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■入札説明書に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

1 2 Ⅱ ３ （３）
イ

契約の形態 「組合は、本施設の設計を行なう者と本施設の建設を行う者による共同
企業体等と本事業に係る建設工事請負契約を締結する」とありますが、
事業者側は必ず共同企業体を形成する必要があるのでしょうか。

当組合では、建設工事等競争入札参加資格について、「建築設計」と「建
築工事」並びに「設備設計」と「建築工事」の同時申し込みはできないこと
としていることから、設計企業と建設企業が単一の企業であることはあり
得ません。ただし、建設企業が単一の企業である場合で、設計業務を設
計企業に発注する形態を提案する場合に限り、共同企業体を組成しない
ことを認めます。

2 3 Ⅱ ３ （６） 事業の対象とな
る業務範囲

事業者のリサイクルセンターの受付管理業務は、計量棟の業務のみと考
えてよろしいでしょうか。

要求水準書（Ⅱ）受入業務を参照願います。

3 3 Ⅱ ３ （６）
ア
（ウ）
④

管理棟、修理・再
生展示施設

「組合が使用する管理室等以外の運営業務」と有りますが、管理室の清
掃警備業務は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。

原則、管理棟の組合事務室、更衣室の日常清掃については、お見込み
のとおりです。ただし定期的清掃については、事業者の業務範囲としま
す。

4 3 Ⅱ ３ （６）
ア
（ウ）
⑤

見学者対応支
援、近隣対応等
の関連業務

事業者が行う業務として、「見学者対応支援」という項目の記載がござい
ますが、具体的な業務内容をご教示ください。また、スピーカー・受付・ス
ケジュール調整は組合殿の所掌範囲と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書（Ⅱ）9.5に示したとおりです。見学者への説明、受付、スケ
ジュール調整は組合が行いますが、支援は事業者の範囲です。

5 4 Ⅱ ３ （６）
イ
（イ）
①

各施設共通 掘り起こしごみの前処理、前処理後の 終処分場から本施設までの搬
送は組合殿業務範囲と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 4 Ⅱ ３ （６）
イ
（ウ）
①

近隣対応（組合
が行うべきもの）

既存施設の解体・更新に関する業務の中で組合が行うべきものに、「近
隣対応（組合が行うべきもの）」とございますが、この内容をご説明いただ
けませんでしょうか。

主に近隣住民等への説明を想定しています。

7 5 Ⅱ ３ （７）
ウ

スラグ等の売却
収入

熱回収施設及び不燃粗大ごみ処理設備から発生する「スラグ・メタル等」
には、機種によっては回収可能な鉄・アルミ類も含まれますか。また、そ
の場合リサイクルセンターで回収される鉄・アルミ等の有価物は含まれな
いと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。リサイクルセンターで回収される鉄・アルミは含ま
れません。

8 5 Ⅱ ３ （７）
ウ

スラグ等の売却
収入

循環型社会推進交付金の対象である本事業において、溶融固化物の利
用活用の促進のためには、貴組合および構成自治体の協力が不可欠と
考えます。従いまして本施設の維持管理・運営期間開始（平成２６年４
月）以降に発注の構成自治体公共工事の仕様書へ溶融固化物の活用を
明記頂けないでしょうか。

溶融固化物の活用を予定することはできません。

9 6 Ⅳ １ （１）
ウ

入札参加者の構
成等

選定されなかった入札参加者の構成員が事業者の業務等を「支援及び
協力」することは可能、とありますが、選定された事業者グループ（構成
員）の下請になれると解釈してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
10 7 Ⅳ １ （２） 入札参加者の資

格要件
参加資格申請書類の様式７「類似施設の実績調書」において、受注形態
（単体／共同企業体,出資比率）について記載する欄が有りますが、共同
企業体の場合、出資比率が一定未満（例：50%未満等）であれば要件を
満たさない事も有るのでしょうか。その場合は比率の基準についてご教
示下さい。

共同企業体の構成員としての実績については、出資比率が30%以上のも
ののみを認めます。

11 7 Ⅳ １ （２）
ウ

入札参加者の資
格要件

※建設工事等競争入札参加資格について、「建築設計」と「建築工事」並
びに「設備設計」と「建築工事」の同時申し込みはできない。と、記載がご
ざいますが、仮に１社が設計企業（建屋）・設計企業（プラント）・建設企業
（建屋）・建設企業（プラント）の全ての要件を満たしている場合でも、その
１社単独での入札への参加は不可能と考えてよろしいでしょうか。

当組合では、建設工事等競争入札参加資格について、「建築設計」と「建
築工事」並びに「設備設計」と「建築工事」の同時申し込みはできないこと
としていることから、設計企業と建設企業が単一の企業であることはあり
得ません。

