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府中市道路等包括管理事業（東地区、南西地区、北西地区） 

公募型プロポーザル質問及び回答 

 

番号 質問 回答 

１ 

募集要項Ｐ11 第 3 章 1 （12）

に記載の出資比率において、コー

ルセンター業務を担当する構成企

業については、「表５ 構成企業等

の数と１社当たりの出資比率最低

限度」が適用されないことでよろ

しいでしょうか。 

コールセンター業務のみを担当す

る構成企業等は、募集要項Ｐ11 

第 3 章 1（15）「表５ 構成企業等

の数と１社当たりの出資比率最低

限度」においていずれの場合でも

構成企業等とし、その出資比率の

最低限度を満たしている必要はあ

りません。 

２ 

募集要項Ｐ11 第 3章 1 （12）

において、コールセンター業務の

みを担当する事業者の出資は、例

えば構成企業が「イ ３社」の場合

は、出資比率最小限度２０％を下

回ることを許容されるか、ご教示

ください。 

コールセンター業務のみを担当す

る構成企業等は、募集要項Ｐ11 

第 3 章 1（12）「表５ 構成企業等

の数と１社当たりの出資比率最低

限度」においていずれの場合でも

構成企業等とし、その出資比率の

最低限度を満たしている必要はあ

りません。 

３ 

募集要項Ｐ10、11 1 （12）にお

いて、地区を重複せずに複数の構

成企業等の 1 社として応募するこ

とは可能でしょうか。 

同一地区で構成する企業を変えて

の参加申込みはできないものとし

ます。 

４ 

募集要項Ｐ12（2）選定スケジュー

ルの二次審査でプレゼンテーショ

ンは実施しないと考えてよろしい

ですか。 

新型コロナウイルス感染予防対策

から、今回はプレゼンテーション

を求めません。 

５ 

募集要項Ｐ13 第 3 章 2 （3） 

オ 2） （イ）１社の企業（団体）

の市内企業の再委託企業数及び合

計予定再委託金額を明示とありま

すが、再委託企業名は記載不要で

しょうか。 

記載は不要です。 

６ 

募集要項Ｐ13 第 3 章 2 （3） 

オ 2） （ク）当該業務の知識・

運営能力(本市および他自治体等

における類似業務の実績)で、コン

セッションの道路管理の SPC の代

表企業としての実績は類似業務と

して認められますか。 

類似業務の実績として構いませ

ん。 
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７ 

募集要項Ｐ13 第 3 章 2 （3） 

オ 2） （ク）当該業務の知識・

運営能力(本市および他自治体等

における類似業務の実績)では、具

体的にどのような書類が必要でし

ょうか。 

件名や契約期間、発注者と受注者

等が分かる契約書の写し（表紙）を

添付してください。 

また、契約書に代わるコリンズ、テ

クリス等の業務を受注しているこ

とが証明できる図書も可としま

す。 

８ 

募集要項Ｐ15 2）（イ）単価契約 

現行包括管理事業の募集要項で

は、補修・更新業務とケヤキ剪定等

業務の各単価合計額の上限が記載

されていました。本事業の各単価

合計額の上限をご教示ください。 

公募型プロポーザルとなりますの

で、募集要領、要求水準書、補修・

更新業務単価表、樹木剪定等業務

単価表に示す数量を踏まえ、単価

及び合計の金額を提案していただ

くものです。 

９ 

募集要項Ｐ15 2）（イ）単価契約 

公共工事設計労務単価の適用に伴

い、新労務単価を反映させた設計

価格の改定が適宜行われていると

思いますが、当事業の単価契約に

おいても、年度毎に金額の見直し

がなされると考えてよろしいです

か。 

募集要項に提示している委託料上

限額は、労務単価の変動を精査し

て設定していることから、履行期

間の３年間は、当初契約年度の金

額と同額が適用されます。ただし、

消費税及び地方消費税について

は、契約条項に従い変動後の税率

を適用するものとします。 

１０ 

要求水準書Ｐ2 第 1章 5 （3） 

イ 「その他の事由により・・契約

書の定めに基づき対応を協議す

る。」とありますが、貴市行政管理

部契約課のウェブページに掲載の

契約条項（委託 長期）に基づき、

協議が行われるという理解でよろ

しいでしょうか。 

契約条項（委託 長期）は、長期継

続契約となりますので、本業務の

契約は、契約条項（委託 単年）に

基づく協議となります。 

１１ 

要求水準書Ｐ8、10、12 第 2章 5

対象施設の「令和 2 年度以降に増

加予定の施設」とは、表中の「※令

和 2 年度に完成予定」と記載のあ

る施設という理解でよろしいでし

ょうか。 

原則、記載のとおりです。なお、新

たに認定した道路や取得したその

他施設等は業務項目に含まれてい

ますが、必要に応じて協議を行う

こととします。 

１２ 

要求水準書Ｐ18 第 3章 1 表５ 

利用状況管理の「次の場合、是正や

勧告などの支援を行うこと。」とあ

りますが、支援とは具体的にはど

のような行為を想定されています

でしょうか？過去の事例等ござい

支援とは、要求水準書に記載され

ている想定される行為を行ってい

る者に対し注意を行い、従わない

場合は、市の担当者に連絡し、立会

うことを言います。 

（事例） 
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ましたら開示をお願いします。 民地等から道路上に越境している

