年度 2051年度 2052年度 2053年度 2054年度 2055年度 2056年度 2057年度 算定根拠

営業費用（スポーツ博物館の維持管理業務に要するものを除く）

工事原価

人件費 ランクごとの年間給与×職員数　など

維持管理費

建築物保守管理

建築設備保守管理

植栽管理

清掃

環境衛生管理

備品保守管理

警備

修繕

光熱水費

電気

ガス

水道

減価償却費

事業者による追加投資・改修工事のうちJSCの保有資産となるもの

事業者による追加投資・改修工事のうち事業者の保有資産となるもの

運営権

その他の費用

営業費用（スポーツ博物館の維持管理業務に要するもの）

維持管理費

建築物保守管理

建築設備保守管理

清掃

環境衛生管理

警備

修繕

営業外費用 借入金の種類ごとの残高×利率　など

その他

※　Ａ３版横２枚以内で作成し、Ａ４サイズに折り込んでください。

※　必要に応じて、項目を追加または細分化してください。

※　他の様式と関連のある項目の数値は、整合を取ってください。

※　「工事原価」は、「E-13 施設整備費」との対応が明確になるようにしてください。

※　物価変動は見込まないでください。

※　円単位未満を切り捨てて計算してください。

※　算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外に記載してください。

※　金額は、円単位で入力し、千円単位で表示してください。なお、見やすさを考慮し、フォントサイズを変更しても構いません。

※　特定事業契約時（入札価格）には、「地中埋設物撤去費用」など「参考資料4の残置物」及び「スポーツ博物館の光熱水費及び通信費用」を見込まないこと。 

費目

合　計（消費税及び地方消費税除く）

消費税及び地方消費税

合　計（消費税及び地方消費税含む）

費用明細表様式名A－3－2④様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年3月変更版）



基本設計期間

実施設計期間

各種申請期間

その他

地中埋設物（既存杭等）
の撤去など

Ⅰ期工事期間

Ⅱ期工事期間

スポーツ博物館工事期間

その他

※　入札説明書等を踏まえ、事業契約締結から事業期間終了までの主要な事業スケジュールを記載してください。

　　特に、本事業期間における各業務の着手想定時期（〇月）及び完了想定時期（〇月）を明記してください。

※　建設・工事監理業務には、Ⅰ期に係る施設、Ⅱ期に係る施設、スポーツ博物館、それぞれの着手想定時期及び完成想定時期を明記してください。

　　事前作業として想定される、地中埋設物の撤去（神宮第二球場、神宮球場の既設の杭撤去など）の想定期間を見込んで作成してください。

　　ただし、特定事業契約時（入札価格）には、「地中埋設物撤去費用」など「参考資料4の残置物」及び「スポーツ博物館の光熱水費及び通信費用」を見込まないこと。 

※　２／４枚目に、設計業務期間の詳細工程、３／４枚目に建設・工事監理業務期間のうちⅠ期に係る施設の詳細工程、４／４枚目に建設・工事監理業務期間のうちⅡ期に係る施設の詳細工程を共通様式に記載してください。

運営業務／維持管理業務
（本施設）

維持管理業務
（スポーツ博物館）

その他

上半期 下半期

（記入例）

設
計
業
務

建
設
・
工
事
監
理
業
務

開業準備業務
（本施設）

下半期 上半期 下半期 上半期 下半期下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期

2057年度

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期

2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度

下半期

2034年度
年度

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

上半期 上半期上半期 下半期 上半期 下半期

Ⅰ期供用開始

（2028年４月～）

Ⅱ期供用開始

（2034年４月～）

運営業務期間（30年）

設計業務期間（2年）

建設・工事監理業務期間（Ⅰ期）（3年）

建設・工事監

理業務期間

（Ⅱ期）（1年）

１０月 ９月

１０月 ９月

１月 １２月

開業準

備

（６月）

事業工程計画様式名E－１①様式番号 〇枚目／４枚中（令和4年3月変更版）



企業名
役割／担当する

業務
提供するノウハウ・貢献する内容 実績

代表企業

構成企業A

※企業名は様式15に合わせた記載とすること。

企業名
役割／担当する

業務

※企業名は様式15に合わせた記載とすること。

【SPC組織体系図】

※ 必要に応じて、行を追加すること（A4×2枚を制限とする）
※ SPC組織体制図には上表に記載した代表企業・構成企業・協力企業を図に記載し、指揮命令系統のわかる図とすること。

