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平成 29年 8月 24日 

府中市道路等包括管理事業（北西地区） 質問回答 

A社 

番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１ 要求水準書 P13 2.1.3. 

実施体制 

配置予定技術者 

「道路維持管理業務に関する実務経

験を有するもの」とあるが、舗装工

事でもよいのでしょうか。また副業

務総括責任者の実績は必要ないの

でしょうか。 

 

 

舗装工事の実績を認めます。 

副業務総括責任者には、業務実績を求めてい

ません。 

 

２ 要求水準書 P16 2.1.12. 

関係者との連携 

関係者との連携 

市が主催するイベントや、祝日等で

集客増が予想させる場合は清掃回

数を増やす等の巡回を強化すると

ありますが、北西地区全体なのか、

指定地域があるのか。また見積には

反映するのでしょうか。 

 

 

適用範囲は、北西地区内を対象とし、指定地

域はありませんが、安全性などに影響のある範

囲とします。 

また、作業内容は提案によるので、見積りに

反映してください。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

３ 要求水準書 P18 2.2. 

(2) 1) エ 

【粗大ごみ・ごみ

回収運搬処理業

務】 

粗大ごみ・ごみ回収運搬処理業務 

ごみ収集には資格がいると思われ

ますが許可業者に委託でよろしい

のですか。 

また許可種別をお教え願います。 

要求水準書 P14「2.1.7.地域住民及び周辺環

境への配慮」に従って、廃棄物等は事業者の責

任において、適切に処理することとしていま

す。 

 

４ 要求水準書 P23 2.3.2. 

(2) 4) ① 

（参考） 

府中駅前ベデストリアン・デッキ等

の清掃 

清掃・ごみ収集及びごみ運搬作業は

南口 156日、北口 104日とあります

が、駅周りだけと考えてよろしいの

でしょうか。 

府中駅前ペデストリアンデッキ（２橋）全体

を対象とします。 

 

５ 要求水準書 P22 2.3.2. 

(2) 4) ① 

ぺデストリアン・

デッキの清掃 

府中駅前ペデストリアン・デッキ等

の清掃 

清掃に使用する水ですが使用可能

な散水栓はありますか。またある場

合ですが水道料はどうなります

か？ 

 散水栓はあります。また、水道料は市が負担

します。 

 

 

６ 要求水準書 P23 2.3.2. 

(2) 5) 

除雪  

 

除雪について 

歩道については記載されておりま

すが車道は考えなくてよろしいの

でしょうか 

本事業では、歩道除雪を対象にしています。 

車道除雪が必要な場合は、実施の可否を別途

市と協議することとしています。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

７ 募集要項 P6 7 参加手続 質問提出は８月１４日までとあり

ますがその後の質問は受け付けて

はいただけないのでしょうか。 

 

二次審査資料に関する質問受付期間を設け

ることを考えています。質問受付期間は、一次

審査結果に合わせてお知らせします。 

８ 要求水準書 P23 2.3.2. 

(2) 4) ②  

エレベーターの

清掃 

エレベーター清掃とありますが、か

ご室内及び乗場戸、ボタン等の清掃

と考えてよろしいのでしょうか。 

おっしゃる通り、日常の利用に支障がない範

囲とします。 

９ 募集要項 P4 6 参加資格 企業体から他業者へそこからの発

注業務（再々委託）もすべて府中市

内業者で契約するのでしょうか。 

特定テーマである「地域活性化への取組」の

観点から市内業者にすることが望ましいです

が、再々委託先の全てを市内業者とする必要は

ありません。 
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B社 

番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１ 募集要項 P3 3 (6) 

