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Ⅰ

概要

１

所在地等
・事業計画地：宮崎県宮崎市山崎町浜山（シーガイアオーシャンドーム跡地）
・開発面積：62,646 ㎡（別添資料１及び２参照）
・都市計画区域：市街化調整区域

２

事業スケジュール（予定）
本業務の主なスケジュールは、以下のとおりとする。
事業仮契約締結

令和３年１２月下旬

事業本契約締結

令和４年３月中旬

設計及び施工期間
事業終了

令和４年４月１日～令和５年３月下旬
令和５年３月３１日
ただし、設計・施工期間は、工期短縮の受注者提案を可能とする。

※スケジュールは予定であり、前後する可能性がある。
３

関連法令・適用基準等
本事業を実施するに当たっては、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）、都市計画法（昭和 43 年
法律第 100 号）、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、宮崎
市景観条例（平成 19 年条例第 35 号）のほか、関係する法令・条例等を遵守すること。また、適用基
準として以下を参照すること。なお、その他、定めのない事項については、発注者と受注者が協議の
上、定めるものとする。ただし、セ、ソ、タ及びチについては、宮崎県県土整備部が定める各仕様書
を商工観光労働部においても準用する。なお、仕様書類はすべて最新版を適用すること。
ア 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）
イ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）
ウ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編））
エ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）
オ 公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編）
カ 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）
キ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）
ク 公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編）
ケ 建築設備設計基準
コ 建築工事監理指針
サ 電気設備工事監理指針
シ 機械設備工事監理指針
ス 官庁施設の総合耐震計画基準
セ 地質・土木調査業務共通仕様書（宮崎県県土整備部）
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ソ 設計業務等共通仕様書（宮崎県県土整備部)
タ 土木工事共通仕様書（宮崎県県土整備部）
チ 土木工事施工管理基準（宮崎県県土整備部）
ツ その他関係適用基準等
４

本事業における留意事項
ア

施工用の電力・給水及び施工に必要な事務所、休憩所、便所等は、受注者が準備すること。

イ

施工用の電力は、発電機（低騒音型）を設置すること。給（排）水は、構内から分岐し、メータ

ーを取り付けて、使用量に応じた料金を支払うこと。
ウ

機器の搬入、据え付け、調整については、発注者と協議の上、その指示に従うこと。

エ

機器の搬入、据え付け、調整にかかる費用は、すべて工事費に含めること。

オ

周辺住民や周辺宿泊施設利用者、ゴルフ場利用者等に支障がないよう、騒音、振動、粉塵、臭気

等の対策を図ること。
カ

緊急車両及び周辺の車両の通行に支障がないよう配慮すること。

キ

各関係機関と十分に事前協議の上、実施するとともに、必要な申請、届出等を遅滞なく行うこと。

なお、申請等に要する費用は本業務の費用に含むものとする。
Ⅱ

設置条件等

１

基本的な考え方

（１）配置計画
① 施設はラグビー・サッカーグラウンド、多目的グラウンド、屋内練習場、トレーニングジムを
備えたクラブハウス、観覧者用トイレ、管理棟、メンテナンス車両庫、用具倉庫を配置・設計す
ることとし、施設を利用するにあたり、動線の確保等十分配慮された配置・設計とすること。な
お、次期整備用地として 11,000 ㎡程度の用地を確保し、当面は駐車場としての配置・設計とす
ること（現状の砂利敷きで可とするが、駐車場として整地等を行うこと）。
②

ラグビーやサッカー等のトップレベルの選手が支障なく使用でき、ハードなトレーニングやメ
ニュー、リカバリー等を含めたスケジュールを滞りなく遂行できる配置及び設計であること。

③

感染症を考慮し、空調・換気システムを含む対策を十分に施した施設とすること。

④

海辺に近い当該地特有の塩害や台風被害が多い地域であることを考慮した設計・仕様とするこ
と。

⑤

練習観覧者に対応できる設備や施設を備え、観覧しやすい工夫がなされていること。

⑥

ユニバーサルデザイン等パラアスリートに配慮した設備とすること。

⑦

北側及び東側に隣接するホテル敷地やゴルフ場と往来ができないよう、囲いや仕切り等を行う
こと。

⑧

本件敷地は、オーシャンドームを解体した際に発生したコンクリートがらで埋め戻されている
ことに留意すること。

⑨

周辺に隣接する施設に影響が出ないよう配慮すること（井戸枯れや井戸水の塩水化等）。
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（２）意匠計画
①

魅力的なデザインであること。

② 施設の外観・内装は、周辺の景観から逸脱しない形態・色彩・構成とすること。
③ 意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に違反しないこと。
（３）施設の環境
①