12 7 Ⅳ １ （２）
エ
（イ）
①

入札参加者の資
格要件（設計企
業）

実施方針時質疑回答の通り、熱回収施設のプラント設計企業の実績は、
以下の３要件を全て満足している必要があると考えて宜しいでしょうか。
また、プラント建設企業についても同様でしょうか。
①一般廃棄物を対象とした発電付きガス化溶融炉（流動床式、キルン
式、シャフト式のうち提案する機種）の設計実績が２件以上。
②　①に示す施設において１年以上の稼働実績を有する。
③　①に示す施設において全系列とも90日以上の連続安定運転実績を
有する。

お見込みのとおりです。熱回収施設の建設企業（プラント）は、①の設計
実績を建設実績に置き換えることで同様となります。

13 8 Ⅳ １ （２）
カ
（イ）

入札参加者の資
格要件（運営企
業）

運営企業は、平成17年4月1日以降において、①及び②の元請としての
運転管理実績があれば、当該施設は運営企業以外の企業が建設した施
設であってもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14 9 Ⅳ １ （４） 参加資格の確認 「・・・当該入札参加者は失格とする。」とありますが、「当該入札参加者」
とは欠格となる構成員企業を示すものでしょうか、あるいは企業グループ
を示すものでしょうか。

当該構成員を失格とします。ただし、当該構成員を失格とすることで、入
札参加のグループとしての要件を満たさない場合は、当該グループも失
格となります。
なお、参加資格確認後、契約締結までの期間において、参加資格要件を
欠くこととなる事態が生じた場合には、直ちに組合に報告してください。

15 9 Ⅳ １ （４） 参加資格の確認 上記参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該入札参
加者は失格とする。とありますが、上記とは「（３）入札参加者の構成員の
制限」を指すものとの理解で宜しいでしょうか。

（１）から（３）を指しています。
なお、参加資格確認後、契約締結までの期間において、参加資格要件を
欠くこととなる事態が生じた場合には、直ちに組合に報告してください。

16 9 Ⅳ １ （４） 参加資格の確認 上記参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該入札参
加者は失格とする。とありますが、構成員（建屋の建設、プラントの建設
を実施する企業）の経営事項審査結果の総合評点については参加表明
書の提出期限日おいて 1,000点以上あることとの解釈で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。ただし、経営事項審査結果を除く参加資格要件
については、参加表明書の提出日及び参加資格確認後、契約締結まで
の期間において保持する必要があります。
なお、参加資格確認後、契約締結までの期間において、参加資格要件を
欠くこととなる事態が生じた場合には、直ちに組合に報告してください。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
17 10 Ⅳ ２ （５） 著作権 「ただし、組合は、・・・提出される書類の内容を無償で使用できる」とあり

ますが、提出書類等の公表により事業者の製品競争力を阻害する場合
もあり得ます。公表される場合には、内容について事前協議いただける
ものと理解してよろしいでしょうか。

情報の扱いについては、法令に従った扱いがなされます。当該情報の開
示が事業者の競争上の地位等を害するおそれがある場合、法令により
協議が排除されるものでなければ協議に応じることが可能です。

18 10 Ⅳ ２ （８） 入札予定価格の
公表

「本事業における入札予定価格は21,659,000千円（税抜き額）である」と
のことですが「落札者決定基準」の3ページには「運営等業務委託料は事
業期間を通じて合計13,070,000千円（税抜き額）以内」との記載がありま
すので、設計・建設工事にかかる予定価格は8,589,000千円という理解で
宜しいでしょうか。
また、開札において「予定価格の範囲内であることを確認し入札価格が
予定価格を超えている入札参加者は失格とする」とあります。この場合、
設計・建設工事費と運営・維持管理業務委託費の各々の入札価格が予
定価格の範囲内でなければならないのか、または合計に対する範囲内
のことであるか、ご教示願います。

建設工事請負代金額について上限は設定していません。開札において
は、建設工事請負代金額と委託料の合計が、予定価格の範囲内である
ことを確認します。

19 12 Ⅳ ２ （４） 既往調査報告書
等の閲覧

別紙１に示す書類以外で、「別紙一覧」に解体・更新対象施設の現況図
という項目が有り、備考欄に各図面の種類が記載されておりますが、そ
れらは代表例であり、ここに記載の無い現況図書（構造計算書等）も閲
覧・短期貸与可能と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

20 12 Ⅳ ２ （４） 既往調査報告書
等の閲覧

別紙1に示す書類以外で、既設の運転日報、月報およびごみ質分析デー
タ（直近５年程度）も閲覧・短期貸与可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

