
-1- 

杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  ＪＲ阿佐ヶ谷駅周辺から東京メトロ南阿佐ヶ谷駅周辺までの一帯は、にぎわいある商店街

やシンボリックなケヤキ並木のある中杉通りが地区を南北に貫くなど多様な特性を有する

とともに、区庁舎等の公共施設が集まるシビックゾーンでもある。一方で、周辺は木造住宅

密集地域が広がり、防災や基盤整備の課題を有している。 

そのような中で、阿佐ヶ谷駅至近の小学校や民間施設が機能更新期を迎えることを契機に

まちづくりの動きが見られるほか、シビックゾーンの公共施設についても老朽化が進みつつ

あり、それらを契機として生活拠点にふさわしい都市機能の強化や公共空間の整備などまち

づくりを進めていくことが必要である（*1）。 

  そこで、今後の地域の様々なまちづくりの動きに的確に対応できるよう、両駅周辺のまち

づくりの将来像の共有を目的として、「阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」（以下「方針」と

いう。）を策定する。この方針は、「杉並区まちづくり基本方針」を補完し、地域内各地区に

おける個別のまちづくり活動や事業等につながる、地域のグランドデザインとして位置づけ

る。 

以上のことから、本件事業者の選定は、①地域特性等当該業務の理解度、②まちづくり、

都市計画、道路、商業分野等における専門的地域・技能、③地元意見の聴取、反映及び柔軟

な対応力、④類似案件の履行実績などを重視し、公募型プロポーザル方式により選定する。 

 (*1)阿佐ヶ谷駅等周辺地区のまちづくりの現状及び課題については、別紙１「杉並区阿佐ヶ

谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務詳細説明書」８(2)に記載のとおり、庁内

検討において一定程度整理し、本プロポーザルの実施にあたって資料の閲覧を可能とし

ているので、詳しくは当該資料を参照してください。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

    杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務 

 （２）業務の範囲・内容 

   ①阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案の作成支援 

   ②阿佐谷まちづくり研究会（以下「研究会」という。）(*2)の資料作成、会議運営支援

に係る事項 

     (*2)方針策定のために区要綱により設置した庁内検討組織。 

   ③阿佐谷まちづくり研究会作業部会(*3)の資料作成、会議運営支援に係る事項 

    (*3)研究会の下部に設置される庁内の主に係長級による作業部会。 

   ④地域のまちづくり団体や一般住民からの意見聴取の支援 

   ⑤地域住民への情報提供の支援 

   ⑥方針策定に向けて必要な基礎データの収集・整理 

  ※詳細は、別紙１「杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務詳細説明書」

のとおりです。 

 （３）履行場所 

    杉並区阿佐谷南一丁目 15番１号 杉並区役所本庁舎 

 （４）履行期間 

    契約締結の翌日から平成 28年３月 24日(木)まで 

 （５）事業規模（概算額） 

    500万円（消費税及び地方消費税を含む） 
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３ 参加資格 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

  （２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22年 3月 23日杉並第 65476

号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 

 （３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23年 1月 17日杉並第 53890号）に

定める除外措置要件に該当していないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこ

と。 

 （５）提案業務又は類似する業務を引き続き２年以上営業していること。 

 （６）１次審査日現在で、杉並区競争入札参加資格者名簿に業種「都市計画・交通関係調査」

で登録があること。 

 （７）過去５年間に、東京都、神奈川県、埼玉県又は千葉県内の人口 15万人以上の都市で、

鉄道駅周辺地域を含むまちづくりに関して、①及び②をともに満たす実績を有すること。 

   ①地方自治体のマスタープラン、グランドデザイン、方針、計画等の策定支援に係る業

務の受託実績 

   ②住民との意見交換会やワークショップ等の住民参加型まちづくりの運営支援業務の

実績 

 

４ 実施手順 

  公募から受託候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおりです。 

内容 期間等 

実施要領の公表 平成 27年６月 29日（月） 

杉並区公式ホームページ上で公開します。 

(http://www2.city.suginami.tokyo.jp/bid/default.asp) 