施設利用者が快適に利用できるスペースを確保すること。

②

必要に応じた電気設備、給排水設備、空調設備、換気設備等を備えたものとすること。

③

環境、防音、省エネルギー対策等に配慮したものとすること。

（４）施設の安全性
①

耐震、耐風、防火等の関係法令に関する基準を満たしていること。

②

施設・設備等は十分な耐久性を備えたものとし、塩害対策を施すこと。

③

その他、施設利用者及び観覧者の安全性に考慮したものとすること。

（５）県産材の活用計画
①

県産材*¹を活用し、県産材の活用をＰＲできるものとすること。

②

別途、東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「オリパラ」という。）で整備され
た「選手村ビレッジプラザ（以下「ビレッジプラザ」という。）」において使用した県産材約 55
㎥（以下「支給木材*²」という。詳細は別添資料３のとおり。）を支給するので、オリパラレガ
シーとして PR できるよう活用すること。
※１ 「県産材」とは、宮崎県内で生産、加工された製品であって、森林に関する法令に照ら
し、適切に手続きされて流通している木材であることが証明できる木材をいう。ただし、
県内で加工することが困難であると認められる木材を使用する場合は別途協議の上決定
する。
※２ 「支給木材」には、大会施設で使われたことを証する文言の表示を木材に付す予定であ
る。また、ビレッジプラザ建設時の仕口加工や設置後の経年変化による変色・割れ・曲が
り、今後の解体時の作業による破損等、使用に適さない木材が発生する可能性がある。な
お、支給木材のビレッジプラザへの貸出しは、令和元年７月からであり、令和４年１月末
までに返却される予定となっている。返却後は、宮崎市内の倉庫に保管するので、保管後
は現物の確認が可能となる。

