
 

1 

「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査業務  

受託候補者選定のためのプロポーザル説明書 

2020年 2月 13日公表 

 

 

１ 目的 

町田市では、都市づくり分野の計画として、これまで「都市計画マスタープラン」、「交通マ

スタープラン」、「緑の基本計画」、「住宅マスタープラン」とその他これらから派生する計画・

方針を策定し、計画的にまちづくりを推進してきた。 

今後２０年を見据え、人口減少社会の到来や、多摩都市モノレールを中心とした大規模

交通基盤を町田市として迎えるにあたり、分野横断的に新たな都市構造を設計し、共通した

施策を展開していく必要があることから、都市計画（都市計画法第１８条の２に基づく）・交通

（町田市便利なバス計画を含む）・緑（都市緑地法第４条に基づく）・住宅（空家０計画（空家

対策等の推進に関する特別措置法第６条に基づく）、町田市団地再生基本方針を含む）の

各マスタープランを統合し、「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」として策定する。 

本業務委託においては、町田市が２０１９年度にまとめた「都市づくりのマスタープランの

考え方※1」を基に、２０２１年度末の計画策定に向けた調査・分析・検討を目的とする。 

 

※1 町田市では、計画策定におけるまちづくりの着眼点や、計画構成、策定スケジュールな

どを「都市づくりのマスタープランの考え方」（別紙１）として取り纏め、２０２０年２月に町田

市都市計画審議会に「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」の策定に関して諮問し、

議論を開始(本業務委託期間中に複数回予定)している。 

「都市づくりのマスタープランの考え方」は、庁内の議論を経て取り纏めた現時点の想

定内容であり、本業務委託における提案や町田市都市計画審議会での議論、２０２１年度

に策定予定の「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０※2」及び、東京都の都市づくりに関

する計画等の内容を踏まえ、検討を深めていく必要がある。 

なお、「都市づくりのマスタープランの考え方」の検討にあたり「町田市都市づくりのマス

タープラン及び市民発意の街づくり支援スキームに関する見直し検討調査」を２０１９年度

実施した。 

   

※2町田市では、町田市基本構想・基本計画「まちだ未来づくりプラン」が、２０２２年３月に計

画期間を終えることから、２０１９年５月に作成した「新たな基本構想・基本計画・実行計画

（町田市 HP 参照）」に基づき、市民意識調査や町田市長期計画審議会への諮問及び庁

内検討など新たな基本構想・基本計画「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０」の策定に

向けた検討を進めている。 

 

２ 業務内容 

 「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」を策定するにあたり、[別紙２]の図に示す体制

で検討を進めることとし、本業務委託は契約①②③部分の役割を担うために以下の業務を

行う。検討に必要な論点整理や町田市都市計画審議会の運営支援、及び計画の取り纏め
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作業など統括的な業務に関しては、町田市が検討業務受託予定者（以下、「検討業務受託

者」という）へ別途委託を予定([別紙２]契約④参照）している。業務を進めるにあたり、収集・

分析方法や取り纏め方について検討業務受託者から指示を受けて行うこととする。 

 

なお、町田市では、契約にあたり、契約候補者と業務内容の詳細な仕様について協議を

行う予定である。受託者は協議に出席し、本業務を含む４つ（契約①～④）の関連業務間の

調整を図るものとする。 

 

（１）基礎的情報の分析と２０４０年の町田市における将来都市像の検討 

人口や世帯の動向などの統計データや町田市を取り巻く社会状況、市民意見※3、町田

市・東京都・国の関連計画、関連事業等及び都市構造を解析するために必要な情報を収

集・分析し、都市づくりの視点・考え方を整理する。[別紙１ P1 2 都市づくりの視点・考え方 

参照] 

 

その上で、２０年後の町田市を見据える都市づくりのマスタープランに描くべき、新たな都

市構造及び将来都市像について、検討業務受託者と共同し検討する。[別紙１ P2～3  3都

市づくりの基本方針 参照] 

 

検討した都市構造及び将来都市像を裏付ける根拠資料を作成する。 

 