企画提案書等提出期間 平成 27年７月 16日（木）から 

平成 27年７月 21日（火）17時まで 

第１次審査（書類審査） 平成 27年８月３日（月）頃 

※第１次審査を実施し、第２次審査の対象とする参加事業者

を３者程度選定します。 

第１次審査結果通知 平成 27年８月５日（水）頃 

※第１次審査参加者全員に結果を通知します。 

※第１次審査通過者には第２次審査の案内をあわせて通知し

ます。 

第２次審査 

（ヒアリング審査） 

平成 27年８月 25日（火）頃 

受託候補者選定結果の

通知 

平成 27年８月下旬に通知する予定です。 

※第１次審査参加者全員に結果を通知します。 

  ※第１次審査以降の日程は予定です。 

 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

 （１）受付方法 

   様式１「質問書」に質問内容を記載の上、e-mailにより提出してください。 

 （２）受付先 

   「10 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/bid/default.asp
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 （３）受付期限 

   平成 27年７月８日（水）17時まで。 

 （４）回答方法 

   質問に対する回答は、平成 27年７月 13日（月）までに杉並区公式ホームページ上で公

開します。 

   (http://www2.city.suginami.tokyo.jp/bid/proposal_list.asp) 

 

６ 企画提案書の提出 

 （１）提出書類 

   提出書類は、様式３「提出書類一覧」のとおりです。なお、提出書類は日本語で記載し

てください。 

 （２）提出部数 

   ア 提出書類は、正本１部と副本 12部をそれぞれファイル等で綴じて提出してくださ

い。 

   イ 副本については、添付の表紙を除き、会社名、ロゴマーク等参加事業者が特定でき

る記載は行わないでください。 

 （３）提出方法 

   持参又は郵送（書留郵便に限る。）により、提出してください。 

 （４）提出先 

   「10 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

 （５）提出期限 

   平成 27年７月 21日（火）17時まで（必着）。 

※持参・郵送を問いませんが、未着・遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出とし

て取り扱います。 

※各様式は、Excel形式での提供が可能です。必要な場合は、その旨記載の上「10 担当

課（問い合わせ先）」宛に E-mailを送付してください。折り返し様式集を送付します。 

 

７ 受託候補者の選定手順 

  「杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務受託者候補者選定委員会」（以

下「委員会」という。）において、提出された企画提案書類及びヒアリングの内容を審査し、

本業務に最も適していると認められる参加事業者を受託者候補者として選定します。 

  ただし、２（５）事業規模を超える提案をした事業者や、委員会で審査した結果、一定の

評価点数に満たない参加事業者については、契約の相手方の候補者とはしないものとします。 

（１） 評価基準 

  ア 経営状況に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

経営状況 経営状況は良好か 

類似業務実績 類似業務の受注実績が十分か 

  イ 企画提案に対する評価基準 

評価項目 評価の内容 

業務遂行力 
業務の遂行体制は妥当か 

業務の遂行にあたり十分な技術者等がいるか 

地域特性等の業務理解度 当該地域の現状認識・課題理解が適切か 

企画提案の妥当性・専門性 
まちづくり方針策定に向けた進め方が的確か 

基礎調査・データ整理等に係る提案の妥当性 

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/bid/proposal_list.asp
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提案が専門的知識・技能に基づいているか 

熱意、積極性及び創意工夫があるか 

資料調整力 

・コミュニケーション力 

資料がポイントを押さえ分かりやすいか 

説明が論理的で説得力があるか 

質問の受け答えが適切か 

コミュニケーション能力に優れているか 

コスト 

見積金額は妥当か 

算出根拠が明確か 

費用対効果 

（２） 審査方法 

  ア 第１次審査（書類審査） 

    提出された企画提案書等に対し、委員会で第１次審査を実施し、第１次審査通過者

を３者程度選定します。 

   イ 第１次審査の結果は、第１次審査後、速やかに通知します。 

   ウ 第２次審査（企画提案についてプレゼンテーション及びヒアリング審査） 

     第１次審査通過者に対し、委員会が第２次審査を実施し、契約を締結する受託候補

者を選定します。 

（３） 受託候補者選定結果通知 

  平成 27年８月下旬に通知する予定です。 

※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができま

す。 

 

８ 参加事業者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

（１） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２） 参加資格を満たさなくなった場合 

（３） 審査の透明性･公平性を害する行為があった場合 

（４） 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合 

 

９ その他留意事項 

（１） 本件に参加する費用は、全て参加事業者の負担とします。 

（２） 書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。 

（３） 提出された企画提案書等については返却しません。 

（４） 審査の結果、一定の点数を満たす参加事業者がなかった場合、受託候補者は選定し

ません。 

（５） 企画提案書等について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、

提出書類等を公開することがあります。 

（６） 契約の締結にあたっては、区指定の標準契約書を使用します。 

 

