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平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定支援策定支援策定支援策定支援業務業務業務業務    

提案説明書提案説明書提案説明書提案説明書    

 

１ 業務名 

  平成 30 年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定支援業務 

 

２ 本提案説明書の目的 

  この提案説明書は、札幌市が実施する「平成 30 年度（仮称）真駒内駅前地区ま

ちづくり計画策定支援業務」の公募型企画競争（プロポーザル方式）の実施に関し

て、企画提案者の創造性、企画力及び業務経験等を適正に審査し、本業務の内容に

最も適した受託者（本提案説明書 16(3)の規定に基づき委託の相手方となった者を

いう。以下同じ。）を選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

    

３ 業務の目的 

平成 25 年５月に策定した｢真駒内駅前地区まちづくり指針｣（本提案説明書 18(1)

に規定するもの。以下「指針」という。）では、現在の通過型の真駒内駅前地区（以

下「駅前地区」という。）から人が集まる滞留・交流型の駅前地区を目指すことや、

駅前地区の活動と交流の広がりで南区全体の魅力を向上させることにより、真駒内

地域はもとより南区全体の拠点として駅前地区の再生に向けた取組を展開するこ

とを基本方針としている。 

この指針の実現に向け、「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」

においては、地域と協議しながら地域課題への対応や土地利用再編の方向性を検討

し、平成 31 年度を目標に「（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画」（以下「まち

づくり計画」という。）を策定する予定である。 

本業務は、まちづくり計画策定に必要となる調査・検討や有識者検討委員会の運

営支援を通じ、まちづくり計画の素案（以下「計画素案」という。）作成を行うも

のである。 

 

４ 業務の対象区域 

業務の検討対象区域は、指針で定めた「真駒内駅前地区」のうち、次の図に示す

とおり公共施設等の主たる配置エリアとなる「施設配置エリア」を基本とする。 

ただし、交通結節機能の検討状況等に応じ「施設配置エリア」に加えて、周辺範

囲を含むものとする。 

 

 

 

 

 



2 

 

 

５ 業務概要 

(1) まちづくり計画素案の作成 

(2) 交通計画に係る調査・検討 

(3) 地域特性調査 

(4) 有識者検討委員会に係る運営支援 

 

６ 業務内容 

  以下に示す(1)「まちづくり計画素案の作成」にあたり、(2)～(4)の業務と相互

に関連させながら検討を進めること。 

また、(4)に規定する有識者検討委員会や地域住民からの意見（別途業務により

実施予定であり結果等について委託者より情報提供を受けること。）、関係機関との

議論（以下「地域議論等」という。）の熟度に応じて、柔軟に修正を加えながら進

めること。 

(1) まちづくり計画素案の作成 

地域議論等や委託者との協議をもとに、まちづくり計画素案の作成を行うこ

と。計画素案の基本的な構成は以下の①～⑥を想定しているが、必要により適

宜見直しを行うこと。 

① 駅前地区及び真駒内地域、南区の現状 

土地利用状況、人口動態、地価動向、交通結節機能の現況、地域資源、主要
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施設立地状況、その他必要となるデータ・写真について、考察を加えて分か

