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平成 26年度真駒内地域エリアマネジメント推進業務 
プロポーザル実施要領 

１ 業務名 

平成 26 年度真駒内地域エリアマネジメント推進業務 

２ 本要領の目的 

この要領は、札幌市が実施する「平成 26 年度 真駒内地域エリアマネジメント推進

業務」のプロポーザルに関して、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 

札幌市では、平成 25年５月に「真駒内駅前地区まちづくり指針」（以下「まちづく

り指針」という。）を策定し、真駒内駅周辺の再生を図るため真駒内駅前地区のまち

づくりの目標と取組の方向を示した。 

まちづくり指針の実現に当たっては、土地利用再編に向けた取組と地域コミュニテ

ィの強化に向けた取組を関連付け、総合性を持って持続的に展開していくことが必要

である。 

土地利用再編に向けては、平成 26 年４月から「真駒内の未来を考えるまちづくり

アイデアコンペ」（以下「コンペ」という。）を開催し、将来的な土地利用再編につい

て全市的な関心を高め、議論のさらなる活性化を図るための取組を展開している。 

また、地域コミュニティの強化に向けては、将来的な土地利用再編が具体化するま

での間、旧真駒内緑小学校の跡利用施設（以下「跡利用施設」という。）を地域の活

動を支える「場」として活用するため、平成 27 年度の跡利用施設開設に向けた準備

を進めているところである。 

本業務では、将来の土地利用再編について地域の関心をより高めるための取組や、

跡利用施設が開設時から地域まちづくりの拠点として有効に活用されるために実施

するプロモーションを通じて、地域の交流促進やまちづくり活動の活性化を図ること

を目的とする。 

４ 業務概要 

(1) まちづくり指針の実現に向けた取組の企画、運営及び取りまとめ 

(2) 跡利用施設の看板及びロゴのデザイン案作成 

(3) ニュースレターの作成 

(4) 業務実施計画書の作成 

５ 想定業務内容 

(1)  まちづくり指針の実現に向けた取組の企画、運営及び取りまとめ 

地域の交流促進やまちづくり活動の活性化を図るために、地域住民がまちづく

りに参加できる下記の取組を連続して実施する。なお、それぞれの取組への参加

者は、南区に在住の方を中心に幅広い年齢層で構成することとし、別途委託者と

調整して決定する。 
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ア 跡利用施設に係る愛称、ロゴ及び看板デザインＷＳ 

