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令和２年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定支援業務 

提案説明書 

この提案説明書は、札幌市が実施する「令和２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を選定するため、必要な事項を

定めることを目的とする。 

１ 業務名 

  令和２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 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｣（以下「指針」という。）では、現

在の通過型から、人が集まる滞留・交流型の駅前地区への転換を目指すことや、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、駅前地区の土地利用再編等を具体化するものとして「（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。）の策定を目指し、学識経験者等で

構成する「真駒内駅前地区まちづくり検討委員会」及び地域住民等で構成する「真駒内駅前地区

まちづくり地域協議会」を開催し、それぞれの視点からの意見を集約しながら検討を進めてきた

ところである。 

本業務は、過年度に引き続き関係主体との合意形成に向けた支援や、これらと相互に関連させ

た交通計画や土地利用計画等に関する調査・検討を実施し、まちづくり計画の作成支援を行うも

のである。 

３ 業務の対象区域 

本業務の検討対象区域は、指針で定めた駅前地区のうち、下図に示す公共施設等の主たる配置

エリアとなる「土地利用再編エリア」を基本とする。 

ただし、検討状況等に応じ、上記に加え周辺範囲を含むものとする。 
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４ 業務概要 

(1) まちづくり計画案の作成支援 

(2) 合意形成支援 

(3) 事業計画・事業費・事業効果の検討 

５ 業務内容 

(1) まちづくり計画案の作成支援 

(2)「合意形成支援」や検討委員会及び地域協議会における意見（以下、これらを「地域議

論等」という。）と下記の業務を相互に関連させながら、まちづくり計画案の作成支援を行う

こと。なお、検討委員会及び地域協議会については、委託者または別途業務において実施予

定であるため、適宜、委託者より情報提供を受けること。 

（参考） 

まちづくり計画案の基本的な構成は以下のア～オを想定しており、イ及びオについては委

託者で整理済みであるが、検討の進捗に応じて必要がある場合には、適宜整合を図ること。 

ア 駅前地区及び真駒内地域、南区の現状 

イ まちづくりの基本方針（整理済み） 

ウ 交通計画 

エ 土地利用計画 

オ スマートコミュニティ形成に向けて（整理済み） 

土地利用再編エリア 
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①  駅前地区及び真駒内地域、南区の現状 

過年度業務において整理しているが、必要に応じて適宜修正・追加すること。特に、南

区内の人の流れ、都市構造について分析を深め、駅前地区の果たすべき役割と課題を明確

にすること。人の流れについては、既存調査から区内の交通動態を分析し、交通施設及び

土地利用の再編による変化についても検討すること。（既存調査とは、第 4 回道央都市圏

パーソントリップ調査を想定している。） 

② 交通計画 

過年度業務において、各調査・解析や地域議論等を踏まえ、交通施設の様々な配置案を

検討してきたが、下記交通施設の配置や運用等について、下記③の土地利用計画との整合

を図りながら、さらに検討を深めること。 

〇 バス乗降場、バス待機場 

〇 タクシー乗り場、タクシープール 

〇 駐車場、駐輪場 

〇 一般送迎車両スペース 

〇 温泉・病院等送迎車両スペース  等 

その他、以下の項目についても検討すること。 

・車両系動線だけでなく、交通施設配置及び下記③の土地利用計画を総合的に勘案し、

対象区域全体の歩行者動線についても検討すること。 

・各交通施設の規模、車両及び歩行者の動線を詳細に検討し、計画図を作成すること。 

・検討の内容に応じ、周辺交通への影響についても再分析（交差点解析等）すること。

また、対象区域の近辺については動的解析を実施し、車両の動態変化をイメージしや

すいよう可視化すること。 

・その他、必要に応じた対応策（道路の拡幅、必要な歩車道幅員等）についても検討す

ること。 

③ 土地利用計画 

地域議論等やまちづくりの基本方針をもとに、対象区域における土地利用計画を作成す

ること。 

   対象施設は下記 Aに示す施設を基本とし、過年度業務の成果を参考として良いが、下記 

B に示す事項等を整理したうえで、配置や想定される規模について、その理由や根拠を明

確にするなど詳細に検討すること。また、対象区域の全体及び各施設について、地域住民

等にも整備イメージが伝わるよう、わかりやすい資料の作成を行うこと。 

A 対象施設 

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） 等 

〇 民間施設：店舗、事務所、医療福祉施設、住宅 等 

〇 交通施設：駐車場、駐輪場、施設間通路 等 

〇 滞留施設：広場（屋外、屋内）、緑地 等 

〇 その他 ：附帯施設、保留地 等 
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     B 整理する事項 

