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注）印紙については、契約の種別ごとに課税対象であるか否かを確認すること。

委託者

受託者

職・氏名

商号又は名称

住 所

代 表 者

札 幌 市

札幌市中央区北１条西２丁目

秋　元　　克　広

その他の事項  別紙条項のとおり

　この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を

保有する。

　　　年　　月　　日

契約保証金  「免除」又は「金　　　　　円」

役務－第４号様式　契約書

契　約　書

　役務の名称

（案）

履行期間  契約日から

 　（うち消費税及び地方消費税の額

　上記の役務について、札幌市（以下「委託者」という。）と、

次のとおり契約する。

契約金額

 令和４年９月３０日まで

　　　　　　　　　　　　　　（以下「受託者」という。）は、

　　　　　　　 円）

 金　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　円

令和４年度地下鉄宮の沢駅周辺地区空間活用実証実験運

営業務

印 紙

貼 付
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（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書（設

計図、見本等を含む。以下同じ。）に従い、この契約（この約款及び仕様書を内容とする役

務契約をいう。以下同じ。）の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、役務（この契約に基づき履行する役務をいう。以下同じ。）を、この契約の履

行期間内において履行するものとし、委託者は、履行が完了した役務に対し、契約金額を

支払うものとする。 

３ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

６ この約款に定める承諾、通知（第９条第２項を除く。）、請求、指示、催告、表示及び解除

は、原則として書面にて行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 受託者は、役務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

（契約保証金） 

第３条 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、

委託者が、札幌市契約規則（平成４年規則第９号）第25条の規定に基づき契約保証金の納

付を免除した場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 受託者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継

させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受託者は、役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務

の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでは

ない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により役務の一部を第三者に委託しようとするときは、

あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 

３ 委託者は、前項の承諾にあたり、受託者に対して、受託者が第１項の規定ただし書の規

定により役務の一部を委託する第三者の商号又は名称、住所、委託する役務の範囲、その

他必要な事項の通知を求めることができる。 

４ 受託者は、第１項及び第２項の規定により役務の一部を第三者に委託した場合、委託者

に対し、当該委託に基づく当該第三者の受託に係る全ての行為について責任を負うものと

する。 

（監督等） 

第６条 委託者は、適正な役務の遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を

行い、この契約の履行を確保するものとする。 

２ 受託者は、前項の規定による委託者の監督を受け、委託者から役務改善命令等がなされ
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た場合には、その補正等の措置をしなければならない。 

（委託者に対する損害賠償） 

第７条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損

害を与えた場合には、第13条の２の規定に基づき損害を賠償する場合を除き、委託者の定

めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（第三者に対する損害賠償） 

第８条 受託者は、役務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損

害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならない。 

（検査等） 

第９条 受託者は、役務を完了したときは、遅滞なくその旨を委託者に通知しなければなら

ない。 

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内（以下

「検査期間」という。）に受託者の立会のもとに役務内容の検査（以下「完了検査」という。）

を行い、その結果を受託者に通知するものとする。 

３ 受託者は、完了検査に合格しないときは、委託者の指示する期間内にこれを補正しなけ

ればならない。この場合の補正の完了の通知及び検査については、前２項の規定を準用す

る。 

（契約金額の支払） 

第10条 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内（以下

「約定期間」という。）に前項の契約金額を支払わなければならない。 

３ 委託者がその責めに帰すべき事由により検査期間内に完了検査をしないときは、その期

限を経過した日から完了検査の結果を通知した日までの期間の日数は、約定期間の日数か

ら差し引くものとする。この場合において、その差し引く日数が約定期間の日数を超える

ときは、約定期間は、その超えた日において満了したものとみなす。 

４ 委託者は、この契約の履行に際して、一部履行しない役務がある場合には、第１項の契

約金額から当該履行しない割合に相当する金額を減額することができる。 

５ 委託者は、受託者が委託者に損害を与えたときには、委託者と受託者との協議成立まで

の間、第１項の契約金額の支払を保留することができる。 

（履行遅延の場合における違約金等） 

第11条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場

合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は、契約金額につき、履行期間満了日の翌日から完了検査（第９条第３