２

計画施設の概要

（１）ラグビー・サッカーグラウンド
① 規模等
延べ面積 11,000 ㎡程度
グラウンド 全面天然芝（スクラム練習場を除く）
② 品質管理
芝については、引き渡し時に以下の品質について調査・確認し、発注者の承認を得ること。
・芝生の密度、NDVI（緑化の有無や活性度を示す数値）の測定及びそれらの均一性
・芝生の表面硬度測定（簡易型硬度測定器「クレッグ・インパクト・ソイルテスター」等）
・芝生表面の擦り切れ抵抗性測定（トラクション測定器等）
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・プレーイングクオリティの調査（「表層面の衝撃吸収性測定」、「衝撃吸収性測定値の変
動幅の割合」、「表層面の衝撃反発性測定」等）
③ 仕様
ア 芝生材
・芝種は、改良バミューダグラス「ティフグランド」とし、以下の項目を満たす品質、規格と
すること。
・芝サイズは、幅 50 ㎝、長さ 2m、砂厚 10 ㎜内外の規格とすること。
・芝生は天然の砂地圃場にて栽培された雑草、病害虫がない健全に育成されたものとすること。
・上記芝生の生産圃場が、国際芝草遺伝的純度保証プログラム（ITGAP）により、他品種との
混雑がないものとして、品質が承認されたものであること。
・材料承諾時には、品質、規格を満たす芝のサンプル及び圃場の育成管理状況等の資料を提示
した上で、発注者の承認を得ること。また、圃場地の国際芝草遺伝的純度保証プログラム
（ITGAP）により発行される品質保証書を提示すること。
イ 床土層
・床土に使用する砂は、宮崎県産の洗砂(3mm アンダー)と同等以上を使用するものとし、事前
にサンプル、及び試験表を提出のうえ、発注者の承認を得たものを使用すること。
・改良材は、天然多孔質軽量骨材「パミス（細 A）」15L/㎡混合、微生物資材（パーマ・マト
リックス）150g/㎡と同等品以上を使用すること。
・元肥には、スターター系肥料として緩効性肥料（16-24-8）「サバンナグリーン 1 号」と同等
品以上を 30g/㎡使用すること。
ウ 散水設備
・スプリンクラーはジャパンラグビーリーグワンや J リーグチームの専用グラウンドにて使用
実績があり、かつ天然芝の生育にとって重要である均一散水が可能なポップアップ式スプリ
ンクラー(I-40 ギアローターヘッド・ハンター社製又は TORO 社製）と同等品以上を使用す
ること。
・フルサークルは、短時間で広範囲に散水が可能であるための前後ノズル付属とし、散水仰角
25°、吐出量 25.8～116.7L/分、散水飛距離 15.8～21.9m を満たすものとすること。
・パートサークルは、角度調節が 50°～360°で可変であるものとし、散水仰角 25°、吐出量
32.3～104.9L/分、散水飛距離 13.7～21.0m を満たすものとすること。
・電磁弁は水圧調整器付きの 50A とし、電磁弁ボックス（樹脂製）の蓋は人工芝を貼り付ける
こと。
・散水コントローラーは AC100V 使用・週間タイマー式の壁掛け式で、レインセンサー付き製
品とすること。
エ 暗渠排水管
・暗渠排水管は、芝生の生育にとって重要である土壌の排水性に関わる集水能力及び排水能力
に優れた形状である羽根型暗渠を使用する。
・暗渠管に使用する資材については、その集水能力及び排水処理能力が他の形状管より優れて
いるか、あるいは同等であることが分かる比較試験表を事前に提出すること。
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・耐荷重強度が、地中埋設管として十分な強度を有するものであることが分かる試験表を事前
に提出すること。
オ メンテナンス車用通路
・天然芝メンテナンス車両用通路を天然芝グラウンドに接する場所全てにおいて確保するこ
と。ただし、プレーヤーの安全を確保の上でプレーヤーの外周走路として兼用できるのであ
ればその限りでない。その場合でも天然芝エリアはプレー性を損なわないスペースであるタ
ッチラインより３ｍは最低限確保し、万一プレーヤーがその域をオーバーした際も安全を保
つ為、ゴムチップの充填されたロングパイル人工芝 65ｍｍを用いるものとし、幅 2.5ｍ以上
を確保すること。なお、軽車両やトラクターが通行・転回しても支障の無いよう耐候性ポリ
エチレン捲縮型モノフィラメント（芝厚み 220μｍ以上）を使用すること。
④ 施工
ア 土壌改良工
・土壌改良剤及び元肥肥料を所定の数量散布し、トラクターにて深さ 15cm 程度にて床土土
壌と混合する。トラクター混合は均一な混合のためにも 2 回施工すること。
・混合後は、計画高に合わせて転圧、不陸整正を行い、境界部との段差が生じないよう高さ
を合わせて施工すること。
イ 暗渠排水管設置工
・パイプは設計図書にて定められた勾配にて布設すること。
・目詰まり防止のため、掘削面に不織布等のシートを布設すること。
・埋め戻しに使用する資材は単粒砕石（5～6 号）を使用すること。
ウ 散水設備工
・スプリンクラーは均一な散水が可能となるように正確な配置にて設置すること。
・スプリンクラー天端は、芝面から 1cm 程度下がりとなるよう設置すること。
・試運転調整時に水圧調整機能で水圧調整を行い、散水半径の調整をすること。
・圧力試験は、配管工事完了後、器具設置前に規定水圧にて行い保持時間は 60 分間とするこ
と。また、日時がわかるよう写真撮影を行うこと。
・塩化ビニル管用接着剤は、有色接着剤を使用すること。
・配管切断面は、入念にバリ取りを行うこと。
エ 張芝工
・現場に搬入した芝生材料は速やかに張芝施工すること。
・張芝施工は全面張とし、目地の隙間がないよう施工すること。
・張芝後は、ローラーで転圧を行い、速やかに灌水及び初期養生に入ること。
オ 初期養生
・初期養生は、引き渡しまでの期間にて天然芝が根の活着と生育が健全に行えるように適正
な内容と回数を実施すること。
・養生管理計画書を作成し、発注者の承認を得たうえで養生を実施すること。養生管理計画
書には、肥料・薬剤種類、施工方法、工程計画、管理方法等を記載すること。
・養生管理中の灌水は既存の施設（スプリンクラー設備等）を使用してよい。
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⑤ 照明設備
・平均照度 250lux 以上、最小 120lux 以上を確保すること。
・電圧：200V～242V
・電力：平均 400W（最大 432W）以下
・器具光束：68000lm 以上
・平均器具効率：170lm/W 以上
・演色性：Ra70 以上
・色温度：5000K
・光源寿命：40000ｈ（器具組込時）以上
・光束維持率：85％
・重量：15kg（本体、電源）以下
・省施工を考慮して電源ユニット内蔵型とすること。
・省エネを考慮して初期照度補正機能付器具とすること。
・省エネ、光環境の向上を考慮して、段調光機能を有すること。
・パネルは、全面ポリカーボネード製とし、安全性を考慮すること。
・落下防止ワイヤーを標準装備することとし、安全性を考慮すること。
