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１ 事業概要                                    

１．１ 事業名称 

  立川市コトリンク情報発信センター運営事業 

  

１．２ 事業目的 

本市は、令和４（2022）年度に立川駅南口に新たに開設する立川駅南口東京都・立川市

合同施設（仮称）の市専有部内に立川市コトリンク情報発信センター（以下、「情報発信セ

ンター」）を設置し、立川市や多摩地域の地域総合情報の発信拠点とするとともに、立川駅

南口のにぎわい創出拠点として活用することを計画している。 

この施設は、行政情報とまちの情報の統合的な発信、及びその情報発信や施設活用によ

りにぎわいの創出を行う「まちの情報プラットフォーム」と位置づけ、多様な機関との連

携や市民参画を図りながら事業を展開することで、立川市や多摩地域の活性化を図ること

を目的とする。 

 

１．３ 情報発信センター拠点施設概要 

項  目 内     容 

事業計画地 立川市柴崎町三丁目９番２号 

用途地域 商業地域、第二種中高層住居専用地域 

敷地面積 2,089.31 ㎡ 

建物概要 

①名  称：立川駅南口東京都・立川市合同施設（仮称） 
※本施設は東京都と立川市の合同施設であり、市専有部名称は

「立川市魅力発信拠点施設 CotoLink/コトリンク」 

②構  造：鉄筋鉄骨コンクリート造、一部鉄骨造 

③規  模：地下１階、地上７階建て 

④延床面積：9,034.46㎡ 
※今後行政指導や施工上の理由などにより変更する場合がある。 

整備スケジュール 
①建設工事：平成 31（2019）年３月～令和４（2022）年２月 

②開  設：令和４（2022）年度 

入居機関 

①【立川市】自転車等駐車場（地下１階～２階） 

特産品販売・飲食提供スペース（１階） 

情報発信センター（３階） 

②【東京都】しごとセンター多摩 

労働相談情報センター 

拠点施設概要 

（情報発信センター） 

①位  置：施設３階出入口・屋外テラスに面した箇所 

②規  模：約 100㎡程度 ※現段階での想定で、今後変更あり 

③主要用途：税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの（合同庁舎）  
 

※建築物の用途上、飲食や物販、集会場を主たる用途とすることは不可

のため、主として事務所機能となる。 
 

④機  能：運営事業者の事務所や情報発信スペース等 

⑤引渡条件：スケルトン渡し 

⑥そ の 他：ペデストリアンデッキと接続する施設３階屋外テラスか

ら拠点施設内を見通せるガラス張り壁面となっている。 
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２ コンセプト・機能                                    

２．１ 立川市魅力発信拠点施設 CotoLink の施設コンセプト 

本施設市専有部である「立川市魅力発信拠点施設 CotoLink」については、『立川駅南口

の新たなにぎわいと多摩の魅力発信拠点』を施設コンセプトとしており、コンセプト実現

に向け、「多摩地域や南口の情報発信拠点」「にぎわいの拠点」「回遊性の拠点」「周辺プロ

ジェクトとの連携拠点」とすることを目指している。 
 

 

＜立川市魅力発信拠点施設 CotoLink の施設コンセプト＞ 

立川駅南口の新たなにぎわいと多摩の魅力発信拠点 
 

 

 
 

 

 多摩地域や南口の情報発信拠点  
 

立地を生かした立川市・多摩地域の特産品の販

売や、 産業・観光・商業等の情報発信により、多

摩地域の魅力をＰＲし、ひとを呼び込む。 

  にぎわいの拠点   
 

特産品の販売とアクセスの良さを生かして、新

たなにぎわいを創出し、周辺地域や商店街を活

性化する。 

  回遊性の拠点   
 

立川駅周辺のペデストリアンデッキとの連結に

よりデッキの利用促進と、立川駅南口の回遊性

の向上を図る。 

  周辺プロジェクトとの連携拠点   
 

子ども未来センターや諏訪の森広場など、立川

駅南口の発展と交流を支える周辺施設と連携

し、相乗的に各施設機能の効果を高める。 

 

図表 施設コンセプト・コンセプト実現のキーワード 
 

 

 

また、本施設市専有部の愛称である「CotoLink」には、以下の想いが込められている。 
 

 

 
 

図表 愛称に込められた想い 
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２．２ 立川市魅力発信拠点施設 CotoLink の各機能 

立川駅南口東京都・立川市合同施設（仮称）のフロアイメージ、及び本施設市専有部であ

る立川市魅力発信拠点施設 CotoLink 内に設置する機能は、次の通りである。 

 

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

Ｂ１Ｆ

特産品販売・飲食提供スペース

自転車等駐車場

労働相談情報センター

しごとセンター多摩

情報発信スペース

自転車等駐車場

自転車等駐車場

都専有部

市専有部

 
図表 施設フロアイメージ 

 

 

機能名 

 

３Ｆ 

立川市コトリンク情報発信センター 
運営 

事業者 
未決定 

概要 

・立川市や多摩地域に関する地域総合情報（産業、子育て、市民活動、観光、行政、防

犯・防災等）や魅力の発信 

・立川駅南口の新たなにぎわいの創出 

機能名 

 

１Ｆ 

立川市コトリンク特産品販売＆カフェ 
運営 

事業者 
株式会社まちづくり立川 

概要 

・立川市や多摩地域の地域特産品等の紹介、販売 

・軽飲食コーナーにおいて、地産地消主体の食事や飲み物の提供 

・営業予定時間 ８～２２時 ※休業日未定。営業時間は予定であり、変更となる場合がある。 

機能名 

 

Ｂ１Ｆ～２Ｆ 

立川市コトリンク有料自転車等駐車場 
指定 

管理者 
未決定 

概要 

・24 時間利用可 

・駐車可能台数（定期及び一時利用） 

自転車：約 1,700 台、原付（125cc 以下）：約 80 台 

図表 立川市魅力発信拠点施設 CotoLink 各機能概要 

 

３Ｆ 情報発信スペース       

立川市コトリンク情報発信センター 

 

１Ｆ 特産品販売・飲食提供スペース   

立川市コトリンク特産品販売＆カフェ 

 

Ｂ１Ｆ～２Ｆ 自転車等駐輪場    

立川市コトリンク有料自転車等駐車場 
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２．３ 情報発信センターの事業コンセプト 

情報発信センターについては、立川市や多摩地域に関する地域総合情報（各種産業、子

育て、市民活動、観光、防犯・防災、行政情報等）や魅力の発信を行うとともに、立川駅

南口の新たなにぎわいの創出する拠点として、官民の情報を統合的に発信する「まちの情

報プラットフォーム」を事業コンセプトに、以下の３つの機能の展開を図る。 

 

