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高架下整備等事業手法検討業務仕様書 

１ 件   名  高架下整備等事業手法検討業務 

         （以下「本業務」という。） 

２ 履 行 期 間  契約日の翌日から令和 3 年 3 月 26 日まで

３ 業務の目的    

大野城市（以下「市」という。）では、西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に併せて、

高架後に一体的なまちづくりを進め、高架下に生じる新たな空間を活用し、本市の中心市

街地が活性化されることで、にぎわいや回遊性を創出し、街の更なる魅力の向上を図るこ

とを目指している。令和 2 年 3 月にはこれらの基本計画となる「高架下利用基本計画

（案）」（以下「基本計画（案）」という。）を作成した。

本業務は、この新たに発生する高架下空間における駐輪場や遊歩道、広場、複合施設等

の整備や維持管理、高架下施設等の運営にあたり、民間事業者の知見やノウハウ、創意工

夫を取り入れて、地域のにぎわいや回遊性を高める仕組みを導入するため、官民連携手法

を含めた最適な事業手法等の調査及び検討を行うものである。 

４ 業務対象区域 

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業区間のうち、大野城市域の約２．８㎞の高架下施設

等を業務範囲とする。（別紙１参照） 

５ 対象施設 

 事業手法を検討する対象施設は以下の施設を想定している。但し、官民連携手法を検討す

る中で変化する場合がある。なお、建設する施設については、高架下の敷地の所有者が鉄道

事業者であるため、市において長期借地を行った上で実施するものとする。 

  ①高架下広場 

①-1 雑餉隈・栄町高架下交流広場  1000 ㎡程度 

    ①-2 牛頸川鉄道橋広場   300 ㎡程度（トイレ有） 

    ①-3 白木原高架下公園   400 ㎡程度 

  ②高架下遊歩道 

    ②-1 高架下遊歩道 L＝750ｍ（一部高架下広場、駐輪場等と重複）3000 ㎡程度 

  ③高架下駐輪場 

③-1 春日原駅北側駐輪場 延床面積 1000 ㎡程度（2層式 560 台程度） 
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③-2 白木原駅北側駐輪場 延床面積 620 ㎡程度（2層式 330 台程度） 

③-3 白木原駅南側駐輪場 延床面積 670 ㎡程度（2層式 2階部 350 台程度トイレ有） 

③-4 下大利駅北側駐輪場 延床面積 770 ㎡程度（2層式 400 台程度）

③-5 下大利駅南側駐輪場 延床面積 2100 ㎡程度（平置 1000 台程度 トイレ有） 

 ※現在は駐輪料金の徴収予定はないが、将来有料化の可能性もあるため検討は必要。 

  ④高架下多目的施設（施設に挟まれる広場も含む） 

④-1 複合施設 2棟 2 階建て 合計延床面積 1000 ㎡程度 

 ※施設の概要として、市民活動スペースや子育て世代向けスペース、青少年の活動の機

能と民間施設とが一体となった、多世代が交流機能を持つ複合型交流施設とする。 

④-2 高架下イベント広場 500 ㎡程度 

④-3 白木原下大利間大屋根整備 900 ㎡程度 

  ⑤下大利白木原線 

    ⑤-1 下大利白木原線 歩行者用シェルターL＝850ｍ程度 W＝2.5ｍ

  ⑥その他 

    維持管理、運営については上記①から⑤の施設に加え、白木原下大利線の樹木や芝等の

管理（施設の修繕は除く）、白木原駅から下大利駅を結ぶ広幅員歩道における運営、下大

利駅西口駅前広場の運営、下大利駅北側公園の維持管理、運営を想定している。なお、こ

こで挙げる運営とは、街のにぎわい作りとなる自主事業、民間事業のイベント等におけ

る、施設利用に関する窓口、サポート等を指すものとする。 

また、市場調査等にて上記の施設に隣接するなどして併せて民間企業の参画意欲があれ

ば高架下の整備について検討する。但し、上記①～⑤に示した施設以外のものについて

は、独立採算型が基本となる。 

６ 準拠法令等 

（１）準拠資料

本業務の遂行に際しては、本仕様書によるほか、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（PFI 法）などの関連する法令、条例、規程、要綱等を遵守

