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１ 業務名 

  平成 28 年度真駒内駅前地区土地利用検討業務 

 

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 28 年度真駒内駅前地区土地利用検

討業務」の公募型プロポーザルの実施に関して、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 15(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 

｢真駒内駅前地区まちづくり指針｣（本提案説明書 19 (1)に規定するもの。以下「指

針」という。）では、現在の通過型の駅前地区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。 

本業務では、この基本方針と併せて掲げた基本目標である「駅の拠点性を活かし

たにぎわい・交流の創出」の具体化・実現化に向けて、生活利便機能や滞留・交流

空間等の充実のために民間活力の導入可能性を検討することを目的とする。 

 

４ 業務にあたっての前提条件 

  本業務は、指針で定めた「真駒内駅前地区」を対象に検討を行う。 

滞留・交流型の「真駒内駅前地区」への土地利用再編を目指すにあたっては、こ

れまでに得た住民意見等を踏まえ、『公共・民活エリア』を民間活力の導入を図り

ながら有効に活用し、生活関連機能の向上や人々の交流を促す機能の誘導、真駒内

らしさを活かしたオープンスペースや安心で快適な歩行者空間の確保を図るなど、

駅前にふさわしい土地利用となるよう検討する。 

ア 対象地域の概要 

所在：南区真駒内幸町３丁目 

面積：約 31,000 ㎡（真駒内中学校及び北海道警察職員住宅用地を対象とする） 

容積率／建ぺい率：200％／60％（第一種中高層住居専用地域） 

※業務の実施においては将来的な土地利用に応じて、近隣商業地域又は商業

地域等への変更も視野に入れ検討を行うこととする。 

現況：真駒内中学校、北海道警察職員住宅及び駐車場、駐輪場 

 

イ 導入を想定する施設等 

○南区複合庁舎（延面積 約 11,000 ㎡を想定） 



（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等） 

○保育・子育て支援センター園庭（約 500 ㎡、南東向を想定） 

○民間施設（主に生活利便機能を担うものとし、市有施設とは別棟を想定） 

○駐車場・駐輪場（市有施設及び民間施設の利用者を想定し、駐輪場は、こ 

れらに加えて真駒内駅の利用者を想定。なお現在の市有施設の駐車場は約

4,500 ㎡） 

○広場等の公共空間 

ウ 整備時期 

未定（「（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画」（平成 31 年度策定予定）の中

で決定） 

 

５ 業務概要 

 (1) 導入する生活利便機能の検討 

 (2) 賑わい・交流創出方法の検討 

 (3) 事業手法等の検討 

 

６ 業務内容 

 (1) 導入する生活利便機能の検討 

ア 真駒内地域のまちづくりに関する地域ニーズ（本提案説明書 19(2)に規定す

るもの。以下「真駒内地域ニーズ」という。）を参考にしつつ、それらに応える

生活利便機能の導入可能性について、以下に示す視点から検討を行う。 

イ 駅の拠点性など、対象地域の立地や特性を生かして導入可能性の高い事業に

ついて、以下に示す視点から検討を行う。 

ウ ア及びイの検討のため、事業者への調査（ヒアリング等）を行うと共に、関

連する資料を収集・整理する。 

 

＜視点１＞ 指針の目標の具体化・実現化への貢献度・寄与度 

＜視点２＞ 機能の導入の可能性 

 

○商業機能を例とした場合の検討項目例 

・商業地としての特性の整理 

・商圏分析を行う業種の条件設定及び業種の選定 

・商圏・競合状況の調査 

・抽出方法の設定 

・地域交流拠点としての発展可能性（周辺への波及効果）の検討 

・住民及び消費者の意向調査 

・商業立地としての可能性のまとめ 

   ・導入施設の種類、規模、事業主体 

   ・既存店舗と導入施設の共存・バランス 



・既存店舗や他の生活利便機能との相乗効果が期待されるもの   など 

 