【情報発信センターの３つの機能】 

①地域情報の発信 

市や多摩地域における地元商店街や地場産品等の地域に関する情報の発信を

行うことで、地域の活性化を図る機能 

②にぎわいの創出 

本施設や周辺施設、立川駅南口に来訪者を呼び込み、にぎわいを創出する機能 

③行政情報の発信強化 

現在市が行っている広報手段を拡充し、行政情報発信の強化を図る、また多摩

地域の自治体の情報発信を行う機能 

 

 

  また、上記の３機能実施のための横断的な視点として、施設１階特産品販売・飲食提供

スペースとの連携や、市内外の多様な機関との連携、また市民や若者世代との参画等の推

進を積極的に図りながら事業運営を行う。 

 

 
図表 情報発信センター 事業コンセプトイメージ 
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３ 事業運営手法                                   

情報発信センターの事業運営にあたっては、民間事業者等の創意工夫やノウハウ、企画・

技術力を活用した運営を基本とする。民間活力を最大限活用することを目指し、事業の企画

提案を民間事業者等から広く募集するため、運営事業者は公募型プロポーザル方式により公

募のうえ、選定・決定する。また事業運営手法については、以下の通りとする。 

 

① 立川市と運営事業者は、公募型プロポーザル実施時の企画提案の内容を踏まえ、事業

運営に関する具体的な内容等に関して協議を行い、事業運営に関する基本的事項（事

業目的、事業内容、期間、費用負担、その他の運営条件、協定解除要件等）を示す基

本協定を締結する。 

 

② 運営事業者は、情報発信センター運営スペース（以下、「拠点施設」）について、地方

自治法第 238 条の４第２項に基づき、行政財産の貸付けを受けて施設を使用すること

とし、市と運営事業者は、本貸付けに関して賃貸借契約を締結する。 

 

③ 運営事業者は、事業運営を開始するにあたり、事業実施に適した拠点施設の整備（設

計・内装設備工事等）を行う。 

 

④ 事業運営は、基本協定を踏まえた運営事業者による自立的な運営を自主事業として行

うことを原則とする。 

 

 ⑤ 事業コンセプトの更なる実現とコンセプト実現のための自主事業の補完を行うため、

市発注による委託事業も併せて実施する。 

 

 

図表 事業運営手法イメージ 
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４ 運営事業者の募集及び選定                               

４．１ 募集方式 

  運営事業者の募集は、公募型プロポーザル方式により行い、公募型プロポーザル参加事

業者（以下、参加事業者）から企画提案を求めることとする。 

 

４．２ 参加資格 

（１）参加事業者の構成 

①参加事業者は、単独の団体又は複数の団体によって構成される共同体（以下「グループ」

という。）とする。 

 ②グループにより事業を実施する場合は、代表者となる団体（以下「代表団体」という。）

及び代表者とならない団体（以下「協力団体」という。）によって構成し、代表団体を参

加事業者とする。協力団体とは、「５．１運営事業」に示す３つの導入機能のうち、１つ

又は複数の機能を実現する事業に主たる実施主体として取り組む団体とする。市は、代

表団体と基本協定、賃貸借契約等を締結し、本事業に関する全ての責任は代表団体が負

うものとする。 

③単独の団体並びに１つのグループに属している代表団体及び協力団体は、他のグループ

に参加することはできない。 

④参加申込書類の提出後は、協力団体を変更することができない。ただし、やむを得ない

事情があり、市が変更に同意した場合はこの限りでない。 

 

（２）参加資格要件 

参加事業者は、次の要件を全て満たすこととする。グループの場合は、代表団体及び協

力団体のいずれも、次の要件を全て満たすこととする。 

①立川市競争入札参加資格登録（以下「資格登録」という。）をしているものにあっては、

次の掲げる書類のうち（ⅱ）を提出することができるもの。資格登録をしていないもの

にあっては、法人格を有する団体で、参加申込書提出期限までに次に掲げる書類を提出

することができるもの。ただし、資格登録をしていないもので、やむを得ない事情によ

り次に掲げる書類を提出することができない場合は、その理由を市が認めた場合に限り、

一部の書類の提出を省略することができることとし、別途市が示す次に掲げる書類に準

ずる書類を提出するものとする。 

ⅰ)履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

ⅱ)財務諸表（直近３期分の決算によるもの） 

 ア 法人税申告書 

 イ 貸借対照表又はこれに相当する書類 

ウ 損益計算書又はこれに相当する書類 

エ 勘定科目内訳明細書又はこれに相当する書類 

ⅲ)法人事業税の納税証明書（直近１か年のもの） 

ⅳ)納税証明書その１（直近１か年のもの） 

    ア 法人税（法人） 

    イ 消費税及び地方消費税 

  ※官公庁が発行する書類については、発行日が３か月以内のものとする。 

②立川市競争入札等参加停止基準（平成８年７月１日市長決定）の規定による参加停止の

措置を現に受けていないもの。 

③立川市契約における暴力団等排除措置要綱第３条第１項各号のいずれにも該当しないもの。 
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４．３ 公募資料の入手方法 

  公募に関係する資料・様式は、本市ホームページからダウンロードして入手すること。

なお、窓口での配布は行わない。 

 

【立川市ホームページ】 

URL https://www.city.tachikawa.lg.jp/kikakuseisaku/58gaiku_koubo.html 

 

４．４ 参加申込・受付 

  参加事業者になろうとするものは、必ず下記書類を各１部提出すること。参加資格条件

の確認結果については、電子メールにて通知する。 

 

（１）提出書類 

 ①公募型プロポーザル参加申込書 １部 【様式１－１】 

 ②「４．２（２）①参加資格要件」が確認できる書類 一式 

※資格登録をしているものにあっては、「財務諸表（直近３期分の決算によるもの）」のみ 

 ③公募型プロポーザル参加申込書添付資料に関する理由書（「４．２（２）①参加資格要件」

を確認できる書類を提出することができないもの） １部【様式１－２】 

 

（２）受付期間 

  令和３（2021）年７月 13日（火）から 30日（金）午後５時まで（必着） 

 

（３）提出方法 

①持参又は郵送で提出すること。電子メール及びＦＡＸによる提出は不可とする。なお、

郵送する場合は、必ず差出記録が残る方法で送ること。 

②提出に要する経費等は全て参加事業者の負担とする。 

 

（４）提出先 

  立川市 総合政策部 企画政策課 情報発信センター担当（市役所本庁舎２階４５番窓口） 

   住所：〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

   電話：042-523-2111 内線 2687 

 

（５）参加資格確認結果・提案受付番号の通知日 

令和３（2021）年８月５日（木） 

 

