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令和４年度旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画検討業務委託 

提案書作成要領 

 

 

１ 旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画の概要 

（１）背 景 

   本市では、新潟開港 150 周年を契機に、新潟駅から万代、古町を結ぶ都心エリア（に

いがた２ｋｍ）の将来的なまちづくりの方向性を示す「新潟都心の都市デザイン」（平成

30 年）を新潟県と策定し、都心軸と、２つの副軸を中心に５つのゾーンを設け、それぞ

れのゾーンで特色あるまちづくりを展開することで、“にいがた２ｋｍ”を通して歩くと

新潟のまちの歴史と個性を感じられ、エリア全体で魅力あるまちづくりを推進している。 

都市デザインの具現化に向けては令和３年度に新潟駅・万代地区周辺の将来ビジョン

の検討に着手し、公民連携の推進体制のなかで、都心部の道路空間など公共空間の利活

用や、良好な景観形成など人中心のウォーカブルなまちづくりを進めていくこととして

いる。 

   その先行的な取り組みとして、副軸（弁天ルート）の中間に位置する旧新潟駅前通周

辺では、令和元年度の「新潟駅・万代地区をつなぐ公共空間利活用社会実験」の実施を皮

切りに、令和２年度から自治会や近隣商店街、沿道事業者、専門学生とともに、旧新潟駅前

通周辺の再生や魅力づくりに向けたアイデアや意見を出し合う場として、「旧新潟駅前通まち

づくり勉強会」を開催しながら、将来的な道路空間の再編や活用の可能性を検証することを

目的とした「旧新潟駅前通公共空間利活用社会実験 Street Park」を令和３年度に実施し

た。 
これらの取り組みを踏まえ、旧新潟駅前通周辺では、都市形成の歴史や立地特性など

を活かし、道路空間再構築などによる人中心のウォーカブルな取り組みを進めるため、

「旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画」（以下、「基本計画」という。）を作成し、

新潟駅・万代地区周辺エリアの魅力と価値の向上につなげることとしている。 
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（２）対象範囲 

旧新潟駅前通周辺（①市道南 2-47 号線；新潟市中央区弁天 2 丁目他） 

（②市道南 2-51 号線；新潟市中央区弁天 2 丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（縮小図）                （拡大図） 

 

※対象エリアは、作成の過程で変更になる場合があります。 

※必要に応じて、上記道路と接し、道路や公園、公有地などについても検討範囲に含め

ることとする。 

 

（３）基本計画の作成方針 

   新潟駅・万代地区周辺の将来ビジョンの検討内容や、これまでの旧新潟駅前通の再生

に向けた検討・取り組みの状況（社会実験など）、歴史的背景などを踏まえ、流作場五差

路と弁天公園との連続性や、新潟駅と万代地区をつなぐ役割を考慮した空間づくりと空

間活用を図るとともに、緑と賑わいがあふれる人中心のウォーカブルな空間を創出する

ため、旧新潟駅前通周辺における道路空間再構築等、空間再編に向けた基本計画を作成

する。 

当該基本計画の作成にあたっては、新潟駅・万代地区エリアの魅力と価値の向上を目

指し、緑豊かで居心地がよく、昼夜問わず立ち寄りたくなるような空間や利活用を見据

えた道路の整備を行うため、多様な過ごし方や利活用に関する検討を行いながら、それ

を支えるストリートデザインおよび運営体制を検討する。 

また、基本計画を作成するにあたり、令和４年度中の適切な時期に基本計画に資する

社会実験の実施を予定する。（なお、社会実験の実施については、当該業務委託に含まれ

ない。） 
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（４）検討体制 

  ア 検討体制図（イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ デザインミーティングは、専門性を有する者ら（３名程度）と新潟市で構成し、多方

面からの幅広い意見を聴取し意見交換を行いながら、基本計画（案）を検討し、作成す

るとともに、関係者との合意形成に向けた調整を行うことを目的とする。 

 

（５）基本計画の作成スケジュール（予定） 

  令和４年６月～令和５年２月 デザインミーティング（５回程度） 

                地元勉強会（４回程度） 

                社会実験（１週間程度） 

  令和５年３月        基本計画の公表 

 

