
1 

 

内間木公園拡張整備基本構想等策定支援業務委託仕様書 

 

第１条 業務の名称 

 内間木公園拡張整備基本構想等策定支援業務委託 

 

第２条 業務の目的 

  内間木地域において、現在進められている国道２５４号バイパスの第２期整備に合わせて、

国道２５４号バイパスの沿道活性化の手法の検討を行うとともに、沿道に位置する貴重な公有

財産である旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園の拡張整備について基本的な構想を策定する。 

 

第３条 履行場所 

 朝霞市大字上内間木他地内 

 

第４条 履行期間 

 契約締結の日から令和６年３月２２日まで 

 

第５条 業務対象範囲 

 内間木公園、旧憩いの湯跡地及び国道２５４号バイパスの沿道 

 

第６条 法令等の順守 

 本業務は、本仕様書、委託契約約款によるほか、関係法令等に基づいて実施するものとする。 

 

第７条 配置技術者 

受託者は、以下の要件を満たす管理技術者・照査技術者を配置し、発注者に書面（通知書及び

資格証明書等写し）で通知するものとする。 

（１） 管理技術者 

業務の総括責任者となる管理技術者は、公園拡張整備に関する業務実績を１件以上有し、

「技術士（建設部門：都市及び地方計画）」又は「ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）」の資格

を有する者を配置するものとする。なお、令和４年４月時点で継続中の業務については、業

務実績には含まれない。 

（２）照査技術者 

業務全般の照査を行う照査技術者は、「技術士（建設部門：都市及び地方計画）」又は「Ｒ

ＣＣＭ（都市計画及び地方計画）」の資格を有する者を配置するものとする。 

なお、管理技術者との兼務は不可とする。 

 

 

 

 

 



2 

 

第８条 業務内容 

Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想 

１ 令和４年度 

（１）計画準備 

本業務を効率的に実施するために、業務の目的、内容等を的確に把握し、作業実施体 

制を立案するとともに業務計画書を作成し、発注者の承認を得ることとする。 

 

（２）関連する計画や他部局の施策等の整理 

   関連計画や施策等を把握し、将来人口、目指すべき都市の骨格構造に係る方針、連携を図

るべき施策、誘導施設、防災・減災対策等に関連する施策等を整理するとともに、拡張整備

における課題の抽出を行う。 

① 第５次朝霞市総合計画 

② 朝霞都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

③ 朝霞市都市計画マスタープラン 

④ 朝霞市地域公共交通計画 

⑤ 第４期朝霞市地域福祉計画 

⑥ 朝霞市公共施設等総合管理計画 

⑦ 第２期朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

⑧ 朝霞市地域防災計画 

⑨ 朝霞市産業振興基本計画 

⑩ 朝霞市道路整備基本計画 

⑪ 朝霞市みどりの基本計画 

など 

 

（３）拡張整備手法等の整理 

拡張整備の手法（Park-PFIなど)、他自治体の事例等を調査・整理し（２）で抽出した課題

などを踏まえて、同公園の拡張整備の手法について提案する。 

・上位関連計画における位置づけ、公園整備の背景 

・対象地及び周辺の立地条件、公園施設の整備稼働状況、動線、法規制、制約条件 

・先進事例や参考事例調査・分析（全国の公園における民間活力導入事例等） 

・活用可能な制度等の抽出 

・民間活力等を導入する場合の業務手順の整理、スケジュールの作成 
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（４）市民意向調査、整理、分析 

基本構想の策定にあたり、市民の意向を把握するため、以下のとおりアンケート調査を１

回実施する。 

受注者は、アンケート内容の立案、作成、アンケート表集計・解析、報告書作成を行うも

のとする。 

※往信用・返信用封筒用意、調査対象抽出、アンケート用紙印刷・封緘・返信受領、宛名添 

付、郵便料金の支出、発送、は市で対応 

○一般市民アンケート ３，０００人（郵送） 

 

（５）基本構想骨子案の作成支援 

   上記のほか、朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内

検討委員会からの意見、並びに市民アンケート結果等を踏まえ、拡張整備基本構想の体系を

検討、構築、提案し、基本構想骨子案の作成を支援する。 

 

