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「けやき並木通り周辺地区道路等包括管理委託」のご質問 

に対する回答 

 

 

１ ご質問のあった日 平成２５年８月１３日（火） 

 

２ ご質問とそれに対する市の回答 

No. ご質問の概要 市の回答 

１ 41,826,000 円は、１年間分の委託料

上限額との理解でよいか。 

記載の額は、年間当たりの上限額です。 

そのため、履行期間３年間の合計上限額

は、125,478,000円です。 

なお、委託料の積算根拠についてですが、

金額は市の従来委託実績の直近の額につい

て、対象施設の延長や数量を積み上げたもの

としています。 

２ 41,826,000 円を単年度の上限とする

場合、履行期間の 3カ年の上限は、単年

度の３倍と考えてよいか。２年目以降

は、１年目の提案者の見積金額が上限と

なるのか。 

記載の額は、年間当たりの上限額です。 

そのため、履行期間３年間の合計上限額

は、125,478,000円です。 

要求水準書の見直し等により変更が生じ

る場合、原則として、提示した単年度の金額

を上限に見直しを行います。 

なお、提案書の評価に関しては、3ヵ年の

合計金額をもって評価します。 

３ 委託料は、「委託費、人件費、諸経費」

とあるが、変動のある材料費も委託費に

含まれるとの理解でよいか。また、平成

24年度の実績の内訳を教えてほしい。 

要求水準書で示す作業項目のうち、平成

24 年度の委託案件の範囲では材料費を含み

ます。平成 24 年度の委託案件は下記の通り

です。 

 委 託 費：40,399千円／年 

 人件費等： 1,427千円／年 

４ 出資比率とは、特別目的会社などを設

立する際の出資割合の意味か。あるい

は、建設共同企業体の出資割合の意味

か。 

出資比率は、共同企業体の出資割合を想定

して記載しています。 

５ 構成企業とは、建設共同企業体を構成

する企業のことか。 

構成企業とは、共同企業体等を構成する企

業を指します。 
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６ 「多摩地区に本店または支店がある」