項で準用する場合を含む。）に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用され

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に

基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（昭和 24年 12 月大蔵省告示第 991号）にお

いて定める割合（以下「違約金算定率」という。）で計算した額（100 円未満の端数があると

き、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）とする。ただ

し、遅延日数は、当該完了検査に要した日数を除くものとする。 
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３ 契約により期日を定めて分割履行する場合は、第１項の違約金は、その分割量に応ずる

契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられない

ときは、この限りでない。 

４ 受託者は、天災その他の受託者の責めに帰することができない事由により履行期間内に

役務の履行ができないときは、委託者と協議のうえ、履行期間の延長を行うことができる。

ただし、役務の性質上、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を

達することができない場合においては、この限りでない。 

５ 委託者の責めに帰すべき事由により、前条第２項の規定による契約金額の支払が遅れた

場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、違約金算定率で計算した

額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。 

（談合行為に対する措置） 

第12条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、契約金

額の10分の２に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による役務が完

了した後においても、同様とする。 

(1) 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条に規定

する排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第１項に

規定する納付命令）が確定したとき。 

(2) 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６の

規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したとき。 

(3) 前２号に規定するもののほか、受託者又は受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法

又は刑法第96条の６の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。 

２ 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。 

３ 前２項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 

（契約の解除等） 

第13条 委託者は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過したときにおいて、当該不履行が、この契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 履行期間内に役務の全部又は一部を履行しないとき。 

(2) 第９条第３項の規定に基づき、委託者が指示した期間内に補正しないとき。 

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しているとき。 

２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をするこ

とができる。 

 (1) 役務が履行不能であるとき。 

 (2) 役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 役務の一部の履行が不能である場合又は役務の一部の履行を拒絶する意思を明確に

表示した場合において、残存する履行済み部分のみでは契約の目的を達することがで

きないとき。 
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 (4) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないで

その期間を経過したとき。 

 (5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項の規定によ

り一般競争入札に参加することができなくなったとき。 

 (6) この契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違

反する行為をしたとき。 

 (7) 第４条の規定に違反し、委託者の承諾を得ずにこの契約から生じる債権を譲渡した

とき。 

 (8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

   イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、受託者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。）

が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）第２条第２号に

規定する暴力団員（以下この号において｢暴力団員｣という。）であると認められると

き。 

ロ 暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する暴力団

をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再委託契約、資材の購入契約その他この契約に関連する契約（トにおいて「関連

契約」という。）の相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、

当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受託者が、イからホのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合