・照明設計を行う際、３D シミュレーションにより照明器具の輝度を考慮した眩しさの検討を
行うこと。また、JIS Z9127 に準拠すること。
・安全性を考慮して耐雷サージ 15ｋV、耐風速 60m/s とすること。
・海岸沿いを考慮して重耐塩害仕様の器具とすること。
・日常の清掃、点検、保守作業等の維持管理業務が効率的かつ安全に行えるよう配慮するこ
と。
・管理棟にて、施設利用者が操作可能な、集中管理機能（電灯等の一括入切が可能なもの）及
び照度調整機能を有するものとすること。
・LED 型照明器具を原則とする。照明器具はほこりが付着しにくいものとするなど、衛生面や
維持管理上の配慮をした器具を選定すること。
⑥ スクラム練習場舗装
・移動してスクラム練習が可能なように、インゴール部分に 500 ㎡程度のスクラム練習場を配置
すること。
・ラグビーワールドカップ 2023 大会予選リーグ戦にて、日本代表の試合会場で使用されるハイ
ブリッドターフ「AIRFIBR」と同等の標準断面構造と仕様であること。
⑦ 防球ネット
・ラグビー及びサッカーのプレー性を念頭に、多競技での仕様を考慮し、エリア外にボールが
出ない様に防球ネット等を配置すること。ポールは別途ボーリングデータを十分考慮の上、
沈み込みや転倒が無いよう設計及び工法について、発注者の承諾を得ること。また、塩害を
含めた耐久性の観点から強力ポリエチレン糸 440Ｔ36 本撚以上・線径 1.85φ以上・45mm 目
以下 結節強度 1400Ｎ以上・伸度 28～32%内とすること。なお、線色は発注者と相談し確定
すること。
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※ボーリングデータについては、閲覧のみ可能とするので、希望する場合は実施要領に記載の
問い合わせ先まで連絡すること。
（２）多目的グラウンド
① 規模等
延べ面積 14,000 ㎡程度
グラウンド 全面ハイブリッド芝
② 品質管理
芝については、引き渡し時に以下の品質について調査・確認し、発注者の承認を得ること。
・芝生の密度、NDVI（緑化の有無や活性度を示す数値）の測定及びそれらの均一性
・芝生の表面硬度測定（簡易型硬度測定器「クレッグ・インパクト・ソイルテスター」等）
・芝生表面の擦り切れ抵抗性測定（トラクション測定器等）
・プレーイングクオリティの調査（「表層面の衝撃吸収性測定」、「衝撃吸収性測定値の変動
幅の割合」、「表層面の衝撃反発性測定」等）
③ 仕様
ア 芝生材
・芝種は、改良バミューダグラス「ティフグランド」とし、以下の項目を満たす品質、規格
とすること。
・芝サイズは、幅 50cm、長さ 2m、砂厚 10mm 内外の規格とすること。
・芝生は、天然の砂地圃場にて栽培された雑草、病害虫がない健全に生育されたものとする
こと。
・上記芝生の生産圃場が、国際芝草遺伝子的純度保証プログラム（ITGAP）により、他品種
との混雑がないものとして、品質が承認されたものであること。
・材料承諾時には、品質、規格を満たす芝のサンプル及び圃場の生育管理状況等の資料を提
示した上で、発注者の承認を得ること。また圃場地の国際芝草遺伝子的純度保証プログラ
ム（ITGAP）により発行される品質保証書を提示すること。
イ 床土層
・床土に使用する砂は、宮崎県産の洗砂(3mm アンダー)同等以上を使用するものとし、事前に
サンプル、及び試験表を提出のうえ、発注者の承認を得たものを使用すること。
・改良材は、天然多孔質軽量骨材「パミス（細 A）」15L/㎡混合、微生物資材（パーマ・マト
リックス）150g/㎡と同等品以上を使用すること。
・元肥には、スターター系肥料として緩効性肥料（16-24-8）「サバンナグリーン 1 号」と同等
品以上を 30g/㎡使用すること。
ウ ハイブリッド芝
・ハイブリッド芝の仕様は、
「打ち込み式」とすること。なお、国内外でラグビー場やサッカー
場等で一定の利用実績があるものとすること。
・整備後のコスト削減、利用率向上を図る観点から、メンテナンス性、耐久性に優れた製品と
すること。
エ 散水設備
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・スプリンクラーは、ジャパンラグビーリーグワンや J リーグチームの専用グラウンドにて実
績があり、かつ天然芝の生育にとって重要である均一散水が可能であるポップアップ式スプ
リンクラー(I-40 ギアローターヘッド・ハンター社製又は TORO 社製）と同等以上を使用す
ること。
・フルサークルは、短時間で広範囲に散水が可能であるための前後ノズル付属とし、散水仰角
25°、吐出量 25.8～116.7L/分、散水飛距離 15.8～21.9m を満たすものとすること。
・パートサークルは、角度調節が 50°～360°で可変であるものとし、散水仰角 25°、吐出量
32.3～104.9L/分、散水飛距離 13.7～21.0m を満たすものとすること。
・電磁弁は水圧調整器付きの 50Ａとし、電磁弁ボックス(樹脂製)の蓋は人工芝を貼り付け
ること。
・散水コントローラーは AC100V 仕様・週間タイマー式の壁掛け式でレインセンサー付き製
品とすること。
オ 暗渠排水管
・暗渠排水管は、芝生の生育にとって重要である土壌の排水性に関わる集水能力及び排水能力
に優れた形状である羽根型暗渠を使用すること。
・暗渠管に使用する資材については、その集水能力及び排水処理能力が他の形状管より優れて
いるか、あるいは同等であることが分かる比較試験表を事前に提出すること。
・耐荷重強度が、地中埋設管として十分な強度を有するものであることが分かる試験表を事前
に提出すること。
④ 施工
ア 土壌改良工
・土壌改良剤及び元肥肥料を所定の数量散布し、トラクターにて深さ 15cm 程度にて床土土
壌と混合する。トラクター混合は均一な混合のためにも 2 回施工すること。
・混合後は、計画高に合わせて転圧、不陸整正を行い、境界部との段差が生じないよう高さ
を合わせて施工すること。
イ 暗渠排水管設置工
・パイプは設計図書にて定められた勾配にて布設すること。
・目詰まり防止のため、掘削面に不織布等のシートを布設すること。
・埋め戻しに使用する資材は単粒砕石（5～6 号）を使用すること。
ウ 散水設備工
・スプリンクラーは均一な散水が可能となるように正確な配置にて設置すること。
・スプリンクラー天端は、芝面から 1cm 程度下がりとなるよう設置すること。
・試運転調整時に水圧調整機能で水圧調整を行い、散水半径の調整をすること。
・圧力試験は、配管工事完了後、器具設置前に規定水圧にて行い保持時間は 60 分間とする。
また、日時がわかるよう写真撮影を行うこと。
・塩化ビニル管用接着剤は、有色接着剤を使用すること。
・配管切断面は、入念にバリ取りを行うこと。
エ 張芝工
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・現場に搬入した芝生材料は速やかに張芝施工すること。
・張芝施工は全面張とし、目地の隙間がないよう施工すること。
・張芝後は、ローラーで転圧を行い、速やかに灌水及び初期養生に入ること。
⑤