（６）基本構想素案の作成支援 

   基本構想骨子案、基本構想素案に対する朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会、朝霞市

内間木公園拡張整備等庁内検討委員会の意見、並びに市民アンケート結果等を踏まえ、基本

構想を検討、提案し基本構想素案の作成を支援する。 

 

（７）市が開催する会議の運営支援 

   朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会及

び朝霞市都市計画審議会の意見などについて、各委員会・審議会の資料作成、朝霞市内間木

公園拡張整備等検討委員会の会議要点記録作成など、運営を支援する。 

   ※朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会４回程度、朝霞市内間木公園拡張整備等検 

討委員会４回程度、都市計画審議会２回程度 

 

２ 令和５年度 

（１）市が開催する会議の運営支援 

   朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会、

市民説明会及び朝霞市都市計画審議会について、各委員会・審議会の資料作成、朝霞市内間

木公園拡張整備等検討委員会の会議要点記録作成など、運営を支援する。 

   ※内間木公園拡張整備等庁内検討委員会４回程度、朝霞市内間木公園拡張整備等検討委 

員会４回程度、市民説明会２回程度（場所を変えて）、都市計画審議会２回程度 

   ※市民説明会は、オープンハウス形式で実施し、掲示物・チラシ等の作成を含む。 

 

（２）基本構想素案の作成支援 

   基本構想素案に対する朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整

備等庁内検討委員会の意見、市民アンケートの意見及び朝霞市都市計画審議会等の意見など

を踏まえて基本構想素案の作成を支援する。 



4 

 

（３）パブリック・コメントの実施、集計等の支援 

   基本構想素案に対するパブリック・コメント（職員向け含む）について、資料作成、意見

の集計及び整理、取りまとめ、対応方針の提案など、実施を支援する。 

 

（４）基本構想案の作成支援 

   基本構想素案に対するパブリック・コメントの結果のほか、朝霞市内間木公園拡張整備等

検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会、市民説明会及び都市計画審議会

での意見等を踏まえて、基本構想案の作成を支援する。 

 

（５）基本構想の校正、製本用データ作成 

   基本構想の校正を行い、製本用データを作成する。印刷は市で行う。 

 

（６）基本構想概要版のデータ作成 

   基本構想の概要版と製本用データ作成する。印刷は市で行う。 

 

Ⅱ 国道２５４号バイパス沿道利用活性化の整備手法等検討                             

１ 令和４年度 

（１）計画準備 

   「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」に同じ 

 

（２）関連する計画や他部局の施策等の整理 

   「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」に同じ 

 

   市街化調整区域における地区計画の手引き（田園都市産業ゾーン編）【埼玉県都市整備部

都市計画課】、市街化調整区域における計画開発（地区計画）の取扱方針、都市計画運用指

針（国土交通省）を留意して、沿道利用活性化の整備手法等を検討すること 

 

（３）関係機関との協議資料の作成 

    国、県等との関係機関との協議に必要となる資料を作成する。 

 

（４）国道２５４号バイパスの沿道利用活性化に向けた課題等の整理及び抽出 

   国道２５４号バイパス沿道を含めた一帯の状況を整理し、洪水浸水想定区域、内水浸水

実績や水害対策、接道用件など、沿道利用活性化を図るうえでの課題等を抽出する。 

 

（５）市民（地元住民含む）意向調査、整理、分析 

   「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」に同じ 
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（６）整備手法（地区計画等）（骨子案）の作成 

    関係計画等の位置づけや施策、現況調査や付与条件のほか、（４）国道２５４号バイパス

の沿道利用活性化に向けた課題等の整理及び抽出の結果並びに朝霞市内間木公園拡張整備

等検討委員会、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会、市民アンケート意見及び都

市計画審議会の意見等を踏まえ、将来の国道２５４号バイパス沿道周辺の地区計画（骨子

案）を作成する。 

    上記、関連計画等の位置づけや課題等の抽出結果などを踏まえ、どのような土地利用を

図るのか沿道利用活性化の方向性を検討する。 

国道２５４号バイパス沿道利用活性化を図る対象地域となる地区計画の範囲（地区の規

模及び形状）を設定するとともに、地区計画の目標や土地利用方針、地区施設や建築物の

整備方針など地区整備計画の内容や導入すべき施設及び施設規模の検討を行う。 

 