（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求めた

にもかかわらず、受託者がこれに応じなかったとき。 

チ 暴力団又は暴力団員に、この契約から生じる債権を譲渡したことが判明したと

き。 

(9) 前各号に掲げる場合のほか、委託者が前項の催告をしても、契約の目的を達するの

に足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき、又は契約を継続し難

い重大な事由があると認められるとき。 

３ 委託者は、第１項又は前項（第８号を除く。）の規定により契約を解除した場合におい

て、受託者が既に完了した部分の役務において提供を受ける必要があると認めたときは、



役務－第６号様式 役務契約約款 

当該完了部分の完了検査を行い、当該検査に合格した役務の提供を受けることができる。

この場合、委託者は、当該提供を受けた役務の完了部分に相当する契約金額を受託者に支

払わなければならない。 

４ 受託者は、第１項又は第２項の規定により契約を解除された場合に受託者に損害が生ず

ることがあっても、委託者に対してその損害の賠償を求めることができない。 

５ 第１項各号又は第２項各号（第８号を除く。）に定める場合が、委託者の責めに帰すべき

事由によるものであるときは、委託者は、第１項又第２項の規定による契約の解除をする

ことができない。 

（契約が解除された場合等の賠償金） 

第 13 条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託者は、契約金額の 100 分の

 10 に相当する金額（委託者に生じた実際の損害額が当該金額を超過する場合は、当該損害

額）を賠償金として請求することができる。 

 (1) 前条第１項又は第２項の規定によりこの契約が解除された場合 

 (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 7

5 号）の規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律

第 154 号）の規定により選任された管財人 

 (3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律

第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金が納付されているときは、委託者

は、当該契約保証金をもって第１項の賠償金に充当することができる。 

（契約解除に伴う措置） 

第 13 条の３ 受託者は、第 13条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、貸与品、

支給材料等（使用部分済みを除く。以下同じ。）があるときは、遅滞なくこれらを委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受託者の故意又は過失

により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代

えてその損害を賠償しなければならない。 

２ 受託者は、第 13 条の規定に基づきこの契約が解除された場合において、委託者が所有又は

管理する履行場所（以下「履行場所」という。）に受託者が所有する器具、材料その他の物品

があるときは、遅滞なく当該物品等を撤去（委託者に返還する貸与品、支給材料等について

は、委託者の指定する場所へ搬出。以下同じ。）するとともに、履行場所を原状に復して委託

者へ明け渡さなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

履行場所の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物品等を処分し、履

行場所の原状回復を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は原状

回復について異議を申し出ることはできず、また、委託者が処分又は原状回復に要した費用を
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負担しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する受託者が行う原状回復等の期限及び方法については、委託者が

指示するものとする。 

（契約保証金の返還） 

第14条 委託者は、受託者が履行期間中の全ての役務を完了し、完了検査に合格したときは、

契約保証金を返還しなければならない。 

（裁判管轄） 

第15条 この契約に関する訴訟は、委託者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。 

（その他） 

第16条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市契約規則及び労働基準法（昭和22

年法律第49号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第

57号）その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。 

２ 受託者は、委託者から、業務従事者の賃金支給状況、社会保険加入状況その他労働契約

状況が確認できる書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ この約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協

議のうえ定めるものとする。 
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仕様書 

 

１ 業務名 

令和４年度地下鉄宮の沢駅周辺地区空間活用実証実験運営業務 

 

２ 一般事項 

（適用範囲） 

（１）この仕様書は、札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課で実施する「令和

４年度地下鉄宮の沢駅周辺地区空間活用実証実験運営業務」の委託に適用する。 

（２）受託者は、業務の目的を十分理解し、目的達成のために必要な人材を確保し、最

高の技術を発揮するよう、責任ある技術者を備えなければならない。 

（３）受託者は契約後速やかに、本業務実施に関する計画書を作成し提出すること。 

（４）成果品及び本業務において作成したイラスト、写真等（以下「成果品等」とい

う。）の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。）は、委託者に帰属

するものとする。また、成果品等に関する著作人格権は行使できないものとする。 

（５）業務遂行にあたっては、委託者と受託者の連絡を密にして作業を進めるととも

に、協議を行った際は速やかに協議録を作成し、委託者に提出すること。 

（６）業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、委託者、受託者双方が協議してこれを処

理する。 

（７）業務の履行に関しては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低

減に努めること。また、使用する紙類等は極力環境に配慮したものとすること。 

（８）委託者が保有する資料で、業務の履行にあたり必要と認められるものについて、

受託者は、当該資料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

合において、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。また、受託者は、業務が完了したときは、貸与された資料等について、ただ

ちに返還するものとする。 

（９）委託者が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしては

ならない。 

（10）受託者は、本業務の処理にあたり知り得た一切の事項について、他に漏らしては

ならず、目的外に使用しないこと。なお、この契約が終了し、又は解除された後に

おいても、同様とする。 

（11）本業務に関する事故等は、市に速やかに報告するとともに受託者の責任により

適正に処理すること。また、事故等により生じた損害一切は受託者の負担とする。 

（12）委託者は、不可効力（感染症の流行、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴

動その他の委託者又は受託者の責に帰することのできない自然的または人為的な

現象をいう。）により、業務を遂行することが困難になったとき、受託者に対して、

契約の解除又は期間を定めて業務の一部又は全部の停止を命ずることができる。 

（13）個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱注意事項」を厳守すること。 



 