※3 市民意見については、「（仮称）まちだ未来づくりビジョン２０４０（基本計画）」の検討の中

で行っている各種ワークショップや市民意識調査の結果(町田市から資料提供)を基に必要

な情報を抽出・分析する。また、必要に応じて SNS等を活用したアンケート調査を実施するこ

ととする。 

 

（２）都市づくりのマスタープラン 全体ビジョン編（案）の作成 

 （１）の検討を踏まえて、都市づくり分野における総合的なまちづくりの方向性を示

す基本方針の作成のために必要な情報を収集・分析し資料化（データ化・図化）する。[別紙

１ P1 都市づくりのマスタープランの構成 参照] 

 

（３）都市づくりのマスタープラン 個別パート編（案）の作成 

 全体ビジョン編を踏まえて、各分野の施策を体系化（目標・方針・評価指標・現状

評価）するとともに、２０２２年度から２０３１年度までの実施方針等の作成のため

に必要な情報を収集・分析し資料化（データ化・図化）する。[別紙１ P5 個別パート編 参

照] 

 

①都市計画編 

都市構造及び将来都市像を踏まえて、市全体の土地利用方針、都市施設及び市街地

再開発事業等の方針などを中心に構成する。 
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②みどり編 

従来の保全的視点のみではなく、まち・暮らしの質を高めるため「みどり」を積極

的に利活用する方策を中心に構成する。 

 

③住宅編 

地域毎の特色を活かした町田ならではの多様な住まい方・暮らし方を実現するため

の方策を中心に構成する。 

 

④交通編 

将都市構造及び将来都市像の実現手段としての「モビリティ」の計画として作成し、

基幹交通としてモノレール・路線バス網の再編、及び地域内のモビリティマネジメン

トの方策を中心に構成する。 

 

２ 契約の概要 

   

契約① 

契約件名 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（都市計画・

緑）業務委託 

契約期間 契約締結日から 2022年 3月 18日まで 

履行場所 町田市が指定する場所 

委託する業務 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（都市計画・

緑）業務委託仕様書のとおり。 

契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 

契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 

契約代金の支払方法 
契約代金は、2020年度末に 9,100,000円（消費税含む）を部分払い

し、業務完了後に残金を支払う。 

契約目途額 

（予定価格） 
契約金額の上限は 15,180,000円（消費税含む）とする。 

 

契約② 

契約件名 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（交通）業

務委託 

契約期間 契約締結日から 2022年 3月 18日まで 

履行場所 町田市が指定する場所 

委託する業務 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（交通）業

務委託仕様書のとおり。 

契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 

契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 

契約代金の支払方法 
契約代金は、2020年度末に 9,200,000円（消費税含む）を部分払い

し、業務完了後に残金を支払う。 

契約目途額 

（予定価格） 
契約金額の上限は 15,488,000円（消費税含む）とする。 
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契約③ 

契約件名 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（住宅）業

務委託 

契約期間 契約締結日から 2022年 3月 18日まで 

履行場所 町田市が指定する場所 

委託する業務 
「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査（住宅）業

務委託仕様書のとおり。 

契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する。 

契約保証金 契約保証金の納付は免除する。 

契約代金の支払方法 
契約代金は、2020年度末に 7,000,000円（消費税含む）を部分払い

し、業務完了後に残金を支払う。 

契約目途額 

（予定価格） 
契約金額の上限は 11,704,000円（消費税含む）とする。 

 

３ プロポーザルの目的 

このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業

者又は業務責任者及び業務チームの実績、経験、技術力、企画力等、受託者としての

適格性を確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者（以下「プロポ

ーザル参加者」という。）が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、

最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定する。 

詳細な仕様は、契約候補者と町田市及び検討業務受託者との協議により調整し、決

定することとする。協議は契約①②③の契約候補者及び検討業務受託者(契約④)同席

で行う（業務の重複の整理等のため）。 

ただし、参加がない場合又はプロポーザル参加者の中に適格者がいないときは契約

候補者を特定しない場合がある。 

 