〇再編コンセプト実現や諸課題解決への効果 

〇各施設間及び周囲（景観、みどり、道路等）との関係性 

〇事業費や民間事業者参入の可能性等を含めた事業の実現性 

※ 現行の用途地域、容積率、高度地区等に関し、都市計画の変更も想定しながら幅広く検

討すること。 

※ 交通施設や滞留施設については、各種法令や制度等を整理し、効果的な整備・運用手法

についても検討すること。 

(2) 合意形成支援 

    まちづくり計画案について関係主体との合意形成を図るため、委託者と協議及び役割分担

を行ったうえで、必要となる資料の作成やデータ収集、検討等を行うこと。なお、現時点で

想定される関係主体と主な内容は以下のとおりであるが、必要に応じ柔軟に変更すること。 

〇 南区及び真駒内地域の住民・その他当該地利用者 ・・・計画案全般 

〇 交通関係事業者（バス、タクシー事業者等）    ・・・交通計画等 

〇 関係行政機関（警察・国道管理者等）          ・・・交通計画等 

〇 札幌市関係部局                              ・・・計画案全般 

また、本業務では、南区民 6,000 名程度を対象にしたアンケート調査を予定している。調査

内容は、上記②、③等の素案をもとに委託者と協議のうえ決定（選択式を数問程度、一部、

自由記述式を想定している。）するものとし、必要となる資料の作成、結果の集計と計画案へ

の反映を行うこと。（送付に係る事務作業は委託者で行う。） 

加えて、今年度委託者で実施を予定しているサウンディング型調査（公募対話型の市場調査）

に関し、必要となる資料の作成、調査結果の計画案への反映を行うこと。 

(3) 事業計画・事業費・事業効果の検討 

 検討状況に応じて、事業スケジュール及び年次別事業費を精査すること。なお、過年度業

務における検討結果を参考として良いが、項目の過不足の確認、積算単価の根拠の精査等よ

り精度を高めること。 

 また、これらの事業費に対して得られる事業効果について、税収効果や費用便益分析に係

るマニュアル等を参考により詳細な検討を行うこと。 

 併せて、整備費・維持管理費の両面から、より効果的な公共投資となるよう、適用可能な

補助制度の調査及び適用に必要な資料の整理、民間資金の活用手法についても検討すること。 

(4) 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 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、１ヵ月に１回以上、委託者へ進捗に関する報告を打合せまたは

メール、電話いずれかの方法により行うこととする。 

なお、検討委員会の日程調整等によりスケジュールに変更が生じた場合は、適宜見直しのうえ

承認を得ること。 
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７ 成果品 

(1) 業務内容の検討成果を取りまとめた報告書（製本）（Ａ４判・３部） 

(2)  (1)で作成する報告書の概要版（Ａ３判両面１枚程度・３部） 

(3) （仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画案（Ａ４判・３部） 

(4) (1)～(3)の電子データ（ＰＤＦ形式）  

(5) 前項に規定する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、その他の利用については委託者の了承を得ること。） 

８ 履行期間 

  契約日から令和３年３月 25 日(木)まで 

９ 業務規模 

  10,626 千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

※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。 

10 企画提案を求める項目及び配点 

(1) 実施体制と検討手順【20 点】 

    本業務に取り組むうえでの実施体制と検討手順について提案を求める。 

＜評価基準＞ 

・配置する業務従事者の専門分野や業務経験が、業務の履行に十分であるか。 

・多岐に渡る業務内容を一体的に検討できるよう体系化された体制となっているか。 

   ・まちづくり計画策定に向けた本業務の位置付けを把握したうえで、各業務内容の関連性が

十分に整理された検討手順となっているか。 

・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、効率的に業務を進める検討手順

となっているか。 

(2) まちづくり計画案の作成支援の実施方針【合計 30 点】 

5(1)に示す業務を実施するにあたっての実施方針の提案を求める。 

ア 計画策定全体に関する実施方針【10 点】 

＜評価基準＞ 

・指針の内容や駅前地区の現状、これまでの地域議論等の経過を的確に把握したうえで、真

駒内地域にふさわしい計画取りまとめの方向性について、具体的に示された実施方針が提

案されているか。 

 イ 交通計画の検討に関する実施方針【10 点】 

＜評価基準＞ 

・まちづくりと交通処理を両立する観点から、それぞれの交通モードに対する検討のポイン

トが的確に把握され、質の高い技術的・専門的な検討が期待される実施方針が提案されて

いるか。 

ウ 土地利用計画の検討に関する実施方針【10 点】 

＜評価基準＞ 

・まちづくりの基本方針のもとに、その他の検討内容や地域議論等と相互に関連づけられた
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質の高い技術的・専門的な検討が期待される実施方針が提案されているか。 