 (2) 賑わい・交流創出方法の検討 

 指針に掲げる基本目標（目標１及び３）を具体化・実現化するため、真駒内地

域ニ－ズを参考にしつつ、下記の検討を行うと共に、関連する資料を収集・整理

する。 

ア 真駒内駅前地区の土地利用再編後の『公共・民活エリア』に整備を想定する

公共空間（屋外広場並びに南区複合庁舎内及び民間施設に付帯する公共的空

間など）や、前項(1)において導入を検討する生活利便機能等を活かした賑わ

い・交流の創出方法について以下の検討を行う。 

      ・公共空間の配置、規模、種類 

・賑わい・交流の創出に資する公共空間の活用方法 

・生活利便機能等を担う民間施設との連携方法 

イ 真駒内地域や南区各地にある地域資源等（本提案説明書 19 (3)に規定するも

の。）を活用した賑わい・交流の創出手法の検討を行う。 

ウ 市有地を除く真駒内駅前地区、地下鉄真駒内駅、ＵＲ賃貸住宅及び道営住宅

をはじめとする真駒内駅前地区周辺の空間との連携を想定した賑わい・交流の

創出手法の検討を行う。 

(3) 事業手法等の検討 

   施設導入と賑わい・交流の創出の実現に向けて下記の検討を行うと共に、参考

となる他都市の事例に関する情報を収集・整理する。 

ア 民間機能導入及び公共施設整備・維持管理に係る事業手法の比較・検討 

     ・｢南郷通１丁目用地活用調査報告書｣（本提案説明書 19 (4)に規定するも

の。）において検討した事例（P5-1～6-8）を参考に検討する。 

イ 真駒内地域ニーズや将来生じる真駒内地域の課題に持続的に対応するため

のエリアマネジメントの取組を展開するため、その事業手法の検討 

・必要となる条件や課題、法的整理、考えられる担い手、実施経費等の整 

理などを検討する。 

 (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（業

務スケジュールを含む。）を作成し、あらかじめ委託者の承認を得ること。 

 

７ 想定業務スケジュール 

(1) 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（ただし、次項(2)に規定する中間報告を除く。）

とする。 

 (2) 中間報告 

   導入する生活利便機能の検討（生活利便機能の内容、必要規模、事業継続性な



ど、受託者と協議のうえ別途委託者が指定するもの。）については、９月中に中

間報告すること。 

 

８ 業務規模 

  4,000 千円程度（消費税及び地方消費税を含む） 

 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・30 部） 

(2) 報告書に関する電子データ（形式は、ＰＤＦ形式とする。） 

(3) 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。また、この場合は、利用した

ソフトウェア本体（２以上のライセンスを保持したもの）も併せて納品するこ

と。） 

 

10 履行期限 

  平成 29 年３月 28 日(火) 

 

11 参加資格 

  企画提案者（本提案説明書の規定に基づき、公募型プロポーザルに参加する者を

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。  ※第 1項は当然 

 (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 27・28 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 27・28 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の発注した、一定の範囲の土地の区域（以下、｢特定区域｣

という。）を対象とした次のいずれかの調査業務の受託実績があること。 

ア 特定区域を対象とした土地利用の可能性等について調査した業務 

イ 特定区域を対象とした賑わいの創出（人々の交流の促進や地域資源の活用

等）をはじめとする地区の価値向上に向けて調査した業務 



(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【５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＞ 

  ・ 業務従事者の業務経験や実績等の妥当性及び有効性の観点から、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、中間報告をはじめとし