りやすく整理すること。なお、データ・写真は委託者と役割分担のうえ収集

し、整理は受託者が行うこと。 

② まちづくりの基本方針 

地域議論等や指針の内容をもとに、まちづくりの基本方針を立案すること。

立案に当たっては、委託者と十分に協議を行ったうえで、南区全体の拠点と

しての駅前地区の将来像を、分かりやすい文言で表現すること。 

③ 施設配置計画 

地域議論等や上記②をもとに、委託者と協議を行ったうえで対象区域にお

ける施設配置計画を作成すること。 

   対象施設は以下の施設を基本とし、H29 年度に実施した「（仮称）真駒内駅

前地区まちづくり計画基本検討業務」（以下「昨年度業務」という。）の成果

を適宜参考にすること。 

〇 行政施設：区役所、区民センター、保健センター、保育・子育て支援セ

ンター（ちあふる） 

〇 教育施設：中学校 

〇 民間施設：店舗、事務所等 

〇 交通施設：駐車場、駐輪場、④に示す交通結節機能 

〇 滞留施設：広場（屋外、屋内）、緑地 

〇 その他 ：附帯施設、保留地等 

※ 現行の用途地域、容積率、高度地区等の土地利用計画に関しては、都市計画

の変更も想定しながら幅広に検討すること。 

④ 交通計画 

地域議論等や本提案説明書６(2)「交通計画に係る調査・検討」等をもとに、

駅前地区における交通計画を作成すること。 

内容は以下に示す駅前地区の交通結節機能と併せて、上記③の配置施設に

よって生じる交通需要の両面から検討すること。また、交通処理の視点だけ

でなく、指針に掲げた基本方針等、まちづくりの視点も含めて総合的に検討

すること。 

バス乗降場については、昨年度業務において調査した、現状のバス発着状

況や様々な配置パターンにおける動線を参考に、最適な計画を立案すること。 

検討対象とする駅前地区の交通結節機能は以下のとおりとする。 

〇 バス乗降場及びバス待機場 

〇 タクシー乗り場及びタクシープール 

〇 駐輪場 

〇 一般送迎車両 

〇 定山渓温泉送迎車両 

〇 上記に付随する歩行者動線 
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⑤ 事業計画検討 

上記③及び④で立案した計画について、事業スケジュール、年次別概算事

業費を作成すること。また、将来的な駅前地区の土地利用再編に当たっては、

連鎖的に移転・建替等を行う場合が想定されることから、現状の機能を維持・

継続しながら事業を行う方策についても複数案（仮設や賃借等）立案し、比

較検討のうえ優位な方策を選定すること。 

併せて、複数の施設を合築する場合も含めて検討すること。 

⑥ スマートコミュニティに係る計画書作成 

  「札幌市まちづくり戦略ビジョン」では、低炭素型まちづくりの推進とと

もに、スマートコミュニティのモデル的な展開を図るため、既存の熱供給ネ

ットワークを生かした効率的・安定的なエネルギーの利用を検討・推進する

こととしている。これを踏まえ、「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクショ

ンプラン 2015」において、真駒内地区をモデルとしたスマートコミュニティ

のあり方を検討することとしている。 

まちづくり計画素案の中で、上記①～④と関連付けながら、スマートコミ

ュニティのコンセプト、意義、方針、技術構成、整備概要等を記載すること。

これにおいては、調査や検討を行うものではなく、「平成 29 年度真駒内地区

スマートコミュニティ検討業務」の成果や、委託者からの指示・資料提供を

もとに計画書としてとりまとめるものである。 

(2) 交通計画に係る調査・検討 

本提案説明書６(1)④「交通計画」を作成するうえで必要となる調査・検討を

実施すること。調査・検討の内容は以下の項目を想定しているが、実施に当た

っては、より効果的な手法を委託者へ提案し、密に協議を行った上で進めるこ

と。 

・ 現況交通量調査、平岸通の一般送迎車駐停車状況、平岸通の乱横断状況 

・ 交通結節機能を再編した場合の交差点混雑度、歩行者のアクセス性（定量的

な評価）、交通分担率 

なお、調査に際し再委託が必要となる場合には、本提案説明書 11「参加

資格」（ただし（6）は除く）に該当する者に限ることとし、再委託の受託者、

管理・連絡体制、再委託を行う業務の範囲、履行確認方法を書面にて提出し、

委託者の承認を得ること。 

(3) 地域特性調査 

計画素案作成に当たっては、指針で課題として掲げた人口減少・少子高齢化

への対応として、真駒内地域の特性を活かしながら、住宅地としての価値や魅

力向上を目指す視点も重要となる。この価値や魅力向上に資する要因を把握す

るため、現状の地域課題や新たに導入すべき機能等ついて、類似の地域交流拠

点と比較した客観的な調査（土地利用状況の比較、不動産事業者へのアンケー

ト等）を実施し、分析を行うこと。 
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    なお、調査の手法や内容等については、より効果的な手法を委託者へ提案し、

密に協議を行ったうえで実施すること。 

(4) 有識者検討委員会に係る運営支援 

今年度より、まちづくり計画策定に向け、有識者等で構成する検討委員会（10

人程度を想定）を設置し、真駒内地域の課題やまちづくりの方向性について議

論する予定である。（H30 年度は２回程度実施し、H31 年度も継続して開催する

予定） 

受託者は検討委員会に同席し内容を把握するとともに、会場設営・撤収、配

布資料作成補助、印刷・配布、議事録作成（10 日以内に委託者に提出）を行う

こと。 

検討委員会の議題作成、出席者調整、議事進行、会場手配は基本的に委託者

が行うが、受託者は必要により専門的・技術的な知見から、円滑な議論を行う

ための助言を行うこと。 

(5) 打合せ 

    業務期間中に５回程度の打合せを想定している。 

(6) 報告書作成 

    本提案説明書９に規定する成果品を作成し提出すること。 

 