とあるが、支店とは建設業法上の営業所

とのことか。 

支店には、建設業法施行令第 1条に定める

支店に準ずる営業所を含みます。 

７ 契約事項の見直しに伴い、委託料は変

更されるのか。 

作業内容を協議することにより要求水準

書を変更する場合は、委託料を変更する場合

があります。 

８ 実質的な企画提案書等の作成は、参加

者選定後から 12月 9日の提出期限まで

であるが、その期間に質問の受付けはあ

るか。 

企画提案書作成にあたり、Eメールで質問

を受け付けることとします。 

 質問の受付期間： 

選定通知の到着日～平成 25年 11月

12日 

 回答予定期間： 

選定通知の到着日～平成 25年 11月

26日 

９ 特定テーマ（中心市街地としての活性

化）は、本業務委託範囲内での提案とな

るのか。 

区域内活性化を目的とした取組みに係る

費用については、委託料に含まれています。 

10 路面および付属施設の補修において、

「利用者の身体及び財産に著しい影響

を与える可能性がある場合」と記されて

いるが、例えば路面のポットホールなら

直径 20㎝以内、段差なら 2㎝以内とい

った定量的管理値はあるのか。 

表８に示す基準は、現時点における市の方

針を示しています。 

応募者の提案を踏まえ、作業の判定が困難

な事項については、受注者と協議の上で決定

することとします。 

11 補修の定義または業務内容を教えて

ほしい。 

表８ 分類「補修」に含む作業内容は、次

のとおりです。 

(車道舗装) シーリング、パッチング、陥没

応急処置 

(歩道舗装) 舗装材の調整、表層材の置換え 

(排水施設) 目詰まり排除、排水作業、排水

マス清掃 

(附属施設) 損傷、変形、塗装劣化、傷など

に伴う補修、撤去 

12 平成 24 年度の補修実績を教えてほし

い。 

平成 24 年度の市全域の補修実績は以下の

とおりです。 

 補修修繕：39件 

 枡設置：11件 

 Ｌ型側溝補修：37件 

 防護柵設置：20件 
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 陥没補修：30件 

 歩道補修：24件 

 切り下げ改良：5件 

 車道舗装：38件 

 その他：68件（例：舗装継目の振動対

策や照明柱の移設など） 

なお、市全域と本委託対象範囲内の施設の

数量は、要求水準書に提示しています。要求

水準書に記載のない、市全域の道路の管理延

長及び面積については、以下の通りです。 

（市全域） 

 管理延長：420,564m 

 面  積：2,554,429㎡ 

13 路面などの劣化の現況、管理すべき基

準値、事業終了時の基準値があれば教え

てほしい。 

本委託の補修作業は、簡易な補修(パッチ

ング、シーリングなど)を予定しています。

ＭＣＩ値等の基準値は設けていません。 

14 清掃業務には、動物・鳥類の死骸など

の運搬・処分は含まれるのか。 

鳥類の死骸の運搬と処分は含み、犬や猫の

死骸の運搬と処分は含みません。 

15 すべての項目において、「通行により

支障あるいは財産・・・」と記されてい

るが、その判断基準の具体的管理目標は

契約締結後の協議により設定する予定

があるのか。 

「利用者満足を得られる維持管理」の目標

は、応募者の提案に基づき、契約時の協議で

決定します。その結果、目標に対して著しく

乖離があると判断する場合は、途中で変更す

ることがあります。 

16 利用状況において、「是正や勧告など

の対応」は 24時間行うのか。 

表８の基準に照らし、対応が必要であるも

のに対しては行うものとします。なお、詳細

については契約時の協議で決定します。 

17 業務総括責任者は(専任)とあります

が、建設業法 26条の専任という意味か。 

本委託における業務総括責任者の専任と

は、他の工事現場等に係る職務を兼務せず、

常時継続的に当該現場に係る職務にのみ従

事していることを前提としています。 

ただし、業務総括責任者を専任とした場合

と同等の業務品質が確保できる場合は、契約

時の協議により兼任を認めます。兼任を希望

する場合は、提案書にその対応方法及び体制

を明記して下さい。 

18 道路維持管理業務に関する実務経験

の経験年数に制限はあるのか。 

道路維持管理業務に関する実務経験の経

験年数に制限はありません。 



4 

 

なお、「（４）本業務における実施体制及び

支援体制」に記載する担当者の経験年数と実

績を記載してください。 

19 副業務総括責任者は現場常駐義務が

あるのか。 

現場常駐義務はありません。 

20 「・・維持・補修工事に該当する作業

においては、建設業法 26 条に定める専

任の現場代理人・・」とあるが、業務総

括責任者が兼任することは可能か。 

兼任を認めます。 

21 ペデストリアン・デッキについては作

業日数が明示されているが、それ以外の

道路清掃、雤水桝清掃についての平成

24年度の実績を教えてほしい。 

ペデストリアン・デッキの清掃日数は、平

成 24 年度業務の実績を(参考)として提示し

たものであり、作業日数を満たすことが要求

水準ではありません。 

道路清掃および雤水枡の平成 24 年度の作

業実績については、本委託範囲のみの集計結

果はありません。市全域は次のとおりです。 

 道路清掃 ：73,099.4㎡ 

 雤水枡清掃： 3,863箇所 

22 除雪に関する費用は、協議対象となる

のか。 

除雪作業に関する費用は、協議の対象とし

ます。 

23 街路樹の剪定・除草についての平成

24年度の実績を教えてほしい。 

本委託範囲のみの集計結果はありません。

市全域は次のとおりです。 

【公共樹木管理委託】 

 枯損木処理：739本 

 控木処理：0本 

 倒木復旧：100本 

 ヤゴ取り：747本 

 枝折れ処理：614本 

 高木剪定：2,310本 

 中木剪定：3,381.0本 

 低木剪定：68,542.8㎡ 

 かん水：1㎡ 

 害虫防除工（中・高木）：1,907.0本 

 害虫防除工（低木）：16,372㎡ 

 その他（草取・除草）：126,507.4㎡ 

24 街路灯の交換する電球は、受託者が用

意するのか。また、その場合、平成 24

本委託範囲内における平成 24 年度の維持

管理の実績は下記の通りです。 
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年度実績より、対象区域等における年間