 

（14）この仕様書に記載のない事項については、受託者は委託者と協議のうえ行うこ

ととする。また、本業務の主旨を十分踏まえ、また本業務の遂行に支障をきたさな

いよう協力するものとする。 

 

３ 業務の目的 

札幌市では、平成 28年度に地域交流拠点等開発誘導事業を創設し、地域交流拠点等

において、民間の力を引き出しながら個別の都市開発による建替え更新を促進し、そ

の開発計画の内容をきめ細かく誘導・調整することで、質の高い空間づくりを進めて

いる。 

地下鉄宮の沢駅周辺地区では、令和 3 年 2 月に、地域住民や事業者等を対象に「地

下鉄宮の沢駅周辺のまちづくりに関するアンケート」（以下、「アンケート」という。）

を実施するなど、協働によるまちづくりのため取り組みを進めている。 

当該地区において、まちづくりを進めるため、令和３年度は、地下鉄宮の沢駅周辺地

区へのアンケート結果の周知等を行い、この度実証実験案を作成した。 

本業務では、実証実験案を基に実証実験を実施し、空間活用によるにぎわいづくり

を通じて、地域の魅力発信やまちづくりの機運向上を図り、宮の沢のまちづくりを進

めることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

（１） 地下鉄宮の沢駅を中心とした空間活用に係る実証実験の実施 

   別添「実証実験案」、及びアンケート結果に沿って実証実験の実施計画を作成し、

実施する。 

実証実験の実施にあたっては、基本事項ア～エ及び実証実験案を基本に、事前

準備、実施・運営、実施結果の取りまとめを行うこととし、実施スケジュールや具

体的なコンテンツの検討・調整を行う。 

なお、基本事項及び実証実験案はあくまで参考であり、関係者調整等により内

容が変更となる可能性があるため、実施計画の詳細については委託者と協議のう

え決定することとする。 

 

【基本事項】 

ア 取組方針：宮の沢の空間活用をテーマとしたオープンスペースの活用 

   イ 実施時期：令和４年７月中 土日の５日間 日中７時間程度 

   ウ 実施場所：「宮の沢ふれあい公園」などを想定 

   エ 実施内容：事業者等による出店（フードトラック（１～３店程度）の設置等） 

          公園来場者の利用を想定したベンチ、テーブル、パラソル等の設置 

敷物の貸出 

          子供向けのコンテンツ（子どもを対象としたイベントの実施等） 

          来場者アンケート等の実施 

 

 



 

 

① 事前準備 

実証実験で実施するコンテンツについて調整（会場の調整・確保、出店者の

募集・選定、必要な資機材の調達・作成・準備、関係者調整等を含む）を行い、

会場配置図、実施スケジュール、実施コンテンツなどを盛り込んだ実施計画を

作成する。イベント内容に応じて関係機関に届出を行うとともに、イベント保

険の加入等を行うこと。 

   ② 実施・運営 

     資機材の搬入及び会場の設営、イベントの進行管理、実施状況の記録を行う。

イベント終了後は会場を現状復旧することを基本とし、撤去作業を行う。 

   ③来場者アンケート等の実施 

    札幌市が作成した来場者アンケート等について、来場者を対象に実施する。    

 

（２） 実施結果のまとめ 

    実施結果についてとりまとめ、実施報告書を作成する。 

  

（３） 報告書の作成 

業務の実施結果を取りまとめ、報告書を作成する。委託者と協議の上、デジタル

データを発注者が指定した形式で提出すること。 

 

 

参考：業務スケジュール（予定） 

 

５ 業務期間 

契約日から、令和４年９月 30日(金)まで 

 