初期養生
・初期養生は、引き渡しまでの期間にて天然芝が根の活着と生育が健全に行えるように適正
な内容と回数を実施すること。
・養生管理計画書を作成し、発注者の承認を得たうえで養生を実施すること。養生管理計画
書には、肥料・薬剤種類、施工方法、工程計画、管理方法等を記載すること。
・養生管理中の灌水は既存の施設（スプリンクラー設備等）を使用してよい。

⑥ 陸上トラック仕様
・400ｍ周回トラック 6 レーン（ウレタントラック 4 レーン、クレートラック 2 レーン）＋
110ｍ直走 4 レーン（ウレタントラック、400ｍ周回トラックの部分併用）とする。ただ
し、クレー走路とウレタン走路が重なる部分は、ウレタン走路を優先すること。
・ウレタントラック走路及び直走路はＷＡの全天候型弾性舗装材の品質・施工精度・性能基
準値に適合すること。
・下層路盤は開粒度アスコン２層打ちとし、プライマー下地処理の上、ゴムチップ 10mm、
ウレタン耐久層 3mm、スプレーエンボス吹付とすること。
・ウレタン材に特定化学物質「ＭＯＣＡ」等は使用しないこと。
・品質は、下記の表を規格とする。
項目

規格値

試験方法

ゴムチップ層（舗装体としての物性値）
引張の強さ

0.5Mpa 以上

JIS K 6251

伸び

40%以上

JIS K 6251

ウレタン中塗り層（材料自身の物性値）
引張強さ

2.0Mpa 以上

JIS K 6251

伸び

300%以上

JIS K 6251

引裂強さ

7N／mm 以上

JIS K 6252

硬さ

35 以上

JIS K 6253 ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀｰ A

ウレタン耐久層またはウレタン粗面仕上げ層（材料自身の物性値）
引張強さ

1.0Mpa 以上

JIS K 6251

伸び

150%以上

JIS K 6251

引裂強さ

6N／mm 以上

JIS K 6252

硬さ

30 以上

JIS K 6253 ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀｰ A

耐摩耗性

600mg 以下

JIS K 7204 ﾃｰﾊﾟｰ摩耗試験機
（CS-17,9.8N,1000 回）

受注者が測定を行い、発注者の承諾を得て完成とする。
⑦ 照明設備
・平均照度 220lux 以上、最小 110lux 以上を確保すること。
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・電圧：200V～242V
・電力：平均 400W（最大 432W）以下
・器具光束：68000lm 以上
・平均器具効率：170lm/W 以上
・演色性：Ra70 以上
・色温度：5000K
・光源寿命：40000ｈ（器具組込時）以上
・光束維持率：85％
・重量：15kg（本体、電源）以下
・省施工を考慮して電源ユニット内蔵型とすること。
・省エネを考慮して初期照度補正機能付器具とすること。
・省エネ、光環境の向上を考慮して、段調光機能を有すること。
・パネルは、全面ポリカーボネード製とし、安全性を考慮すること。
・落下防止ワイヤーを標準装備することとし、安全性を考慮すること。
・照明設計を行う際、３D シミュレーションにより照明器具の輝度を考慮した眩しさの検討を
行うこと。また、JIS Z9127 に準拠すること。
・安全性を考慮して耐雷サージ 15ｋV、耐風速 60m/s とすること。
・海岸沿いを考慮して重耐塩害仕様の器具とすること。
・日常の清掃、点検、保守作業等の維持管理業務が効率的かつ安全に行えるよう配慮するこ
と。
・管理棟にて、施設利用者が操作可能な、集中管理機能（電灯等の一括入切が可能なもの）及
び照度調整機能を有するものとすること。
・LED 型照明器具を原則とする。照明器具はほこりが付着しにくいものとするなど、衛生面や
維持管理上の配慮をした器具を選定すること。
（３）室内練習場
①

