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広域周遊観光客の交流拠点「街なか観光拠点」整備に向けた基本計画策定業務 

仕様書 

 

１ 業務名 広域周遊観光客の交流拠点「街なか観光拠点」整備に向けた基本計画策定

業務委託 

２ 業務の目的と概要 

広域周遊観光客の交流拠点「街なか観光拠点」整備に向けた基本計画策定業務(以下

「本業務」という。)は、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、地域活動の回復

と強靭な経済構造の構築を図るための核となる施設として、日豊経済圏域(大分県南

から宮崎県北)を視野に入れ整備を目指している、津久見市広域周遊観光拠点（以下

「観光拠点」という。）について、施設整備計画、整備手法、運営体制等の整理、施設

整備に向けた設計図面の作成等、今後の設計業務、施設整備工事等の指針となるため

の基本計画を策定することを目的とする。 

本市では、令和２年３月に「街なか拠点整備等基本構想（以下「基本構想」という。）」

を策定した。本業務は、これに基づき全体計画、施設計画、整備手法及び財源を整理

するとともに、市民、事業者等の意向もふまえた管理運営計画を策定するものである。 

検討・整理にあたっては、市役所新庁舎（以下「新庁舎」という。）との一体的整備

を前提とし、現在進行中の｢津久見市新庁舎建設基本計画策定業務｣や『市中心部のグ

ランドデザインを核とした「都市計画に関する基本的な方針」の見直しに関する調査

研究業務』等との整合性を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響による観

光市場や生活様式の変化を踏まえて実施するものである。 

３ 施設概要 

（１）施設名称   津久見市広域周遊観光拠点施設 

（２）計画予定地  大分県津久見市中央町７６０－５４、中央町７６０－５１ 

高洲町３８２４－８４、高洲町３８２４－２４ 

（３）敷地の面積  １０，５３５㎡ 

（４）用途区域等  商業地域(一部準防火地域) 

４ 契約限度額 

本業務の限度額は、１４，４５４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

５ 委託期間 

契約締結の日から令和３年１１月３０日まで 

６ 業務の実施 

（１）受託者は、業務の実施に当たり、本仕様書に基づくとともに、関係法令等を遵

守すること。 

（２）受託者は、業務の実施に当たり、津久見市と協議を行い、その意図や目的を十

分に理解した上で、適切な人員配置のもとで進めること。 
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（３）受託者は、業務の進捗に関して、津久見市に対して定期的に報告を行うこと。 

（４）受託者は、自らの組織から総括責任者を選任し、津久見市に通知すること。 

（５）受託者は、本業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ津久見市に承諾を得

ること。 

（６）受託者は、業務中に知り得た内容等について、第三者にその情報を漏らしては

ならない。 

７ 業務計画書の提出 

（１）受託者は、契約締結の日から７日以内に「業務計画書」を津久見市に提出する

とともに承諾を得ること。 

（２）「業務計画書」には、次の事項を記載すること。 

ア 検討する業務内容 

イ 業務を実施する上での方針 

ウ 業務の詳細な工程 

エ 業務実施における組織体制 

オ 担当者一覧表及び経歴書、業務分担表 

カ 協力者がある場合は、協力者の概要及び担当者一覧表及び経歴書、業務分担表 

キ 津久見市との打合せ計画表 

ク 業務フローチャート 

ケ 連絡体制 

コ その他津久見市が必要とする事項 

なお、上記記載事項に追加又は変更が生じた場合には、速やかに津久見市に文書

で提出し、承諾を得ること。 

８ 打合せ及び議事録 

業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と津久見市は毎月定期的に打合せを行

い、業務方針の確認、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、受託者が

その都度記録し、津久見市の確認を得ること。 

９ 引渡前における成果品の使用等 

委託期間途中においても、津久見市は受託者に通知することで、成果品の全部又は

一部を使用することができるものとする。 

１０ 検査 

業務が完了した時は、津久見市に完成届の提出をもって通知するとともに、成果品

を提出し検査を受けること。 

１１ 使用言語等 

本業務に使用する言語は、日本語、数字は算用数字、通貨は日本円、単位は計量法

（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

１２ 業務内容 

次の各項目について調査、協議、検討及び整理を行うこととし、業務の実施に当た

っては、津久見市と十分に打合せを行うこととする。（７Ｐ特記事項参照） 
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（１）津久見市広域周遊観光拠点整備基本計画の作成 

