
令和３年度 

札幌市立地適正化計画の見直しに係る調査・分析業務 

仕 様 書 

令和３年９月 

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課



１ 一般事項 

（適用範囲） 

第１条 この仕様書は、札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課（以下「委託者」という。）で

実施する「令和３年度札幌市立地適正化計画の見直しに係る調査・分析業務」の委託に適用す

る。 

２  この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義を生じた場合は、委託者と十分協議のうえ決

定するものとする。 

（業務体制等） 

第２条 受託者は、立地適正化計画に関連した基礎データの解析について十分理解し、各種資料

となる GIS データの構造、定義等について精通した人員を配置し、本業務を達成するために最

高の技術を発揮できるよう、必要な人員及び体制を整えなければならない。 

（業務計画書） 

第３条 受託者は、契約後速やかに本業務実施に関する業務計画書を作成し提出すること。 

（打合せ） 

第４条 本業務の実施にあたっては、受託者は委託者と常に密接な連絡をとり、その連絡事項及び

打合せ内容について記録し、委託者に提出しなければならない。 

（資料等の貸与及び返還） 

第５条 受託者は、業務を行う上で必要となる資料等の借用を書面で申し入れることができるものと

する。この場合、受託者は貸与される資料等について借用書を提出しなければならない。 

２ 受託者は、業務が完了したときは、貸与された資料等をただちに返還するものとする。 

（札幌市情報セキュリティーポリシーの順守） 

第６条 業務の履行にあたっては、札幌市の情報セキュリティーポリシーに基づき、別紙「札幌市情

報セキュリティーポリシーに基づく特記事項」に規定する諸事項を順守すること。 

（環境負荷の低減） 

第７条 委託業務の実施にあたっては、環境に配慮し紙資源やエネルギーの節約、リサイクルの推

進等に努めること。 

（成果品及びデータの著作権等） 

第８条 成果品は全て委託者の所有とし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用し

てはならない。また、本業務で新たに作成するデータ等についての著作権（著作権法第 27 条か

ら第 28 条までに規定する権利をいう。）は全て札幌市に帰属するものとする。また、当該著作物

に関する著作者人格権（著作権法第18 条から第20 条までに規定する権利をいう。）について、

これを行使しないものとする。 



２ 業務の概要 

本市では、市街地区分に応じた人口密度の適正化や、公共交通を基軸とした各種都市機能の

適切な配置を図ることにより、本市の最上位計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」や都市づ

くりの指針である「第２次札幌市都市計画マスタープラン」に掲げる都市づくりの目標を実現するた

め、平成 28 年３月に「札幌市立地適正化計画（以下「本計画」という。）」を策定している。 

本計画は策定後約５年が経過しているが、本計画の根拠法である都市再生特別措置法におい

て「おおむね５年ごとに、立地適正化計画の施策の実施状況についての調査、分析及び評価を

行うよう努めることともに、必要があると認めるときは計画を変更すること」と規定されている。 

また、本計画の策定後、居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定める「防災指針」が

立地適正化計画の記載事項に追加されるなどの法改正が行われているほか、本市において「（仮

称）第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」を今後策定する予定である。 

これらの状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、本市では本計画の見直しを予定しており、本

業務は、土地利用動向調査及び都市構造評価を行うとともに、防災指針の策定に向けた災害リス

ク分析を行い、見直しに当たり必要となる基礎資料を整理するものである。 

３ 業務の内容 

⑴ 業務計画及び資料収集・整理 

① 業務計画 

本業務に関する実施計画について検討し、業務実施計画書を作成する。 

② 資料収集・整理 

本業務の遂行にあたり、必要となる都市計画基礎調査データ、各種統計データ、GIS デー

タの収集・整理を行う。 

⑵ 土地利用動向調査 

ア 立地状況の整理 

表 1に示す各都市機能の調査対象施設を一覧にまとめ、立地状況をGISポイントデータと

して整理する。調査対象施設は委託者と協議の上、必要に応じて適宜追加すること。 

立地状況をまとめる際には、各施設の立地状況と併せて、各施設からの徒歩圏の範囲（半

径 800m）、集合型居住誘導区域及び都市機能誘導区域の範囲を明示したマップをＧＩＳによ

り作成すること。 

イ 属性情報の整理 

アで整理したデータに対して、都市計画基礎調査データ等を用いて延床面積等の属性情

報を調査しGISポイントデータに紐づけする。属性情報については表1に例を示しているが、

詳細は委託者と協議の上決定することとする。 



表 1 土地利用動向調査 

都市機能 調査対象施設 属性情報例 

医療機能
病院、診療所、特定機能病院、地域医療

支援病院、在宅療養支援病院 

各施設の用途、病床数、延べ面積

介護福祉

機能 

通所系、訪問系施設及び小規模多機能施

設、地域包括支援センター 

各施設の用途、延べ面積 

子育て 

機能 

認定こども園、幼稚園、保育園、地域子育

て支援拠点 

各施設の用途、延べ面積 

商業機能
店舗、コンビニエンスストア、銀行、郵便局 各施設の用途（例：食料品を取扱う

店舗）、店舗面積、延べ面積 

教育文化

機能 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学、

専修学校、各種学校 

各施設の用途、延べ面積 

⑶ 都市構造評価 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（国土交通省都市局都市計画課 平成 26 年 8 月）