跡利用施設が地域住民にとって愛着のあるものとなるよう、跡利用施設に係る

愛称の決定及び看板等のデザインコンセプトを決定するために行うワークショッ

プ（以下「ＷＳ」という。）の企画、運営及び取りまとめを行う。 

(ｱ) 業務の構成 

① ＷＳの企画、運営及び取りまとめ 

② ＷＳ会場の設営及び撤去 

(ｲ) 特記事項 

① ＷＳ会場は、委託者が手配する。（南区民センターのホールや会議室等を

想定） 

② 跡利用施設に係る愛称については、施設全体の愛称（以下「施設愛称」と

言う。）及び子どもの体験活動の場の愛称をそれぞれ委託者が公募し、「（仮）

旧真駒内緑小学校に係る愛称選定委員会」にて実施する 1次審査を通過した

ものの中から、ＷＳによりそれぞれの愛称を決定する。 

③ 看板については、施設の内外に設置する案内板や各事業者の玄関に設置す

る名称板等を想定。 

イ 跡利用施設の事業紹介企画 

平成 27 年度にオープンする跡利用施設について、地域の活動を支え、新たな

人の流れと交流を生む「場」として有効に活用されるよう、跡利用施設で行わ

れる事業等を周知するための取組の企画、運営及び取りまとめを行う。 

(ｱ) 業務の構成 

① 事業周知の取組の企画、運営及び取りまとめ 

② 会場の設営及び撤去 

(ｲ) 特記事項 

① 取組の実施に当たっては、跡利用施設の事業者等と協力・連携して行うこ

と。 

② 会場は、委託者が手配する。（南区民センターのホールや会議室等を想定） 

ウ コンペ関連事業 

まちづくり指針の実現に向けて、将来的な取組である土地利用の再編について、

地域住民の議論のさらなる活性化を図るため、コンペの結果を活用した事業（以

下「コンペ関連事業」という。）の企画、実施及び取りまとめを行う。 

(ｱ) 業務の構成 

① コンペ関連事業の企画、運営及び取りまとめ 

② 会場の設営及び撤去 

(ｲ) 特記事項 

① 会場は、委託者が手配する。（南区民センターのホールや会議室等を想定） 

(2) 跡利用施設の看板及びロゴのデザイン案作成 

  上記(1)アの取組によって決定された施設愛称及びデザインコンセプトを基に、

施設愛称のロゴタイプ及びロゴマーク（以下「ロゴ」と言う。）並びに看板のデザ

インを作成する。 
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ア 業務の構成 

(ｱ)  ＷＳの結果を踏まえた施設愛称のロゴ及び看板デザインの作成 

イ 特記事項 

(ｱ) ロゴ及び看板のデザインについては、委託者及び跡利用施設の事業者等と十

分に協議を行ったうえ、作成すること。 

(ｲ) ロゴ及び看板のデザインについては、コンペの公開プレゼンテーション審査

（平成 26 年 10 月 19 日）の際に公表することを予定しており、公表のスケジ

ュールに支障が出ないよう、看板デザインの電子データを納品すること。 

(ｳ) 作成したロゴ及び看板デザインについては、札幌市に版権を帰属させること。 

(ｴ) 看板の制作については、委託者が別途発注する。 

(3) ニュースレターの作成 

上記の取組の経過や結果について、地域住民へ周知するためのニュースレターを

作成する。（上記(1)ア、イ及びウの取組毎に発行する。） 

ア 業務の構成 

(ｱ) ニュースレターの構成の検討 

(ｲ) ニュースレターの原稿の作成（Ａ４判４ページ（Ａ３判二つ折り）を想定） 

イ 特記事項 

(ｱ) ニュースレターの印刷は、委託者が別途発注する 

(ｲ) 上記の取組に支障とならない時期に、ニュースレターの原稿を納品するこ

と。 

 (4) 業務実施計画書の作成 

本業務の契約後、受託者は上記の各業務の実施に先立ち業務実施計画書を作成

し、あらかじめ委託者の承認を得ること。 

６ 想定業務スケジュール 

H26 
年度 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

委
託
業
務 

          

関
連
業
務 

   

 

      

７ 業務規模 

2,600千円程度 

８ 履行期限 

平成 27年３月 30日（月） 

ニュースレター ニュースレター ニュースレター 

コンペ関連事業 

看板発注・制作 
跡利用施設 

愛称公募 緑小跡利用施設 

オープニングイベント 

（予定） コンペ審査 

跡利用施設に係る愛称、 
ロゴ及び看板デザインＷＳ 跡利用施設の事業紹介企画 
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９ 参加資格 

参加者は、次の要件すべてに該当するものに限る。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号に該当しないこと。 

(2) 会社更生法による更生手続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ないこと。 

(4) 平成 25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）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 25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）において、業種

が「役務（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が発注した、ＷＳの企画及び運営に関する業務の履行実績

があること。 

10 企画提案を求める項目 

(1) 実施体制 【５点】 

本業務を執行するにあたり、実効性のある業務実施体制を提案すること。 

＜評価の視点＞ 

・ 業務従事者の経験、実績等の妥当性、有効性の観点から、業務全体を円滑に進

められる執行体制が提案されているか。また、本市の求めに際して、迅速に対

応できる体制が提案されているか。 

(2)  まちづくり指針の実現に向けた取組の企画及び運営手法【30点】 

 ア 跡利用施設に係る愛称、ロゴ及び看板デザインＷＳ 

跡利用施設が地域にとって愛着のあるものとなるよう、看板等のデザインコン

セプトや跡利用施設に係る愛称を決める上で、地域住民のアイデア等を取り入れ

るために効果的と考えるＷＳの企画及び運営手法について提案すること。 

 ＜評価の視点＞ 

･跡利用施設が地域にとって愛着のあるものとなるよう、地域住民のアイデア等を

効果的に取り入れることができるＷＳの企画・運営が提案されているか。 

イ 跡利用施設の事業紹介企画 

跡利用施設が開設時から地域まちづくりの拠点として有効に活用されるため

に、跡利用施設のあり方や、各事業者の事業内容等を周知するために効果的と考

える取組の企画及び運営手法について提案すること。 
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＜評価の視点＞ 