21 12 Ⅳ ２ （５）
エ
（ア）

参加表明書 各社代表者名および印鑑は、組合殿宛競争入札参加資格で受任先を設
定している場合は、受任者印でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

22 12 Ⅳ ２ （５）
エ
（イ）
⑥

参加資格審査申
請書類及び添付
書類

納税証明書のうち、法人税と消費税については、未納の税額がないこと
の証明（その３の３）の提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

23 12 Ⅳ ２ （５）
エ
（イ）
⑥

参加資格審査申
請書類及び添付
書類

納税証明書は、組合殿宛競争入札参加資格で受任先を設定している場
合は、本社（本店）と受任先の両方の分が必要でしょうか。

本店分を提出してください。

24 14 Ⅳ ２ （９）
イ
(ケ)
②

図面 「(4)計装系統図」とありますが、上記(1)(2)(3)のフローシートと兼用するこ
とは可能でしょうか。

別途提出してください。

25 14 Ⅳ ２ （９）
イ
(ケ)
②

図面 「建築一般図（各階平面図、立面図、断面図）」とあります。熱回収施設
及びリサイクルセンターの各階機器配置平面図、機器配置断面図に必
要情報を記載することで、建築一般図の平面図と断面図は兼用してもよ
ろしいでしょうか。

兼用してかまいません。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
26 14 Ⅳ ２ （９）

イ
(ケ)

設計図書 貴要求水準書の[　]部へ仕様を記載した仕様書は、「①施設概要　主要
施設の仕様等」に含めてよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

27 15 Ⅳ ２ （９）
イ
（ケ）
③

設計図書 「設計書等」は、提案者独自フォームでの作成でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

28 15 Ⅳ ２ （９）
イ
（ケ）
⑥

設計図書 「 終処分場で行う掘り起こしごみの前処理方法・設備、概算費用並び
に前処理後の掘り起こしごみの提案」は本事業範囲外であり、加点審査
の対象にはならないと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

29 15 Ⅳ ２ （９）
イ
（ケ）
⑥

設計図書 掘り起こしごみの搬入計画については、入札参加者（事業者）が提案す
ると言う事でよろしいでしょうか。

事業者の提案を参考に組合が決定します。

30 15 Ⅳ ２ （９）
イ
（ケ）
⑥

設計図書 「 終処分場で行う掘り起こしごみの前処理方法・設備、概算費用並び
に前処理後の掘り起こしごみの状態の提案[本事業範囲外であるが提案
する熱回収施設に望ましい掘り起こし方法の提案を受けるものとする。]」
とあります。責任ある前処理の提案を行うにあたり、掘り起こしごみの性
状、及び熱回収施設供用開始時における 終処分場の累積埋立て量、
20年の事業期間における掘り起し可能量（推定値）をご提示ください。ま
た、掘り起こしごみの性状を勘案して溶融処理方式に応じた前処理方法
を提案することにより、 終処分場が確実に延命化できる計画の立案と
実行が事業者の責任範囲という理解でよろしいでしょうか。

性状については、要求水準書に示したとおりです。累積埋め立て量につ
いては、各年度の実績報告書の閲覧を可能とします。掘り起こし可能量
については、 大3,200トン／年を想定しています。
なお、掘り起こしごみの前処理方法については提案を受けますが、その
方式が採用されるとは限りません。前処理方法に限らず掘り起こしごみ
を処理することは本事業範囲であり、事業者責任です。

31 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 提案書の作成にあたり、文字サイズ10.5ポイントの他は特に指定がない
（カラー可、フォントは任意等）と考えてよろしいでしょうか。

カラー、フォントについて、特に指定しません。

32 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 「提案書のうち、設計・建設工事計画提案書、運営・維持管理計画提案
書及び事業計画提案書については、構成員名を一切記載せず･･･通知し
た提案者番号等を使用すること。」とありますが、設計図書には構成員
（企業）名が記載されていても宜しいでしょうか。

設計図書についても記載を認めません。

33 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 「提案書は、各様式に定める提案書記入枠内に、特に指定のない限り文
字サイズ10.5ポイントにて作成すること。」とありますが、図表等や脚注に
使用する文字については見やすいことを前提に10.5ポイント未満のフォ
ントを使用しても宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

34 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 「提案書のうち、・・・、構成員名を一切記載せず」とありますが、これは設
計図書にも適用されるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
35 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 「様式14～様式39の順に、・・・、A4縦長ホッチキス綴じにより」とあります

が、A4ファイルで綴じることでよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。

36 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 「設計図書については、A3版で作成し」とありますが、書類関係はA4ファ
イル綴じ、図面類はA4製本（見開きA3）としてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

