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回答書 
 

 （仮称）みんなの夢水路基本計画策定支援業務公募型プロポーザルについての質問に、以

下のとおり回答します。 

 

№ 質問項目 質問内容 回答 

１ 実施要領１頁 

２業務の概要 

（１）業務名（２）

業務内容 

業務説明書１頁 

４業務内容 

・プロポーザル実施要項において

業務名、業務内容とも基本計画策

定とありますが、業務説明書の４

業務内容では③基本設計図まで含

まれていますが、業務内容として

どちらが正確でしょうか。 

業務内容は業務説明書にあるとお

り、基本計画と基本設計が含まれま

す。基本計画（案）の取りまとめに

あたり、説明会等を踏まえた基本設

計図、基本設計説明書を作成してい

ただきます。 

２ 実施要領 1 頁 

２業務の概要 

（２）②住民参加

によるワークシ

ョップの運営支

援 

業務説明書１頁 

４業務内容（２）

①住民参加によ

る検討会（ワーク

ショップ等） 

・住民参加によるワークショップ

には、善福寺川水路の清掃等を行

う既存住民団体等との参加も予定

しているのでしょうか。 

・ワークショップ会場は受託者が

用意するのでしょうか。 

住民参加募集に応募があれば、参加

の可能性があります。 

また、ワークショップ会場は区で手

配します。 

３ 実施要領 1 頁 

２業務の概要 

（２）③学識経験

者による検討委

員会の運営支援 

業務説明書１頁 

４業務内容（２）

②学識経験者等

による基本計画

検討委員会 

・検討委員会の学識経験者の人選

はすでに決定しているのでしょう

か。 

・学識経験者への謝金は受託者負

担になりますでしょうか。学識経

験者の人数、謝金の単価等ご教示

下さい。 

・見積書を作成するに際しまして、

ワークショップ及び委員会に関す

る会場費用、雑費、学識経験者へ

の謝金等は、本業務経費に含まれ

るのでしょうか。 

検討委員会の学識経験者はまだ決

定していませんが、区で３、４名の

方を選びお願いする予定です。ま

た、謝金（謝礼金）は区が負担しま

す。 

ワークショップ会場費用は区が負

担しますが、ワークショップで使用

する資料等の用意は本業務に含ま

れます。また、ワークショップにお

ける各グループも含めた議事進行

役は受託者で行っていただきます。
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４ 実施要領 1 頁 

２業務の概要 

（４）事業規模 

・事業規模の総額は税別と考えて

よろしいでしょうか。 

税込総額 600 万円です。 

５ 実施要領２頁 

３参加資格 ク 

 

・実施要領「３.参加資格」の「ク」

に、都市施設（水路、公園等）と

ありますが、河川区域内のビオト

ープ水路、公園、調整池などを対

象とした基本計画等業務はその範

疇と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 

６ 実施要領３頁 

６企画提案書等

の提出 

・企画提案の内容は、自由という

ことでしょうか。また、枚数制限

はないのでしょうか。 

企画提案の内容は自由で、提案書の

枚数制限もありません。ただし、立

地条件、現在に至る経緯、地域の小

学生から提言があったこと等を踏

まえた提案として下さい。また、企

画提案書のわかりやすさは評価対

象です。 

７ 実施要領３頁 

６企画提案書等

の提出 

（２）ア 

提出書類一覧 

・履歴事項全部証明書や見積書の

原本は正本一部のみとし、副本に

は複写を添付すればよろしいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

８ 実施要領３頁 

６企画提案書等

の提出 

（２）イ 

・提出する副本には企業名等を明

記しないとありますが、履歴事項

全部証明書や収支決算書の社名及

び住所等は黒く塗りつぶすことで

よろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

９ 実施要領３頁 

６企画提案書等

の提出 

（２）イ 

提出書類一覧 

予定技術者調書 

・技術者名は参加者が特定できる

事項に該当しないものとして、副

本に記入してもよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 
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10 実施要領３頁 