対象業務 表 2 

「街路樹の剪定・除草（けやき並木

通りのケヤキの剪定等を除く）」と

の記載のうち（ケヤキの剪定等を除

く）の「等」とはどのような作業で

しょうか。 

①過去の実績、と 

②予定、の事項を全部明確にご教示

下さい。 

剪定等の「等」作業について 

① 過去の実績 

ケヤキ以外の樹木の剪定、ケヤキを含めた 

倒木の処理、カラスの巣の撤去です。 

② 予定する作業 

 上記のほか、要求水準書の植栽管理に該当し

ない業務で、受託者より実施の必要性を提案さ

れる作業、また市からの指示による通常の維持

管理で想定できない緊急的な対応です。 

 

 

２ 募集要項 P4 4 事業方式 「受託者は、市からの包括管理事業

推進に係る、・・・について協力をす

るものとする。」とありますが、貴市

で想定されている協力内容の作業

量をご教示下さい。受託者側の負担

が予定以上に増加することを懸念

しております。 

 

 

協力内容は、包括管理事業の実施効果を評価

するため、セルフモニタリング結果をもとに業

務ごとの経費や作業量などの集計結果を求め

る予定です。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

３ 募集要項 P6 7 (2)  

表 3 

選定スケジュー

ル表 

質問の回答公表 8/21 頃以降、12/8

の 2 次審査資料提出まで資料作成

にあたり、その期間までに質問の受

付けは可能でしょうか。 

 

A社の No.7と同じ 

 

 

４ 募集要項 P9 

 

7 （7）ア (イ) 

b 

単価契約型業務 

補修・更新業務の単価合計額

13,932,729円、ケヤキ剪定等業務の

単価合計額 24,221,297 円と記載さ

れていますが、それぞれの金額には

消費税及び地方消費税を含んでい

ますか。 

 

消費税及び地方消費税を含んでいません。 

 

５ 募集要項 P11 

 

9 

表 5  

受注候補者を選

定するための評

価基準表 

「ケヤキ剪定等業務」に 5点の配点

で、効率的で効果的な計画を要求さ

れています。当該事業では、ケヤキ

並木が天然記念物と鑑みて単価契

約型業務で分別されております。詳

細な発注予定と仕様明細を含めご

教示ください。（又は過去の単年度

の発注と仕様明細） 

 

 

ケヤキを含めた樹木の剪定、倒木の処理のほ

か、要求水準書の植栽管理に該当しない業務

で、受託者より実施の必要性を提案される作

業、また市からの指示による通常の維持管理で

想定できない緊急的な対応です。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

６ 要求水準書 P3 

 

【橋りょう・立体

横断施設】 

表 2 

ペデストリアン・

デッキ（階段を含

む） 

今年度オープンした「ル・シーニュ」

に伴い、増床したペデストリアン・

デッキ（階段を含む）の補修の場合

は包括管理事業での予算ですか、若

しくは、新設建造物の瑕疵担保期間

として別途清算するのですか、ご教

示ください。 

 

瑕疵にあたるものについては、本事業につい

て含まれていません。 

７ 要求水準書 P14 

 

2.1.3（2）個別業

務に求める体制

等 

維持（植栽管理）業務の街路樹の剪

定に求める要件ですが、「1級又は 2

級造園施工管理技師」と「造園技能

士 1級」の双方の資格を有している

ことが必要であるのかご教示くだ

さい。 

「1級又は 2級造園施工管理技師」か「造園

技能士 1級」のいずれかを有していれば良いで

す。 

８ 要求水準書 P19 

 

2.2 (2) 4） 

定例会議の開催 

議事録の提出期限を「定例会開催日

の翌日から 10 日以内」としていま

すが、この最大 10 日間の中で土曜

祝日があると実質の議事録作成日

数が短くなる可能性があります。

「10 日以内」を「10 営業日以内」

に変更していただけないでしょう

か。 

定例会開催日の翌日から、土日を含めて 10

日以内です。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

９ 要求水準書 P20 

 

2.3.1. (1) 3）

府中警察署との

合同パトロール 

対象区域をご教示ください。  現在は、府中駅周辺を対象区域とし、月１回

１時間から２時間程度行っております。 

 

