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国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務に係る

公募型プロポーザル実施要領

１．事業の趣旨

国民宿舎サンレイク草木(以下「サンレイク」という。)は、みどり市北部の東町に位置

し、草木ダムの造成によってつくられた草木湖畔に建つ豊かな自然に囲まれた安らぎの宿

として、コロナ禍以前は年間利用者数約４万人と関東圏内を中心に多くの方々に利用され

当市における観光拠点の一役を担ってきました。

本業務は、みどり市東町の更なる活性化を図るため、東町草木湖周辺地域の再生を目指

したサンレイクの改修又は建替による基本計画を策定するとともに、施設の管理・運営方

法について、民間のノウハウ等を十分に活用できることを視野に入れ、検討を行うものと

します。

２．事業概要

（１）業務名

国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務委託

（２）対象施設の概要

サンレイクの営業形態は、昭和56年の開館当初から平成17年度まではの間は桐生

市外六ヵ町村広域振興圏組合による公営企業として運営、平成 18年度から平成 22年

度までは市直営、平成 23年度から現在に至るまでの間は指定管理者制度による運営と

なっています。

所在地 群馬県みどり市東町草木１６５４番地１

既存施設の

概要

施設名 整備年度 面積

サンレイク草木

旧館 昭和56年

3,678.32 ㎡
新館 平成元年

大浴場 昭和61年

露天風呂 平成12年

バーベキューハウス 平成９年
9,274 ㎡

グラウンドゴルフ場 平成1５年
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（３）対象用地の概要

（４）位置図等

別紙のとおり

（５）業務内容

別紙「国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務仕様書」のとおり

（６）履行期間

契約日の翌日から令和５年３月２４日（金）まで

（７）基本計画策定後の想定スケジュール

令和５年度 基本設計・実施設計・現施設解体設計

令和６年度 解体工事・建設工事着手

令和７年度 建設工事継続・開館準備

令和８年度 開館

３．予算上限額

金４，５００，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む。）

４．公募の概要

本業務の受託者は、公募型プロポーザル方式により決定します。

提案内容については、別紙「国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務に係る公

募型プロポーザル仕様書」のとおり

５．参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。

（１）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項の規定及び同条

第２項の規定に基づくみどり市の入札参加制限に該当しないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者にあっては、同法に

所在地 地番 面積 地目 現況

群馬県みどり

市東町草木

１６５４－１外 9,637 ㎡ 山林 宿泊施設・第 1駐車場

１６５３－１外 6,987 ㎡ 山林 第2駐車場

１４２８－１外 9,274 ㎡ 山林
グラウンドゴルフ場・

バーベキューハウス

計 25,898 ㎡



3

基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者にあっては、同法に

基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。

（４）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイから

キまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員を言う。以下同じ。）

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は

積 極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

（５）公告日から契約締結日までの間に、指名停止又は指名除外等の措置を受けている期

間中でないこと。

（６）宿泊施設・公園・観光レジャー施設・その他公共施設の新築・改修計画等に関する

業務実績を有していること。

６．参加表明書提出期限

（１）提出期限：令和４年１１月３０日(水) 午後５時必着

（２）提 出 先：「1６．担当部署」に同じ。

（３）提出方法：持参、郵送又は電子メール

※電子メール送信後に確認の電話を入れてください。

※持参による提出の場合の受付時間は、土日祝日を除く午前９時から午後５時

までとします。

※郵送による提出の場合は、封筒に朱書きで「国民宿舎サンレイク草木再建基

本計画策定業務プロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを

未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる書留等の方法

によるものとしてください。
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（４）提出書類：提出書類は、次に掲げるものとします。

ア 国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務プロポーザル参加表明書

(様式第１号)

イ 機密保持誓約書(様式第２号)

ウ 納税証明書の写し

※本店の所在地(みどり市との契約を委任している支店及び営業所がある場合はそ

の所在地)における証明年月日が公告日以降の市区町村税の未納のないことを証

明するもの

（５）参加資格確認結果通知

参加表明書を提出したものについて参加資格審査を行い、資格要件の有無につい

て当該事業者に書面で通知します。

７．現地見学会

本業務への参加希望者に対し、現地見学会を次のとおり実施します。

なお、実施要領等は各自持参することとし、質問・意見等は受け付けません。

（１）受付期間：令和４年１２月２日(金) 午後５時まで

（２）受付方法：電子メール又は電話

（３）提出先：「1６．担当部署」に同じ。

（４）実施日：令和４年１２月６日(火)又は 7日（水）

（５）実施方法

対面による見学会の実施を基本としますが、新型コロナウイルス感染症の状況

に応じ、オンライン(動画配信等含む。)開催も検討します。

（６）留意事項

ア 見学会への参加の有無については、審査対象とはしません。

イ 参加者の所在地から現地までの移動手段等は各自で対応してください。

ウ 原則として雨天決行とします。

エ 見学会は報道機関等が取材する場合があります。

８．質問の受付及び回答

（１）受付期限：令和４年１２月１２日(月) 午後５時必着

（２）提 出 先：「1６．担当部署」に同じ。

（３）提出方法：質問書(任意様式)を電子メールにより提出してください。
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※電子メールの件名は「サンレイク草木プロポーザル質問書」としてください。

