
区立柏の宮公園拡張整備基本計画策定等支援業務委託 
事前質問及び回答 

 
 

№ 質問項目 ご質問 回答 
１ 委託内容

について 
今回提案する企画提案書に関する「特

定テーマ」は有るのでしょうか。テー

マも含めての提案で良いでしょうか。 
 

実施要領の目的や業務委託説明書の

業務内容を参考に提案してください。 

２ 参加資格 
（受託実

績） 

過去 5 年間の大規模公園の計画・設

計の実績があり要件の①or②がない

場合、または、地域全般を対象とした

基本構想で①or②を満たす場合、類似

実績とみなし、本プロポーザルへの参

加は可能ですか。 
 

本件業務委託は、①と②の両方を満た

していることが条件となります。 

３ （様式 3 について） 
過去 10年の実績は参加資格の①②の

要件を満たす必要がありますか。 
 

その通りです。 

４ （様式 4 について） 
過去 5 年の実績は参加資格の①②の

要件を満たす必要がありますか。 

その通りです。 

５ 「健康の森基本計画実現化方策検討

業務委託（平成２４年度）」は本プロ

ポーザルの参加資格を満たすか否か

教えていただけるでしょうか。 

本業務委託について、公園に係わる業

務の委託実績があり、参加資格の①②

を満たしていれば参加できます。 

６  
 
 
 
業務内容

（現況把

握） 

公園測量（用地測量、地形測量、縦横

断測量）とありますが、公園の拡張部

のみ対象に実施するという理解でよ

ろしいでしょうか。そうでない場合は

具体的な実施個所をご教示ください。 
 

公園の拡張部を対象に実施します。 

７ 道路測量（現況測量、縦横断測量、境

界復元）とありますが、公園の拡張部

と接している部分を対象に実施する

という理解でよろしいでしょうか。 
 

その通りです。 



№ 質問項目 ご質問 回答 
８  

 
 
 
業務内容

（現況把

握） 

既存樹木調査・植物調査・動物調査と

ありますが、公園の拡張部のみ対象に

実施するという理解でよろしいでし

ょうか。また、植物調査及び動物調査

について、柏の宮公園の既開園部分及

び隣接する三井の森公園の調査デー

タはありますでしょうか。また、調査

データがある場合お借りすることは

可能でしょうか。 
 

調査について、拡張部を対象に実施し

ます。また、杉並区環境部で杉並区自

然環境調査報告書（第 6 次）（平成２

７年３月）をまとめており、区のホー

ムページにて公開しています。 

９ 整備用地内の既存樹林の植生、構成樹

種、植生群落などわかる範囲でご教示

ください。 

杉並区環境部で杉並区自然環境調査

報告書（第 6 次）（平成２７年３月）

をまとめており、区のホームページに

て公開しています。 
 

１０ 業務内容

について

（動植物

調査） 
 

動植物調査の実施回数をご提示くだ

さい。 
調査は夏に１回予定しています。 

１１ 業務内容

について 
（基本計

画につい

て） 

柏の宮公園基本計画（2000 年？）を

資料として貸与していただけますか。 
 

申し出があれば、資料として基本計画

策定報告書を貸与します。 

１２ この基本計画の中に拡張部分の整備

方針は盛り込まれていますか。 
平成１２年度に策定した基本計画の

中に今回の拡張用地の整備方針は含

まれていません。 
 

１３ 柏の宮公園憲章は、いただいた５つの

方針は、各１行ですが、その方針につ

いて解説などはありますか。ある場

合、資料として貸与いただけますか。 
 
 

５つの方針については、貸与する基本

計画策定報告書の中に記載がありま

す。 

  



№ 質問項目 ご質問 回答 
１４ 業務内容

について

（仕様） 

公園及び道路測量の仕様、数量をご提

示ください。（測量対象面積、基準点

測量の等級及び数量、縦横断測量の数

量、境界杭設置の有無・数量、立会確

認の有無等） 

公園拡張部 約 0.5ha 
○4 級基準点測量※1 
○水準測量 
○土地登記記録調査 
○公図等転写連続図作成 
○補助基準点の設置 
○境界測量 
○用地境界仮杭設置 
○面積計算 
○用地実測図原図作成 
○用地平面図作成 
○地形測量※2 
※1  数量は 6 点程度を想定 
※2  地形測量は 5ｍメッシュ 

道路測量 約 150ｍ 
○中心測量※3 
○縦断測量 
○横断測量 
○復元測量※4 
○用地境界杭設置※5 
○実測図作成 
○平面図作成 
※3  20m 毎に中心線に測点。 
※4  復元測量による境界設置は 5

点程度を想定。 
※5  立会は無し。 

１５ 提出書類

について 
様式 3 会社実績調書・様式 4 予定技

術者調書・様式 5 本業務体制表・ 
様式 6 会社組織図・企画提案部分（任

意様式）の作成枚数に指定はございま

すでしょうか。 

様式２「提出書類一覧」に記載のとお

り、正本１部、副本６部提出してくだ

さい。 

１６ 評価基準

について 
イ．企画提案に対する評価基準の各項

目の配点をご教示下さい。 
 

配点は公表できません。選定事業者決

定後に公表します。 

１７ 評価項目のコストは、見積金額の大小

が評価となりますか。 
 

評価対象となります。 



№ 質問項目 ご質問 回答 
１８ 学識経験

者等によ

る基本計

画検討委

員会 

基本計画検討委員会の委員は、受託者

が選定するのでしょうか。また、学識

経験者、地域代表者などの構成人数、

特性（肩書き、属性など）をご教示く

ださい。 
 

基本計画検討委員会の委員は発注者

で選定します。構成については、学識

経験者３名、地域代表者３名を予定し

ています。 

１９ 上記委員会委員に支払う謝金は、金額

が決まっていますか。標準単価があれ

ばご教示ください。 
 

謝金は本業務には含まれません。 

２０ 想定スケ

ジュール

について 

公園の基本設計のスケジュールをご

教示ください。 
基本計画検討委員会後、１月から３月

の間に基本設計を進めます。 
 

２１ 各関係機

関との調

整につい

て 

各関係機関との打ち合わせは、どのよ

うな機関と何回ぐらい行う予定かご

教示ください。 

必要に応じて行います。 

２２ 企画提案

書等の提

出につい

て 

企画提案書は、提出時に両面印刷でも

構いませんか。 
 

両面印刷でも構いません。 

２３ 企画提案書の枚数は制限がないと理

解してよろしいでしょうか。また、企

画提案書に記載するフォント数や文

字数は制限がないと理解してよろし

いでしょうか。 

企画提案書はＡ４版の縦で作成をお

願いします。また、Ａ３等であれば折

り込んで作成してください。枚数制限

は設けていませんが、提案内容はでき

るだけわかりやすくまとめてくださ

い。またフォント数や文字数に制限は

設けていませんが、できるだけ見やす

くまとめてください。 
 

２４ ボランテ

ィアにつ

いて 

区立柏の宮公園を守る会、協力者は柏

の宮公園くらぶ以外にもいろいろあ

ると思います。どのような分野でどの

くらいの活動をしているかわかる範

囲でお知らせください。 

柏の宮公園くらぶは柏の宮植木応援

団、柏の宮公園自然の会、杉並冒険遊

びの会、みちくさひろばの会の４部会

で構成され、ボランティアは柏の宮公

園くらぶ以外はありません。園内の田

んぼ、水生池等の管理、園内の樹木管

理、区民参加のイベント企画・運営等

を行っています。 