に示す都市構造の評価手法に基づき、本市の都市構造現況解析を行い、地区特性や課題の

抽出を行う。 

本業務では、ハンドブックに示されている評価指標のうち、令和２年国勢調査及びパーソント

リップ調査の結果を用いない下記の指標について評価することを基本とする。 

表 2 都市構造評価指標 

評価分野 評価指標 

（イ）健康・福祉 

・メタボリックシンドロームとその予備軍の割合 

・高齢者徒歩圏に医療機関がない住宅の割合 

・歩行者に配慮した道路の延長比率 

・高齢者徒歩圏に公園がない住宅の割合 

（ウ）安全・安心 

・日常生活における歩行量 

・市民一人当たりの交通事故死亡者数 

・公共空間率 

・空家率 

（エ）地域経済 

・従業者一人当たり第三次産業売上高 

・従業人口密度（都市機能を誘導する区域） 

・都市全域の小売商業床面積あたりの売上高（小売商業床効率） 

・都市機能を誘導する区域における小売商業床効率 

・平均住宅宅地価格 

（オ）行政運営 

・市民一人当たりの都市構造に関連する行政経費 

・市街化調整区域等における開発許可面積の市街化区域等における

開発許可面積に対する割合 

・市民一人当たり税収額（個人市民税・固定資産税） 

（カ）エネルギー/ 

低炭素 

・市民一人当たりの自動車CO2排出量 

・家庭部門における一人当たりの CO2排出量 

・業務部門における従業者一人当たりの CO2排出量 

※各評価分野における重複項目は除く



⑷ 防災指針に係る災害リスク分析 

  「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省都市局都市計画課、令和 3 年 7 月改訂）に示さ

れている防災指針の検討手法に基づき、表 3 に示すハザード情報と都市情報の重ね合わせを行

い、結果を都市情報ごとに集計・分析するとともに、重ね図を GIS データとして整理する。分析を行

うにあたり不足する GIS データについては適宜作成すること。ハザード情報や都市情報、集計・分

析の詳細はそれぞれ委託者と協議の上決定することとする。 

表 3 ハザード情報及び都市情報（例） 

ハザード情報 都市情報 

洪水浸水想定深さ 

［想定最大規模/計画規模］

建物分布 

建物階数、建築物の高さ 

避難施設分布 

病院・福祉施設等の都市機能 

道路網、アンダーパス 

洪水浸水継続時間 

［想定最大規模］ 

避難施設分布、備蓄量 

病院・福祉施設等の都市機能 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

［想定最大規模］ 

建物分布 

木造建築物分布 

洪水浸水実績図 建物分布、主要施設 

道路網、アンダーパス 

浸水到達時間 道路網、アンダーパス 

避難施設分布 

要配慮者利用施設 

内水浸水実績図 建物分布、主要施設 

道路網、アンダーパス 

津波浸水想定 建物分布 

建物階数、建築物の高さ 

避難施設分布 

病院・福祉施設等の都市機能 

道路網、アンダーパス 

土砂災害警戒区域 道路網、アンダーパス 

土砂災害特別警戒区域 道路網、アンダーパス 

大規模盛土造成地マップ 集合型居住誘導区域、都市機能誘導区域 

⑸ 調査報告書作成 

  本業務でとりまとめた項目について、調査報告書としてとりまとめる。 

⑹ 打合せ協議 

  業務を円滑に進めるため、打合せ協議を行う。（全３回） 



４ 貸与資料 

⑴ 都市計画主題図GIS データ 一式（Shapefile 又は SDF形式） 

（共有基図修正版、立地適正化計画、認定道路、指定道路、公園・緑地、及び委託者の用意す

るその他地域地区等） 

⑵ 都市計画基礎調査GIS データ（MapInfo 形式：令和２年３月 31 日時点データ） 

⑶ 洪水浸水想定区域データ（Shapefile：メッシュデータ） 

⑷ 洪水浸水実績図 

⑸ 内水浸水実績図 

⑹ 津波浸水想定区域データ（Shapefile） 

⑺ 家屋倒壊等氾濫想定区域データ（Shapefile） 

⑻ 土砂災害主題図データ（Shapefile 又は SDF 形式） 

⑼ 大規模盛土造成地マップ（Shapefile） 

⑽ （仮称）立地適正化計画策定支援業務 成果品 

⑾ その他必要となる資料 

５ 成果品 

⑴ 各項目の解析内容を表現するワークスペースファイル（MapInfoWOR形式） 

⑵ 作成した図面を表現するワークスペースファイル（MapInfoWOR形式） 