１０ 要求水準書 P23 2.3.2. (1) 5） 

除雪 

除雪作業に関する費用は、協議清算

と考えてよいでしょうか。 

 

歩道は、本事業に含むものとし、車道は協議

精算に該当します。 

１１ 要求水準書 P29 

 

2.3.7. (1) ② 

イ 除雪 

除雪作業に関する費用は、協議清算

と考えてよいでしょうか。 

 

積雪が 10ｃｍ以上の大雪の場合は、協議精

算に該当します。 

１２ 要求水準書 P23 

 

2.3.2. (2) 4) 

② ウ 

 

定期巡回において、エレベーターの

状況の把握に努めること、とありま

す。エレベーターは建築基準法によ

る検査・点検で定められています。

府中駅南口歩道橋に併設の対象に

なるエレベーターは地上 2階地下 3

階です。状況の把握とは何なのか具

体的にご教示ください。 

「状況の把握」は、清掃の必要がある箇所や

設備が破損している箇所の、目視による発見を

想定しています。 

１３ 要求水準書 P31 

 

2.3.8. (3)  

表 10 平成 28 年

度の苦情・要望件

数（北西地区） 

「No.20 その他」の平成 28年度の

苦情・要望件数が 18件ありますが、

その内訳を開示していただけない

でしょうか。 

 

ネズミ、モグラ、ネコ、カエルの死骸処分、

ハト糞、イヌ糞、クモの巣の除去、スクーター

回収、家庭ごみ回収、街路灯灯具交換、分電盤

とびら補修です。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１４ 要求水準書 P31 

 

2.3.8. (3)  

表 10 平成 28 年

度の苦情・要望件

数（北西地区） 

 

平成 28 年度以外に過去 5 年間の件

数をご教示ください。 

集計作業に時間を要するため、作業終了後に

別途ホームページで公開します。 

１５ 要求水準書 P35 

  

2.5. 

ケヤキ剪定等業

務の要求水準 

「ケヤキ剪定等業務」と当該事業で

は、ケヤキ並木が天然記念物と鑑み

て単価契約型業務で大別されてお

ります。仕様型発注として実施され

るもので、主管部署にて計画、予算

措置され、市の指示のもと作業し管

理となります。補完的に必要性が受

託者より提案があれば市が対応要

否をその都度ご判断するとされて

います。受託者の創意工夫及びノウ

ハウの活用が限定的になっており

ます。要求水準書から除外をいただ

けますでしょうか。 

 

 

 

 

本事業に含みます。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１６ 様式 7～13項 様式 5 （様式 5-1）～（様式 5-13）の外枠

が 1/2 項ずつ割り当てられていま

すが、記載内容に応じて外枠の大き

さを変更・調整することは可能でし

ょうか（例えば、様式 5-1を 2/3項、

そして様式 5-2を 1/3項記載するケ

ースなど。） 

可能です。 

１７ リスク分担 リスク分担  リスク分担は、公表資料が最終のも

のと考えるのでしょうか。 

 

募集要項 P12 12.事業契約に関する事項 

(2)に記載の通りです。 

１８ リスク分担 P5 

 

需要変動リスク 

65 

「想定可能な範囲」とは具体的にど

のようなケースを想定されている

のかご教示ください（例えば事業対

象区域内に大型商業施設等がオー

プンして周辺道路の交通量が大幅

に増加した等）。 

 

例えについては、想定可能な範囲内です。 

１９ リスク分担 P5 

 

維持管理に係る

事故リスク 72 

「業務開始時に存在していた瑕疵」

を確認可能な期間は、今回の包括管

理事業期間中という認識でよろし

いでしょうか。 

 

業務開始前までに確認を行って下さい。 



10 

 

番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

２０ リスク分担 P6 

 

 

