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１ 件名 

赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画策定等支援業務委託 

 

２ 目的 

赤羽駅東口（赤羽一丁目）では、３地区において住民発意による組合施行の第一種市街地再開

発事業の事業化が検討されており、令和２年８月に都市計画決定を行った赤羽一丁目第一地区に

続き、第二、第三地区でも準備組合が結成されたことから、これら３地区の事業実施により赤羽

駅東口周辺地区における街並みや生活環境が大きく変わる可能性がある。今後、市街地再開発事

業による大規模な土地利用転換が見込まれ、秩序ある都市整備を図るための当該地区の将来的な

まちづくり像を明らかにするため、赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画を策定する必要があ

る。また、当該地区周辺には、老朽化等により更新時期を迎えつつある赤羽小学校、赤羽会館、

赤羽公園等の公共施設が点在していることから、これらの施設の更新等を踏まえた市街地再開発

事業等によるまちづくりの検討がより一層必要になってきている。 

本業務では、基礎調査・分析、交通ネットワーク等の検討及びまちづくりの方向性の提案や事

業手法の整理を行い、赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画（以下「まちづくり基本計画」と

いう。）を策定することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和６年１２月２７日（金） 

 

４ 対象区域 

別紙１対象区域図を参考とし、第一種市街地再開発事業の事業化が検討されている赤羽一丁目第

一地区、第二地区、第三地区の区域及び赤羽小学校をコアエリアとし、周辺の公共施設用地及び商

業地等を含めた関係すると思われる一体の区域をおよその対象とする。 

 

５ 業務内容 

  （１）計画準備 

 本業務の実施に先立ち、調査・検討方法、組織体制、スケジュール等について、実施計画書を

作成すること。 

（２）基礎調査・分析 

 赤羽地区の地形・都市基盤整備状況、人口や土地利用状況、産業等に関する基礎的調査を実施

し、赤羽地区の課題・魅力を分析すること。 

（３）関連計画の整理 

「北区基本計画２０２０」「北区都市計画マスタープラン２０２０」「東京都都市づくりのグ

ランドデザイン（東京都）」等の関連計画の整理をすること。 
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（４）将来交通量推計及び交通ネットワークの検討 

 赤羽一丁目市街地再開発による人口増を踏まえた赤羽駅周辺の交通量推計を検討すること。ま

た、交通量の推計や現状の課題、公共施設再配置等を踏まえ、回遊性を高めるような歩行者の動

線、ネットワークの検討を行うこと。 

 なお、交通量推計の検討を行うにあたり、過年度に実施した当該エリアの交通量調査結果の資

料を提供する。 

（５）まちづくりの方向性の提案 

赤羽一丁目第一地区、第二地区、第三地区の事業化を見据え、良好な都市基盤の整備とともに

赤羽小学校の教育環境の確保・充実を図るため、駅周辺の合理的で有効な土地活用・高度利用の

あり方を検討し、魅力あるまちづくりの方向性を提案すること。また、提案内容に関連する場

合、周辺の公共施設（赤羽会館、赤羽公園等）の効果的・効率的な更新方策についても提案する

こともできる。 

なお、まちづくりの方向性を提案するにあたり、赤羽駅東口地区まちづくり全体協議会にて検

討されたゾーニング構想や今後まとめられる予定のまちづくり提案を参考にすること。 

（６）事業手法の検討 

地区全体のまちづくりの方向性を実現するため、全体スケジュールや区の財政負担等を考慮し

た上で、最適な事業手法を検討・提案すること。 

  （７）検討委員会・作業部会の運営支援（４回） 

 学識経験者等から構成される「検討委員会」の会議開催に必要な資料の作成・印刷、会議録の 

作成とともに、専門的観点から支援を行うこと。 

（８）まちづくり基本計画（素案）の作成 

   まちづくりの方向性の提案をもとに、まちづくり基本計画（素案）の作成を行うこと。 

  （９）中間報告書の作成 

   業務の成果として、中間報告書を作成すること。 

  （１０）区民周知・意見聴取支援 

   区民周知の資料作成、パブリックコメント実施の資料作成及び意見の集約、公表の支援を行う

こと。 

  （１１）まちづくり基本計画の取りまとめ 

   パブリックコメント実施結果を受け、まちづくり基本計画（素案）を見直し、まちづくり基本

計画として取りまとめを行うこと。 

  （１２）報告書の作成 

   業務の成果として、最終報告書を作成すること。 

（１３）その他 

上記（１）～（１２）のほか、本業務完遂にあたって必要な業務を提案のうえ遂行すること。 
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６ 年度別業務スケジュール（予定） 

 

※年度別業務スケジュールはあくまで想定であり、提案により変更できるものとする。但し、各年

度における予算上限額は超えることができない。 

 