７ 業務スケジュール 

業務スケジュールは、受託者の提案に基づき、業務の効果的かつ効率的な実施に

資すると委託者が認めるものとする。ただし、検討委員会委員等とのスケジュール

調整の結果、変更となった場合は適宜見直しのうえ承認を得ること。 

 

８ 業務規模 

  13,338 千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 ただし、上記金額は規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲

内で行う。 

 

９ 成果品 

(1) 本提案説明書６に規定する業務内容の検討成果を取りまとめた報告書（製本） 

（Ａ４判・５部） 

(2) (1)で作成する報告書の概要版（Ａ３判両面１枚程度・５部） 

(3) 報告書に関する電子データ（形式は、ＰＤＦ形式とする。） 

(4) 前項に規定するＰＤＦ形式の電子データの元となる電子データ（原則として、

Microsoft Office のソフトウェアで作成するものとし、これ以外のソフトウ

ェアの利用については、委託者の了承を得ること。） 
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10 履行期間 

  契約日から平成 31 年３月 22 日(金)まで 

 

11 参加資格 

  企画提案者（本提案説明書の規定に基づき、公募型企画競争に参加する者をいう。

以下同じ。）は、次のすべての要件に該当する者に限る。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４に該当しないこと。 

(2) 会社更生法による更生手続きの開始の申立てがなされている者又は民事再生

法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後の者は除く。）

等経営状態が著しく不健全な者ではないこと。 

(3) 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年４月 26 日付け財政局理事決

裁）の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中ではないこと。 

(4) 平成 29・30 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・

道路維持除雪）において、本店又は支店等の所在地が札幌市内であること。 

(5) 平成 29・30 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・建設関連サービス・

道路維持除雪）において、業種が「建設関連サービス業」の「建設関連調査サ

ービス業」に登録されていること。 

(6) 国又は地方公共団体の発注した、次の検討業務の全てについて受託実績があ

ること。 

ア 既成市街地における開発事業の計画について検討した業務 

イ 交通結節機能について検討した業務 

(7) 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年２月 26 日条例第６号）

第２条第２項に規定する暴力団員又は同条例第７条に規定する暴力団関係事業

者ではないこと。 

 

12 企画提案を求める項目及び配点 

(1) 実施体制【10 点】 

    下記の基準を考慮して、本業務の実施体制を提案すること。 

   ＜評価基準＞ 

・ 配置する業務従事者の専門分野や業務経験が業務の履行に十分か。 

・ 多岐に渡る業務内容を一体的に検討するよう、体系化された実施体制となっ

ているか。 

(2) 業務全体の検討手順【10 点】 

    下記の基準を考慮して、業務全体の検討の手順を提案すること。 

＜評価基準＞ 

・ 各業務内容（本提案説明書６(1)～(6)に規定する業務）の関連性が十分に整

理された検討手順が提案されているか。 

・ 業務スケジュール管理を行ううえで考慮すべき事項を把握し、効率的に業務
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を進める検討手順が提案されているか。 

(3) まちづくり計画素案作成に向けた実施方針等【25 点】 

   下記の基準を考慮して、計画素案作成（本提案説明書６(1)に規定する業務。）

の実施方針等を提案すること。 

＜評価基準＞ 

・ 指針の内容や駅前地区の現状を把握したうえで、計画素案作成の全体の進め

方について、具体的に示された実施方針が提案されているか。 

・ 施設配置計画を作成するうえでの留意事項を的確に把握し、解決に向けた技

術的・専門的知見が期待される提案がされているか。 

・ 交通計画の作成に当たって、交通結節機能と駅前地区のまちづくりを一体的

に検討する視点を持った提案がされているか。 

(4) 交通計画に係る調査・検討の実施方針【５点】 

     下記の基準を考慮して交通計画に係る調査・検討（本提案説明書６(2)に規定

する業務。）の実施方針について提案すること。 

＜評価基準＞ 

・ 交通計画の立案に資する調査や検討とするための、効果的なプロセスが示さ

れた実施方針が提案されているか。 

(5) 地域特性調査の実施方針【５点】 

     下記の基準を考慮して、地域特性調査（本提案説明書６(4)に規定する業務。）

の実施方針について提案すること。 

   ＜評価基準＞ 

・ まちづくり計画の素案作成に資する調査とするための、効果的なプロセスが

示された実施方針が提案されているか。 

(6) 総合的視点【５点】 

    下記の基準を考慮して、業務遂行に当たって企画提案者が行う工夫について

自由に提案すること。 

   ＜評価基準＞ 

・ 本業務の目的を、より効果的かつ効率的に遂行するための独自の工夫がある

か。 

 