するとともに、各種指針、基準等についても適宜参考にするものとする。適用法令及び適

用基準は、各業務着手時の最新版を遵守するものとし、業務計画書に記載すること。

また、市の関連計画との整合を図ること。

７ 業務の内容 

（１）前提条件の整理 

１）上位関連計画の整理 
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過年度までの検討経緯を踏まえ、本業務に関連する上位関連計画から本業務の位置付

けを整理する。 

２）現況データの整理 

本業務に関連する各種統計データ等を整理する。 

（２）先行事例調査 

新たなにぎわい創出の拠点を図るため、本業務と同種・類似の事例、官民連携による

整備を行った事例等について、先行事例の調査を行う。 

（３）導入機能・規模及び施設計画の整理 

基本計画（案）や、これまでの検討結果をもとに、下記の内容について整理を行う。 

・公共施設及び民間施設の導入機能・規模 

・対象施設の施設計画 

・概算工事費 

（４）高架下整備等事業全体の官民連携事業スキームの検討 

１）官民役割分担の検討 

高架下整備等事業で提供する公共サービス等の内容を踏まえ、適切な官民役割分担及

び民間活力導入の対象範囲について検討する。 

２）リスク分担案の検討 

業務内容、官民役割分担を踏まえ、民間活力の導入による事業化を前提とした、リス

ク分担案を検討する。 

３）事業スキームの検討 

事業化を図るために最適な事業スキーム（施設所有／事業期間等）を検討する。事業

スキームとして次の①から④までの内容を中心に事業スキームについて必要な事項を整

理して検討する。 

また、事業スキームの検討には維持管理や運営についての検討も行うものとする。特

に運営は、高架下等のにぎわいづくりに関するスキームについて、市場調査を踏まえて

以下の⑤-1 から⑤-3 までの項目について検討すること。なお、想定している運営とは各

施設の維持管理、広場や歩道、高架下多目的施設におけるイベント開催（自主事業）や、

他者からのイベント開催に伴う広場や歩道、多目的施設の管理、支援、広報等である。 

    ① 事業方式

    ② 事業類型（サービス購入型、ジョイントベンチャー型、独立採算型等）

    ③ 事業範囲、事業期間及び事業スケジュール

    ④ 資金調達方法

    ⑤ 運営に関する検討
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    ⑤-1 運営主体（組織）の検討（体制、人員、費用等）

    ⑤-2 運営主体（組織）の位置づけの検討。まちづくり会社、NPO 等の民間組織とし

て法人化の検討と行政の係り等。

    ⑤-3 広場や多目的施設に加え、都市再生特別措置法の道路占用の特例等の制度を利用

した道路上でのにぎわい作りを踏まえたうえで、考えられるにぎわい作りやイベ

ント等の調査。（都市再生推進法人制度等の利用を含む）

（５）民間事業者意向調査

    前項までに検討した事業スキーム等に関する市場調査を実施する。調査にあたって

は、民間企業の意見や参画意欲をサウンディング型市場調査等により実施する。

また、「５ 対象施設」に該当する施設が基本的な調査の対象となるが、これら施設

に隣接して高架下の整備範囲を広げることで、更なるにぎわいや民間企業の参画意欲が

向上する場合は、併せて検討すること。

（６）概算事業費と VFM の検討

    前項までの検討結果を踏まえ、従来の手法と官民連携手法で実施した場合の市の財政

負担の見込額をそれぞれ算出し、VFM（Value For Money）を検討する。

（７）総合評価及び課題の整理

     （２）から（６）までの結果を踏まえ活性化事業における最適な事業手法について総

合的に評価するとともに、事業範囲及び事業スキームを確定する。また、最適な事業手

法を導入する場合の課題やスケジュール等について整理し、その対応策等を検討する。

（８）報告書の作成

     前項までの検討結果を踏まえ、報告書の取りまとめを行う。また、概要版を作成す

る。

８ 打合せ及び記録 

 （１）打合せ 

  本業務遂行にあたり、業務着手時、業務の主要な区切り及び業務完了時において４回

程度の打合せを行うものとするが、市が必要と判断した場合は協議の上、実施するこ

と。また、業務着手時及び成果物納入時には受注者の管理技術者が立ち会うものとす

る。 

     なお、その他進捗状況等に応じ、打合せを行うことが出来るものとする。 
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 （２）打合せ記録 