の必要電球数を教えてほしい。 

 

【交通安全灯】 

・ LED 照明：灯具交換 1 箇所、自動点

滅器交換１箇所、自費工事１箇所、そ

の他 19 箇所（例：ブレーカーが落ち

た時の対応作業や現場確認など） 

・ 歩道照明：灯具交換 3箇所 

【防犯灯】 

・ 蛍光灯：蛍光・グローランプ取替工 15

箇所 

・ その他 3箇所（例：ブレーカーが落ち

た時の対応作業や現場確認など） 

25 「軽微な損傷」もしくは軽微でない損

傷の定義、事例等を提示してほしい。 

「軽微な損傷」は、以下を予定しています 

(車道舗装) シーリング、パッチング、陥没

応急処置 

(歩道舗装) 舗装材の調整、表層材の置換え 

(排水施設) 目詰まり排除、排水作業、排水

マス清掃 

(附属施設) 損傷、変形、塗装劣化、傷など

に伴う補修、撤去 

26 損傷個所の判断基準は受注者の判断

となるのか。 

受託者の判断を原則とします。 

ただし、パイロットプロジェクトは試行的

に実施する案件のため、当面は協議による判

断とします 

27 事故により損傷した施設・街路樹の平

成 24年度の実績を教えてほしい。 

実績のうち、軽微な損傷として補修・修

繕業務の対象となるものとならないも

のをすべて開示してほしい。また、これ

らは「本委託で想定していない作業が発

生した場合の費用について、別途協議と

する」（2.8.2(2)3）と同様に）と考えて

よいのか。 

事故により破損した施設や街路樹につい

ては、原則加害者側が自己資金で原状復旧を

することとしています。そのため、市の費用

で修繕することはありません。また、例外的

に市側で対応することもありますが、その際

かかった実費については加害者から徴収し

ます。そのため、件数の記録をしていません。 

なお、加害者が特定できない事故による損

傷の多くは、要求水準書 2.6.に示す補修・修

繕業務が対象とする軽微な損傷に該当する

と想定されることから、補修・修繕業務とし

て対応します。事故単独での記録はありませ

んが、新設を含めた市全域での件数は次のと

おりです。 
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・ 防護柵：５３件 

・ 車 止：４３件 

28 利用者からの苦情で、市の基準内と判

断される状況において、市指示により対

応した場合の発生費用は協議の対象と

なるのか。 

苦情については、要求水準書に照らして受

託者が対応の検討を行います。ただし、不法

占用、不法投棄などの行政判断が必要な場合

は市が対応を判断します。 

苦情対応を行う際には、委託費の中から行

うこととなります。要求水準を上回る対応を

する必要が生じた場合は、協議を行って対応

を決定します。 

29 委託料上限額を算出した、平成 24 年

度実績に基づく業務内容ごとの数量・回

数等を教えてほしい。（施肥・薬剤散布

等の種類・回数等を含む） 

平成 24 年度の本委託範囲内の数量、回数

は正確に把握できません。経費を試算した職

員の作業分、委託案件は次のとおりです。 

（職員）：職員作業時間 

（委託）：本委託範囲内と想定した金額 

【巡回業務】 

 巡回計画の作成：33時間 

 日常パトロールの実施：99時間 

 警察署との合同パトロールの実

施：1時間 

【維持業務】 

 道路の清掃：6時間（職員） 

 道路清掃委託（幹線市道の面積比：

933,239円） 

 道路清掃委託(単契)（幹線市道の面

積比：269,941円） 

 雤水枡の汚泥清掃：6時間（職員） 

 集水桝等浚渫委託（単契）（幹線市

道の面積比：493,000円） 

 府中駅前ベデストリアン・デッキの

清掃：4時間（職員） 

 府中駅北口歩行者用人工地盤等清

掃委託（全額：1,441,440円） 

 府中駅南口歩行者用人工地盤等清

掃委託（全額：2,362,500円） 

 馬場大門のけやき並木の管理：97

時間（職員） 

 街路樹の剪定・除草：29 時間（職
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員）、 