４．５ 拠点施設工事区分表の送付 

  参加申込があった事業者に対し、拠点施設整備にあたり、必要となる工事の区分を示し

た「拠点施設工事区分表」を追加資料として送付する。 

 

（１）送付日 

  令和３（2021）年８月２日（月） 

 

（２）注意事項 

  本資料は、参加申込があった事業者に対してのみ送付する資料であり、本公募にかかる

検討以外の目的での使用や他者への提供は行わないこと。 
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４．６ 質疑・回答 

  本要領や拠点施設工事区分表に関する質問がある場合は、質問書を作成の上、電子メー

ルに添付して提出すること。質問に対する回答は、参加事業者として選定した全ての事業

者に対し電子メールにて行う。 

 

（１）提出書類 

  質問書 【様式１－３】 

 

（２）提出期限 

  令和３（2021）年８月 13日（金）午後５時まで（必着） 

 

（３）提出方法 

  電子メールアドレス「kikakuseisaku☆city.tachikawa.lg.jp」（「☆」を「@」に変換す

る。）宛に、提出書類を添付して送信すること。 

 

（４）回答日 

  令和３（2021）年８月 20日（金） 

 

（５）その他 

①質問に対する回答は、全ての参加事業者に対し電子メールにより行う。 

 ②質問内容は、特定の事業者であることが判明できるような表現を避けること。 

③質問に対する回答内容は、本要領その他公募関係資料における内容の修正又は追加と見

なす。 

 

４．７ 企画提案書 

  参加事業者は、「５ 運営事業者に求める事業・拠点施設整備等」に示す事項を踏まえ、

事業内容等を企画・提案する。 

 

（１）提出書類 

  ①企画提案提出書 【様式２】 

②企画提案書   【様式３】 

 

（２）受付期間 

  令和３（2021）年９月６日（月）から 16日（木）午後５時まで（必着） 

 

（３）提出方法 

①持参又は郵送で提出すること。電子メール及びＦＡＸによる提出は不可とする。なお、

郵送する場合は、必ず差出記録が残る方法で送ること。 

 ②提出部数は正本１部、副本 10部で、フラットファイル等に綴じて提出すること。 

③提出に要する経費等は全て参加事業者の負担とする。 

④提出にあたっては、「立川市コトリンク情報発信センター運営事業者公募型プロポーザル

様式集」に記載する作成要領を確認したうえで行うこと。 

 

 

mailto:kikakuseisaku@city.tachikawa.lg.jp
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（４）提出先 

  立川市 総合政策部 企画政策課 情報発信センター担当（市役所本庁舎２階４５番窓口） 

   住所：〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

   電話：042-523-2111 内線 2687 

 

４．８ 審査方法 

  立川市コトリンク情報発信センター運営事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱に

基づき、庁内に立川市コトリンク情報発信センター運営事業者選定プロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）を設置し、審査委員会の採点をもって優先交渉権者及び

次順位交渉権者を選定する。 

 

（１）第１次審査（書類審査） 

参加資格を得た参加事業者のうち、企画提案書を提出した事業者を対象に書類審査を行

い、３者程度を選定する。 

①通知方法  電子メールにより、書類審査結果の通知を行う。 

②通知時期  令和３（2021）年 10月上旬を予定 

 ③そ の 他  ・参加事業者の事業者数によっては、書類審査を省略する場合がある。 

        ・提出された企画提案書を踏まえ、書類審査前に市から書面により質問を

行う場合がある。その場合、市が別途指定する期日・方法により回答を

行うこと。なお、この回答については、企画提案書の修正または追加と

見なす。 

 

（２）第２次審査（ヒアリング審査） 

  第１次審査において選定した参加事業者を対象に、次の通りヒアリング審査を行う 

 ①実 施 日  令和３（2021）年 10月中旬予定 

②場  所  立川市役所 本庁舎（立川市泉町 1156-9） 会議室 

         ※日時及び場所については、別途通知する。 

 ③内  容  参加事業者による説明（30分以内）と質疑応答（10 分程度） 

         ※ただし、参加事業者数によっては変動することがある。 

 ④説 明 者  ３名以内 

 ⑤結果通知  令和３（2021）年 10月下旬を予定 

 ⑥使用機材  ヒアリング審査の実施に当たり、使用する機材のうちプロジェクタ、スク

リーン、電源コードリールについては、市で準備するが、それ以外は全て

参加事業者が用意すること。ただし、プロジェクタ、スクリーン等につい

て参加事業者で準備したものを使用しても構わない。 

 ⑦そ の 他  ・参加事業者による説明については、企画提案書を踏まえて行うものとし、

説明に際しては、Micosoft Power Point等のプレゼンテーションソフト

によって作成された企画提案書の概略資料を用いることを認める。 

・提出された企画提案書を踏まえ、ヒアリング審査前に市から書面により

質問を行う場合がある。その場合、市が別途指定する期日・方法により

回答を行うこと。なお、この回答については、企画提案書の修正または

追加と見なす。 
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（３）審査基準 

  審査は、提出書類及びヒアリング審査の内容を総合的に判断する。審査基準については、

「付属資料１ 審査基準表」の通りとする。 

なお、委託事業の見積価格及び拠点施設整備の見積価格については、審査の対象としな

い。 

 

（４）結果通知 

  審査委員会の審査結果を踏まえて、全ての参加事業者に対して結果を通知する。審査委

員会の採点で最も得点が高かった参加事業者を優先交渉権者とし、次に得点が高かった参

加事業者を次順位交渉権者とする。 

  なお、一定水準を満たす提案が無い等の理由により、審査委員会が該当者なしと判断し

た場合、又は市が交渉権者としてふさわしい参加事業者なしと判断した場合は、交渉権者

を選定しないことがある。 

   

４．９ 優先交渉権者決定後の進め方 

（１）基本協定の締結 

 ①優先交渉権者は、企画提案の内容を踏まえ、市と事業運営に関する協議を行い、市と優

先交渉権者は事業運営に関する基本的事項（事業目的、事業内容、期間、費用負担、そ

の他の運営条件、協定解除要件等）を示した基本協定を締結する。 

 ②市は優先交渉権者との間で、基本協定等の締結に関する協議が成立しない場合、又は基

本協定等が締結されない場合には、次順位交渉権者と協議を行う。 

③基本協定の締結にあたり、「①」で実施する協議において、市は、企画提案時の内容を必

要な範囲内で内容の追加、変更及び削除を行った上で、基本協定に反映させることがで

きるものとする。 

 

（２）運営事業者の決定 

市は、基本協定の締結をもって、交渉権者を運営事業者に決定する。 

 

（３）賃貸借契約の締結 

市は、基本協定締結後、拠点施設における行政財産の貸付けに関し、運営事業者と賃貸

借契約を締結する。詳細については、本要領に示すもののほか、基本協定締結に関する協

議の際に別途提示する。 

 