  受注者は、市及び本業務に関係する者との打合せを行ったときには、その内容記録

し、速やかに市へ文書で報告する。その際、用紙の大きさは、市様式（A4版）で作成

する。 

９ 事前提出書類 

本業務の着手に先立ち、受注者は速やかに次の書類を市に提出し、承認を得るものとす

る。

（１）着手届

（２）工程表

（３）技術者選任通知書

（４）技術者資格証（写し）

（５）業務実施計画書

※業務実施計画書については、本業務が円滑に遂行できるよう、作業の進め方、工程、実

施体制等を記入した計画書とする。

10 業務遂行基準 

業務の遂行に当たっては、管理技術者、照査技術者、担当技術者を配置すること。本業務

の実施に当たり、必要な資格を有する技術者をもって、秩序正しく行わせるとともに、下記

に示すいずれかの資格を有し、かつ本業務に類似する業務の実務経験を有するものとする。

なお、受注者は、業務の技術上の管理を行う技術者を定め、その氏名、その他必要な事項を

市に通知しなければならない。その者を変更した時も同様とする。

また、配置する管理技術者、照査技術者は相互に兼ねることはできない。

（１）管理技術者の資格要件

・技術士（建設部門又は総合技術監理部門）

（２）照査技術者

 ・技術士（建設部門又は総合技術監理部門）

・ＲＣＣＭ

（３）担当技術者（担当技術者が複数名の場合は 1 名以上）

 ・技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、又は 1 級建築士

11 照査 

受注者は業務の品質の確保に努め、次に掲げる事項について照査を実施し、照査報告書と

して、とりまとめ提出すること。
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    ・基本条件の照査

    ・細部条件、構造細目の照査

    ・成果品の確認

12 納入成果物 

 （１）調査報告書の提出方法 

   １）調査報告書 電子媒体及び紙媒体２部 

   ２）電子媒体にあっては、CD-R 又は DVD-R に格納すること。 

   ３）電子媒体は、事前に最新のウィルスパターンによる十分なウィルス対策（チェック）

を実施したものを提出すること。 

   ４）電子媒体は、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、又は Microsoft Excel 及び

PDF とすること。 

（２）著作権 

１）本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権は、市に帰属するものと

する。 

２）本業務における成果物に、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、市が特に使

用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許

諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、当該契約等の内容について、事前

に市の承認を得ること。 

３）本業務において、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。 

13 支払い条件 

（１）受注者は、業務完了後に発注者の行う検査に合格したときは、契約金額の支払を請

求することができる。 

（２）市は、適正な請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 

（３）本業務は前払の対象外である。

14 その他 

（１）受注者は、日本語での対応ができること。また、常に市との連携を密にして業務にあた

るものとし、業務の進捗状況については、市の指示により適宜報告するものとする。

（２）本業務の遂行に伴う費用は、原則としてすべて受注者の負担とする。

（３）本業務より得られた成果品及び資料、情報等は、市に許可無く第三者に公表、漏洩して

はならない。

（４）本業務に文献その他の資料を引用した場合は、当該文献、資料名を明記すること。
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（５）本業務について、仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、市と受注者の協議の

上、遂行するものとする。

（６）受注者は、各作業に関わる管理者、各作業における責任者及び窓口担当者を明確にする

こと。なお、各担当者は本調査の遂行に必要な能力を有する者とすること。 

（７）スケジュールについては適宜協議、調整を行いながら業務を進めるものとし、必要資料

の作成等を行うこと。 

（８）本業務完了後は、最終検査を受けるものとし、加除・訂正等の指示を受けた場合、速や

かにその指示に従うものとする。

（９）本業務完了後に受注者の責任に帰すべき理由による成果品の「契約不適合」が見受けら

れた場合には、市の指示に従い、速やかに必要な訂正や補足等の措置を行うものとし、

これにかかる経費は受注者の負担とする。




