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杉並区阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり基礎調査委託業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

ＪＲ阿佐ヶ谷駅北東地区（以下、「北東地区」という）のまちづくりについては、現在、区

が策定を進めている「阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針」の中間まとめにおいて、重点的取組

のひとつに位置付けられている。また、当該地区では、地域住民主体の「阿佐ヶ谷駅北東地区

を考える会」が、地域発意のまちづくり構想の策定と、区への提案を目指して検討を行ってい

る。 

こうした背景を踏まえ、今後の北東地区のまちづくりの動きに的確に対応するため、「杉並

区阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり基礎調査委託業務」を実施する。この調査は、北東地区のま

ちづくりの具体化検討を行う上での基礎的なデータ、根拠資料として活用するため、地区の現

状や課題の整理、分析等を行うことを目的とするものである。 

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、道路基盤

整備、商業分野等における専門的知識・技能、③類似案件の履行実績等を重視し、公募型プロ

ポーザル方式により選定する。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

    杉並区阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり基礎調査委託業務 

 （２）業務内容 

  ① 地区の現状や背景の整理 

   ア 上位計画（都市計画、住宅、商業、防災、みどり、公共施設整備の計画等）におけ

る位置付け 

   イ 土地利用現況調査 統計資料等から、土地利用・建物の状況、道路、公園、人口等   

の整理とその背景 

   ウ 地権者整理（土地・建物）  

   エ 道路 交通量調査（平成２７年度交通量調査の補足調査） 

        駐車場及び駐輪場整備状況 

   オ その他 土地利用現況調査の補足説明や、必要に応じて現地調査を行う。 

  ② 地区の課題の整理 

     ①の分析と課題の整理 

  ③ まちづくりの具体化に必要な検討 

     ②の課題を踏まえた、類似地区における事例、事業手法のスタデイ、適用可能な補

助制度の検討等 

  ④ 庁内検討等の支援 

     当地区のまちづくりに関する庁内検討会議に使用する資料作成等の支援 

  ⑤ 成果物 

     上記委託内容における業務結果及び同業務において収集、作成した資料を取りまと

める。 

   ア 報告書（Ａ４版） 30部 

   イ 資料編（Ａ４版） 30部 

   ウ 上記業務報告書及び資料集に係るデータ（DVD-ROM等） 一式 

 （３）調査対象区域 

     別紙図面の対象区域を基本的な調査対象区域とする。なお、「10関連資料」を踏ま

え、調査項目のうち道路等広域的な視点からの検討が必要なものは、基本的な調査対
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象区域だけでなく、その周辺も加えて調査することを提案のこと。 

 （４）履行期間 

    契約締結の翌日から平成 29年３月 24日(金)まで 

 （５）事業規模（上限額） 

    2,800,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

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）法人税、法人事業税及び地方法人特別税並びに消費税及び地方消費税を完納している

こと。 

（６）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。 

 （７）杉並区競争入札参加資格者名簿に登録された者で、業種「都市計画・交通関係調査」

に登録があること。 

 （８）過去５年間に、東京都、神奈川県、埼玉県又は千葉県内の区市町村で、地区計画等の

策定支援や基礎調査に係る業務の受託実績を有すること。 

    

４ 実施手順 

  公募から受託者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 28年９月２日（金） 

杉並区公式ホームページ上で公開します。 

(http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/p

roposal/index.html) 

企画提案書等提出期間 平成 28年９月 20日（火）から 

平成 28年９月 27日（火）17時まで 

第１次審査（書類審査） 平成 28年９月下旬 

※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 28年 10月上旬 

※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 

（プレゼンテーション

及びヒアリング審査） 

平成 28年 10月中旬 

受託者候補者選定結果

の通知 

平成 28年 10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。 
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  ※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 

   「11 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

 （３）受付期限 

   平成 28年９月９日（金）17時まで。 

 （４）回答方法 

   質問に対する回答は、平成 28年 9月 14日（水）以降、杉並区公式ホームページ上で公

開します。 

   (http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html) 

 

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。 

 （２）提出部数 

   ア 提出書類は、正本１部と副本８部をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）し、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 

     「11 担当課（問い合わせ先）」に同じ。 

 （５）提出期限 

     平成 28年９月 27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。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

  「杉並区阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり基礎調査委託業務受託者候補者選定会議」（以下

「会議」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、会議で審査した結果、一定の水

準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 
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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 

企画提案の専門性・妥当性 

 

 

提案する手順・手法が的確か 

提案が専門的知識・技能に基づいているか 

提案が現実的・具体的か 

業務に対する取組姿勢 業務に対する取組姿勢が適切で、意欲があるか 

プレゼンテーション及びコ

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 

コスト 
見積金額は妥当か 

算出根拠が明確か 

（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、会議で第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、会議が第２次審査を実施し、契約を締結する受託者候

補者を選定します。 

（３） 受託者候補者選定結果通知 

    平成 28年 10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） 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

（５） 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、受託者候補者は選定

しません。 

（５） 企画提案書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。 
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10 関連資料 

（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） 関連情報 

  ・ 杉並区行政計画（都市整備部門） 

    http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/seisaku/gyousei/bumon4/index.html 

・ 用途地域図  

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toshiseibi/ogikubo/1017589.html 

  ・ 区政概要 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/suginamishoukai/shirumanabu/gaiyo/1019607

.html 

  ・ 統計資料 

        http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/index.html 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toukei/toukei/index.html 

  ・ みどりの実態調査 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/ryoka/jitai/index.html 

  ・ 都市計画図 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/ie/1004944.html 

 

（３）阿佐ヶ谷駅周辺まちづくり 

    「阿佐ヶ谷駅等周辺のまちづくりの方針」中間のまとめ 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/toshiseibi/ogikubo/1017589.html 

 

11 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地区計画係 

   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 3372 3373 

   ＦＡＸ：03-3312-2907 

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






