13 一般事項 

(1) 事務局（企画提案書等の提出先、質問の宛先及び関連資料の請求先） 

〒060－8611 札幌市中央区北１条西２丁目  札幌市役所本庁舎５階 

札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課調整担当 

電話：011-211-2545 FAX：011-218-5113 

E-Mail：toshikeikaku@city.sapporo.jp 

ホームページ：http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/ 

makomanai_h30keikaku-propo.html 
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(2) 公募型企画競争の日程 

ア 公募開始（告示）     平成 30 年７月 17 日（火） 

イ 質問受付期限       平成 30 年７月 23 日（月）17 時 00 分必着 

ウ 企画提案書等の提出期限  平成 30 年８月 １日（水）15 時 00 分必着 

エ プレゼンテーション審査  平成 30 年８月 ９日（木）（予定） 

※ 本提案説明書 14(2)に規定する事前審査を

行った場合、日程が変更になる場合がある。 

(3) 質問の受付等 

ア 企画提案書等の作成に関して質問がある場合は、｢質問書｣（別紙１）に記載

し、平成 30 年７月 23 日（月）17 時までに、事務局あてに E-mail にて提出す

ること。なお、E-mail には、「【真駒内プロポ】」の文字を必ず件名の冒頭に入

れること。電話や来庁による質問には回答しない。 

イ 質問書を受け付けた後、随時、E-mail にて各質問者に回答する。 

ウ 質問受付期限の到達後、全ての質疑応答の内容を事務局ホームページで公表

する。なお、公表に当たっては、質問を行った団体名等は公表しない。 

(4) 企画提案書等の作成について 

以下に示す、正本及び副本から構成すること。なお、いずれの場合も特別な

製本等はしないこと。また、用紙の規格、枚数及び様式等は厳守すること。 

ア 正本 

ａ～ｅの構成で一式とし、１部提出すること。（提出に当たっては、一式を

左肩一箇所でホチキス留めすること。） 

イ 副本 

ｄを、11 部提出すること。（提出に当たっては、一式をゼムクリップで留め

ること。ホチキスは使用しないこと。） 

ａ 企画提案書等の提出について（Ａ４判、１枚）（様式１） 

ｂ 業務従事者等一覧（Ａ４判、１枚）（様式２） 

ｃ 業務受託実績一覧（Ａ４判、１枚）（様式３） 

ｄ 企画提案書（Ａ３判横づかい、片面印刷、２枚以内、様式は自由とする 

が、上下左右の余白はそれぞれ 22mm 以上確保すること。） 

    ｅ 業務内訳書（積算書）（Ａ４判、片面印刷、必要枚数、様式は自由とす 

るが、業務委託費の合計（消費税及び地方消費税を含む。）

の他、｢６ 業務概要｣に示す項目ごとの直接人件費、直接

経費、その他原価及び一般管理費それぞれの金額は、少な

くとも示すこと。）   

(5) 企画提案書等の提出について 

企画提案書等は、提出期限である平成 30 年８月１日（水）15 時 00 分までに

事務局へ持参又は郵送により提出すること。なお、期限内に必着であることか

ら、郵送にて提出する場合は留意すること。 
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14 企画提案の審査 

(1) 概要 

    提出された企画提案は、札幌市の関係部局の職員からなる「平成 30 年度（仮

称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定支援業務に係る公募型企画競争実施委

員会」（以下「実施委員会」という。）が審査を行い、企画提案者の中から最も

優れた者（以下「入選者」という。）及び次点の者を選出する。 

(2) 事前審査 

     企画提案者が５者以上の場合は事前審査を行い、プレゼンテーション審査を

行う企画提案者を選定する。事前審査は本提案説明書 12 に規定する項目及び配

点に基づき実施委員会が行い、結果の通知は本提案説明書 15(4)のとおり、企画

提案者に別途通知する。 

 