10 担当課（問い合わせ先） 

  杉並区都市整備部まちづくり推進課拠点整備係 

   所在地：杉並区阿佐谷南１－15－１（杉並区役所西棟３階） 

   電 話：03-3312-2111 内線 3383 

   ＦＡＸ：03-3312-2907 

   E-mail：matidukuri-k@city.suginami.lg.jp 
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杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務詳細説明書 

 

１ 業務内容 

  阿佐ヶ谷駅及び南阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりに関する現況、課題、地域特性等を整理し、「（仮

称）阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」（以下「方針」という。）の案を作成する。方針は、「杉

並区まちづくり基本方針」を補完し、阿佐ヶ谷駅及び南阿佐ヶ谷駅周辺における具体的なまちづ

くりや事業等につながり得るものとする。 

方針の策定へ向けて、庁内における検討及び調整の母体とするため、平成27年４月に庁内検討

組織「阿佐谷まちづくり研究会」（以下「研究会」という。）が設置されている。方針案の作成

に際して、研究会の運営支援を実施する。 

また、方針策定にあたっては、地域の意見を聴取、反映し、課題や方向性の共有を図るため、

区において地域住民等との意見交換の場を設ける必要があるため、ファシリテーション等により

これら会議体等の運営を支援する。 

 

(1) 阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案の作成支援 

   阿佐谷まちづくり研究会での議論や地域団体との意見交換等を通じて、区としての阿佐ヶ谷

駅等周辺地区のまちづくり方針案を作成する。 

(2) 阿佐谷まちづくり研究会の運営支援 

   阿佐谷まちづくり研究会は、まちづくり方針策定における庁内の検討及び調整の母体である。

庁内の関係部・課長を構成員とする。平成27年４月に設置され既に２回程度開催されているが、

27年度は委託契約後４回程度の開催を想定する。 

  ・研究会資料の作成 

  ・研究会への出席及び助言 

(3) 阿佐谷まちづくり研究会作業部会の運営支援 

   研究会の作業チームであり、庁内係長級を構成員として、方針のたたき台の作成や関係各課

との連絡調整等のため適宜開催するものであり、27年度は委託契約後４回程度の開催を想定す

る。 

  ・作業部会資料の作成 

  ・作業部会への出席及び助言 

(4) 地域のまちづくり団体や一般住民からの意見聴取の支援 

   阿佐谷地域には住民主体でまちの将来像を考えるまちづくり団体が活動しているため、方針

策定にあたりこれら団体との意見交換が必要と考えられる。また、これら団体に属さない一般

区民の意見を聴取し、方針に反映することも必要である。区で設置するこれらの意見交換の場

について、進め方や資料等について提案・助言を行うとともに、当日においてはファシリテー

ションによりその運営を支援する。 

  ※会場の確保、開催通知、資料の印刷、記録作成は区で行うこととし、委託範囲に含まない。 

 (5) 地域住民等への情報提供の支援 

   （4）のほかに、地域住民に阿佐ヶ谷のまちづくりの動きについて周知するため、ニュース

の発行等による情報提供の支援を行う。 

  ・まちづくりニュース等の原稿作成 

  ※まちづくりニュースの印刷・配布は区で行うこととし、委託範囲には含まない。 

(6) 方針策定に向けて必要な基礎データ・資料等の収集・整理 

別紙１ 
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  上位計画等の位置づけ、既往の各種計画、土地利用の現況等は区においてある程度整理し、

研究会で議論している。これらも参考に、方針の策定に向けて不足するデータや資料等は適宜

補足し研究会に提示し、方針案に反映する。 

(6) 共通事項 

上記（(4)を除く）の各会議体等では、事後において議事録を作成する。 

また、受託者は、区担当者と密接に連絡を取り業務を遂行する。地域のまちづくり団体の意

向や運営・開催状況等によって、やむを得ず履行期間内における工程を見直す場合等は、区と

協議の上対応する。 

 

２ 対象区域 

   阿佐ヶ谷駅・南阿佐ヶ谷駅を含む周辺地域とするが、企画提案を踏まえて設定する。区の想

定する設定の目安として別紙２「対象区域図」を示すので参考とすること。 

 