７ 成果品 

（１）成果品は、一般的な用語を用いて、容易かつ適切に理解できる記載とすること。 

（２）成果品は、終了後速やかに提出すること。 

成果品 印刷方法 部数 電子データ 納入期限 

中間報告書 A４版両面 ２部 
DVD-ROM または 

CD-ROM 

令和６年 

３月３１日 

最終報告書 A４版両面 ２部 
DVD-ROM または 

CD-ROM 

令和６年 

１２月２７日 

赤羽駅東口周辺地区まちづ

くり基本計画（本編） 
A４版両面 ２部 

DVD-ROM または 

CD-ROM 

令和６年 

１２月２７日 

令和５年度 

（１）計画準備 

（２）基礎調査・分析 

（３） 関連計画の整理 

（４）将来交通量推計及び交通ネットワークの検討 

（５） まちづくりの方向性の提案 

（６） 事業手法の検討 

（７－１）検討委員会・作業部会の運営支援（各 2 回程度） 

（８）まちづくり基本計画（素案）の作成 

（９）報告書の作成（中間報告書） 

令和６年度 

（７－２）検討委員会・作業部会の運営支援（各 2 回程度） 

（１０）区民周知・意見聴取支援 

（パブリックコメント実施に向けた資料（基本計画（素案）等）作成及び意見の集約、公

表） 

（１１）まちづくり基本計画の取りまとめ 

（１２）報告書の作成（最終報告書） 
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赤羽駅東口周辺地区まちづ

くり基本計画（概要版） 
A４版両面 ２部 

DVD-ROM または 

CD-ROM 

令和６年 

１２月２７日 

※テキストデータはＭＳ-ワードファイル及びエクセルファイル、画像データはJPEGファイルに 

て納品し、その他のデータは元データ及びPDFファイルとすること。 

※データは、XDWに変換したものも納品すること。 

 

８ 予定価格と最低制限価格設定の有無 

予定価格 ２８,０４４,１４０円（税込）を上限とする。 

ただし、年度ごとの支払いは下記金額を上限とする。 

令和５年度 12,487,200円（税込） 

令和６年度 15,556,940円（税込） 

最低制限価格：設定しない 

※本件は令和５年度予算が北区議会（令和５年第１回定例会）で成立した場合に契約締結する。 

 

９ 参加資格 

（１）委託業務における北区での競争入札参加資格を有していること。 

（２）東京都北区競争入札参加資格有資格者指名停止基準（１４北総契第３６０号平成１５年３月２

８日区長決裁）による指名停止期間中でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、国、他の地方公

共団体及び東京都北区の一般競争入札の参加を制限されていないこと。 

（４）プロポーザル参加者が、契約締結までの間に上記（１）～（３）に規定する参加資格を有しな

くなった場合、又は提出された書類の記載事項が虚偽であることが判明した場合は、その時点で

失格とする。 

（５）過去５年間で本業務と同種の委託業務について、完了した実績を有すること。 

ただし、業務実績については、事業化又は事業化予定の市街地再開発事業区域が含まれている 

ものに限る。 

（６）管理技術者及び主たる技術者として、上記（５）の業務実績及び下記の資格を有する者を配置

し、従事させることができること。 

   ア 技術士：総合技術監理部門または建設部門-都市及び地方計画 

   イ 一級建築士 

 

１０ 企画提案書の審査基準及び審査方法 

（１）審査基準 

  別紙２審査基準のとおり 

（２）審査方法 
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プロポーザル審査委員会による二段階審査方式とする。 

①第一次審査（書類審査） 

書類審査を行い、上位５事業者程度までを第二次審査対象者として選定する。 

②第二次審査（プレゼンテーション審査） 

企画内容のプレゼンテーション（７分以内）及び質疑応答（最大２０分程度）を行う。プレ

ゼンテーション出席者は最大３名とし、本業務を主に担当する技術者が説明するものとす

る。プレゼンテーションにおいては、事前に提出した企画提案書により行うこと。ただし、

企画提案書の投影及び拡大表示は可能とする。詳細は、第一次審査結果と併せて別途通知す

る。 

なお、審査内容については公表しない。 

 

１１ 参加手続き 

（１）提出書類 

①参加表明書【様式１】 

※「東京電子自治体共同運営サービスの競争入札参加資格審査受付票」の写し 

（裏面印鑑証明部分もコピー）を一緒に提出してください。 

②事業者概要【様式２】 

③企画提案書【様式３】 

Ⅰ 正本 …………………………………………………………………………………………１部 

Ⅱ 副本（【様式３-１、様式３-８】に法人名のないもの）  ……………………………３部 

※企画提案書については、上記紙媒体のほか電子データ（ＰＤＦ形式）を電子メールにて提出

すること。 

（２）提出期限 

①参加表明書及び事業者概要：令和 ５年 ２月 ７日（火）１７時まで（必着） 

②企画提案書       ：令和 ５年 ２月１４日（火）１７時まで（必着） 

（３）提出場所 

〒1148508 東京都北区王子本町 1-15-22 

まちづくり部 まちづくり推進課（第一庁舎７階１番窓口） 

（４）提出方法 

持参または郵送により提出する。 

※窓口対応時間は、土日祝日を除く８時３０分から１７時まで 

 

１２ 質問受付・回答 

（１）質問期間 

令和 ５年 １月２４日（火） ～ 令和 ５年 １月３１日（火） 
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（２）質問方法 