15 プレゼンテーション審査の実施 

  提出された企画提案に対し、企画提案者によるプレゼンテーションの審査を実施

する。 

(1) 出席者 

    プレゼンテーション審査への出席は、統括責任者を含めて４名までとし、企

画提案書等に記載する内容に関する実施委員会委員の質疑に対して、回答及び

説明できる者を出席させること。 

(2) 説明時間 

    プレゼンテーション審査において、企画提案者が説明する時間は10分間とし、 

   その後、実施委員会委員からの質疑を 15 分程度行う。 

(3) 説明方法 

   プレゼンテーション審査において、企画提案者が行う説明は、企画提案書を

用いて行うものとし、資料の追加や映像等の特別な機材等の持ち込み等は、一

切認めない。 

(4) 実施等の通知 

上記のほか、プレゼンテーション審査の実施に関する詳細（参加資格を満た

さなかった場合の通知、本提案説明書 14(2)に規定する事前審査を行った場合の

結果を含む。）は、企画提案者に別途通知する。 

 

16 委託の相手方の選定等について 

(1) 選定の考え方 

     提出された企画提案書等及びプレゼンテーション審査の結果を踏まえて、実

施委員会において、企画提案の評価点が基準点（満点の６割）を超えた企画提

案者の中から実施委員会として総合的に評価及び審査し、入選者及び次点の者

を選定する。 

なお、本提案説明書 14(2)に規定する事前審査を行った場合の評価は持ち越
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さないものとする。 

(2) 企画提案者が１者の場合の取扱い 

企画提案の評価点が基準点を超える場合は、当該企画提案者を入選者として

選定する。 

(3) 委託の相手方となる者 

     本業務は、原則として入選者（入選者と協議が整わない場合には次点の者）

に委託することとし、その手続きは、札幌市契約規則による。ただし、プロポ

ーザル方式の性質上、提出された企画提案の内容をもって契約するものとは限

らない。 

(4) 選定結果の通知等 

選定の結果は、企画提案者全員に対して書面により通知する。また、受託者

名及び評価点は、前項(3)に定める契約の締結後、本公募型企画競争の結果と併

せて公表する。 

(5) 選定結果に対する疑義の申し立て 

選定結果について疑義があるときは、前項(4)の規定に基づく通知があった日

の翌日から起算して３日（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）以内に、事

務局に対し、自らの評価について書面により疑義の申し立てをすることができ

る。 

 

17 その他 

(1) 失格要件 

以下の場合には、実施委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 本提案説明書 11 に規定する参加資格を満たしていないことが判明し、又は

満たさないこととなった場合 

イ 企画提案書等に虚偽の記載がある場合 

ウ 企画提案書等に記載された統括責任者が、極めて特別な場合（死亡、入院

等）を除き、担当できないことが明らかになった場合 

エ 不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有

することとなった場合 

オ 選定結果に影響を与える不誠実な行為を行った場合 

カ その他、実施委員会において不適当と認められた場合 

(2) その他 

ア 提出した企画提案書等は返却しない。 

イ 提出した企画提案書等の訂正、追加及び再提出は認めない。 

ウ 企画提案等に係る著作権は、それぞれの企画提案者に帰属する。なお、企

画提案書等の内容等が、特許権など法令等に基づき保護される第三者の権利

の対象となっているものを使用した結果及び生じた責任は、企画提案者が負

うこととする。 
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エ 提出した企画提案書等は原則として公開しない。ただし、本公募型企画競

争の実施に必要な場合、札幌市が利用すること（複製の作成を含む。）を許諾

しなければならない。 

オ 本業務の受託者は、その後の委託業務の遂行に必要な場合、企画提案書等

を札幌市が利用すること（複製の作成を含む。）を許諾しなければならない。 

カ 企画提案書等の作成及び提出等並びにプレゼンテーション審査の受験に係

る一切の費用については、企画提案者が負担しなければならない。 

キ 札幌市が提供した資料は、札幌市の了解なく公表、使用することができな

い。 

 

18 関連資料等 

(1) 真駒内駅前地区まちづくり指針 

     http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/shishinsakutei.html 

(2) 平成 28 年度真駒内駅前地区土地利用検討業務報告書 

(3) （仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画基本検討業務報告書 

(4) 平成 29 年度真駒内地区スマートコミュニティ検討業務 

 ※ 上記(2)～(4)は貸与となるため、必要な場合は事務局あてに請求すること。 

 

19 様式等 

(1) 質問書（別紙１） 

(2) 企画提案書等の提出について（企画競争参加申込書）（様式１） 

(3) 業務従事者等一覧（様式２） 

(4) 業務受託実績一覧（様式３） 

  ※ 上記の電子データは、事務局ホームページから取得すること。 