３ 想定スケジュール 

  平成27年９月～：地域住民への意見聴取 

  平成27年第４四半期：研究会にてまちづくり方針の骨子を作成 

  平成28年第１四半期：研究会にてまちづくり方針案を作成 

  ※杉並区実行計画（平成27～29年度）では、阿佐ヶ谷駅周辺まちづくりについて、平成27年度

に「まちづくり方針の策定」、平成28、29年度は「まちづくりの推進」とされている。これ

を参考にしつつ、妥当かつ実現可能なスケジュールを提案すること。 

 

４ 実施体制 

技術士（都市及び地方計画）の資格を有する者及び本件業務と同種のコンサルティングの実

績を有する者を（同一人でも可）、本件業務の履行に従事させること。 

 

５ 区から貸与する資料（契約締結後） 

  ・「杉並区まちづくり基本方針」ほか各種行政計画 

・委託契約締結以前に行った阿佐谷まちづくり研究会・同作業部会の資料及び記録 

 

６ 提出物 

(1) 着手時提出物 

ア 主任技術者届 

イ 実施計画書 

(2) 中途提出物 

ア 打ち合わせ議事録 

紙印刷１部、電子データ（PDF 形式、CD-R １枚） 

    イ 上記「１ 業務内容」で記載した各種資料等 

 (3) 完了時提出成果物 

ア 阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案 

Ａ４版１部、電子データ（Word形式、PDF 形式、CD-R １枚） 

    イ 委託業務内で行った各種会議体等の資料及び記録 

Ａ４版１部、電子データ（Word形式、Excel形式またはPowerpoint形式、PDF 形式、CD-R 
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１枚） 

(4) 完了時成果物提出期限 

  平成28年３月24日(木) 

(5) 提出場所 

  都市整備部まちづくり推進課拠点整備係（杉並区役所西棟３階） 

 

７ 特に提案を求めるポイント 

(1) 検討対象区域（まちづくり方針策定区域）の設定及びそれに伴う地域課題の洗い出し 

(2) まちづくり方針策定に向けた進め方 

 ①研究会及び同作業部会の進め方及び運営上の工夫 

 ②地域住民等の意見聴取・意見反映プロセス、情報提供方法の設定 

 ③方針策定に向けたプロセス 

(3) 必要な基礎調査・データ整理 

 方針策定に向けて、既存の資料・データ等で不足する部分の補足的調査 

 

８ その他参考情報 

(1) 地域のまちづくり団体「阿佐ヶ谷のまちづくりを考える会」及び「マイタウン阿佐谷協議

会」が共同でまちづくり構想をまとめ、区長に提案しています。 

http://www.sugi-chiiki.com/asagaya/index.php 

(2) 研究会は本年度既に２回開催しており、その中で地域の現況及び課題並びに既往の計画等

は一定程度整理しています。過去２回の研究会の資料については、公開可能なものは窓口に

て紙での閲覧または複写物の提供が可能ですので、必要な場合は、事前連絡の上、実施要領

「10 担当課」の窓口までお越しください。なお、電子データでの提供には応じかねます。 

(3) 関連情報 

 ・杉並区総合計画（平成27～33年度)・実行計画（平成27～29年度） 

  http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=291008 

 ・杉並区区立施設再編整備計画（第一期）・第一次実施プラン 

  http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=292005 

 

http://www.sugi-chiiki.com/asagaya/index.php
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=291008
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=292005