て本市の求めに応じて、迅速に対応できる体制が提案されているか。 

 (2) 現状と課題を踏まえた業務全体の検討の手順【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＞ 

・ 指針及び本業務の前提となる真駒内駅前地区の現状と課題を的確に把握し、 

業務に活かすことができる提案となっているか。 

・ 導入する生活利便機能、賑わい・交流創出手法及び事業手法等を、一体的に 

 検討できるよう、業務全体の手順が提案されているか。 

(3) 導入する生活利便機能の検討【10 点】 

   下記の基準を考慮して、導入する生活利便機能の検討（本提案説明書６(1)に 

規定する業務。以下同じ。）の手順等について提案すること。 

 ＜評価基準＞ 

   ・ 導入する生活利便機能の検討手順が、より具体的な提案となっているか。 

・ 導入する生活利便機能の検討の実施方針として、より効果的に行う工夫が

提案されているか。 

 (4) 賑わい・交流創出手法の検討【10 点】 

   下記の基準を考慮して、賑わい・交流創出手法の検討（本提案説明書６(2)に 

規定する業務。以下同じ。）の手順等について提案すること。 

＜評価基準＞ 

・ 賑わい・交流創出手法の検討手順が、より具体的な提案となっているか。 

・ 賑わい・交流創出手法の検討の実施方針として、より効果的に行う工夫が

提案されているか。 

 (5) 総合的視点【10 点】 

   下記の基準を考慮して、業務遂行にあ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/h28 

tochi-propo.html 

(2) 公募型プロポーザルの日程 

ア 公募開始（告示）     平成 28 年５月９日（月） 

イ 質問受付期限       平成 28 年５月 20 日（金）17 時 00 分必着 

ウ 企画提案書等の提出期限  平成 28 年６月３日（金）15 時 00 分必着 

エ プレゼンテーション審査  平成 28 年６月 22 日（水）（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 28 年５月 20 日（金）17 時までに、必ず事務局あてに E-mail にて提

出すること。（E-mail には、「【真駒内土地利用プロポ】」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は回答等しない。） 

 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等について 

ア 企画提案書等の構成 

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。（提出にあたっては、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。（提出にあたっては、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、３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、

｢５ 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。）   

イ 企画提案書作成にあたっての留意事項 

（ア） 本提案説明書の「12 企画提案を求める項目及び配点」に示す項目につ

いて、以下の留意事項を踏まえながら、簡潔かつ明瞭に記載すること。 

（イ）｢導入する生活利便機能の検討｣については、真駒内地域ニーズの中から、

生活利便機能を例示し、本提案説明書６(1)に示す業務内容に関して、具体

的な検討手順や検討にあたって配慮する視点等を示すこと。 

なお、例示する生活利便機能は、提案内容（検討の手順等）を明確にす

るために使用するものであり、例示する機能の種類や数の多寡そのものを

もって評価するものではないことに留意すること。 

（ウ）｢賑わい・交流創出方法の検討｣については、対象地域内に賑わい・交流

の創出に資する公共的空間等を整備すると仮定して（設定は任意とする。）、

本提案説明書６(2)に示す業務内容に関する具体的な検討手順や検討にあ

たって配慮する視点等を示すこと。 

なお、仮定する公共的空間等は、提案内容（検討の手順等）を明確にす

るために設定されるものであり、仮定された空間の形態や質等をもって評

価するものではないことに留意すること。 

(5) 企画提案書等の提出について 

ア 企画提案書等は、提出期限（平成 28 年６月３日（金）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。 

イ 事務局による参加資格及び提出書類に関する形式審査を経て、受け付ける。 

ウ 事務局に提出された企画提案書等は返却しない。 

 

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及び外部委員からなる「平成 28

年度 真駒内駅前地区土地利用検討業務に係る公募型プロポーザル実施委員会」（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、実施委員会委員長の決定により、事前審査（企

画提案書等による書類審査）を行い、プレゼンテーション審査を行うことができる

企画提案者を選定する。 

 

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５名までとする。 

   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（本提案説明書 14(2)

に規定する事前審査を行った場合は、その結果を含む。）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。 

(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、本公募型プロポーザルの結果と併せ

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 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。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。 

 (3) 企画提案者は、本公募型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（複製の作成を含む。）を許諾しなければならない。 

 (4) 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。 

 

18 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 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。 

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。 

 

19 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) 真駒内地域のまちづくりに関する地域ニーズ 

 (3) 南区各地にある地域資源等 

 (4) 南郷通１丁目用地利活用調査報告書 

   ※ 上記(2)～(4)は、電子データにて貸与するため事務局あてに請求すること。 

 

20 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。 