意見・苦情窓口業

務 対 応 リ ス ク 

80 

業務の対象範囲内であっても、リス

クが顕在化した場合に負担を行う

のは貴市および受託者の両社とし、

本リスクに関しては、都度双方で協

議を行い、対応を決定することにし

ていただけないでしょうか。 

「業務の対象範囲内において、意見・

苦情窓口業務の数量増加による作

業増加・予算超過、対応に伴う追加

費用発生」をすべて受託者とするの

は負担が大きいと考えています。 

業務の対象範囲内は受託者の負担とします。 

２１ リスク分担 P6 

 

施設性能リスク 

84 

ＭＣＩ値など事業終了時の各種「基

準値」があればご教示ください。 

ありません。 
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C社 

番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１ 募集要項 P6 

 

7 (1) 

募集及び選定方

法 

一次審査では評価基準表に基づき、

二次審査に進む対象者を選定する

とありますが、合格基準点の設定は

ありますか。また、上位何グループ

までが、二次審査に進めるかについ

てお伺い致します。 

合格基準点を設定しており、合格基準点を満

たしていれば二次審査に進みます。 

 

２ 募集要項 P6 

 

 

7 (2) 

選定スケジュー

ル 

受注候補者決定後から業務開始ま

での間のスケジュール（契約内容等

の協議以外の、準備や既存維持業務

との引き継ぎ期間を設ける等）の詳

細について、現時点の想定があれば

お伺い致します。 

現時点で決定している事項はありません。 

業務開始までのスケジュールは、協議により

決定します。 

３ 募集要項 P7 

 

7 (4) ア 

受付期間 

質問書の受付期間は一次審査前の

みと読み取れますが、質問書の回答

内容を踏まえて疑問点が生じた場

合または、二次審査に向けて質問し

たい場合について、二次審査前に質

問を受け付ける機会を設けていた

だくお考えがあるのかお伺い致し

ます。 

A社の No.7と同じ。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

４ 募集要項 P7 

 

7 (6) ア（イ）

a～ｂ 

「構成企業等の構成・出資比率及び

その証明」とありますが、一次審査

段階で共同企業体協定書が必要と

いう解釈でよろしいか、その場合協

定書の事前の提出・確認が必要かを

お伺い致します。 

 

一次審査に合わせて共同企業体協定書を提

示してください。 

 事前の提出・確認は必要ありません。 

５ 募集要項 P7 

 

7 (6) ア（イ）

c～i 

項目 c～i の書類について、主契約

企業以外の全社分の提出も必要か

どうかお伺い致します。 

全社分の提出を求めます。 

６ 募集要項 P7 7 (6) ア（イ）

d 

「構成企業等の業務の有効性（技術

者、有資格者）」は、会社全体が保有

する技術者数か、本件の配置予定技

術者の個々の証明かお伺い致しま

す。 

本事業の配置予定技術者の保有資格を証明

してください。 

７ 募集要項 P8 

 

7 (6) ア（イ）

e～f 

「構成企業等の業務の履行保証力、

瑕疵担保力」については、財務諸表

（貸借対照表、損益計算書）の提出

でよろしいか。 

また、その場合、過去何年分が必要

かお伺い致します。 

 

履行保証力では、自己資本比率を説明できる

資料として財務諸表などの資料の提示を求め

ます。直近の１年のものを提出してください。 

瑕疵担保力では、支払い能力を説明できる障

害賠償保険等の加入を確認できる資料の提示

を求めます。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

８ 募集要項 P8 

 

7 (6) ア（イ）

g 

「他自治体等における類似業務の実

績」とは、包括維持管理の実績を指

すのか、個別業務（巡回、清掃、植

栽管理、標識、補修・修繕）各々の

実績を指すのかお伺い致します。 

 

包括管理の実績や個別業務の実績を示す資料

を提出してください。 

９ 募集要項 P8 

 

7 (6) ア（イ）

g 

「構成企業等の当該業務の知識・運

営能力（他自治体等における類似業

務の実績）」を証明する書類につい

て何が必要かお伺い致します。（コ

リンズ or契約書写し等？） 

 