質問書【様式４】に質問内容を簡潔に記載のうえ、電子メールで提出すること。 

件名を【赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画策定等支援業務委託に関する質問（企業名）】

とすること。 

（３）回答期限 

  令和 ５年 ２月 ９日（木） 

（４）回答方法 

参加表明書の提出のあった全事業者に電子メールで通知する。 

 

１３ 審査結果の通知 

（１）第一次審査 

第一次審査の結果は、令和５年３月上旬に企画提案書の提出者に対して書面により通知する。

第二次審査対象事業者に対しては、第二次審査に関する詳細をあわせて通知する。 

（２）第二次審査 

第二次審査の結果は、審査委員会で決定した契約交渉順位第１位及び第２位の企画提案書の提

出者に対して、決定した日から７日以内に書面により通知する。 

また、契約交渉順位が第２位までに入らなかった者に対しては、決定した日から７日以内に書

面により通知する。 

 

１４ 募集から契約交渉順位決定までのスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ その他 

（１）提出書類が次の条件の一つに該当する場合には無効となることがある。なお、無効となったと

きは、その時点でプロポーザルの参加者を失格とする。 

公募要項の公表 令和５年　１月２４日（火）～　

質問受付期間 令和５年　１月２４日（火）～　１月３１日（火）

参加表明書提出期限 令和５年　２月　７日（火）17時まで（必着）

質問最終回答 令和５年　２月　９日（木）

企画提案書提出期限 令和５年　２月１４日（火）17時まで（必着）

第一次審査結果通知 令和５年　３月上旬

第二次審査 令和５年　３月中旬

第二次審査結果通知及び

契約交渉事業者選定
令和５年　３月下旬
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① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

② 公募要項に指定する様式及び示された条件・参加資格に適合しないもの 

③ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないもの 

④ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの 

（２）提出書類の作成及び提出に関連して必要となる経費については、提案者の負担とする。なお、

提出書類は返却しない。 

（３）提出期限後における提出書類の提出、再提出、差し替えは一切認めない。 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合は、無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名

停止の措置を行うことがある。 

（５）参加表明書の提出後、応募の辞退をする場合は、「応募辞退届」【様式５】を提出すること。 

（６）電子メール等の通信事故については、北区はいかなる責務も負わない。 

（７）別紙３「東京都北区個人情報その他の情報資産を取り扱う契約の特記事項」を遵守すること。 

（８）本区からの事務連絡、質問に対する回答は原則、電子メールを使用する。 

（９）この要項に定めるもののほか、必要な事項については審査委員会が別に定める。 

 

１６ 問い合わせ先 

 北区まちづくり部 まちづくり推進課 

 担当者：梶川、荒川 

住 所：東京都北区王子本町 1-15-22 

電 話：03-3908-9154（直通） 

 電子メール：machisuishin-ka@city.kita.lg.jp  
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赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画策定等支援業務委託 

対象区域図（参考） 
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赤羽一丁目第一、 
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別紙１



 

赤羽駅東口周辺地区まちづくり基本計画策定等支援業務委託に係る 

プロポーザル審査基準 

 

第一次審査（書類審査） 

事業者評価 

№ 審査項目 様式 評価ポイント 

１ 業務実績 ３-３ 
同種業務実績により企業の経験及び能力について評価

する。 

２ 管理技術者 ３-５ 各配置技術者の資格・業務履歴等により個人の経験及び

能力について評価する。専門技術力のほか、地域精通度

も評価対象。 

３ 主たる技術者 ３-６ 

４ 補佐する技術者 ３-７ 

５ 見積書 ３-８ 見積価格及び内訳内容等について評価する。 

   

提案内容評価 

№ 審査項目 様式 評価ポイント 

１ 業務理解度 ３-４ 

本業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上

の配慮事項に関して的確に把握されているかについて

評価する。 

２ 業務実施体制 ３-４ 

本業務への配置技術者の経験、資格、人数、協力体制な

ど業務を遂行する上で的確な体制が確保されているか

について評価する。 

３ 実施スケジュール ３-２（１） 
企画提案項目ごとに、的確性（与条件との整合性がとれ

ているか等）、実現性（提案内容が合理的であって、理論

的に裏付けられており、説得力のある提案となっている

か等）、独創性（技術力やノウハウに裏付けされたもの

となっているか等）及び妥当性を考慮して総合的に評価

する。 

４ まちづくり検討の視点 ３-２（２）① 

５ 交通ネットワーク検討 ３-２（２）② 

６ 
まちづくりの方向性の提

案 
３-２（２）③ 

７ 運営方法及び区民周知 ３-２（３） 

 

第二次審査（プレゼンテーション審査） 

№ 審査項目 様式 

１ 企画提案 企画提案内容の説明が明確であるか。 

２ 質疑応答 質問を的確に理解し、回答が明快で適切であるか。 

３ 意欲・熱意 本業務に対する積極性と取り組む意欲があるか。 

４ 業務遂行能力 
本業務に関する有効な経歴や知識・見識をもっており、そのノウハウを

十分に生かせることが期待できるか。 

５ 技術力 独創性があり、他の事業者より優れたノウハウ・技術力があるか。 

  

別紙２



別紙３