４ プロポーザルの形式、参加資格 

このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザルに参加させる事業

者は、以下のすべての条件を満たしている者とする。ただし、以下のいずれかに該当

しないこととなった場合は、参加資格を取り消す。 

① 東京都電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格申請を行い、町

田市における物品等競争入札参加資格者名簿に申請業種「都市計画・交通関係調

査業務」で登録されていること。 

② 町田市から資格停止措置等を受けていないこと。 

③ 経営不振の状態にないと認められること。 

④ 委託業務を実施する事業所等が町田市庁舎から概ね２時間以内に所在すること。 

⑤ 参加を希望する契約と類似する契約実績を有すると認められること。 

※類似契約実績は、法人としての実績に加え、業務責任者になる予定の者の実績

が必要。複数契約の参加を希望する場合は契約ごとの法人としての実績、契約ご

との業務責任者（兼任は不可）になる予定の者の実績が必要。 
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５ プロポーザルの日程 

このプロポーザルは、次の日程で行う。 

項番 手続き等 期限等 

（1） 案件公表 2020年 2月 13日（木） 

（2） 資料配付 2020年 2月 13日（木） 

（3） 参加申請書の提出 2020年 2月 26日（水）午後 4時まで 

（4） 参加資格審査結果の通知 2020年 2月 27日（木） 

（5） 質疑の提出 2020年 3月 6日（金）午後 4時まで 

（6） 質疑の回答 2020年 3月 10日（火） 

（7） 提出書類の作成、提出 2020年 3月 23日（月）午後 4時まで 

（8） 評価、採点 2020年 3月 27日（金） 

（9） ヒアリング開催通知 2020年 3月 27日（金） 

（10） ヒアリング 2020年 3月 30日（月）13時から 15時の間で指定 

（11） 結果通知、結果公表 2020年 3月 31日（火） 

（12） 契約内容の調整、仕様書の決定 2020年 4月 16日（木）まで 

（13） 見積書の提出 2020年 4月 17日（金）予定 

（14） 契約書の調印 2020年 4月 20日（月）予定 

 

６ プロポーザルの手順 

前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明する。 

（１）案件公表 

このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表する。 

（２）資料配付 

この契約に関する資料及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとお

りとする。これらの資料は、町田市ホームページに掲載してあるものを、必要に応

じてダウンロードすること。 

  【掲載資料】 

① プロポーザル説明書 

② 「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査業務委託仕様書 

③ 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書 

④ 印刷特記仕様書 

⑤ 業務委託契約書及び約款 

⑥ プロポーザル参加申請書 （指定様式） 

⑦ 業務責任者実績書    （指定様式） 

⑧ 類似契約実績書     （指定様式） 

⑨ 質疑書         （指定様式） 

⑩ 提案書         （指定様式） 

⑪ 企画書 

 【掲載場所】 
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町田市ホームページ URL https://www.city.machida.tokyo.jp 

事業者の方へ ＞ 入札・契約 ＞ プロポーザルによる契約案件の公表 

＞公募型プロポーザル 

（３）参加申請書の提出 

プロポーザルへ参加を希望される場合は、1 契約ごとに「プロポーザル参加申請

書」、「業務責任者実績書」、「類似契約実績書」、類似契約実績書に係る「契約書の

写し」を各１部添付し、2020年 2月 26日（水）午後 4時までに、町田市役所都市

づくり部都市政策課へ持参または郵送すること。郵送の場合は、期限までに必着と

する。 

なお、参加を希望する事業者が 1 契約につき 3 者を超えた場合は、「業務責任者

実績書」、「類似契約実績書」による書類選考を行い、その得点の高い者のうち上位

3者を参加可とする。 

 