 ・デザインミーティング及び地元勉強会の開催時期と回数は、提案内容や検討状況に応じ

て変更する場合がある。 

 ・１回あたりの開催時間は、２時間程度を原則とする。 

 ・なお、基本計画を作成するプロセスにおいて、令和４年度中の適当な時期に基本計画に

資する社会実験の実施を予定する。 

 

（６）次年度以降のスケジュール 

 ・道路改良に係る測量、詳細設計 

 ・道路改良工事等（関連工事を含む） 

運営支援 
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：基本計画の作成に向けた意見交換を行い、合意形成を図る。 
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２ 令和４度旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画検討業務の概要 

（１）業務の目的 

本業務は、旧新潟駅前通周辺において道路空間再構築などによる人中心のウォーカブ

ルな空間づくりを推進し、新潟駅・万代地区周辺のエリアの魅力と価値の向上に資する

都市空間の形成と都市活動の活性化を図るため、旧新潟駅前通周辺の空間再編と利活用

に関するデザイン方針などの検討を行い、「旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画」

をとりまとめることを目的とする。 

 

（２）業務内容 

ア 基本計画作成の計画 

 ・「１ 旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画の概要」に則した作成のプロセスを

計画し、地元勉強会の意見や議論、社会実験の結果などを踏まえ、デザインミーティ

ングで基本計画を検討・作成するため、その工程を管理する。 

 

イ デザインミーティング及び地元勉強会の運営支援 

 ・デザインミーティングを実施し、基本計画案への反映を行う。 

・デザインミーティングに使用する資料を作成する。 

 ・地元や市民、関係者の合意形成に向けた地元勉強会の運営支援を行う。 

・地元勉強会に使用する資料を作成する等の準備及び地元勉強会におけるファシリテ

ーションを行う。 

 

ウ 地元勉強会の開催結果のとりまとめ 

 ・地元勉強会の開催結果をとりまとめるとともに、開催結果を周知するための資料を

作成する。 

 

  エ 基本計画の検討及びとりまとめ 

   ・基本計画の検討をもとに、基本計画のとりまとめを行う。 

   ・旧新潟駅前通周辺の道路空間再構築に係る平面図・断面図・イメージパース（４カ

ット程度）を作成する。 

 

  オ 基本計画の公表用資料の作成 

   ・広く市民に周知するための公表用資料を作成する。 

   ・公表用資料の概要版（A3 両面のリーフレット）を合わせて作成する。（印刷は含ま

ない。） 

 

  カ その他 

   ・交通実態調査など、旧新潟駅前通の道路空間再構築に向けて必要な調査等を行う。 

   ・基本計画の作成に資する社会実験を実施するにあたり、社会実験に係る企画・評価

などを行う。 
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（３）成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。 

・報告書（A4 版） ２部  ・報告書電子データ一式 ２部 

・本業務によって作成されたデータ一式 ２部 

成果品の提出先は新潟市都市政策部とする。 

本業務に関連した市の業務上において、市が成果品を複製・加工・編集・公表・配布

することについて了解すること。また、成果品の著作権は市に帰属するものとする。（た

だし、受託者で所有している知的財産権に係るものは除く。） 

 

（４）委託期間 

委託契約日より令和５年３月２４日（金）まで 

 

（５）業務評価の実施 

  委託者は、契約終了後に、この契約における業務評価を行う。 

 