※電子メール送信後に確認の電話を入れてください。

（４）回 答 日：令和４年１２月１６日(金)

（５）回答方法：提出された質問は、参加申込者全員に電子メールにより回答します。

９．提案書等の作成及び提出

（１）提案書

提案内容は、別紙「国民宿舎サンレイク草木再生基本計画策定業務に係る公募型プロ

ポーザル仕様書」に基づき、下記（２）の書類を提出すること。

（２）提出書類等

ア 企画提案書(任意様式)

イ 業務委託費内訳書(任意様式)

ウ 業務体制表（任意様式）

エ 業務工程表(任意様式)

オ 業務実績書(任意様式)※「５ 参加資格要件(６)」に該当する業務実績を記載

カ その他必要に応じて補足説明資料

（３）提出部数

（４）提出期限等

ア 提出期限：令和５年１月１６日(月)午後５時

イ 提出場所 :「1６．担当部署」に同じ。

ウ 提出方法：持参又は郵送

※ 持参による提出の場合の受付時間は、土日祝日を除く午前９時から午後５時ま

でとします。

※ 郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「国民宿舎サンレイク草木

再建基本計画策定業務プロポーザル企画提案書在中」と明記し、収受のトラブ

ルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる書留等の方

法としてください。

提出書類 部数

アからカまでを左上で綴ったもの 1部

電子データ(PDF 形式) 一式 ※CD-R で提出すること。 一式
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１０．審査方法等

（１）審査方法

参加者が提出した企画提案書について、審査委員会でプレゼンテーションを実施しま

す。

（２）審査日：令和５年１月２０日（金）予定

（３）会 場：会場等は、別途連絡する。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンラインで開催する場合もあり

ます。

（４）審 査：別紙「評価基準」に基づき審査を行います。

１１．選定並びに審査結果の通知及び公表

（１）審査委員会において評価された点数を基に、総合評価点の高い順に順位を決定し、

最高得点の提案者を契約候補者とし、第２位を次点候補者とします。

※審査の結果、総得点が同点だった場合は、業務委託費内訳書の金額の低い提案

者を上位の契約候補者とします。

（２）審査結果については、提案者に書面で通知するとともに、みどり市ホームページに

掲載します。

・審査結果の通知及び公表 令和５年１月２４日（火）

・公表事項(契約候補者)

1２．契約者の決定方法

（１）「１１．選定並びに審査結果の通知及び公表」において特定した契約候補者から見

積書を徴し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を

締結します。

（２）契約は、プロポーザルの内容・価格等に準拠して、締結されるものとします。

（３）契約候補者との契約が成立しない場合は、次点候補者から見積書を徴します。

1３．著作権及び提出書類等の取扱い

提出された企画提案書は、提案者に帰属するものとします。なお、第三者に帰属する著

作権の使用の責は、使用した提案者に全て帰するものとします。
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1４．失格事項

本プロポーザルの提案者又は提出された企画提案書が、次のいずれかに該当する場合

は、その提案は失格とします。

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合

（３）提案書等提出期限後に業務委託費内訳書の合計金額に訂正を行った場合

（４）ヒアリング等に出席しなかった場合

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得た場合

（６）業務委託費内訳書の金額が、「３．予算上限額」を超過した場合

（７）その他失格とするに足る事実が明らかになった場合

1５．その他留意事項

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措

置を行うことがあります。

（３）提出書類は返却しません。

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担としてください。

（５）参加表明書又は提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに辞退届を提出し

てください。

（６）本事業において知り得たみどり市の事業等の内容については、守秘義務を課すもの

とする。また、提案が終了した後は、コピーを含めて責任をもって廃棄してくださ

い。

（７）公募の関係者に対しては、接触を禁止します。

1６．担当部署（提出及び問合せ先）

（１）所在 〒３７６－０１９２ 群馬県みどり市大間々町大間々１５１１

（２）担当者 みどり市産業観光部観光課観光係 須永昌記

（３）電話 ０２７７－７６－１２７０（観光課直通）

（４）電子メール kanko@city.midori.gunma.jp

mailto:kanko@city.kasama.lg.jp
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サンレイク草木再生基本計画策定業務に係る公募型プロポーザル評価基準

本業務の公募型プロポーザルに係る評価基準については、以下のとおりとする。

評価項目

（得点配分）
主な評価基準

企画の概要

(５０点)

業務目的を理解した提案となっているか。

業務の全体構想が明確に示されているか。

独自性のある提案となっているか。

利活用、活性化の提案

(３０点)

草木湖周辺地域の再生計画が明確に提案されているか。

提案内容に実現性があるか。

実施体制

（１５点）

円滑に業務を遂行できる体制となっているか。

業務工程表は適正か。

類似業務の受注実績は十分あるか。

業務委託費内訳書の金額

(５点)

上限額より低い金額となっているか。

※本市配点基準による

別紙
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別紙

①位置図

サンレイク草木
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②土地状況図

市 有 地

市有地以外

現 施 設

使用範囲

凡 例

第２駐車場

宿泊施設、第１駐車場

バーベキューハウス、グランドゴルフ

場

みどり市

みどり市

みどり市