（４）委託契約の締結 

  市は、基本協定締結後、情報発信業務に関し、運営事業者と委託契約を締結する。詳細

については、本要領に示すもののほか、基本協定締結に関する協議と合わせて協議を行う。 

 

４．10 その他留意事項 

①市は、本要領のほか、本公募に関する追加資料を公表することがある。この場合には、

市のホームページにおいて公表する。 

②参加事業者は、参加申込書の提出をもって、本要領等の記載内容を承諾したものとする。 

③本提案に係る全ての費用は、参加事業者の負担とする。 

④手続きにおいて、使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限定する。 
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⑤企画提案書として提出された全ての資料は運営事業者の選定以外には使用しない、また

返却も行わない。 

⑥企画提案書は、選定を行うための事務作業に必要な範囲で複製を作成することがある。 

⑦提出された企画提案書を受理した後の参加事業者による加筆及び修正は原則認めない。 

 ⑧企画提案書の著作権は、参加事業者に帰属する。但し、本事業の内容を公表する場合、

その他市が必要と認める場合には、市は企画提案書の全部又は一部を将来にわたって無

償で使用できるものとする。 

⑨企画提案書作成時において入手した市独自の情報、個人情報等は適正に管理し、情報漏

洩及び不正使用がないようにすること。 

⑩次のいずれかに該当する参加申込は無効とする。 

  ⅰ）企画提案書について 

ア 企画提案書の提出方法、提出先及び期限等が示された条件に適合していない場合 

   イ 企画提案書に虚偽の記載がある場合 

   ウ 本要領に価格上限額を示している場合において、提案金額が当該上限額を超過し

ている場合（但し、本要領において上限の超過を認めている場合を除く） 

   エ 企画提案書の記載内容が、法令違反や著しく不適当な場合のほか、指示がある場

合を除き参加事業者名が企画提案書に記載されているとき 

  ⅱ）ヒアリング審査について 

   ア ヒアリング審査に出席しなかったとき 

   イ 虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 

   ウ 審査結果通知日までに、参加資格要件を満たさなくなったとき 

   エ ２案以上の企画提案をしたとき 

   オ 著しく信義に反する行為があったとき 

   カ 提案する事業を実施することが困難と認められるとき 

   キ 企画提案にかかる説明の内容が、法令違反や著しく不適当な場合のほか、指示が

ある場合を除き、参加事業者名を明らかにしたとき 

 ⑪企画提案書を提出した参加事業者が本公募の参加を辞退する場合には、審査結果の通知

を受けるまでに、辞退届【様式４】により速やかに市に対して届け出ることとする。 

⑫参加事業者が１事業者の場合は、その提案内容等を審査委員会で審査し、本公募に係る

審査基準を満たしていると判断した場合にのみ、優先交渉権者として決定する。 

 ⑬優先交渉権者決定後、基本協定の締結までの間に、当該優先交渉権者が運営事業者とな

ることが不適当と認められる事象等が生じた場合には、優先交渉権者としての資格を取

り消す。この間に発生した運営事業や拠点施設整備の準備等に要した費用について、市

は負担しない。 

 ⑭審査に係る問い合わせには、市は一切応じない。 
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４．11 募集スケジュール 

  運営事業者の選定スケジュールは、次の通りを予定している。 

項  目 予定時期 

募集要領等の公表 令和３年７月 13日（火） 

参加申込期限     ７月 30日（金）午後５時まで 

追加資料の送付 ８月 ２日（月） 

参加資格確認結果・提案受付番号通知     ８月 ５日（木） 

質問の締切     ８月 13日（金）午後５時まで 

質問に関する回答     ８月 20日（金） 

企画提案書受付開始     ９月 ６日（月） 

企画提案書提出期限     ９月 16日（木）午後５時まで 

書類選考及びヒアリング審査     10月上・中旬を予定 

最終選考結果通知・優先交渉権者の決定     10月下旬を予定 

運営事業者の決定 令和４年３月まで 

 

 

４．12 担当課（提出先・問い合わせ先） 

  立川市 総合政策部 企画政策課（市役所本庁舎２階４５番窓口） 

  住所：〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

  電話：042-523-2111 内線 2687 

  電子メール：kikakuseisaku☆city.tachikawa.lg.jp（「☆」を「@」に変換する。） 
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５ 運営事業者に求める事業・拠点施設整備等                      

５．１ 運営事業 

（１）導入する機能 

 〇 運営事業者は、事業コンセプトの実現のため、次の３つの「導入機能」を実現する事

業を実施する。 

 〇 事業実施にあたっては、次の「３つの導入機能に共通して必要な視点」を積極的に取

り入れることとする。 

 

【導入機能①】地域情報の発信 

市や多摩地域における地元商店街や地場産品等の地域に関する情報の発信を行うこ

とで、地域の活性化を図る機能 
 

＜事業例＞ 

・立川市や多摩地域で暮らすひと、働くひとの紹介 

・多摩で遊ぶ、暮らす、働く、学ぶスポットやイベントの案内 

・地元商店街や地域団体等のイベント情報の発信 

・市民、飲食店等の事業者への情報発信支援  等 
 

 

 

【導入機能②】にぎわいの創出 

本施設や周辺施設、立川駅南口に来訪者を呼び込み、にぎわいを創出する機能 
 

＜事業例＞ 

・地域、まちづくりに関するイベントやワークショップの実施 

・ガラス張りの施設を活用したデジタルサイネージによる地域情報の配信 

・多摩地域関連の作品やＰＲグッズ等の展示 

・市内のＭＩＣＥや関連する取組に関する情報発信  等 
 

 

【導入機能③】行政情報の発信強化 

現在市が行っている広報手段を拡充し、行政情報発信の強化を図る、また多摩地域の

自治体の情報発信を行う機能 
 

＜事業例＞ 

・子育て、福祉、防災、教育、まちづくり等の各種行政情報の発信 

・市主催行事、近隣公共施設イベントの案内 

・シティプロモーション動画の作成、ブランドメッセージの普及・展開 

・運営事業者が持つメディアへの行政情報の掲載  等 
 

※事業例は、事業コンセプトに基づいて想定される事業の例示であり、運営事業者が自らのノウハウ

等を活かして実施することが可能な事業を妨げるものではない。 
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【３つの導入機能に共通して必要な視点】 

・情報誌、Webサイト、アプリ、SNS、動画配信等の様々な媒体を活用した情報発信 

・本市や多摩地域における地域団体、商店街、自治体、大学、事業者、観光協会、地域

メディア等の多様な主体との連携 

・施設１階「特産品販売＆カフェ」の飲食・物販機能との連携・相互協力 

・情報発信事業に関わる市民や個人事業者等の育成・集積・交流機能 

・本市が実施する広報手段（ホームページ、Twitter、シティプロモーション動画、立

川動画チャンネル、フリーマガジンなど）の拡充・連携・機能強化 

・市民、若者等の参画型の情報発信 

 