樹木が通行に支障をきたしている

状況の場合は、受注者により口頭

で注意し、従わない場合は、注意文

書を渡す。それでも従わない場合

は、市に連絡する。 

１３ 

要求水準書Ｐ19、20 第 3 章 2 

（2） イ及びキの街路樹剪定作業

の技術者として１級・２級造園施

工管理技士等が必要とあるが、再

委託業者でもよいのでしょうか。 

市に承諾を得た場合は、再委託業 

者でも構いません。 

ただし、要求水準書Ｐ19 第 3 章

2（2）アに記載のとおり、総価契約

の植栽管理業務は、業務統括責任

者及び副業務統括責任者のいずれ

か１名を現場に配置しなければな

りません。 

１４ 

要求水準書Ｐ25 第 3章 3 （2） 

ア 2)緊急巡回における災害時の

緊急巡回とＰ40 （9） ア 3)災

害緊急巡回の実施のそれぞれの災

害時の巡回業務について、相違を

ご教示ください。 

同一内容です。 

１５ 

要求水準書Ｐ27 第 3章 3 （3）

清掃業務の要求水準の道路清掃作

業の頻度は、年に何回程度で住民

満足が得られていますか。 

市が直接委託している場合は、仕

様書に基づき道路清掃を実施して

いることから回数が限られ、必ず

しもすべての市民の方に満足して

いただくことは難しい状況です。

しかし、本業務は、民間事業者のノ

ウハウを活用した性能発注を取り

入れ、要求水準書の記載されてい

る水準以上を満たすことにより、

市民の満足度が向上するものと考

えています。 

１６ 

要求水準書Ｐ28 （3） ア 4）（ア）

⑥参考として、清掃の年間実施日

数や実施回数等、現状の仕様書の

内容が記載されております。事業

履行においても、この回数や日数

等で規定されるのでしょうか。 

本市の玄関口である施設ですの

で、要求水準書要Ｐ28 （3） ア  

4）（ア）に記載されている内容及び

「⑥参考」を踏まえ、回数や日数を

提案してください。 
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１７ 

要求水準書Ｐ31 第 3章 3 （3） 

ア 7)において、積雪があった場

合に除雪実施を判断するための基

準とする積雪深がある場合は、ご

教示ください。 

道路等の通行に支障があるまたは

凍結する恐れがあると判断した場

合となりますので、積雪深さの指

定はありませんが、市では、概ね５

ｃｍ程度の積雪の場合に除雪を実

施しています。 

なお、要求水準書Ｐ40 （9）災害

対応業務の要求水準に記載のとお

り大雪は１０ｃｍ以上の場合とし

ます。 

１８ 

要求水準書Ｐ34 第 3章 3 （5）

ア 2）その他の害獣・害虫対応業

務の要求の許可についても、再委

託業者で良いのでしょうか。 

鳥獣捕獲許可等申請は、受託者（元

請負者）に申請していただき、各業

務項目を再委託する場合は、市に

承諾を得なければなりません。 

１９ 

要求水準書Ｐ 34 第 3 章  ３ 

（５） ア 2)において、鳥獣捕獲

の許可証を所有する協力企業等に

委託することの可否をうかがいま

す。 

鳥獣捕獲許可等申請は、受託者（元

請負者）に申請していただき、各業

務項目を再委託する場合は、市に

承諾を得なければなりません。 

２０ 

要求水準書Ｐ37 第 3章 3 （7） 

ア  1) （イ） ①「・損傷箇所

の・・補修が必要なものについては

速やかに施工する」②次の場合に

は、緊急的に補修を行う」とありま

すが、”速やか”に、”緊急的”にと

いった場合の作業完了までの目安

を過去の事例からご教示くださ

い。 

緊急的な補修は、道路の円滑な通

行に支障がある場合であり、利用

者の安全を確保し（囲いの設置及

び注意喚起等）、直ちに補修を行い