規模
・延べ面積 1,900 ㎡程度。建物高さは 12ｍ未満、有効高さ最低 5.5ｍ以上を確保すること。

②

構造・仕様
・構造は企画提案によるものとする。なお、テント地とする場合は、風や太陽光に対した耐久
性を考慮し、たわみが少なく縦横の伸縮に差が無いプレコントラン製法も用いたものとする
こと。また、コーティングは表裏両面とも 170μm 以上とし、表面処理に汚れと撥水を促す
PVDF にてトップコーティングを施すものとし、防炎認定品であること。
・建物の側面は、開口部を設けるなど、換気がしやすい仕様となるよう提案すること。

③ 芝の品質管理
・*³WORLD RUGBY における人工芝グラウンドの安全基準を満たすこととし、受注者が測定
を行い、発注者の承諾を得ること。
※３ ラグビーの国際競技連盟。
④ 芝の使用材料
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・人工芝葉は、POLYTAN 社製モノフィラメントパイル（エンタングルメントテクノロジーポ
リエチレン：厚み 360μｍ：扇型）65ｍｍ丈人工芝を使用した商品とすること。なお、メー
カーは特に指定しない。
・アンダーパットは、耐久性に優れ、更新時に特段の費用を掛けずに再使用できるゴムチップ
ウレタン現場舗装型 15mm 厚みとし、ゴムチップ 8.4kg/㎡、ウレタンバインダーは 1.3kg/㎡
を使用すること。
⑤ 照明設備
・平均照度 500lx 以上、最低 170lx 以上とすること。
・省施工を考慮して電源ユニット内蔵型とすること。
・フレキシブルな操作性を考慮して簡易無線調光器具とし、無線通信は 920ＭＨｚ帯とするこ
と。
・昼光利用による省エネルギーを考慮して、無線コントローラーは明るさセンサー機能を有す
ること。
・パネルは全面ポリカーボネード製とし、安全性を考慮したものとすること。
・耐震クラスＳ２に適合する器具＋落下防止ワイヤーを標準装備とし、安全性を考慮したもの
とすること。
・照明設計を行う際、３D シミュレーション等により照明器具の輝度を考慮した眩しさの検討
を行うこと。
・日常の清掃、点検、保守作業等の維持管理業務が効率的かつ安全に行えるよう配慮するこ
と。
・管理棟及び室内練習場にて、施設利用者が操作可能な、集中管理機能（電灯等の一括入切が
可能なもの）及び照度調整機能を有するものとすること。
・LED 型照明器具を原則とする。照明器具はほこりが付着しにくいものとするなど、衛生面や
維持管理上の配慮をした器具を選定すること。
⑥

防球ネット
・ラグビー、サッカー、野球等のプレー性を念頭に多競技での使用を考慮し、エリア外にボー
ルが出ないよう、防球ネット等を配置すること。また、カーテンネットと照明灯具点検を容
易にできる仕様であること。なお、ネットは防炎認定されたもので、塩害を含めた耐久性の
観点から、強力ポリエチレン糸 440Ｔ44 本撚以上・線径 2.2φ以上・37.5mm 目以下、結節強
度 1400Ｎ以上・伸度 25～28%内とすること。なお、線色は発注者と相談し確定すること。

（４）クラブハウス
① 構造
・構造は企画提案による（ジムエリアが吹き抜けの２階建てを想定）
。
②

規模
・床面積 900 ㎡以上（ジムエリアは 500 ㎡程度とすること）。
・最大で 50～60 名程度の利用を想定した仕様とすること。

③ 仕様
・ミーティングルーム、ロッカールーム、シャワールーム、アイスバスエリア、ジムエリア、
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トイレを備えるものとする。その他、配置した方がよいと思われる設備・設計等があれば、
提案すること。
・ラグビー日本代表レベルのチームが、マシントレーニング、室内トレーニング、リカバリー
等を滞りなく行える施設であること。また、出入り口やロッカー、シャワー等は、大柄な体
格の選手にも対応した仕様となっていること。
・アイスバス用に、クラブハウス内に備え付けの製氷機（製氷能力：約 200 ㎏／日）を設置す
ること。また、給排水を考慮した設計とすること。
・２階部分にはメディアや見学者が観覧できるスペースを設けること。
・クラブハウスの床は全面土間コンクリートとし、各諸室の床面は、それぞれの利用目的に応
じて表層の仕様を提案すること。
・ジムエリアには、開口部を設けるなど、換気がしやすい仕様とすること。
・メイングラウンドに面した壁面に、水飲み場、足洗い場を設置すること。
・空調設備は換気システムと連動した熱交換器連動運転のできるものであること。
・空調は４方向吹出し埋込型で、高濃度微粒子イオン発生装置及び人感センサーを搭載したも
のであること。
④ その他
・土足での入退室が可能であるなど、グラウンドからの移動がスムーズに行えるよう、利用者
の利便性を考慮した設計とすること。
・ジャパンラグビーリーグワン等のトップチームのクラブハウスを参考とするなど、利用しや
すい設計、仕様であること。
（５）観覧者用トイレ
・敷地内に観覧者用トイレを２箇所設置すること。
・トイレには男子トイレ、女子トイレ、多機能トイレを配置すること。
（６）管理棟
・敷地内に管理棟を１箇所設置すること。
・施設供用開始後、使用料金の徴収や芝の維持管理等の施設管理を行う職員が待機できる仕様であ
ること。
（７）メンテナンス車両庫
・敷地内にメンテナンス車両庫（高さ 3.5ｍ以上、床面積 70 ㎡以上）を１箇所設置すること。
（８）用具倉庫
・敷地内に用具倉庫（高さ 3.5ｍ以上、床面積 70 ㎡以上）を２箇所設置すること。
（９）その他
① （１）～（８）以外に、配置した方がよいと思われる設備・設計があれば提案すること。この
場合、請負金額の増額は行わない。
②