（２）基本的事項 

①運営事業は、「４.９ 優先交渉権者決定後の進め方」に示す協議を踏まえ締結する基本協

定に基づいて行う。 

②導入機能を実現するための事業は、自主事業として運営事業者による自立的な運営によ

って行うことを原則とする。また、事業コンセプトの更なる実現とコンセプト実現のた

めの自主事業の補完を図るため、市発注による委託事業も併せて実施する。 

③自主事業と委託事業の区分については、提案内容を踏まえ、運営事業者決定後、「②」

に示す原則に照らし、協議の上決定する。 
 

＜区分例＞ 

・導入機能３機能のうち２機能に関する事業を自主事業とし、１機能に関する事

業を委託事業として実施する。 

・導入機能３機能に関する事業を自主事業として実施しつつ、各機能の更なる展

開を図るために３つの各機能に関わる事業を委託事業として実施する。 等 
 

④運営事業者は、導入機能の実施のため、拠点施設を各種事業の企画やコンテンツ制作、

実践を行うための事務所とするほか、イベント会場、展示場所等として使用する。なお、

必要に応じて拠点施設以外での事業の実施も可能とするが、委託事業については、市が

認めた場合に限る。 

 

５．２ 行政財産貸付け 

（１）貸付期間 

①拠点施設の使用については、令和４（2022）年度中の運営開始を予定とし、市は運営事

業者と５年間の賃貸借契約を締結する。 

②貸付開始日は、令和４（2022）年２月竣工予定の本施設（立川駅南口東京都・立川市合

同施設（仮称））の建設工事の進捗状況を踏まえ、市と運営事業者との協議により定める。 

③貸付期間については、市及び運営事業者の合意があった場合には、最長５年間の更新（通

算１０年間）を行うこととする。 

 

（２）貸付料 

貸付けに伴う貸付料については、以下の通りとする。 

行政財産貸付料 月額 275,000円（消費税及び地方消費税含む） 

     ※参考：税抜月額 250,000円 
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（３）保証金 

 ①保証金は、貸付料の５か月分に相当する金額とする。 
 

行政財産貸付け保証金 1,250,000円（貸付料の５か月分） 

  

②保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれを充当するほか、別途締結する賃

貸借契約に基づく一切の損害賠償に充当するものとする。 

③市は、別途締結する賃貸借契約に基づき、拠点施設を原状に回復したときは、保証金の

返還を行う。 

 

（４）その他の費用 

  運営事業者は、貸付けに伴う貸付料以外の費用について、「５．７（２）運営事業者の負

担に関すること」の通り負担する。なお、電気機械、消防、衛生設備、警備等の施設の維

持管理に必要な経費については、市が負担する。 

 

５．３ 自主事業 

（１）事業内容 

  運営事業者は、拠点施設を活用し、自主事業として、市が定めた事業コンセプト及び３

つの導入機能の実現に資する事業を行う。自主事業は、自らのノウハウ、専門性、創意工

夫等を生かし、運営事業者の責任において自立的な運営により行うものとする。但し、次

の事項に該当する事業を行うことはできない。 

①本建物の管理上支障が生じるおそれがあること 

②公共性・公益性に反する次の事項に該当すること 

ア 公序良俗に反し、または社会通念上不適当であること 

イ 行政の中立性を阻害するものであること 

ウ 市が特定の個人または団体の活動を支援しているとの疑念を生じさせるおそれが

あること 

エ アからウのほか、貸付けにより公共性、公益性を損なうおそれがあること 

③行政財産貸付けの返還時において、拠点施設の目的を達することができないか、また

は極めて困難となる利用形態であること 

④その他、本建物及び拠点施設の用途や目的を妨げる、または法令に反するおそれがあ

ること 

 

（２）実施期間 

「５．２（１）貸付期間」で示す期間と同一とする。但し、開設にかかる拠点施設の整

備に要する期間は除くことができる。 

 

（３）指定用途 

  自主事業の範囲は、事業コンセプトの実現に資する事業で、運営事業者による企画提案

を踏まえ、市との協議により基本協定に明記する。運営事業者は、基本協定に掲げる事業

のみを自主事業として行うことができる。但し、運営事業者の申し出を市が認めた場合に

は、この限りではない。 
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５．４ 委託事業 

（１）事業内容 

運営事業者は、市が定める事業コンセプトの更なる実現とコンセプト実現のための自主

事業の補完を行うため、市発注による委託事業を実施する。委託事業の内容については、

自主事業の範囲を確定したのち、運営事業者による企画提案を踏まえ、市との協議により

決定するものとする。 

 

（２）履行期間 

 ①令和４（2022）年度中の運営開始を予定とし、市と運営事業者は、５年間の情報発信業

務にかかる委託契約を締結する。 

 ②履行開始日は、令和４（2022）年２月に竣工予定の本施設（立川駅南口東京都・立川市

合同施設（仮称））の建設工事、及び「５．５ 拠点施設整備」の整備状況を踏まえ、市

と運営事業者との協議により定めることとする。 

 

（３）概算事業規模（予算） 

 ①委託事業の概算事業規模は、以下の金額を上限とする。 
 

委託事業概算事業規模 
単年度あたり 15,000,000円 ▶ ５年間総額 75,000,000円 

（消費税及び地方消費税含む） 

  

②委託契約の締結にあたっては、運営事業者による提案内容を踏まえ、事業コンセプトの

更なる実現とコンセプト実現のための自主事業の補完を行うための仕様を協議により決

定する。なお、金額については、原則企画提案時の価格から増額の見直しは行わない。

但し、企画提案の内容に実施事業の追加を行った場合はこの限りではない。 

 

（４）契約の見直し 

 ①委託事業の契約内容については、前年度の実績や社会情勢の変化、市の方針決定などを

踏まえ、市と運営事業者との協議により、各年度の市歳出予算の範囲内で毎年度見直し

を行う。 

 ②行政財産貸付期間の更新を行うこととした場合、委託事業については、情報発信センタ

ーの運営に関する市の政策や方針等を踏まえて、実施の可否、内容、事業規模等を別途

市が決定し、発注を行う。 

 

５．５ 拠点施設整備 

拠点施設における行政財産の貸付けに伴う引き渡しは、スケルトン渡しとなるため、運

営事業者は、引渡し後に拠点施設整備のための設計及び内装設備等の工事を行う。 

 