契約書、工事計画書、コリンズ等を利用して、

業務実績を確認できる資料を提出してくださ

い。 

１０ 募集要項 P8 

 

7 (6) ア（イ）

i 

「経営事項審査」結果は、一次審査

提出日時点で提出可能な最新のも

の（平成 28年 3月 31日版）でよろ

しいかお伺い致します。 

 

有効期間内の審査結果を提出してくだい。 

１１ 募集要項 P8 

 

7 (6) オ 

提出方法 

郵送した旨を市担当者に通知とあ

りますが、簡易書留の受付票等の写

しをメールでお送りする形でよろ

しいかお伺い致します。 

 

郵送した旨を市担当者へメールまたは電話

で連絡してください。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１２ 募集要項 P9 

 

8 

一次審査 

「地域貢献度」「経験・当該業務の運

営能力」の２項目については、構成

企業全社の平均点とありますが、

「経営規模」「業務遂行力」の２項目

は主契約企業のみの評価と考えて

よろしいかお伺い致します。 

 

 

 

「経営規模」「業務遂行力」の２項目も、構

成企業等の全社を対象として、評価します。 

１３ 募集要項 P10 

 

10 表２ 

見積金額につい

て 

見積金額の評価基準について、「適

正な価格」かつ「必要最小限」とは、

調査基準価格内での最低価格を指

すのかお伺い致します。 

 

 

 

「必要最小限」は最低価格を指すものではあ

りませんが、適切に業務を遂行できる金額を提

示して下さい。 

１４ 要求水準書 P9 

 

1.6. (2) 

 

契約後の構成企業の変更は可能と

読み取れますが、「やむを得ない事

情」の定義についてお伺い致しま

す。 

 

 

「やむを得ない事情」は、構成企業等の倒産

や経営不振などを想定していますが、個別の事

案により判断します。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１５ 要求水準書 P13 

 

2.1.3.  (1) 

配置予定技術者 

「道路維持管理業務に関する実務経

験」とありますが、実務経験とは具

体的に何を指し（道路管理者経験 or

委託業務経験）、その年数は何年か、

またそれを証明するものとして具

体的に何の書類（コリンズ、自社の

実務経験証明書等）が有効かをお伺

い致します。 

「道路維持管理業務に関する実務経験」は、

道路及び道路施設の管理に関する業務や工事

を指します。年数は規定していませんが、「土

木施工管理技師」、「技術士」いずれかの資格を

有することを前提として、かつある程度の実務

経験を有していることが望ましいです。 

証明は、資格証明書類のほか経験年数を提示

してください。 

 

１６ 要求水準書 P13 

 

2.1.3. (1) 

配置予定技術者 

随意契約（単価契約業務）の配置予

定技術者は、本体（包括委託業務）

と兼任が可能かお伺い致します。 

配置予定技術者の兼任を認めます。 

１７ 要求水準書 P17 

 

2.2. （1） 2) 

インフラマネジ

メントシステム

の登録 

市が指定する情報システムの仕様

は開示していただけるかお伺い致

します。 

インフラマネジメントシステムは、ＧＩＳシ

ステムを利用しています。現在も開示します。 

 

１８ 要求水準書 P20 

 

2.3.1.  (1) 

業務内容及び範

囲 

定期巡回、緊急巡回に使用する車両

は、業務の内容から公安委員会の道

路維持指定が必要と思われますが、

市所有のパトロールカーもしくは、

作業者の無償貸与があると考えて

よろしいかお伺い致します。 

事業に利用する車両には、公安委員会の指定

は必要としていません。 

また、市による車両の貸与はありません。 
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番号 資料名 タイトル 質 問 回 答 

１９ 要求水準書 P27 

 

2.3.6. (1) 

業務内容及び範

囲 

事故対応業務に、天然記念物のケヤ

キが含まれるかお伺い致します。 

事故対応は施設ではなく、事象に関しての対

応なので含みます。 

 