 公共樹木等管理委託(単契)（第 4工

区＋第 5 工区相当）（全額：

28,251,624円） 

 その他除草作業等（幹線市道の面積

比：1,787,718円） 

 薬剤散布 

中高木 

街路：53本 

低木 

街路：454.7㎡ 

種類（従来の使用例） 

薬剤：スミチオン乳剤、トレボン

乳剤、マラソン乳剤 など 

定着剤：グラミン など 

 街路灯の設置・管理：3時間 

 道路反射鏡点検清掃委託＋交通安

全灯修理委託（単契）（幹線市道の

面積比：412,361円） 

 交通安全灯修理委託→防犯灯修理

委託（単契）（東部地区）（基数比：

94,057円） 

 交通安全灯修理委託→防犯灯修理

委託（単契）（西部地区）（基数比：

79,830円） 

 その他反射鏡補修、設置工事（幹線

市道の面積比：555,266円） 

【補修・修繕業務】 

 損傷箇所の補修：84時間（職員） 

 道路維持工事（単契）（幹線市道の

面積比：3,633,958円） 

 残土等処理委託（幹線市道の面積

比：84,079円） 

【事故対応業務】 

 事故処理に関わる資料作成：14 時

間（職員） 

【災害対応業務】 

 緊急パトロールの実施：4時間（職

員） 
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 現地処理作業の実施：4時間（職員） 

【苦情・要望対応業務】 

 苦情・要望箇所の現地状況確認：22

時間（職員） 

 現地処理作業の実施：6時間（職員） 

【占用物件管理業務】 

 不法占用物の現地状況確認：9時間

（職員） 

 不法投棄の現地状況確認：4 時間

（職員） 

【法定外公共物管理業務】 

法定外公共物の維持管理：39時間（職員） 

30 道路・橋梁・道路排水施設等施設及び

それら付帯施設の概況がわかる平面

図・断面図・舗装を含む構造図等を教え

てほしい。 

申し出により図面等の資料を提示します。

閲覧を希望する場合は府中市都市整備部管

理課インフラマネジメント担当に連絡し、下

記の期間内に閲覧してください。 

平成 25 年９月２日（月）～平成 25 年１

２月９日（月） 

（土曜日、日曜日、祝日を除く平日の 8 時

30分～17時 15分） 

31 不可抗力リスクにおいて事業者欄に

示される従分担(△)とは、具体的にはど

のようなことを想定しているのか。 

民間事業者の維持管理の内容によっては、

不可抗力に対する被害に影響を及ぼすこと

があるため、協議によって民間事業者が一部

負担することを想定しています。 

例えば、災害によって植栽が倒木し民間施

設が損傷するケースにおいて、受託者による

植栽の剪定方法によっては損傷の影響が小

さくできることを想定しています。（台風前

の予防剪定など） 

32 通常利用での劣化によるリスクは事

業者となっているが、規制を伴う大規模

修繕のような補修は別途協議となるの

か。 

大規模修繕は本委託には含みません。 
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33 リスク分担案の No.37、No.41につい

ては第三者に対する費用請求が示され

ているが、本項については市と事業者の

協議とされている理由を教えてほしい。 

No.37、No.41 のリスクについては、第三

者に対する費用請求が主な対応内容になる

と想定し、費用請求について言及していま

す。 

No.43、No.56、No.58、No.69のリスクに

関しては、第三者への費用請求の可能性も含

みますが、必ずしも費用請求が主な対応内容

にならないと考え、費用請求について言及し

ておりません。 

34 評価損益等とは具体的に何を指して

いるのか。事業者側が負担すべきリスク

に含まれるのか。 

事業終了時点で受託者が所有する備品、材

料等の精算に伴う利益や損失を示しており、

受託者が負担します。 

35 定量的な数値による基準などがあれ

ば教えてほしい。 

定量的な基準は設定しておりません。 

業務期間終了時の要求性能の保持につい

ては、要求水準書に基づいて保持することが

前提となります。 

 