（１）拠点施設整備にかかる方針 

①実施する運営事業の想定を踏まえ、各種事業の企画やコンテンツ制作、発信を行うため

の事務所、及びイベント会場、展示場所等としての活用によるにぎわい創出に資する設

えとする。 

②拠点施設の地域性や立地性を考慮し、効率的・効果的な情報発信を行うために必要な機

能を備える。 

③拠点施設の外装の特性等を生かし、来館者や通行者の興味・関心を引くデザインとする。 
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（２）実施業務 

①運営事業者は、「４．５ 拠点施設工事区分表の送付」で示す資料に掲げる項目について、

自らが提案する自主事業や委託事業を実施するために適した内装設計及び施工を行う。 

②なお、同資料に掲げる項目のうち、給排水設備やテレビ共同受信設備等の運営事業者が

運営上不要とする一部工事については、法令上必要な工事を除き、市と協議の上実施し

ないことができる。 

 

（３）実施主体 

運営事業者は、事前に市の承諾を得たうえで、「（２）実施業務」に示す業務を第三者に

請け負わせることができる。 

 

（４）整備に要する期間 

拠点施設整備は、「５．２（１）貸付期間」で定める貸付開始日以後速やかに行うものと

し、整備に要する期間については、市と協議の上決定する。 

 

（５）市における費用負担 

①市は、拠点施設整備に関する市負担分として、次に示す額を上限に、運営事業者が実施

した拠点施設整備にかかる内装設備等の初期工事の対価相当分を支払う。なお、運営事

業者が第三者に当該工事を請け負わせた場合でも、この支払いは、運営事業者に対して

行う。 

②当該支払いは、市が施工状況の検査・確認を行った後に行うものとする。 

③支払金額の決定にあたっては、提案金額が提案内容等に応じた金額になっているかなど、

妥当性について市と運営事業者と協議の上、決定する。 

④市負担額については、原則企画提案時の価格から増額の見直しは行わない。但し、企画

提案の内容について、市の要請等による工事のために追加費用が発生した場合は、この

限りではない。 

⑤当該工事により発生する内装設備等の所有権については、市に帰属する。 

⑥次に示す上限額を超える整備を運営事業者の提案に基づき、運営事業者の費用負担で実

施することは可能とする。この場合、次の上限額を超えた部分の整備費用については、

運営事業者が負担することとし、帰属等については別途協議することとする。 

 
 

市負担分-拠点施設整備費上限額 12,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

 

（６）留意事項 

①拠点施設整備にあたっては、計画、設計段階において、複数のレイアウト案を検討し、

市と協議を行うこと。 

②拠点施設の仕様について、北側がガラス張り壁面になっていることや施設３階屋外テラ

ス向けにスピーカーが設置できる仕様となっていることを利用し、効率的・効果的な情

報発信を行うことができる設えとすること。 

③施設３階屋外テラス及び拠点施設の屋内側入り口に市が設置する天井吊り下げ式看板

（屋外テラス：サイズ 300mm×1600mm、屋内側入り口：サイズ 250mm×1250mm）を用いて、

表示内容をデザインしたうえで、運営事業者名や機能名等を表示すること。 
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④拠点施設整備業務により作成される成果物の著作権については、市に帰属するものとす

る。なお、印刷物等にかかる写真等の使用に際しては、運営事業者において、関係機関

に対し必要な使用申請を行うこと。 

⑤本事業の実施段階においては、運営事業者の提案に基づき、市と運営事業者の協議を進

める中で適宜修正を図っていくものとする。 

⑥市は、建設期間中、いつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとす

る。 

 ⑦施設整備に関する検査、会議、現場等に市が立ち会う場合、運営事業者は協力すること。 

⑧運営事業者は、整備工事完了後、速やかに運営事業者自らの責任及び費用において、完

了検査を実施し、本要領に示された内容が満たされていることを確認すること。また、

完了検査の結果について、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に

対して報告すること。 

 

（７）提出物 

  運営事業者は、下記に示す通り提出物を提出し、市の確認を受けること。なお、様式は

特に指定がある場合を除き任意様式とする。 

提出物 提出時期 

業務着手届  協定締結後速やかに  

業務実施体制図  協定締結後速やかに  

業務工程表  協定締結後速やかに  

設計図書  作成後速やかに 

イメージパース図（１面）  作成後速やかに 

設計・施工費の積算書及び積算内訳書  作成後速やかに 

数量計算書及び計算根拠資料  作成後速やかに 

竣工図（平面図、展開図、造作詳細図、グラ

フィック詳細レイアウト図等） 
工事完了後  

工事記録写真  工事完了後  

打合せ記録簿  工事完了後  

完了届・完了検査結果 工事完了後  

その他市が必要とするもの  随時  

 

５．６ 事業計画書・事業報告書の提出等 

（１）事業計画書等の提出 

 ①運営事業者は、基本協定の締結までに、事業内容、実施体制、スケジュール、施設利用

計画図面、収支計画及び協力団体が存在する場合にはその概要、役割等を記載した事業

計画書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。 

②運営事業者は、各事業年度の開始の１か月前までに、当該事業年度に係る年間事業計画

書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。 

③運営事業者は、市の確認を受けた事業計画書及び年間事業計画書の内容を変更する場合

（協力団体を変更する場合を含む。）は、当該変更内容について市の承諾を得た後、変更

後の事業計画書及び年間事業計画書を市に提出し、市の確認を受けるものとする。 
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（２）事業の実施状況等に係る報告 

 ①運営事業者は、市の確認を受けた事業計画書及び年間事業計画書に基づく事業の実施の

状況等を記載した年次事業報告書を作成し、各事業年度の終了後３か月以内に、市に提

出して市の確認を受けるものとする。 

 ②運営事業者は、毎月の事業の実施状況等を記載した月次事業報告書を作成し、報告対象

月の翌月の 10日までに、市に提出して市の確認を受けるものとする。 

③運営事業者は、年次事業報告書及び月次事業報告書の提出とは別に、市の請求があると

きは、随時、事業の実施状況等を市に報告するものとする。 

④市は、運営事業者による事業の履行状況、事業計画書等に基づく事業の実施の状況、効

果測定等を確認するために、施設において、施設巡回、事業者の業務監視、事業者に対

する説明の要求、事業の実施状況への立会い等を行うことができる。 

⑤市は、事業計画書等に基づく事業が実施されていないことを等が明らかな場合は、運営

事業者に対し事業の改善を勧告することができることとし、運営事業者は、この改善勧

告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

 

５．７ その他施設運営に関すること 

（１）営業日 

 ①原則、平日９～18時を想定し、営業時間内は運営事業者が常駐し、事業を実施すること。 

②但し、委託事業の契約内容によっては、土日祝日や夜間の営業を行うものとする。 

③なお、施設のメンテナンスや事業運営上の事情により、定期的な休業日や年末年始等の

休業日を設けることも可とする。 

 