保育室南阿佐谷

職員会館

阿佐ヶ 谷中

阿佐谷南児童館

子ども 家庭支援センタ ー

区役所分庁舎

すぎなみ地域大学
南阿佐ヶ 谷

第一自転車駐車場

阿佐谷東保育園

杉並区役所

杉並第六小

阿佐谷地域区民センタ ー

すぎなみNPO支援センタ ー

産業商工会館

杉並第一小

阿佐谷児童館
阿佐谷区民事務所

はなのオアシス

阿佐谷図書館

私立阿佐谷保育園

杉森中

杉並清掃事務所

杉並第七小

阿佐谷南保育園

東田中

成田図書館

杉並保育園

梅里区民集会所

馬橋小学校

阿佐谷西公園

松山児童遊園

阿佐谷こ ぶし 緑地

馬橋公園阿佐谷中央公園

Aさ んの庭

阿佐谷けやき 公園

阿佐谷けやき プール

阿佐谷東公園

阿佐谷にし はら 公園

南阿佐谷すずら ん緑地

阿佐谷児童遊園

阿佐谷南公園

阿佐谷南児童遊園

お伊勢の森児童遊園

成宗公園

阿佐谷こ と り 公園

成田東公園

東一坂下緑地

東田児童遊園

東二第三公園

梅里中央公園

なり むね児童遊園

私立阿佐谷幼稚園

（ 認証） ゆら り んMOMOの家保育園

私立ゆり かご保育園のはら 分室

私立杉並東洋幼稚園

ひと と き 保育阿佐谷

（ 認証） ポピンズナーサリ ースク ール阿佐谷

私立世尊院幼稚園

杉並郵便局

杉並警察署

杉並都税事務所

河北総合病院

看護専門学校

河北総合病院

杉並学院中・ 高校

杉並税務署

成田東四丁目

成田東五丁目

成田西四丁目

松ノ 木三丁目

梅里二丁目

成田東三丁目

阿佐谷南三丁目

阿佐谷北二丁目

阿佐谷北四丁目

天沼一丁目

阿佐谷北三丁目

阿佐谷南一丁目

阿佐谷南二丁目

阿佐谷北一丁目

阿佐谷北五丁目

高円寺北四丁目

250 m
1:7,200

yokomizo-ai
楕円

yokomizo-ai
楕円

yokomizo-ai
テキスト ボックス
南阿佐ヶ谷駅を中心に半径250mの範囲

yokomizo-ai
テキスト ボックス
阿佐ヶ谷駅を中心に半径500mの範囲

yokomizo-ai
テキスト ボックス
阿佐ヶ谷駅

yokomizo-ai
テキスト ボックス
南阿佐ヶ谷駅

yokomizo-ai
テキスト ボックス
青梅街道

yokomizo-ai
テキスト ボックス
中杉通り

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
テキスト ボックス
用途地域

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
テキスト ボックス
第一種低層住居専用地域

yokomizo-ai
テキスト ボックス
第一種中高層住居専用地域

yokomizo-ai
テキスト ボックス
第二種中高層住居専用地域

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
テキスト ボックス
第二種住居地域

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
テキスト ボックス
近隣商業地域

yokomizo-ai
四角形

yokomizo-ai
テキスト ボックス
商業地域

yokomizo-ai
テキスト ボックス
施設・公園等

yokomizo-ai
楕円

yokomizo-ai
テキスト ボックス
区立施設

yokomizo-ai
楕円

yokomizo-ai
テキスト ボックス
区立公園等

yokomizo-ai
楕円

yokomizo-ai
テキスト ボックス
その他の施設

yokomizo-ai
テキスト ボックス
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別紙２



（様式１）

杉並区都市整備部まちづくり担当部長　あて

所 在 地

名 称

代 表 者 名

担 当 者 名

所属・役職

電 話 番 号

e-mail

杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業務のプロポーザルについて、以下の項目を質問します。

　※質問書は、平成27年７月８日（水）17時までに、e-mailで提出してください。

事務局： 杉並区都市整備部まちづくり推進課拠点整備係

（杉並区役所西棟３階）

所在地： 杉並区阿佐谷南１－１５－１

電　話： ０３－３３１２－２１１１ 内線： ３３８３

ＦＡＸ： ０３－３３１２－２９０７

E-mail： matidukuri-k@city.suginami.lg.jp

質問書
平成　　年　　月　　日

質問内容質問項目

mailto:matidukuri-k@city.suginami.lg.jp


（様式２）

杉並区都市整備部まちづくり担当部長　あて

所 在 地

名 称

代 表 者 名

１　本件業務の担当者及び連絡先

担当者氏名：

所属・役職：

電話番号：

e-mail：

２　添付書類及び提出部数

別紙「提出書類一覧」（様式３）のとおり

平成　　年　　月　　日

　印　　　

　杉並区が平成27年６月29日（月）に公募した「杉並区阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策
定等支援業務公募型プロポーザル」に参加しますので、参加資格を満たしていることを誓約
し、企画提案書及び下記添付書類を提出します。
　なお、受託候補者に選定された場合は、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針案策定等支援業
務に係る契約の締結に向けて、信義に従って誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓
約します。