６ 成果品の提出 

(1) 業務報告書（確認用）             A4判 １部 

(2) 報告書電子データ            CD-ROM １枚 

令和４年度 

 ５月       ６月        ７月        ８月        ９月   
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了 
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実
証
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験
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了 
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ふれあい公園等 

取りまとめ等 



1 

別添資料 実証実験案 

 

※下記実証実験案は「地下鉄宮の沢駅周辺のまちづくりに関するアンケート」等で挙げられた意見

や各種調査結果を踏まえ、取組方針ごとに整理したものである。下記記載内容は見積参考であり、

特に準備品、実施イメージについては実施内容等を縛るものではないことに留意すること。 

 

取組方針 

 宮の沢ふれあい公園等を対象とした空間活用実験 

① 対象：宮の沢の住民、観光客等 （１日当たり２００人程度の来場を想定） 

② 目的：空間活用の検証、地域との関わりづくり 

③ 実施時期：2022 年７月 土日の５日間 日中の７時間程度（例：10 時から 17 時） 

                           （設営・撤去は含まず） 

④ 場所：宮の沢ふれあい公園ほか空間活用スペース 

想定：宮の沢ふれあい公園 西区宮の沢２条３丁目 計４回程（土日の連続開催を２回の想定） 

   ほか１回程度を地下鉄宮の沢駅周辺の空間活用スペースにて実施を予定 

   ※同日での開催は行わない。 

⑤ 実証実験（コンテンツ） 

実証実験の実施に関するコンテンツの運営、備品や資機材・業者等の手配、搬入撤去などにつ

いては、受託者の業務の範囲とする。運営や手配にあたっては、業務が滞りなく実施できるよう、

特記なき事項についても必要な検討等を加えること。 

 

イ．全体事項 

・新型コロナウイルス感染予防対策を適切に実施すること。⑥準備品は想定であり、実施にあた   

り詳細を検討すること。 

・使用する備品や資機材等は、実証実験の開催時間外の公園内残置は原則不可とするが、連続開 

催をする場合の夜間において、安全のための措置を講じる場合は協議による。 

・本部用のテントを設置し、業務の監督・業務員の休憩などに活用すること。 

 

ロ．来場者が休憩できるベンチ、テーブル、パラソル等の設置 

＜概要＞ 

・実証実験参加者に限らず、通常の公園利用者も利用できる休憩スペースとして設置する。 

・休憩スペースの仕様については⑥準備品を参照する。 

 

ハ．公園を利用する親子連れや観光客に対する一時的な店舗 

 ＜概要＞ 

・キッチンカーを想定（１～３台程度）。 

・キッチンカーの運営にあたり、公園設備の使用は原則認めない。必要な資機材については、受

託者又はキッチンカー事業者が準備すること。 

・物販用のテントを設置すること。 
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ニ．公園を利用する子供などを対象としたイベントの実施 

＜概要＞ 

・ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい程度のイベント実施（想定） 

・運営は受託者の直営で行える程度（想定なお、外部委託も認める）。 

・イベント実施は、無償とする。 

・イベントスペースはテント（⑥準備品参照）内に設ける。テントはアンケートの作業スペース

と兼ねる。 

 

ホ．会場利用者へのアンケートの実施 

＜概要＞ 

・公園の利活用に関するアンケートを実施する。内容（データ）については委託者より提供。 

・アンケートの回答時間は３～５分程度。鉛筆（使いすてを想定）やクリップボード（回収を想 

定）等を用いる。（立位での回答想定だが、必要に応じて座位での回答ができるよう準備する。） 

・アンケート回答者にはノベルティを進呈する。ノベルティについては札幌市支給品。 

 