構成企業D

実績

協力企業A

協力企業B

構成企業B

構成企業C

事業全体の実施体制図様式名E－２様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年3月変更版）



備考

計画敷地面積 ㎡　 ㎡　

建築面積（建ぺい率） ㎡　 ㎡　 （　　　　　　　　　％）

㎡　 ㎡　 （　　　　　　　　　％）

㎡　 ㎡　

うち、スポーツ博物館が本施設と
共用する設備関係諸室の按分面
積（※２）

㎡　 ㎡　

㎡　 ㎡　

建物高さ（最高高さ） ｍ　 ＴＰ＝　　　ｍ　 ｍ　 ＴＰ＝　　　ｍ　

主要構造 造　（Ⅰ期部分） 造（Ⅱ期部分）

全体 台　 台　

緑化率 地上緑化 ㎡　 （敷地面積比　　　％）　 ㎡　 （敷地面積比　　　％）　

（非建築面積比　　　％）　 （非建築面積比　　　％）　

屋上緑化　 ㎡　 （可能面積比　　　％） ㎡　 （可能面積比　　　％）

 ※必要に応じて、事業者側で概要として記載すべきと考える事項を追加すること

（※１）「業務要求水準書 添付資料２　スポーツ博物館要求水準書」第２章１．（２）の「全体面積」を指す

（※２）「業務要求水準書 添付資料２　スポーツ博物館要求水準書」第２章１．（３）の「共用の按分面積」を指す

駐車台数

Ⅰ期工事完了時の本施設等 Ⅱ期工事完了時の本施設等

延べ床面積
(容積対象床面積）（容積率）

うち、スポーツ博物館の容積対象面積
（※１）

延べ床面積
（建築基準法上の延べ床面積）

建築計画概要様式名E－３様式番号 （令和4年3月変更版）



■本施設 ■本施設 ■本施設

室面積 室面積 室面積

(㎡) (㎡/室) 室 (㎡) (㎡/室) 室 (㎡) (㎡/室) 室

※必要に応じて施設名を変更すること

Ⅰ期工事／
Ⅱ期工事

室名
各室内訳Ⅰ期工事／

Ⅱ期工事
室名

各室内訳 Ⅰ期工事／
Ⅱ期工事

室名
各室内訳

各室面積表様式名E－４様式番号 １枚目／２枚中（令和4年3月変更版）



■本施設 ■スポーツ博物館 ■スポーツ博物館

室面積 室面積 室面積

(㎡) (㎡/室) 室 (㎡) (㎡/室) 室 (㎡) (㎡/室) 室

※必要に応じて施設名を変更すること

室名
各室内訳各室内訳 Ⅰ期工事／

Ⅱ期工事
Ⅰ期工事／
Ⅱ期工事

室名
各室内訳 Ⅰ期工事／

Ⅱ期工事
室名

各室面積表書類名E－４様式番号 ２枚目／２枚中



床 壁 天井

※　行は、適宜追加すること。

機能 室名
内部仕上げ Ⅰ期工事／

Ⅱ期工事
本施設／

スポーツ博物館

内部仕上表様式名E－１１様式番号 〇枚目／〇枚中（令和4年3月変更版）



（千円　税抜き）

区分

本施設 スポーツ博物館 本施設 スポーツ博物館 本施設 スポーツ博物館

１．１　直接仮設

１．２　土工・地業

１．３　躯体（鉄筋・コンクリート・型枠・既成コンクリート）

１．４　躯体（鉄骨）

１．５　屋根、防水

１．６　外装（外部建具等を含む）

１．７　内装（内部建具、間仕切壁等を含む）

・・・

２．１　電灯設備（競技用照明設備を含む）

２．２　動力設備

２．３　受変電設備

２．４　競技用映像設備

・・・

３．１　空気調和設備

３．２　換気設備

３．３　給水設備

３．４　排水設備

・・・

（　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡） （　　　　　　　千円／㎡）

③．工事監理費

④．什器備品調達費

⑤．各種調査費

⑥．インフラに係る経費

⑦．近隣対策費

⑧．行政手続きに係る経費

⑨．環境認証関連費

⑩．事業者の開業に伴う諸経費

⑪．事業者の運営費の一部

⑫．建中金利

⑬．融資組成手数料

注意事項

※種目及び項目の詳細は、本様式をベースとして応募者にて判断の上、必要に応じて使用・加工すること。

※必要に応じて、応募者側で概要として記載すべきと考える事項を追加すること。

※該当の無い箇所は空欄のままとするのではなく、「０」を記入すること。

※本施設とスポーツ博物館の個別計上が困難な項目はまとめても構わない（その場合は本施設に合計の費用を記入し、スポーツ博物館の欄は「０」とする）。

　　ただし、１．７　内装（内部建具、間仕切壁等を含む）並びに２．電気設備工事及び３．機械設備工事の各項目については、極力個別に計上すること。

 ※建設工事費等（①～⑭）には、地中埋設物（既存杭等）の撤去に係る費用は含めないこと。

　　特定事業契約時（入札価格）には、「地中埋設物撤去費用」など「参考資料4の残置物」及び「スポーツ博物館の光熱水費及び通信費用」を見込まないこと。 

※　「Ⅱ期」の欄にはⅡ期工事に係る費用のみを計上すること（Ⅰ期工事に係る費用は含まない）。

備考
項目詳細 Ⅰ期 Ⅱ期 小計

合計

①．設計費

②．建設工事費

直
接
工
事
費

１．建築工事

種
目

２．電気設備工事

３．機械設備工事

４．昇降機設備工事

A．本施設等

C．外構

項
目

項
目

項
目

A．本施設等

B．屋外

A．本施設等

B．屋外

種
目

種
目

B．工作物