６企画提案書等

の提出 

（２）イ 

提出書類一覧 

本件業務体制表 

・外部専門家や学識経験者を業務

体制に記入する場合は、氏名及び

所属を副本に記入してもよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

11 業務説明書１頁 

４業務内容（１）

①現況把握 

・業務説明書の４業務内容の①現

況把握の動植物調査は既往報告書

及び文献等からの把握でよろしい

でしょうか。 

現地調査を含みます。 

12 業務説明書１頁 

４業務内容（２）

①住民参加によ

る検討会（ワーク

ショップ等） 

・住民参加による検討会開催を周

知するチラシ配布は１回でよろし

いでよろしいでしょうか。また、

およそ 10000 件を想定すればよろ

しいでしょうか。 

・周知のための広報原稿の作成、

チラシの作成・配布等は本業務に

含まれるという理解でよろしいで

しょうか。またチラシ配布の対象

となる世帯数について概数をご教

示下さい。 

検討会への住民参加者募集、基本計

画（案）説明会開催のお知らせ、の

2 回チラシ配布を予定しており、チ

ラシ作成・配布等は本業務に含まれ

ます。また、おおよその配布範囲の

世帯数は５千世帯程度です。 

13 業務説明書１頁

４業務内容（３）

・各関係機関との打ち合わせにつ

いて、想定回数をご教示下さい。

打ち合わせの状況によって大きく

変わる可能性がありますが、おおむ

ね５回程度を想定しています。 

14 業務説明書２頁

６成果品等 

・成果品について、全て一式と記

載されておりますが、各図書等の

部数についてご教示下さい。 

各図書等（印刷物）は１部。加えて、

すべての資料を保存した電子デー

タを納品していただきます。 
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15 その他 

（資料の閲覧） 

・企画提案書を作成するに当たっ

て参考となる「既存報告書等」、

閲覧可能な資料はありますか。 

「善福寺川をより身近な川に！」 

区HP区政資料￥報道機関への情報

提供￥平成 26 年￥7 月 

http://www2.city.suginami.tokyo.j

p/library/file/260709_zenpulijigaw

a_iogisyou.pdf 

 

「杉並区自然環境調査報告書（第六

次）」 

「杉並区河川の生物‐第六次河川

生物調査報告書‐」 

杉並区役所環境マップHP杉並の自

然￥自然環境調査および￥河川の

生物 

https://www2.city.suginami.tokyo.

jp/library/library.asp?genre=7030

67  

http://www.kankyoumap.city.sugi

nami.tokyo.jp/nature/river/river0

6.html  

 

「善福寺川「水鳥の棲む水辺」創出

事業」 

区 HP 区政資料￥報告書・アンケー

ト結果￥都市整備 

http://www2.city.suginami.tokyo.j

p/library/library.asp?genre=70275

0  

16 その他 

（資料の提供） 

・既存水路の標準断面図（横断及

び縦断）をご提供頂くことは可能

でしょうか。 

・対象地の測量図、縦横断図の提

供は受けられると理解してよい

か。 

既存水路の平面図・標準断面図につ

いては業務契約が成立した後、受託

者に貸与いたします。 

施工当時の設計概略図は資料２の

とおりです。 
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17 その他 

（資料の閲覧） 

・当該水路に対する地域の小学生

からの提案内容を閲覧することは

可能でしょうか。 

地域の小学生から提案をいただい

た際の当区広報課作成記事につい

ては下記ＵＲＬより閲覧可能です。

 

「善福寺川をより身近な川に！」 

区HP区政資料￥報道機関への情報

提供￥平成 26 年￥7 月 

http://www2.city.suginami.tokyo.j

p/library/file/260709_zenpulijigaw

a_iogisyou.pdf 

18 その他 

（資料の提供） 

・計画最大流量、最多頻度流量、

最小流量等の水理設計に必要な前

提条件をご提供頂くことは可能で

しょうか。 

・上池から下池水路の流量調査（年

間）は実施されていますか。 

・水路の水質調査資料は提供いた

だけますか。 

流量に関するデータはありません。

善福寺公園の上池と下池をつない

でいる水路で、常時は上池に流れ込

むポンプアップされた地下水があ

ふれ出て水路を流れています。 

また、下池下流の善福寺川の水質調

査は行っていますが、水路の水質調

査は実施していません。生物指標に

よる判定のみです。 

19 その他 

（資料の閲覧） 

・本プロポーザル資料（企画提案）

の作成にあたり、水路整備に関す

る過年度経緯や整備状況、再整備

に向けた検討資料等、既存資料は

ありますでしょうか。またそれら

資料を閲覧することは可能でしょ

うか。 

・ホタルが定着しなかった経過と

資料についての詳細な記録等を公

表して頂けるのでしょうか。 

資料１、資料２のとおりです。 

20 その他 

（整備事業費） 

・基本設計の業務内容を検討する

に際して、水路整備事業費（概算

でも結構です）を想定されていま

したら、お教え願います。 

水路の整備事業費は未定です。策定

される基本計画の内容によって算

定されていきますが、基本計画策定

に当たっては費用対効果の検証も

重要な要素です。 

 



 

１．過去の水路工事について 

昭和 60 年度 

水路整備工事 

 ・フェンスの設置（片側１５０ｍ） 

 ・流路の整備（水路内に土留用の石を並べた１～２ｍ幅の流路と水路中央部分に人工

洲を設置） 

 ・土盛り・植栽（流路の両側にホタルの幼虫が上陸できるよう土を盛り、植栽をした） 

昭和 62 年度 

水路柵設置等整備工事 

 ・水路柵設置（２箇所 全長１２８ｍ 高さ２．４ｍ） 

 ・水路脇通路設置（１５０ｍ） 

 ・水路敷案内板設置 

 

 

２．ホタルの幼虫の放流について 

昭和 53 年度頃～昭和 60 年度頃  水路周辺に地元有志が放流 

昭和 60 年度頃～平成 3 年度頃   区整備箇所に地元有志が放流 

資料１ 



ishihara-yuhei
テキストボックス
資料２
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