以下の事項について整理・検討を行い、基本計画を作成すること。 

ア 全体計画・施設計画と整備コスト・整備手法の整理 

（ア）基本構想及び市民アンケート調査・分析結果(令和２年７月～実施中)を基に、

導入機能・施設の構成、全体土地利用計画(ゾーニング)、動線計画等の全体計

画を複数案整理し、基本計画図を作成する。 

（イ）全体計画に含む、施設、敷地、駐車場、管理施設、外構(園路、植栽等)等の

施設計画を整理する。 

（ウ）(ア)(イ)を踏まえ、イニシャルコスト（設計費、本体工事費、付帯・外構工

事費、駐車場整備費、設備費等）を算定のうえ、整備手法、財源、事業スケジ

ュール等を整理し、施設規模、概算事業費を提示する。 

※高さ、外観デザイン等の景観及び日影規制、騒音、周辺施設との関連等の環

境面、一体的整備を目指す新庁舎との動線等を考慮し、計画予定地における

観光拠点の配置計画について、建築基準法等の関係法令等を遵守した上で、

比較対象となるよう複数案整理する。この場合において、関係官公署との協

議、各種法的な手続など必要となる事項や課題等もあわせて整理する。 

※計画予定地内の、北高洲区画線３号（延長１４９ｍ）の市道については、用

途も含め検討中である。 

イ 各種ニーズ把握と経営シミュレーション等による管理運営計画の整理 

   (ア) 平成２９年度に実施した「集客交流拠点整備に向けたマーケディング調査」

及び公開されている既存調査結果等の収集・分析を行い、本施設の市場性を整

理する。 

   (イ) 津久見市内の第一次産業、観光・サービス業等の観光関連産業、ＪＡ、ＪＦ、

津久見商業協同組合、津久見市飲食店組合等の関係団体、地場店舗等の実態及

び意向を的確に把握する。 

（ウ）市民（観光戦略会議委員、庁舎建設市民委員会委員、関係機関・団体、一般

市民を想定）に対するワークショップ及び市民説明会を開催し、市民の意向を

的確に把握する。また、市民説明用の資料の作成、事業内容等の説明、意見集

約、議事録の作成等を行う。 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、実施方法を検討すること。なお、

市民アンケート調査・分析は令和２年７月から実施中。 

   (エ) (ア)から(ウ)を踏まえ、管理運営の基本方針、管理者の役割(管理者の責任

体制、管理運営対象、営業時間等)、アを踏まえた管理運営経費(経営シミュレ

ーション)、管理運営体制(管理運営・販売等に係る主体の選定方法・基準等)等

を、管理運営計画として整理する。 

    (オ) (ア)から(エ)を踏まえ、公設民営方式を前提とした、現実的な来訪者数・営

業収入目標(飲食・物販等)等を掲げ、適切な運営コストを算定する。さらに、

市の財政状況、財源確保の可能性を検証し、将来的に安定的な運営が可能とな

る、施設規模と概算事業費を提示する。 

   (カ) (ア)から(オ)を踏まえ、県内外の民間事業者等の事業参画意向調査を行う。 
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     ※基本構想策定業務において、サウンディング調査の実績あり。 