(3) 合意形成支援の実施方針【20 点】 

    5(2)に示す業務を実施するにあたっての実施方針の提案を求める。 

＜評価基準＞ 

・各関係主体との合意形成にあたり、提示する資料・情報や進め方がそれぞれの関係主体に

応じて適切に見込まれた実施方針が提案されているか。 

・特に地域住民との合意形成を図る観点において、工夫するポイントや留意事項が的確に設

定された実施方針が提案されているか。 

(4) 事業計画・事業費・事業効果の検討の実施方針【20 点】 

    5(3)に示す業務を実施するにあたっての実施方針の提案を求める。 

＜評価基準＞ 

 ・事業計画の検討にあたって、適用可能な事業手法や補助制度等が例示され、実際の事業化

が見据えられた具体的な実施方針が提案されているか。 

・事業費に対して得られる事業効果の検討にあたって、計上すべき項目や算出根拠及び手法

が的確に設定された実施方針が提案されているか。 

(5) その他独自提案【10 点】 

本業務の目的達成に資する独自の取り組みがある場合は提案を求める。 

＜評価基準＞ 

・本業務の目的をより効果的かつ効率的に達成するために有効な独自の工夫があるか。 

11 参加資格 

以下のすべての要件に該当する者に限る。なお、複数者が協力して参加することも可とし、そ

の場合、(7)については構成員のいずれかが要件を満たせばよい。また、契約の相手方は代表者

（構成員のいずれか１者）とし、他の構成員は協力者となる。 

(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 財政局理事決裁）に基づく参加

停止措置を受けている期間中ではないこと。 

(4) 同一の企画競争において、事業協同組合等の組合と当該組合員とが同時に参加していない

こと。 

(5) 令和元・２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。 

(6) 令和元・２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

者であること。 

(7) 国又は地方公共団体の発注した次の検討業務のすべてについて元請として履行した実績が

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 
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イ 交通結節機能について検討した業務 

(8) 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 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 

HP    ：http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/makomanai/ 

makomanai_r02keikaku-propo.html 

(2) 公募型企画競争の日程 

ア 公募開始（告示）     令和２年７月 ９日（木） 

イ 質問受付期限       令和２年７月 21 日（火）17 時必着 

ウ 企画提案書等の提出期限  令和２年７月 30 日（木）15 時必着 

エ 書面による質疑応答   ～令和２年８月 11 日（火）（予定） 

オ 書類審査         令和２年８月 19 日（水）（予定） 

※本件においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、プレゼンテーション審査

に代えて、書類審査を実施する。 

(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｣（様式４）に記載し、質問受

付期限までに、事務局宛てに 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、

公表にあたっては、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 

正本は、以下のア～オの構成で一式とし、1部提出すること。提出にあたっては、一式を左

肩１箇所でホチキス留めすること。 

副本は、以下のイ～エを 10 部提出すること。提出にあたっては、一式をクリップ留めする

こととし、ホチキスは使用しないこと。 

ア 参加意向申出書 （様式１） 

イ 業務従事者等一覧（様式２） 

ウ 業務受託実績一覧（様式３） 

エ 企画提案書（様式自由、Ａ３判横、片面印刷、３枚以内） 

   オ 業務費内訳書（積算書）（様式自由、Ａ４判、片面印刷、必要枚数） 

※業務委託費の合計額（消費税及び地方消費税を含む。）の他、｢５ 業務内容｣に示す項

目ごとの直接人件費や直接経費、その他原価及び一般管理費それぞれの金額を明示す

ること。 
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(5) 企画提案書等の提出 

企画提案書等は提出期限までに事務局へ持参または郵送（特定記録、期限必着）により提

出すること。 

13 企画提案の審査と選定方法 

提出された企画提案については、札幌市の関係部局の職員からなる「令和２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。）が審査し、企画提案者の中から最も優れた者（以下「入選者」という。）を選定する。 

(1) 審査方法 

     書類審査とする。書面による質疑応答（質問と回答はそれぞれ１回ずつとする。）を行った

のち、企画提案書等と質疑結果について総合的に審査し、10 に規定する評価点が基準点（満

点の６割）を超えた企画提案者のうち、点数が最も高い者を入選者とする。同点の場合には

くじ引きにより選定する。 

(2) 企画提案者が１者の場合 

評価点が基準点を超える場合、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 

     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) 選定結果の通知と公表 

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。 

14 その他 

 (1) 企画提案書等の取扱い 

ア 提出された企画提案書等は返却しない。 

イ 提出され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。 

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（必要な改変、複製を含む。）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（必要な改変、複製を含む。）を許諾しなければならない。 

カ 企画提案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。 
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(2) 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 

(3) 不可抗力による業務内容の変更 

新型コロナウイルス感染症の拡大等、不測の事態により業務内容の全部もしくは一部の実

施が困難になった場合、市と受託者が協議したうえで契約前または業務履行中に業務内容、

契約金額等を変更する可能性がある。

15 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 報告書 

(5) 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 報告書 

 (6) 令和元年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定支援業務 報告書 

(7) 真駒内駅前地区まちづくり検討委員会実施状況 

    http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/sonota/kentouiinnkai1.html 

(8) 真駒内駅前地区まちづくり地域協議会実施状況 

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/kougai/sonota/chiikikyougikai.html 

※ 上記(2)～(6)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。当該資料の取扱

いに際しては、守秘するものとし、本企画提案の目的以外には使用しないこと。 

16 様式等 

(1)  参加意向申出書（様式１） 

(2)  業務従事者等一覧（様式２） 

(3)  業務受託実績一覧（様式３） 

(4)  質問書（様式４） 

   ※これらの電子データは、事務局ホームページから入手すること。 