⑶ ⑴、⑵の環境を再現するために必要なＧＩＳデータ（MapInfoTAB 形式） 

⑷ 図面一式（PDF ファイル） 

⑸ 調査報告書 一式 １部 

※データファイルは DVDに格納すること 

※作成した図面は印刷したものを取りまとめ資料に綴ること 

６ 業務期間 

契約日から令和４年３月 25 日までとする。 



札幌市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項 

１ 業務責任者 

⑴ 受託者は、この契約締結後、業務責任者を定め、書面をもって委託者に通知しな

ければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。 

⑵ 業務責任者は、委託者の指示に従い本業務に関して一切の事項を処理するものと

する。 

⑶ 委託者は、受託者の業務責任者について、本業務の履行又は管理につき著しく不

適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面をもって必要な

措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 情報資産の取扱い 

⑴ 受託者は、委託者の情報資産を取り扱うときは、取扱者を限定し、書面をもって

委託者に通知しなければならない。 

⑵ 受託者は、前項の取扱者に、委託者から預託された情報資産の適正な取扱いに関

する誓約書を提出させなければならない。 

⑶ 受託者は、本業務で取り扱う委託者の情報資産を委託者の許可なく持ち出し、又

は本業務の目的以外に使用し、複写し、及び複製してはならない。  

３ 資料及び物品の貸与等 

⑴ 委託者は、受託者に対し本業務に必要な資料及び机、椅子その他の物品を受託者

と協議のうえ無償で貸与することができる。 

⑵ 前項の貸与にあたって、受託者は借用書又は受領書を提出しなければならない。 

⑶ 受託者は、委託者から提供を受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理、

保管し、かつ、委託者の許可なく本業務以外の用途に使用し、複写し、及び複製を

してはならない。 

⑷ 受託者は、使用後若しくは本業務完了後又は契約書の規定により契約を解除した

ときは、当該貸与品を直ちに委託者に返還するものとする。 

⑸ 受託者は、委託者から提供を受けた資料等に事故があった場合には、直ちに委託

者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。 

【別紙】 



４ 秘密の保持等 

⑴ 受託者又は受託者の従業員は、本業務の履行期間及び履行期間経過後において、

本業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報（以下「秘密情報」という。）を機密

として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本

業務の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾

を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体から

の命令により開示を求められた場合はこの限りではない。 

ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の

書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 

イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法に

より委託者が受託者に提供した情報 

ウ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結

果の内容 

エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 

⑵ 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業

務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 

５ 秘密情報の返還義務 

  受託者は、本業務の完了日又は契約解除の日をもって、前記４⑴の秘密情報を委託

者に返還するとともに、その複製複写物を一切保持してはならない。ただし、委託者

が必要と認めるときは、その返還日を延期することができる。 