記

企画提案書



（様式３）

書類
番号

評価事項 様式

1 （事業者概要） 様式任意

2 様式任意

3 様式任意

4 （様式４）

5 （様式５）

6 （様式６）

7 （様式７）

8 （様式８）

9 様式任意

10 様式任意

11 様式任意

12 コスト 様式任意（※２）

（※１）上表８～１１の企画提案は、全体でＡ４版１０頁以内として下さい。

（※２）見積書の様式は任意ですが、積算内訳を必ず記載し、あて先は「杉並区まちづくり担当部長」としてください。

業務実績

会社実績調書

予定技術者調書

実施工程表

企画提案内容

業務遂行力

経営状況

貸借対照表（過去２年分）

損益計算書等（過去２年分）

見積書

 ③ 提出書類はＡ４とし、通しのページ番号を付けてください。 

提出書類一覧

提出欄
（提出したもの
に「○」）

区確認欄提出書類

会社概要

会社組織図

企画提案
（※１）

取組方針

検討対象区域図

その他注意事項

 ① 提出部数は、正本１部と副本１２部をそれぞれファイル等で綴じて提出してください（簡易な綴じ方で構いません）。

 ④ 提出できない書類がある場合は、提出欄にその理由を記載してください。

 ② 副本では、添付した表紙を除き、参加者が特定できるような名称、ロゴマーク等は使用しないでください。

本件業務体制表



（様式４）

会 社 名

事業実績

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間 ～

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間 ～

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間 ～

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間 ～

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間 ～

※

※

5

業務種別 業務概要

4

業務種別 業務概要

業務概要

1

3

業務種別 業務概要

業務概要

過去５年間（平成22年度以降）の事業実績から、本件業務に類似した案件や、本件業務の履行にあたって
その経験やノウハウを活かせると思われる案件を最大５件まで選び、新しいものから順に記入してくださ
い。

2

業務種別

実施要領の「３．参加資格」の（７）①及び②に該当する業務については、必ず各々１つ以上記載してくださ
い。その際、「業務種別」欄の該当項目にチェックを入れてください。なお、各１つ以上のチェックがない場
合、参加資格がないものとみなします。
【３．参加資格（７）】
過去５年間に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内の人口15万人以上の都市で、鉄道駅周辺地域を含む
まちづくりに関して、①及び②をともに満たす実績を有すること。
①地方自治体による、マスタープラン、グランドデザイン、方針、計画等の策定支援に係る業務の受託実績
②住民との意見交換会やワークショップ等の住民参加型まちづくりの運営支援業務の実績

会社実績調書

業務種別
３参加資格（７）①

３参加資格（７）②

３参加資格（７）①

３参加資格（７）②

３参加資格（７）①

３参加資格（７）②

３参加資格（７）①

３参加資格（７）②

３参加資格（７）①

３参加資格（７）②



（様式５）

種別

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
氏名

生年月日

※技術士資格(都市及び地方計画）がある場合は必ず記載　　　※資格証明書等の写しを添付

※学歴は最終学歴のみ記載

※貴社以外での手持ち業務がある場合は、企業名もあわせて記載してください。

事業実績

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間

業 務 名 契約金額

発 注 者 契約期間

※ 貴社以外での実績でも構いませんが、その場合は企業名もあわせて記載してください。

※過去１０年間（平成１７年度以降）に担当した主なまちづくり関連業務で、本件業務の履行にあたってその経験やノウ
ハウを活かせると思われる案件を最大５件まで、新しいものから順に記載してください。

手持ち業務状況

他の手持ち業務件数 従事割合（本件業務：他業務）＝ ：

役 割 業務概要

～

3

～

役 割 業務概要

2

4

～

役 割 業務概要

学歴・職歴

所属・役職

所有技術者資格

5

～

役 割 業務概要

予定技術者調書

まちづくり関連業務の経験年数

主任技術者／担当技術者

1

役 割

～

業務概要



（様式６）

（注）

①予定主任技術者名、予定担当技術者名、②各要員の所属・役職、③各要員の本件業務における
役割と担当、④体制において配慮した事項　については必ず記載してください。また、本件業務の履
行に際して外部事業者への再委託や学識経験者等の技術支援を予定する場合は、併せて記載して
ください。

本件業務体制表



（様式７）

（注） 各業務の従事者数、専門家・技術者数は必ず記載してください。

会社組織図



（様式８）

取組方針