ます。 

また、速やかな施工は、緊急的な補

修以外であり、利用者の安全確保

を行いつつ、補修を行う日程を市

に報告し施工していただいていま

す。 

２１ 

要求水準書Ｐ 42 第 3 章  ３ 

（10） ア 1） （ア）において、

南西地区及び北西地区のコールセ

ンター業務では、東地区のコール

センター業務担当事業者が選定す

る対応可能な機器は、市より提供

いただけるのかご教示ください。 

機器は、地区間で協議し受注者に

用意していただきます。 

２２ 

要求水準書Ｐ 42 第 3 章  ３ 

（10） ア 1） エ）において、

「即時引継ぎ」の必要が夜間に生

じる場合についてご教示くださ

い。 

受注者及び市担当者を含めた緊急

連絡網による対応となります。 
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２３ 

モニタリング手順書Ｐ2 第 2 章 

1 （1） エ デジタル技術を用い

た確認の「市は巡回業務・・デジタ

ル技術を用い、リアルタイムで確

認する。なお、機器は、受注者が用

意し、システムは市が用意する予

定のものを使用する。」とあります

が、具体的にはどのようなシステ

ムを想定されていますでしょう

か。「府中市インフラマネジメント

計画（2018年度）」に記載のあるイ

ンフラマネジメントシステムの事

を指しているのでしょうか。日々

の業務管理システムとの統合、ま

たはデータ連携についての方法に

ついてもあわせてご教示頂けます

でしょうか。また、機器については

PC と推測いたしますが、システム

を稼働させるうえでの OSのバージ

ョンや、要求スペック等があれば

ご教示ください。 

本業務では、巡回業務を含む業務

項目において、市と受注者（統括責

任者等）と現場とのリアルタイム

での情報共有は不可欠です。この

ことから、現場での対応状況等を

リアルタイムで確認できるような

システムを想定しています。また、

市が所有する既設のインフラマネ

ジメントシステムとの連携も予定

しています。 

また、システムは汎用性の高い製

品の導入を予定しています。現時

点で機器等のスペック等は未定で

すが、最新のＯＳを搭載した雨天

等でも使用できる機器を受注者様

に用意していただきます。 

２４ 

提案書記載要領Ｐ1 表 1 各業務の

実施計画 植栽管理業務について、

提案書様式のＰ7 では 0.5 ページ

分の枠でしたが、提案書記載要領

のＰ1 表 1 では植栽管理業務は枚

数制限 A4 1 枚と記載されていま

す。植栽管理業務の枚数制限は A4 

0.5枚か 1枚、どちらでしょうか。 

提案書様式Ｐ7、0.5 ページ分の枠

で作成してください。 

２５ 

総価契約の見積り金額算出根拠と

して、内訳項目は明示されないの

でしょうか。 

募集要項及び要求水準書の各地区

における対象施設の数量及び対象

業務内容等が内訳項目となりま

す。 

２６ 

現業事務所の敷地を借りて、資材

置き場及び事務所として使用する

ことは可能ですか。可能な場合、賃

借料等についてご教示ください。 

資材置場について 

市所有地である現業事務所の資材

置場の敷地賃借は、無償となりま

すが、資材の種別及び範囲（面積）、

場所を踏まえ、市財産管理部署と

検討させていただきます。また、資

材の搬出入時間は、午前８時３０

分から午後５時１５分となりま
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す。なお、本業務に係る資材置場以

外の使用は認めません。 

 

事務所について 

建築物を設置しての使用及び既存

建築物の使用は認めません。 

 