  ウ 管理運営体制構築に向けての協議 

   (ア) ア、イを踏まえ、算定した運営コスト及び地域版観光 DMO・地域商社機能を

鑑みた運営体制(案)を作成し、津久見市、津久見市観光協会、津久見商工会議

所と合同での協議を行う。 

(イ) ＪＡ、ＪＦ、津久見商業協同組合、津久見市飲食店組合等の関係団体及び地

場店舗等の関わり方を検証する。 

  ※(ア)については、津久見市が主催し協議の場を設定する。この場合において、

受託者に協議の場への出席、説明(計２回程度)を求めることもある。 

エ 事業(整備)・運営手法の選定と設計者選定に係る設計与条件の整理 

  （ア）アからウを踏まえ、将来的にも安定した運営、本市の財政状況、一体的整備

を目指す新庁舎建設の動向等を鑑み、実現性を帯びた効果的・効率的な事業(整

備)・運営手法を選定し、あらためて事業スケジュールを整理する。 

   (イ) (ア)を踏まえ、設計図面等を作成するなど、今後の設計者選定に係る設計与

条件の整理を行う。 

（２）会議等への参加 

ア 毎月の定期的な打ち合わせ会議(計１２回程度)に出席し、事業内容等の協議を

行う。 

イ 検討委員会・幹事会(計６回程度)に出席し、事業内容等の説明を行う。なお、

ア、イについては、同日程(連続した２日間)での開催を想定している。 

ウ 運営体制の協議の場(計２回程度)に出席し、運営体制（案）の説明を行う。 

エ 市議会・観光戦略会議（計４回程度）に出席し、事業内容等の説明を行う。 

オ 市民ワークショップ及び市民説明会(数回程度を想定、企画提案書にて取組手

法、回数等を提案すること)において、市民説明用の資料の作成、事業内容等の説

明、意見集約、議事録の作成等を行う。 

カ 市民及び本市出身者等(関係人口)を対象とした、パブリックコメント(１回)の

実施に係る支援を行う。 

 ※アからウについては、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、リモート開催

も視野に入れている。 

（３）他計画等との整合性 

市の各種計画等との整合性を図ること。なお、検討に必要な資料で津久見市が所

有しているものは貸与する。（ア、スについては、プロポーザルに参加する各事業者

に対し、令和２年１２月１５日の参加表明受付期限後に、成果品及びその時点の参

考資料を送付する。） 

ア 津久見市グランドデザイン構想（実施中） 

イ 津久見市都市計画マスタープラン（実施中） 

ウ 津久見市新庁舎建設基本構想（平成２９年８月策定） 

エ 津久見市新庁舎建設基本計画（実施中） 

オ 街なか拠点整備等基本構想（令和２年３月策定） 
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カ 津久見市観光戦略（平成２９年３月策定・平成２９年度～令和３年度） 

  ※令和３年度中に改訂予定 

キ 第５次津久見市総合計画（令和元年９月一部改訂、後期５か年基本計画策定業

務実施中） 

ク 津久見市総合戦略（令和２年３月一部改訂、次期総合戦略策定業務実施中） 

ケ 津久見市地域防災計画（令和２年２月改訂） 

コ 津久見市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定） 

サ 津久見市地域経済循環分析(実施中) 

シ 津久見市立地適正化計画(実施中) 

ス 集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査事業報告書（平成２９年度実施） 

セ 市民アンケート調査・分析結果(令和２年７月～実施中) 