⑥ 準備品 

物品 数量 備考 

イ．全体事項 

コロナウイルス 

感染予防対策品 
一式 

手指消毒用アルコール（プッシュ式）等 ３個程度常置 

※適宜、補充等すること。 

看 板 １基 

W900×H1800ｍｍ程度（サブロク板程度）。 

会場入り口付近に設置し、実証実験が開催中であることがわかる

ようにすること。看板のデザイン・作成・運搬設置等を行うこと。 

設置方法に自立式を想定しているが、詳細については現地を確認

し、検討すること。 

本部用テント １基 H320～350×D3000×W4500ｍｍ程度（想定） 

長 机 ２基 W1800×D600×H700mm 程度 

椅 子 ５脚 パイプイス（アルミ樹脂製）程度 

本部用備品 一式 本部の運営に必要な備品（任意） 

ゴミ箱 一式 

会場内に１カ所設置。 

札幌市のごみ分別に対応した仕様とすること。（必要に応じて案内

表示なども作成すること） 

ロ．来場者が休憩できるベンチ・テーブル・パラソル等の設置 

ガーデン 

テーブルセット 
10 セット 

休憩スペース用、4 人掛けパラソル付き 

 

レジャーシート 100 枚 2～3 人用（使い捨てを想定） 

コロナウイルス 

感染予防対策品 
一式 

適宜、担当者が机・椅子を清掃するための消毒液・布巾など 

 

ハ．公園を利用する親子連れや観光客に対する一時的な店舗 

長 机 6 本 W1800×D600×H700mm 程度 
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物販の補助用、1 ブースにつき 2 本 

椅子 6 脚 
パイプイス（アルミ樹脂製）程度 

物販用の補助用、1 ブースにつき 2 脚 

物販用テント １基 H320～350×D3000×W4500ｍｍ程度（想定） 

ニ．公園を利用する子供などを対象としたイベントの実施 

縁日セット 一式 

ヨーヨー釣りやスーパーボールすくい等のイベントの内、二つ以

上を実施する。 

景品（ヨーヨーやスーパーボール等）は一日あたり 200 人の来場

を想定し、実施日数分（５日間分）を準備する。 

イベント用テント １基 H320～350×D3000×W4500ｍｍ程度（想定） 

ホ．会場利用者へのアンケートの実施 

アンケート実施 500 人分 

アンケート用紙（500 人分） 

クリップボード等（10 台程度） 

使い捨て鉛筆等（500 人分） 

ノベルティ（500 人分）ノベルティについては札幌市支給品。 

コロナウイルス 

感染予防対策品 
一式 

都度、担当者がクリップボード等を消毒するための消毒液・布巾な

ど 

※現場で発生した廃棄物等については、適正に処理すること。 

※縁日セットの景品については、公園利用者に無償で渡すことを想定（１日２００人程度を想定） 

※アンケート用紙については、札幌市で準備する。 

 

⑦ 不測の事態の対応について 

・雨天時の対応について 

 雨天・荒天の場合、実証実験を延期する。なお、延期の判断については、前日までに判断する。 

 ※予定実施回数５回を積算すること。実際の業務では、雨天延期後の実証実験の開催は、規模 

の縮小など事業計画を再検討し、公園を活用した実証実験は最小２回の実施を行うよう調整 

することとし、詳細は担当職員との協議による。 

・キッチンカーの誘致について 

 キッチンカーの誘致にあたっては、最低１台は出店するよう調整すること。 

 

⑧ 実証実験の必要人員（想定） 

・子供向けイベント対応（２名／日） 

・アンケート対応及び業務補助等（１名／日） 

・場内及び場外の整理、会場清掃ほか業務補助等（２名／日） 

・運営管理、全体統括及び業務補助等（１名／日） 

 

⑨ 課題検討事項 

・地域のイベントとの連携意向確認 

 ※地域のイベントや企業と連携することで、にぎわいの相乗効果を生むことができる可能性が  
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あることから、当該連携を検討すること。 

・ガーデンテーブルセット等については、誰でも使用できるよう、周知を十分に行うこと。 

 

⑩ 会場イメージ（参考） 

＜会場全体イメージ＞※会場は変更する場合があります。 
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