（２）運営事業者の負担に関すること 

  次に掲げる費用については、運営事業者の負担とし、詳細については、基本協定や賃貸

借契約等に定める。 

  

①開設にかかる費用 

ア 内装設備等の初期工事が市負担分拠点施設整備費上限額を上回った場合の、当該上

限額を超えた部分の整備費用 

  イ 什器、備品に関する費用 

  ウ もっぱら自主事業に供するための施設整備にかかる費用 

  エ 行政財産の貸付けに伴う保証金 

  オ その他、本要領に記載のない開設にかかる費用 

  

②事業運営にかかる費用 

  ア 自主事業の実施に必要な全ての費用 

※但し、本要領に市が負担すると明記されている場合を除く。 

  イ 行政財産貸付料、電気料金、水道料金、下水道使用料金及び通信費 

  ウ 清掃、防虫防そ、消毒等に係る経費 

  エ ごみ処理に係る経費 

  オ 拠点施設の修繕に係る経費 ※但し、大規模修繕の場合は別途協議とする。 

  カ その他、本要領に記載のない事業運営にかかる費用 

  



20 

６ その他                                  

６．１ 事業終了時の措置 

  運営事業者は、本事業終了時に、運営事業者が設置した什器備品等を運営事業者の負担

により撤去するものとする。ただし、この撤去を行わないことにつき、運営事業者による

申し出があり、市が認めた場合にはこの限りではない。 

 

６．２ 契約不適合責任（瑕疵担保責任） 

  運営事業者は、市が本公募手続きにおいて提供した拠点施設や立川市魅力発信拠点施設

CotoLink に関する情報から、合理的に推測できる施設の契約不適合（瑕疵）について

は、自らの責任及び費用で必要な対策を行うこと。なお、上記の情報から合理的に推測で

きない契約不適合により運営事業者が被害を被った場合は、市は合理的な範囲で運営事業

者に補償を行う。 

  また、拠点施設整備に関する契約不適合が判明した場合は、運営事業者は生じる損害を

最小限にするよう努めるとともに、補修の方法、内容等の詳細について、速やかに市と協

議を行うものとする。契約不適合責任期間は２年間とする。但し、故意又は重大な過失に

より生じた場合の契約不適合責任期間は 10年間とする。 

 

６．３ 法令変更・不可抗力の扱い 

  法令変更又は不可抗力により追加費用が発生する場合は、市及び運営事業者は、対応方

法及び費用負担について最長 60日間協議することができる。 

  当該協議が整わない場合の費用負担は、拠点施設の整備・維持管理や委託事業に関して

生じた費用については市が負担し、自主事業に関して生じた費用は運営事業者が負担す

る。 

 

６．４ 本事業に係る責任等の分担 

  市と運営事業者のリスク分担は、原則として以下の通りとする。なお、詳細な事業実施

に係る責任の分担については、優先交渉権者決定後、市と優先交渉権者との協議において

基本協定等により明確にすることとする。 
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リスク分担表 

リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 

市 
運営 

事業者 

公募資料リスク 公募資料の誤り又は変更によるもの ○  

法令等の変更リスク 

拠点施設の整備や委託事業に影響を及ぼす法令・税制の変更によるも

の 
○  

自主事業に影響を及ぼす法令・税制の変更によるもの  ○ 

許認可取得リスク 運営事業実施のための許認可の取得に関するもの  ○ 

金利変動リスク 金利の変動によるもの  ○ 

本事業の中止・延期に

関するリスク 

市の責めに帰すべき事由によるもの（市の債務不履行、議会の不承

認、市の政策変更によるもの等） 
○  

運営事業者の責めに帰すべき事由によるもの（運営事業者の事業放

棄・破綻によるもの等） 
 ○ 

不可抗力リスク 

天災・暴動等不可抗力により、拠点施設整備及び委託事業に関する損

害が発生した場合 
○  

天災・暴動等不可抗力により、自主事業に関する損害が発生した場合  ○ 

資金調達リスク 

運営事業者が行う必要な資金の確保に関するもの（出資、借入等）  ○ 

市が行う必要な資金の確保に関するもの（委託事業費、拠点施設整備

費） 
○  

建物の建築工事遅延リ

スク 

立川駅南口東京都・立川市合同施設（仮称）の建築工事の遅延に関す

るもの 
○  

建物の契約不適合責任 

立川駅南口東京都・立川市合同施設（仮称）の建築工事に関する契約

不適合責任 
○  

拠点施設整備に関する契約不適合責任  ○ 

拠点施設整備の工事遅

延・工事費増大リスク 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

運営事業者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

修繕リスク 
大規模修繕及び更新に係る費用の負担 ○  

小規模修繕に係る費用の負担  ○※１ 

第三者賠償リスク 
市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

運営事業者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

計画変更リスク 
市による事業計画等の変更に関するもの ○  

運営事業者による事業計画等の変更に関するもの  ○ 

原状回復リスク 本事業終了時の拠点施設の原状回復に関するもの  ○※２ 

※１ 50万円以下の小規模修繕は事業者の負担とし、それを超えるものは別途協議とする。 

※２ 事業者が持ち込んだ什器備品等の撤去については、運営事業者が実施するものとする。ただし、この撤去を行わ

ないことにつき、運営事業者による申し出があり、市が認めた場合にはこの限りではない。 

 

６．５ その他 

  本要領等に定めのない事項については、基本協定書、賃貸借契約書、委託契約書、又は

協議により定めるものとする。 
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付属資料１ 審査基準表                                

１．第一次審査（書類審査） 

 

 

50

①

②

③

④

35

①

②

③

④

20

①

②

③

25

①

②

③

地域性（多摩地域における立川市の位置づけ、立川駅南口に位置する）や施設の特性・制約（デッキ
と直結した立地、建築用途上の制限、ガラス張りの居室）等を踏まえ、全体として事業コンセプトや
導入機能を理解した提案がなされているか。