（６）瑕疵・損害への責務 

委託期間中のみならず終了後においても、成果品等に誤りが確認された場合は、受託

者の責において速やかにその誤りを訂正し、市に再提出しなければならない。また、受

託者が本業務の実施中に第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負うも

のとする。 
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３ 提案を求める事項 

（１）提案内容 

提案を求める事項は次表のとおりとする。提案に際しては、本要領の内容及び「令和４

度旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画検討業務委託 受託者選定プロポーザル実施

要領」の内容を十分に踏まえて記述すること。 

提案を求める事項 留意事項 

基本計画の基本的な 

考え方と構成 

・新潟駅・万代地区の将来ビジョンの検討状況やこれまでの

旧新潟駅前通での取組経緯（社会実験、地元勉強会など）

等を踏まえ、旧新潟駅前通周辺の将来像やふさわしいスト

リートデザインに関する基本的な考え方を整理し、基本計

画の構成を示すこと。 

基本計画の検討体制 
・本市が想定している検討体制を踏まえ、当該業務における

提案者の関わり方を示すこと。 

基本計画の工程及び提案

内容 

・「２ 令和４度旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画検

討業務の概要」に即し、令和４年度の工程を提案すること。

なお、必要に応じて、令和５年度以降の工程を記載するこ

と。 

・上記「基本計画の構成」に沿って、どのように作成するか、

提案者の強みを取り入れて提案すること。 

・令和４年度の工程は月ごとにするべきこと、及び提案者と

市の役割を明確にして、デザインミーティングや勉強会の

開催時期に合わせて記載すること。 

・ミーティング各回の議事内容を必要に応じて記載すること。

なお、ミーティングの回数は「１（５）基本計画の作成ス

ケジュール（予定）」で示した回数を若干であれば増減させ

ることも可能とする。 

・交通実態調査など基本計画の作成にあたり必要な調査・検

証（社会実験など）について記載すること。 

・必要に応じて市民の意見収集、あるいは市民への広報を通

じて旧新潟駅前通の取り組みへの期待感を醸成することを

目的とした事柄を提案すること。なお、その際には当該業務

内での実施の有無を記載すること。 
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（２）参考資料 

    参加表明書を提出したもので、提案書作成上必要がある場合は、下記資料を「旧新

潟駅前通ストリートデザイン基本計画検討業務委託受託者選定プロポーザル実施要

領」に記載の閲覧場所にて閲覧することができる。閲覧にはあらかじめ予約を要する。

その他、職員の指示に従い閲覧する。なお、（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）、（ケ）の資料に

ついては本市ホームページで既に公表をしているものである。 

（ア）「令和２年度 道路空間利活用基本方針検討業務委託」報告書 

（イ）新潟都心の都市デザイン 

（ウ）令和元年度 新潟駅と万代地区をつなぐ公共空間利活用社会実験結果 報告 

（エ）（仮称）新潟駅・万代地区周辺将来ビジョン懇談会の開催概要 

（オ）令和３年度 旧新潟駅前通公共空間利活用社会実験「流作場 Street Park」     

報告書 

（カ）令和３年度 旧新潟駅前通社会実験支援業務報告書 

（キ）令和３年度 旧新潟駅前通公共空間利活用基本検討業務報告書 

（ク）令和３年度 （仮称）新潟駅・万代地区周辺将来ビジョン策定支援業務報告書 

（ケ）都心のまちづくり【「にいがた２ｋｍ」の覚醒】 
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４ 提出物 

（１）提出物一覧 

提出物 様式 内容に関する留意事項 

提案企業（団体）の概要 提案様式 1  

業務従事者一覧 提案様式 2 
本業務の携わる従事者全員を記載すること。その

うち管理技術者として１名を記載すること。 

業務従事者の経歴 提案様式 3 
担当者として、本業務に携わる従事者全員分を記

載すること。 

類似業務等実績一覧 提案様式 4 

本業務に活かすことができると考える類似・関

連業務の実績について差支えがない範囲で極力

具体的に記載すること。 

ここに記載した実績に関して、審査の参考とす

るため、実績に記載の発注者へ成果品の提供を依

頼する場合がある。 

提案書 任意 

記載様式は特に定めないが、以下の制限で記載

すること。 

・A3 判横片面、３枚以内 

・前記「３提案を求める事項」にて指定した内容

を記述すること（図表・イメージ写真・イラス

ト等の使用は自由）。 

業務見積書 任意 

・A4 判（片面）を用いて、前記「２令和４年度

旧新潟駅前通ストリートデザイン基本計画検

討業務の概要」にかかる見積書を提出するこ

と。 

 

（２）提出物の書式等 

ア 提出物は、指定の様式に従って作成すること。 

イ 提出物は、指定の様式による表示項目・必要項目を満たしていれば、提出物を作成

するソフトウェアや書体、文字サイズ等は問わない。ただし、提案書の本文について

は文字サイズを１０ポイント以上とすること。 

ウ 提出物で使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとする。 