ラグビー・サッカーグラウンド及び多目的グラウンドにはラグビーゴール（ラグビー・サッカ
ーグラウンドは高さ 17ｍ、多目的グラウンドは高さ 9ｍ）
、サッカーゴール（1 組）
、コーナーフ
ラッグをそれぞれ備えることとし、すべて着脱可能であること。なお、ラグビーゴールについて
は、少人数での立て込み、取り外しが可能な製品とすること。それ以外の競技用備品は別途とす
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る。
③

競技やエリアの変更によって少数の人員にて移動やレイアウトができ、仮設や収納が可能な観
客席を 250 席程度準備すること。また、座席はラグビー選手が座っても耐久性が損なわれないも
のを使用することとし、塩害対策として亜鉛メッキを施すこと。

④

各種フィールドのメンテナンスに必要な設備及び収納する建物、受電設備、受水設備、天然芝
グラウンド散水用井戸、排水設備、通信設備、防火設備等は全て場内にて完結をすること。

⑤

ラグビーやサッカー等のトップチームの合宿誘致に支障を来さないよう設計や設備の設置、配
置等を考慮すること。

⑥

自動販売機を設置できるよう設置場所を確保するとともに、電源設備等を整備すること。

⑦ （１）～（８）について、10 年間のメンテナンス必要経費概算費用（内訳書）を作成すること。
⑧

敷地内に残存する植栽や工作物（別添資料４）、埋設物等の撤去費用は、本業務の費用に含め
ること。

３

設備計画

（１）共通事項
①

耐久性、更新性、メンテナンス性を考慮したものとすること。

②

風水害、落雷、停電、大火、地震その他の災害を考慮すること。

（２）上下水道の整備
①

給水設備、排水設備については別添資料５及び６を参考に適宜提案すること。

②

上下水道の引き込み工事を行うこと。また、必要な申請等を行うこと。

（３）電気・通信設備
① 受電設備については、別添資料７を参考に適宜提案すること。
②

施設内に高速通信が可能な光回線等を引き込むこと。なお、施設利用者向け（観客を除く）に、
施設全体で Wi-Fi の利用が可能な環境を整備すること。

③

コンセントは、適宜設置すること。

④

非常照明、誘導灯（バッテリー内蔵型）は、関連法規に基づき設置すること。

⑤

外灯は、施設外構部に設置すること。

⑥

自動火災報知設備、防火設備等を関係法規に基づき設置すること。

⑦

電力の引き込み工事を行うこと。また、必要な申請等を行うこと。なお、受電設備は提案に合
わせて適切な位置に設置すること。

⑧

LED 型照明器具を原則とする。照明器具はほこりが付着しにくいものとするなど、衛生面や維
持管理上の配慮をした器具を選定すること。

⑨

自然採光の取り入れや照度センサーによる照明制御を行う等、照明負荷の削減について十分配
慮した設計とすること。

（４）機械・空調設備
①

管理棟には空調設備を設けること。また、本トレーニングセンターに配置する設備には必要に
応じて換気設備を設け、適切に新鮮な空気の導入、除塵、臭気低減を行うこと。

②

衛生器具設備は、用途に応じて適宜選択すること。
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③

給排水設備については、敷地や周辺の状況を考慮の上、提案すること。

④

消火設備等は、消防法及び条例に基づき設置すること。

（５）散水設備
①

散水設備用に、敷地内に井戸を掘削すること。なお、1 ㎡あたり 5mm/日の散水ができるよう、
貯水槽を設置すること。

（６）その他
①

目隠し
・非公開の練習等に対応できるよう、着脱式の目隠しや可動式のフェンス等、公園道路側から見
えないような設備を設けること。

② フェンス公告
・広告収入を確保するため、フェンスに看板等の公告を設置するスペース（約 20 社程度）を設
けること。
③ 歓迎の装飾
・日本代表合宿やプロチームのキャンプ利用時、目立つ場所に着脱式の横断幕や垂れ幕等、歓迎
の装飾をするスペースを確保すること。
④ ネーミングライツの看板
・施設の入り口付近等、見やすい場所にネーミングライツを予定しているスポンサーの看板を設
置するスペースを設けること。
Ⅲ