１３ 成果品の納入 

  本業務に係る成果品は以下のとおりとする。 

（１）基本計画書（Ａ４版製本） １０部 

（２）基本計画書概要版（Ａ４版製本） １０部  

（３）図面データ(Ａ３版) 一式 

（４）上記電子データ（ＣＤ-Ｒ等の電子媒体） ３部 

  ア 一般的に閲覧可能なＰＤＦ形式のファイル 

イ 製本化した成果品の元となったデータファイル 

（ア）文書、表、グラフ‥‥Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ 

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ形式 

（イ）写真…ＪＰＥＧ形式 

（ウ）図面…ＪＷＷ形式 

（エ）その他…津久見市が求める形式 

（５）その他必要な資料 指定部数 一式 

※製本は原則としてＡ４縦型、左綴じ製本とし、カラー刷りとする。 

（６）納品場所 

大分県津久見市宮本町２０番１５号 津久見市商工観光・定住推進課 

※本業務の実施により生じた著作物（既得されている著作物は除く。）に関する著

作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、津久見市に

帰属するものとする。 

※本業務の成果物は、画像等著作権上の権利関係の帰属を済ませた上で納入しな

ければならない。また、それらにおいての紛争等が発生した場合は、受託事業

者の責任において対応するものとし、津久見市は一切の責任を負わないものと

する。 

１４ 再委託 

  受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託ご

との業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報

告し、津久見市の承諾を得なければならない。 
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１５ その他 

（１）本業務の実施にあたっては、津久見市及び各関係者との連絡調整を十分図るこ

と。 

（２）本業務の遂行にあたり、知り得た情報については、いかなる理由をもっても事

業期間中及び終了後においても、第三者に漏らしてはならない。また、情報漏洩

に対する措置を講ずること。 

（３）不測の事態が発生した場合は、速やかに津久見市に報告すること。 

（４）その他、この仕様書に記載のない事項については、関係者において協議し、決

定する。 
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（特記事項） 

 

～新型コロナウイルス感染症の収束後の地域活動の回復と強靭な経済構造の構築～ 

市民や観光客に親しまれる「津久見市広域周遊観光拠点」の整備を目指して 
 

 

津久見市では、将来の大幅な人口減少が懸念されており、定住促進に向けて、居住環

境や子育て環境の整備、学力向上対策、買い物・通院等の移動環境整備、市民活動の活

発化、賑わいの場づくり等を推進している。 

さらに、市民にとっても、観光客（関係人口）にとっても魅力的なまちづくり（観光

まちづくり）を目指して、平成２９年３月に津久見市観光戦略を策定し、基幹産業であ

る石灰石・セメント産業等のさらなる発展とあわせ、観光産業の育成（しごと創生）を

図り、産業振興、経済活性化、雇用促進を目指している。 

戦略の実現に向けた最重要施策として、市中心部において集客交流拠点（街なか拠点）

の整備を目指しており、市庁舎との一体的整備を図りながら、市民活動・行政機能(市役

所新庁舎)と広域的な観光集客機能を持ち合わせた、津久見市のシンボルとなりえる施

設の一体的整備を目指すものである。 

これについては、平成３０年３月に「集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査」

を取りまとめ、令和２年３月に「街なか拠点整備等基本構想」が策定され、当市の振興

に向けた課題を踏まえて拠点整備の基本的な方向性、導入機能・施設の方向、整備・運

営の基本的な考え方が示されたところである。 

本業務は、市場性や市内観光施設及び観光・サービス業等の実態を的確に把握し、徹

底的な経営シミュレーションを実施する中で、想定される営業収入等を基に、適切な施

設規模と整備費、それに伴う運営コストを算定し、さらに、本市の財政状況を加味した

上で、本市の身の丈に合った施設整備を目指すための、非常に重要性の高い業務である。

加えて、新型コロナウイルス感染拡大による生活様式の変化や市場性の変化も注視し、

的確かつ柔軟に対応できるように計画していく必要もある。よって、下記に留意し本業

務を効果的に実施していただきたい。 

 

１. 市役所新庁舎との一体的整備による市民の利便性と都市機能の向上 

２. 津久見市の身の丈に合った施設整備による将来的にも安定した経営 

３. 津久見市の身の丈に合った施設整備の中での精一杯の魅力創造による市民の 

シビックプライドの醸成 

４. 地場特産品・土産品等が少ない津久見市では日豊経済圏域との連携は重要 

 

なお、本業務の実施にあたっては、店舗経営・運営のシミュレーション、観光地域づ

くり、建築設計等、多岐にわたる専門性が必要であると考えており、複数事業者による

連携(再委託)を前提に事業に取り組んでいただいて構わない。 

 