【提出書類の作成にあたっての注意事項】 

共通事項 

・特に指定がある場合を除き、A 4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとする。 

・文字サイズは 10ポイント以上とする。文字等の色指定はない。 

・複数契約の参加を希望する場合は、契約ごとに各提出書類を作成すること。 

・プロポーザル参加申請書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるかが分

かる表示は一切しないこと。 

書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等 

プロポーザル参加申請書 

＜指定様式＞ 

・契約①、契約②、契約③のうち、参加を希望する契約を「○」で囲

い選択すること。 

・提出部数は 1部。 

業務責任者実績書 

＜指定様式＞ 

・契約締結後に業務責任者になる予定の者が、本件と類似した契約(参

加を希望する契約の分野に関わる区市計画及び都道府県計画の策

定・調査・検討支援業務など)に責任者として携わった経験がある場

合は、指定様式に契約の概要を記載すること。 

※実績評価は、⑴町田市に関する実績があるか、⑵⑴がない場合は

人口規模の大きい市（特別区を含む）に関する実績があるか、⑶⑴

⑵に加えて都道府県に関する実績があるか の観点で行う。 

・予定業務責任者が過去に所属していた企業等における実績も含める。

ただし、過去 5年以内の契約に限る。 

・ページ数は指定ページ以内、提出部数は 1部。 

類似契約実績書 

＜指定様式＞ 

・法人として、本件と類似した契約(参加を希望する契約の分野に関わ

る区市計画及び都道府県計画の策定・調査・検討支援業務など)を履

行した実績がある場合は、指定様式に契約の概要を記載すること。 

※実績評価は、⑴町田市に関する実績があるか、⑵⑴がない場合は人

口規模の大きい市（特別区を含む）に関する実績があるか、⑶⑴⑵



 

7 

に加えて都道府県に関する実績があるか の観点で行う。 

・ただし、過去 5年以内の契約に限る。 

・ページ数は指定ページ以内、提出部数は 1部。 

契約書の写し ・類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付する

こと。件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで

よい。 

・提出部数は、契約案件ごとに 1部。 

 

（４）参加申請審査結果の通知 

プロポーザル参加申請者には、「プロポーザル参加申請審査結果通知書」を電子

メールで送付する。 

（５）質疑の提出 

本案件の契約内容に関する質問は、「質疑書」に記載し、電子メールに添付して

「８ 本案件に係る問い合わせ先」の電子メールアドレスへ送付すること。 

電子メール送信の際の件名は、次のとおりとする。 

(例：株式会社○○○が 2020年 2月 28日に質疑書を送信した場合） 

件名：「（仮称）町田市都市づくりのマスタープラン」策定調査業務 受託候補者

選定プロポーザルに関する質疑 株式会社○○○ 200228 

（６）質疑の回答 

提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ

「質疑回答書」を電子メールに添付して送付する。 

プロポーザル参加者全員に通知後、「質疑回答書」は町田市ホームページにも同

様に掲示する。 

（７）提出書類の作成、提出 

次のとおり提出書類を作成し、2020 年 3 月 23 日（月）午後 4 時までに、町田市

役所都市づくり部都市政策課へ持参または郵送すること。郵送の場合は、期限まで

に必着とする。 

 