業務実施に係る要求水準

１

設計・工事監理業務

（１）設計内容
屋外型トレーニングセンターの工事実施に先立ち次の設計業務を行うこと。
①

基本設計
・実施設計を行う前に基本設計を行うこと。基本設計については、準拠すべき法令、基準、本水
準書を満たすとともに、企画提案に記載した内容等について遵守し、基本設計図書を県に提出
し、承認を得ること。

②

実施設計
・実施設計においても準拠すべき法令、基準、本水準書を満たすとともに、企画提案に記載した
内容等について遵守し、実施設計成果物（設計図書、設計図面、及び数量計算書をいう。）を
県に提出し、承認を得ること。実施設計成果物においては、次の事項を遵守し、実施設計成果
物を提出すること。
・本水準書Ⅰ３ 関連法令、適用基準等を遵守すること
・本水準書Ⅱ１ 基本的な考え方、同２ 計画施設の概要及び同３ 設備計画を反映させること。
・計画的で無理のない工程とすること

（２）打ち合わせ
・打ち合わせは次の区切りにおいて行うものとし、回数は４回とする。また、第１回打合わせ、
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基本設計終了時及び実施設計終了時については、管理技術者が立ち会うものとする。
① 基本設計業務着手時
② 調査開始時
③ 基本設計終了時
④ 実施設計終了時
（３）設計・工事監理体制及び技術者等の配置
・設計・工事監理にあたっては、次に掲げる技術者等を配置すること。なお、各技術者等の資格や
経歴については、様式４号に記載するとともに、資格や従事した経歴等がわかる資料を添付する
こと。
①

３ヶ月以上、直接的な雇用関係にある管理技術者及び照査技術者を１人ずつ配置すること。

②

建築、構造、電気設備、機械設備、ランドスケープの各主任担当技術者をそれぞれ１人ずつ配
置すること。ただし、建築と構造の兼務、電気設備と機械設備の兼務は認める。

③

管理技術者及び各主任担当技術者は、一級建築士とすること。ただし、電気設備、機械設備、
ランドスケープの主任担当技術者は、下記の資格でも可とする。
・電気設備･･･建築設備士又は技術士（「総合技術監理部門」又は「電気電子部門」）
・機械設備･･･建築設備士又は技術士（「総合技術監理部門」又は「衛生工学部門」）
・ランドスケープ･･･技術士（「総合技術監理部門」又は「建設部門」）又は RCCM（「都市計
画及び地方計画」又は「造園」）

④

工事監理者
・３カ月以上、直接的な雇用関係にある工事監理者を配置すること。
・工事監理者は、一級建築士とすること。

２

施工業務

（１）施工体制及び技術者等の配置
・建設業法に定める技術者で本工事に精通した者を配置する等、確実に施工できる体制をとるとと
もに、速やかにコリンズ登録を行うこと。また、次に掲げる技術者等を配置すること。なお、各
技術者等の資格や経歴については、様式４号に記載するとともに、資格や従事した経歴等がわか
る資料を添付すること。
①

監理技術者（JV 代表者から配置すること）
・３カ月以上、直接的な雇用関係にある者を配置すること。
・監理技術者は、一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有すること。

②

主任技術者（JV 代表者以外から配置すること）
・３カ月以上、直接的な雇用関係にある者を配置すること。
・主任技術者は、一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有すること。

③

現場代理人（JV 代表者から配置すること）
・３カ月以上、直接的な雇用関係にある者を配置すること。
・工事現場稼働中において、現場に常駐し、発注者と連絡がとれる者を配置すること。

④ その他
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・下記の工事にあたっては、以下の経験を有する者を配置すること。なお、配置は当該作業を行
う期間のみで可とする。
ア ラグビー・サッカーグラウンド
・平成 18 年度から令和 3 年 10 月 19 日までに、２カ所以上、天然芝ラグビー場またはサッカ
ー場の床土造成から芝張工事及び初期養生管理を施工した実績を有する者。
・平成 18 年度から令和 3 年 10 月 19 日までに、ポップアップ式スプリンクラーを施工した実
績を持つ者。
・芝の管理に５年以上の実務経験を有し、スポーツターフや天然芝の管理に精通している者。
イ 多目的グラウンド
・平成 18 年度から令和３年 10 月 19 日までに、2 カ所以上、天然芝ラグビー場またはサッカ
ー場の床土造成から芝張工事及び初期養生管理を施工した実績を有する者。
・平成 18 年度から令和３年 10 月 19 日までに、ポップアップ式スプリンクラーを施工した実
績を持つ者。
・芝の管理に５年以上の実務経験を有し、スポーツターフや天然芝の管理に精通している者。
・平成 18 年度から令和３年 10 月 19 日までに、全天候陸上走路を路盤舗装から表層まで一括
し、２ヶ所以上施工した実績を有する者。
ウ 室内練習場
・平成 18 年度から令和３年 10 月 19 日までに、２ヶ所以上、ラグビー場またはサッカー場の
路盤舗装から表層人工芝を施工した実績を持つ者。
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