・ まちづくり指針の内容を十分に理解した上で、提案されているか。 

・ 跡利用施設の各事業者の事業内容が効果的に周知されるための工夫がされてい

るか。 

 

ウ コンペ関連事業 

まちづくり指針の実現に向けて、将来的な取組である土地利用の再編について、

地域住民の議論を活性化させるために効果的と考えるコンペ関連事業の企画及

び運営手法について提案すること。 

＜評価の視点＞ 

･ まちづくり指針の内容を十分に理解した上で、提案されているか。 

・コンペの結果を有効に活用し、 地域住民の議論を活性化するための工夫がされ

ているか。 

(3) 独自提案項目 【５点】 

各取組の目的達成のため、応募者の自由な提案を求める。 

＜評価の視点＞ 

･ より効果的かつ効率的に、本業務を執行するための工夫があるか。 

11 一般事項 

(1) 事務局（企画提案書等の提出先） 

〒060－8611 札幌市中央区北 1条西 2丁目 

札幌市市民まちづくり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 

※ E-Mail を利用する場合は、「【真駒内プロポ】」の文字を必ず件名の冒頭に入れ

ること。ただし、企画提案書等は必ず郵送又は持参すること 

(2) プロポーザルの日程 

・ 企画提案の公募開始 平成 26年６月 13日（金） 

・ 企画提案書等の提出期限  平成 26年７月４日（金）（15時 00分必着） 

・ プレゼンテーション審査 平成 26年７月９日（水）（予定） 

                 ※応募件数により、変更になる場合がある。 

(3) 企画提案書等の提出について 

ア 企画提案書等については、別紙１「企画提案書等の作成について」に基づき

作成することとする。 

イ 企画提案書等は、提出期限までに提出先へ持参又は郵送により提出すること

とする。 

ウ 事務局による形式審査を経て、受付番号を交付する。 

エ 提出された企画提案書等は返却しない。 
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12 質疑 

質疑には、原則として回答しない。ただし、市民が一般的に知り得る事実の確認や

事務手続きに関する確認のための質問については、事務局の判断により回答する。 

13 企画提案の審査 

提案された企画は、札幌市の関係部局の職員からなる「平成 26 年度真駒内地域エ

リアマネジメント推進業務に係るプロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」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。）

を選出する。 

14 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審査を実施する。

なお、応募件数が多数の場合は、選定委員会委員長の決定により事前審査（企画提案

書等による審査）を行い、プレゼンテーション審査を受験する企画提案者を選定する。

また、企画提案者が１社となった場合は、企画提案の評価点の最低基準点（評価点の

６割）を超えたときには、契約候補者として決定する。 

(1) 出席者は、統括責任者を含む最大３名までとする。 

(2) プレゼンテーション審査は、１社約 20 分（準備２分、説明 10 分、質疑８分）

を想定し、順次個別に行う（プレゼンテーション審査を受験する企画提案者の数

により、１社あたりのプレゼンテーション時間は変わる可能性がある）。 

(3) プレゼンテーション審査の実施に関する詳細については、受験する企画提案者

に別途通知する。 

15 委託の相手方の選定について 

選定委員会において、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

を総合的に審査し、入選者を選定する。 

選定の結果は、企画提案者全員に対して文書により通知する。 

なお、本業務は、原則として入選者又は契約候補者に委託することとし、その手続

きについては、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、提案さ

れた企画の内容をもって契約するものとは限らない。 

16 企画提案書等の取扱い 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 企画提案者は、本プロポーザルの実施に必要な場合、企画提案書等を札幌市が

利用することを許諾することとする。（複製の作成を含む。） 

(4) 入選者は、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

用することを許諾することとする。（複製の作成を含む。） 
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17 その他 

(1) 失格要件 

以下の場合には、選定委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 企画提案書等に虚偽の記載がある場合 

イ 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 

ウ 選定結果に影響を与える不誠実な行為を行った場合 

エ その他、選定委員会において不適当と認められた場合 

(2) その他 

ア 企画提案書等の作成及び提出等並びに最終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。 

イ 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) 真駒内の未来を考えるまちづくりアイデアコンペ募集要項 

（http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/ideacompe.html） 

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