（７）市が実施する会議等の運営支援 

   「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」に同じ。 

 

２ 令和５年度 

（１）関係機関との協議資料に作成 

    国、県等との関係機関との協議資料に必要となる資料を作成する。 

 

（２）事業スケジュールの作成 

   関係機関との協議資料作成、計画及び整備の優先順位の設定や整備時期の設定など、効

果的な事業展開を図るためのスケジュール案を検討する。 

 

（３）市が実施する会議等の運営支援 

   「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」に同じ。 

 

（４）説明会等の資料作成支援 

   説明資料等関連する資料の作成を行う。 

 

（５）都市計画図書の作成、関係資料の作成 

    地区計画の都市計画決定に係る図書や関係資料を作成する。 

 

  ※なお、「Ⅰ 内間木公園拡張整備基本構想」、「Ⅱ 国道２５４号バイパス沿道利用活性化

の整備手法等検討」ともに会議及び説明会の開催回数の変更による委託費の見直しは行

わない。 
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第９条 業務の管理 

（１）受注者は、発注者からの求めの有無かかわらず、業務の進捗状況を月１回以上報告しなけ

ればならない。また、発注者から業務の進捗状況の報告を求められたときは、速やかに報告

しなければならない。 

（２）作業中に不測の事態や重大な事故等が発生した場合には、直ちに発注者に報告しなければ

ならない。 

（３）業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は市と打合せを行い、業務進捗状況の報告、

業務方針及び疑義事項の確認等を行い、その内容については、受託者がその都度議事録を作

成した上で、市に提出すること。 

（４）業務を円滑に遂行するため、逐次担当部署と連絡調整を行うこと。 

 

第１０条 成果品 

本業務における成果品は次のとおりとする。また、ほかに中間報告及び成果品があれば、発

注者・受注者協議のうえ、発注者の指示のとおり作成し納品する。 

納品された成果品に記入漏れ、不備又は誤記等が発見された場合は、完了検査の合格後であ

っても、速やかに訂正しなければならない。これに要する費用は、受注者の負担とする。 

 

［令和４年度］ 

（１）電子データ（Word 又は Excel のデータ及びそれらを PDF 出力したデータを CD-R に収

録して 1枚提出） 

   ①アンケート表集計・解析、報告書    １式 

   ②基本構想               １式 

   ③基本構想概要版            １式 

 （２）Ａ４パイプファイル等 

   ①アンケート表集計・解析、報告書    ２部 

   ②令和４年度業務報告書         ２部 

 

［令和５年度］ 

（１）電子データ（Word又は Excelのデータ及びそれらを PDF出力したデータを CD-Rに 

収録して 1枚提出）（①②③それぞれ別 CD-Rで提出） 

   ①基本構想               １式 

   ②基本構想概要版            １式 

  ③都市機能誘導区域・居住誘導区域図   １式 

（２）Ａ４パイプファイル等（INDEX添付、カラー印刷出力）（①②③それぞれ別ファイルで

提出） 

  ①令和５年度業務報告書         ２部 

   ②基本構想               ２部 

  ③基本構想概要版            ２部 
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（３）縮尺 1/2,500／Ａ０サイズカラー出力 

 ・都市機能誘導区域            １部 

・居住誘導区域図             １部 

 

 

第１１条 完了検査 

受注者は、業務完了後、市が定める委託業務検査に関する書類を提出し、所定の手続を経て

発注者の完了検査を受けるものとする。 

市から本業務に適合しないとして修正の指示があった場合には、速やかに措置を行うものと

する。 

 

第１２条 支払い 

（１）各実施年度に履行し、部分引渡しをした業務に対して、あらかじめ予算に定められた限度

額をもって部分払いを行うことができる。 

（２）部分払いを行う場合、受注者はあらかじめ発注者と協議した上で、部分引渡しをする成果

品を納品し、各年度の３月１５日までに発注者の検査を受けるものとする。 

  市は、各年度の委託契約業務の完了を確認した後、支払請求書を受理したときは、年度ごと

に、一括して委託料を支払うものとする。 

なお、契約締結後に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正により消費税等の率に変

動が生じ、契約の業務に対する契約金額について新税率が適用される場合は、契約を何ら変更

することなく、市は契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 

  また、支払いは予算の範囲内で各年度に完了した業務の出来高払いとする。 

 