事業コンセプトの３つの導入機能の実現のための自主事業の補完ができているか。

本事業の実施による周辺地域の集客増加やにぎわい創出が期待できる計画となっているか。

地域人材・資源の活用や、地域団体、法人、事業所、自治体等との協働・連携があるか。

２．委託事業（事業コンセプト・運営の内容）

３．拠点施設整備（整備計画の内容）

４．事業者規模（事業実施体制の確実性）

効果的な情報発信やにぎわいを創出するため、各種事業の企画やコンテンツ制作、発信等を行うこと
のできる環境が備わっているか。

提案する運営事業を実現できる設えになっているか。

ガラス張り壁面や外向けスピーカーなど、施設の特性を生かし、効果的な情報発信やにぎわいを創出
するための工夫があるか。

参加事業者の実績（これまでの取組や経験等）、経営規模の妥当性（資本金、売上高、財務状況等）

業務実施の確実性（団体の体制や人員数、知識・経験・技術力、グループの場合の団体間の連携）

収支計画の適切性（無理のない資金計画、支出と収入のバランス、内訳積算の妥当性等）

１．自主事業（事業コンセプト・運営の内容）

評価項目 配点
（130点）

地域性（多摩地域における立川市の位置づけ、立川駅南口に位置する）や施設の特性・制約（デッキ
と直結した立地、建築用途上の制限、ガラス張りの居室）等を踏まえ、全体として事業コンセプトや
導入機能を理解した提案がなされているか。

事業コンセプトの３つの導入機能が網羅されているか。

本事業の実施による周辺地域の集客増加やにぎわい創出が期待できる計画となっているか。

地域人材・資源の活用や、地域団体、法人、事業所、自治体等との協働・連携があるか。
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２．第２次審査（ヒアリング審査） 

 

100

50

①

②

③

④

⑤

⑥

30

①

②

③

④

⑤

⑥

15

①

②

③

5

①

②

配点
（240点）

１．自主事業

（１）事業コンセプト・運営の内容

（３）事業提案の実現可能性

（４）事業リスクに対する対応策

評価項目

民間事業者ならではの創意工夫のある企画提案となっているか。

事業コンセプトの実現につながる提案になっているか。

事業コンセプトの３つの導入機能が網羅されているか。

地域性（多摩地域における立川市の位置づけ、立川駅南口に位置する）や施設の特性・制約（デッキ
と直結した立地、建築用途上の制限、ガラス張りの居室）等を踏まえ、全体として事業コンセプトや
導入機能を理解した提案がなされているか。

市が実施する広報手段の拡充や、連携・機能強化する提案となっているか。

多様なターゲットに届く工夫や手段を用いているか。（複数の情報発信媒体を活用、先端技術の活用
など）

市が提示する期間に対して継続的に実施できる体制が整っているか。

想定されるリスクの分析とその対応策が想定できているか。

提案の実現に必要な人脈や地域とのつながり、地域に関する情報等を有しているか。

提案内容と同一または類する事業の実績はあるか。

提案内容に具体性はあるか。（時期・期間、内容の具体性、保有する資源等）

地域のイメージアップに寄与する提案か。

地域人材・資源の活用や、地域団体、法人、事業所、自治体等との協働・連携があるか。

市民、若者等による参加型の情報発信や、情報発信事業に関わる市民等の育成・集積・交流につなが
る提案となっているか。

情報発信の効果が、市内だけでなく、近隣市・多摩地域の産業や住民等に波及する提案となっている
か。

施設１階特産品販売＆カフェ機能との連携があるか。

本事業の実施による周辺地域の集客増加やにぎわい創出が期待できる計画となっているか。

（２）地域への貢献と連携
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75

35

①

②

③

④

⑤

⑥

25

①

②

③

④

⑤

⑥

10

①

②

③

④

5

①

②

提案内容と同一または類する事業の実績はあるか。

評価項目 配点

情報発信の効果が、市内だけでなく、近隣市・多摩地域の産業や住民等に波及する提案となっている
か。

施設１階特産品販売＆カフェ機能との連携があるか。

２．委託事業

（１）事業コンセプト・運営の内容

（２）地域への貢献と連携

市が実施する広報手段の拡充や、連携・機能強化する提案となっているか。

民間事業者ならではの創意工夫のある企画提案となっているか。

自主事業と組み合わせ、更なる事業コンセプトの実現につながる提案になっているか。

事業コンセプトの３つの導入機能の実現のための自主事業の補完ができているか。

地域性（多摩地域における立川市の位置づけ、立川駅南口に位置する）や施設の特性・制約（デッキ
と直結した立地、建築用途上の制限、ガラス張りの居室）等を踏まえ、全体として事業コンセプトや
導入機能を理解した提案がなされているか。

本事業の実施による周辺地域の集客増加やにぎわい創出が期待できる計画となっているか。

市が提示する期間に対して継続的に実施できる体制が整っているか。

想定されるリスクの分析とその対応策が想定できているか。

提案の実現に必要な人脈や地域とのつながり、地域に関する情報等を有しているか。

費用の見積もりは適切か、必要な費用の積算がなされているか。

提案内容に具体性はあるか。（時期・期間、内容の具体性、保有する資源等）

地域のイメージアップに寄与する提案か。

（３）事業提案の実現可能性

（４）事業リスクに対する対応策

多様なターゲットに届く工夫や手段を用いているか。（複数の情報発信媒体を活用、先端技術の活用
など）

地域人材・資源の活用や、地域団体、法人、事業所、自治体等との協働・連携があるか。

市民、若者等による参加型の情報発信や、情報発信事業に関わる市民等の育成・集積・交流につなが
る提案となっているか。
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40

25

①

②

③

④

15

①

②

③

25

25

①

②

③ 収支計画の適切性（無理のない資金計画、支出と収入のバランス、内訳積算の妥当性等）

業務実施の確実性（団体の体制や人員数、知識・経験・技術力、グループの場合の団体間の連携）

民間事業者ならではの創意工夫のある企画提案となっているか。

参加事業者の実績（これまでの取組や経験等）、経営規模の妥当性（資本金、売上高、財務状況等）

来館者や通行者の興味・関心を引く施設整備となっているか。

ガラス張り壁面や外向けスピーカーなど、施設の特性を生かし、効果的な情報発信やにぎわいを創出
するための工夫があるか。

運営スペースの広さを効果的に使えているか、余剰スペースなどが発生していないか。

４．事業者規模

（１）事業実施体制の確実性

（２）立地性等の活用

駅から近い立地やデッキと直結した場所を活かした仕掛けや工夫があるか。

提案する運営事業を実現できる設えになっているか。

効果的な情報発信やにぎわいを創出するため、各種事業の企画やコンテンツ制作、発信等を行うこと
のできる環境が備わっているか。

（１）整備計画の内容

評価項目 配点

３．拠点施設整備



 

付属資料２ 情報発信センター運営スペース図面（施設３階）                                                    

   



 

付属資料３ 情報発信センター外観イメージパース                                      

 

 
施設３階北側ペデストリアンデッキから見た施設エントランス ※平成 31年４月時点のものであり、変更となる場合がある 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川市コトリンク情報発信センター 運営事業者選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 
 

令和３年７月 

 

立川市 総合政策部 企画政策課（市役所本庁舎２階４５番窓口） 

 住所：〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

 電話：042-523-2111 内線 2687 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