合計  （①～⑭）

（工事に伴う近隣調査・対策費用等）

（CASBEE審査、BELS認証、低炭素建築物審査等）

小計  （①～⑨）

（事業者の設立費用）

（施設整備期間の事業者の人件費・事務費等）

⑭．その他施設整備に関する初期投資

（家具・什器・備品に係る費用）

（引込負担金、引渡しまでの基本料金・利用料金等）

直接工事費  計

共
通
費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

共通費　　　  計

建設工事費　計

（　㎡単価　）　　

施設整備費様式名E－１３様式番号 （令和4年3月変更版）



■大規模修繕費

区分 項目 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度 20●●年度

建築 外壁

屋根

昇降機

その他

電気 特高受変電設備

受変電設備

発電機設備

大型スクリーン設備

その他

機械 熱源設備

自動制御設備

その他

合計

※　項目は、事業者にて判断の上、必要に応じて詳細化すること。

※　大規模修繕の定義の範囲内で、追記すべき項目があれば、行を追加すること。

大規模修繕費様式名E－２０様式番号 （令和4年3月変更版）



 

提案概要書（中表紙） 
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技術提案書（中表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術提案書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

基本計画説明書（中表紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画説明書 
 

 

 



 
※様式名を記入 ○－○－○ 様式名 様式番号 ○／○ 

 
 



 ※様式名を記入 ○－○－○ 様式名 様式番号 ○／○ 

 



※様式名を記入○－○－○ 様式名様式番号 ○／○



※様式名を記入○－○－○ 様式名様式番号 ○／○



※様式名を記入○－○－○ 様式名様式番号 ○／○



※様式名を記入○－○－○ 様式名様式番号 ○／○



別添２　技術提案書及び基本計画説明書の対応表 基本計画説明書

事業工程計画
業務全体の
実施体制図

建築計画概要 各室面積表 外観パース 内観パース
屋根伏図兼配置図・

地上階平面図兼配置図 各階平面図 立面図 断面図 内部仕上表 外部仕上表 施設整備費 構造計画（概要） 電気設備計画 機械設備計画 緑化計画 動線計画 観客席配置計画 大規模修繕費

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-14 E-15 E-16 E-17 E-18 E-19 E-20

統括管理業務の実施体制 A-2-1 〇

施設整備業務の実施体制 A-2-2 〇

運営業務・維持管理業務の実施体制 A-2-3①② 〇

「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわし
い風格・品格の醸成に資するための施
設整備に対する基本的な考え方

〇 〇

「聖地」秩父宮ラグビー場にふさわし
い風格・品格を備えた外観・デザイン

〇 〇 〇 〇 〇

周辺地域・環境との調和 〇 〇 〇 〇

周辺地域への賑わいの創出 及び 敷地
特性を踏まえた外構計画・施設配置

〇 〇 〇

競技者が競技に集中できる環境の創出 〇 〇 〇

快適で多様な観戦体験やスタジアム内
の過ごし方の提供

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

スマートスタジアム 〇 〇 〇 〇

ユニバーサルデザインへの対応 〇 〇 〇 〇

セキュリティの確保 B-5 〇 〇

文化交流に係る機能確保・施設計画 〇 〇

多機能用途や将来の新たな機能変更に
フレキシブルに対応可能な空間計画

〇 〇 〇 〇 〇

各種災害等に対応した高い安全性の確
保（合理的な構造計画等）

B-7 〇 〇 〇

環境負荷の低減・創エネルギー 〇 〇 〇 〇 〇

木材活用等による脱炭素社会への貢献 〇 〇 〇 〇

品質確保及び環境保全対策 〇

本施設（Ⅰ期）の供用開始時期の計画
及び 施工合理化等

〇

Ⅰ期・Ⅱ期に工期が分かれる本事業の
特性に配慮した設計・施工計画

〇 〇 〇 〇 〇 〇

大規模修繕費用の縮減 B-10 〇

質の高い維持管理の継続的な実現手法 D-1 〇 〇

スポーツ博物館も含めた効果的・効率
的な維持管理手法

〇

修繕・更新の考え方 〇 〇 〇 〇

※　事業者の提案内容を説明するにあたり、〇を付していない資料を参考とする形としてもよい。
※　基本計画説明書を技術提案書の説明に用いる場合は、どの基本計画説明書を参考とするかわかるよう、呼び出し番号を記載する等わかりやすく記載すること。
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