第１３条 特記事項 

（１）資料の貸与 

①本業務の遂行上で必要な資料等の調査・収集は、原則として受注者が行う。 

②発注者は、その保有する資料等で業務の遂行に必要なものを受注者に貸与する。受注者は、

貸与された資料等のリストを作成して発注者に提出し、貸与された資料等を業務完了時ま

でに返納すること。 

（２）再委託 

本業務の全部を第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を第三者に再委託す

るときは、あらかじめ市に書面により報告し、市の承認を得ること。 

（３）法令遵守 

業務の実施に当たり、関係法令を遵守すること。 

（４）守秘義務 

本業務上知り得た情報等については、市の承諾なしに本業務以外で使用してはならない。

また、第三者に対し漏えいしてはならない。なお、この守秘義務は契約終了後も継続するも

のとする。受託者の責により秘密が漏えいし、市が損害を受けた場合、受託者はその損害に

対し賠償の責を負う。 



8 

 

（５）個人情報の保護及び障害のある方への適切な対応 

受託者はこの契約に基づく業務を実施する場合は、別紙のとおり個人情報取扱特記事項及

び障害者差別解消に関する特記仕様書に記載の内容を遵守しなければならない。 

（６）セキュリティ対策 

本業務において送信する電子メール及び電子メールに添付する書類については、コンピュ

ータウィルス感染に対する予防、検出及び駆除のための最新の処理を実施するものとする。 

（７）瑕疵責任 

業務完了後に、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受託

者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに係る経費は受託者が負担す

るものとする。 

（８）成果品の管理及び帰属 

①本業務は、第 10条に示す成果品の納品をもって完了とする。ただし、納品された成果品に

記入漏れ、不備又は誤記等が発見された場合は、完了検査の合格後であっても、速やかに

訂正しなければならない。これに要する費用は、受注者の負担とする。 

②成果品の作成に当たっては、発注者と協議を行うこと。 

③受注者は、成果品の内容について、発注者の承諾なしに公表、貸与又は使用してはならな

い。 

④本業務で得られた成果物の所有権、著作権及び利用権は、市に帰属する。また、受託者は

著作者人格権を行使できないものとする。 

⑤受託者は市の許可なく成果品等を第三者に公表、貸与、使用、複写、遺漏してはならない。 

（９）留意事項 

  ①受注者は、関係する官公庁と協議をする場合には、発注者に承諾を得た上で迅速に対応す

ること。また、受注者が関係する官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を発

注者に申し出て、協議すること。 

②受注者は、本業務の引き渡しが終了した場合であっても、発注者から本業務について説明

を求められたときは、誠意をもって応じること。 

③本業務において、文献その他の資料を引用又は根拠とする場合は、その文献等の名称を明

記すること。 

④本業務の遂行に必要な安全の確保は、受注者が責任をもって行うこと。 

⑤受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することはできない。

ただし、事前に予見できないやむを得ない事情が発生し、かつ市の承諾を得たときはこの

限りではない。 

 

第１４条 疑義の解釈 

本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合、又は本仕様書の定めのない事項については、発注

者と受注者の協議によるものとする。ただし、業務遂行上必要と認められる軽微な内容につい

ては、受注者の費用及び責任において実施し、本業務の遂行に支障をきたさないよう努めなけ

ればならない。 
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第１５条 担当部署 

朝霞市 都市建設部 みどり公園課 みどり公園係（朝霞市役所 本館５階） 

 住 所 〒３５１－８５０１ 朝霞市本町１－１－１ 

 電 話 ０４８－４６３－０３７５（直通） 

 ＦＡＸ ０４８－４６３－９４９０ 

 メール midori_koen@city.asaka.lg.jp 

 

mailto:midori_koen@city.asaka.lg.jp