【提出書類の作成にあたっての注意事項】 

共通事項 

・特に指定がある場合を除き、A 4判普通紙を縦置きに使用し、文章は横書きとする。 

・文字サイズは 10ポイント以上とする。文字等の色指定はない。 

・複数契約の参加を希望する場合は、契約ごとに各提出書類を作成すること。 

・提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるかが分かる表

示は一切しないこと。 

書類等の名称、様式 記述内容、提出部数等 

提案書 

＜指定様式＞ 

・必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印

すること。押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一と

すること。 
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企
画
書
２ 

適当な封筒に入れて提出する。 

企
画
書
１ 企

画
書
２ 

企
画
書
１ 

見
積
書 提

案
書 

1組 

７組 

・提出部数は１部。 

見積書 

＜様式自由＞ 

・様式は自由。できるだけ詳細な内訳書を添付すること。 

・見積り金額には消費税を含む。ただし、契約目途額を超える金額は

記載しないこと。 

・ページ数の制限はない。提出部数は 1部。 

企画書１ 

「工程計画表・実施体制」 

＜様式自由＞ 

・様式は A3判普通紙・横置き・横書き（A4に折りたたむ）とする。 

・本業務の履行にあたって、契約締結から完了までの実施スケジュー

ルと、それを遂行する実施体制について記載すること。 

・実施体制については、 [別紙２]の図に示すとおり、検討業務受託者

（契約④）と緊密な連携により業務を進めることを鑑み、柔軟な業

務実施をいかに担保するかについて詳しく記載すること。 

・ページ数は 1ページ以内。提出部数は 8部です。 

企画書２ 

「委託業務に関する提案」 

＜様式自由＞ 

・様式は A3判普通紙・横置き・横書き（A4に折りたたむ）とします。 

・以下の内容について、参加を希望する契約の提案を記述してくださ

い。 

（１）都市づくりのマスタープラン 全体ビジョン編の内容について 

 ・「都市づくりのマスタープランの考え方」に基づき全体ビジョン編

の内容を検討するために、参加を希望する契約の分野から必要とな

る情報とその収集・分析方法及び、分かり易く整理するための表現

方法 

（２）都市づくりのマスタープラン 個別パート編の内容について 

 ・「都市づくりのマスタープランの考え方」に基づき参加を希望する

契約の分野の個別パート編の内容を検討するために、必要となる情

報とその収集・分析方法及び、分かり易く整理するための表現方法 

・ページ数は全体で 3ページ以内。提出部数は 8部。 

【書類の綴り方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※提出書類を１組ごとに重ね、左上をダブルクリップ留め。 
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（８）評価、採点、ヒアリング 

このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の

提案を評価・採点し、最高得点者にヒアリング（提案に関する疑義などについて）

を実施する。そのうえで、最高得点者を契約候補者に特定するが、ヒアリングの結

果、減点事由が判明した場合には、契約候補者としない場合がある。その場合、次

点の者にヒアリングを実施したうえで契約候補者に特定する。 

※ヒアリングの詳細については、電子メール又は FAXで「ヒアリング開催通知書」

を送付し指定する。 

 

評価項目及び配点は下表のとおり。なお、提出書類が所定の形式に適合していな

い場合は減点することがある。 

 

評価項目 配点 

企画書１「工程計画表・実施体制」の適正について 15点 

企画書２「委託業務に関する提案」について  

（１）都市づくりのマスタープラン 全体ビジョン編の内容について 20点 

（２）都市づくりのマスタープラン 個別パート編の内容について 40点 

関連業務実績について 20点 

見積金額について 5点 

合計 100点 

 

また、最高得点を取得した者が２者以上ある場合は、企画書２の得点が高い者を

契約候補者に特定する。さらに得点が同一である場合は、くじ引きとする。 

（９）結果通知、結果公表 

プロポーザル参加者全員に電子メール（又はＦＡＸ）で「プロポーザル評価結果

通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田

市ホームページで「採点結果調書」を公表する。 

（10）契約内容の調整、仕様書の決定 

契約①②③の全契約候補者と都市づくり部都市政策課及び関係課、検討業務受託

者(契約④)との間で業務内容等の調整を行い、仕様書を確定する。 

（11）見積書の提出 

契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出する

こと。 

（12）契約の締結 

契約書に調印し、契約を締結する。契約締結後、契約の相手方の業務責任者は、

事業担当課と連絡を取りながら業務を履行すること。 
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７ その他留意事項 

① プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とする。 

② 提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とする。また、提出書類等で用

いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法（平成 4年法律第 51号）

に定めるものとする。 

③ 提出後の提案書等の修正又は変更は不可。ただし、やむをえない理由により修正

又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではない。 

④ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき

資格停止措置等を行うことがある。 

⑤ 提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属する。ただし、町田市が本案件

のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参

加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本

案件に係る情報公開請求があった場合は、町田市情報公開条例に基づき、原則

として公開する。ただし、同条例第 5 条 1 項各号に規定する非公開自由に該当

する部分があると認めたときは、当該部分を非公開とすることがある。 

⑥ 提出された書類は一切返却しない。 

⑦ 本案件の契約は 2020年第 1回町田市議会定例会における予算の可決を条件とし

て入札を行う。否決された場合は、契約を締結しない。 

 

８ 本案件に係る問い合わせ先 

町田市役所都市づくり部都市政策課 都市計画係 （町田市庁舎８階） 

所在地：〒194-8520 東京都町田市森野二丁目 2番 22号 

電 話：042-724-4248 

F A X ：050-3161-5502 

e-mail ：mcity4430@city.machida.tokyo.jp 