37 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 設計図書はかなりの枚数となることが想定されます。ページ番号につい
ては、できれば通し番号ではなく章や節ごとの番号とさせていただきたい
のですが、よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

38 15 Ⅳ ２ （９） 提案書の受付 提案書の補足説明として、参考資料等を添付してよろしいでしょうか。 枚数制限を設定している提案書については、参考資料等の添付は認め
ません。枚数制限を設定していない設計図書等については、この限りで
はありません。

39 19 Ⅵ ３ （２） その他施設 その他施設に水道増圧ポンプ施設が有りますが、既存の水道増圧ポン
プ施設の図面等が有りましたら頂けないでしょうか？

既存の水道増圧ポンプ施設の図面等については、閲覧及び短期貸出を
可能とします。

40 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 委託料の支払いは、各年度毎の運営等業務委託料の合計額を4等分し
た金額が、各四半期毎に支払われると考えてよろしいでしょうか。

委託料は、四半期毎の固定料金と当該四半期に搬入された廃棄物量か
ら算定した額を支払います。

41 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 リサイクルセンターでの業務範囲には運転管理が含まれていない為、当
該部分の変動料金は設定しなくてもよろしいでしょうか。

変動料金として設定すべき費用もあると考えていますが、事業者の提案
に委ねます。

42 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 「なお、平成26年度、27年度の委託料は、熱回収施設分のみの支払いと
なる」とありますが、熱回収施設と同時に竣工する不燃粗大ごみ処理設
備の委託料も含まれるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

43 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 H26,27年度については、熱回収施設分のみの支払いとなっていますが、
リサイクルセンター代替施設の運営費用は貴組合にご負担頂けるとの理
解でよろしいでしょうか。

リサイクルセンター代替施設の運営費用については、組合が負担しま
す。ただし、維持管理費用については、事業者の負担です。したがって、
リサイクルセンター代替施設を提案する場合は、平成26、27年度の当該
委託料を様式35（記入欄を追加してください）に提案してください。内訳に
ついても、様式32、様式33を活用して作成、提出してください。

44 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 「委託料は、物価変動に基づき年一回改定する」とのことですが、ごみ質
の変動が許容範囲を超える場合にも委託料の改定ができると考えてよろ
しいでしょうか。

ごみ質の許容範囲（要求水準書の記載または事業者提案による上乗せ
されたごみ質と異なる場合）を超える場合は協議により委託料を改定しま
す。

45 20 Ⅳ ７ （２） 委託料 「入札価格の算定に･･･「搬入廃棄物の将来推計値」に示すごみ量があ
るものとすること」とありますが、運営･維持管理期間中に、ごみ量が「搬
入廃棄物の将来推計値」を下回り、入札時に見積もったコストが適切で
なくなった場合、委託料の改定について協議できるとの理解で宜しいで
しょうか。

委託料は、四半期毎の固定料金と当該四半期に搬入された廃棄物量か
ら算定した額を支払います。実際の搬入廃棄物量が、将来推計値と乖離
しても委託料単価は改定しませんので、変動時にも対応できる委託料単
価を提案してください。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
46 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 「表　運営等業務委託料に関して提案を求める事項」にリサイクルセン

ターが含まれていますが、運転管理は貴組合の業務でありますので、リ
サイクルセンターの運転人員の費用は提案委託料は含まないという理解
でよろしいでしょうか。また用役費は事業者は自らが運転管理を行わな
い場合コントロール不可能ですので、積算することができませんので、範
囲外として頂きたくお願いいたします。

お見込みのとおりです。

47 20 Ⅵ ７ （２） 委託料 「熱回収施設の変動料金1(トンあたりの単価)」にありますトンとは、計量
棟で計量した廃棄物重量と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

48 21 Ⅵ ７ （２） 表　搬入廃棄物
の将来推計値

本表に記載している熱回収施設への廃棄物搬入量と「要求水準書（Ⅰ）
設計・建設業務編P30 表2-1」に記載されている処理対象量とが異なりま
す。内訳をご教示下さい。

要求水準書（Ⅰ）の処理対象量は、施設規模設定に用いた数値です。入
札説明書の将来推計値は、入札価格の算定にあたり設定した数値で
す。事業者は、実際の搬入廃棄物量が、将来推計値と乖離しても委託料
単価は改定しませんので、変動時にも対応できる委託料単価を提案して
ください。
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■要求水準書（Ⅰ）設計・建設業務編に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

49 1 1 1.1 1.1.4
1.1.4.2

敷地面積 都市計画区域外の事業区域内での造成法面、擁壁等の設置は可能で
すか。

不可とします。

50 2 1 1.1 1.1.5
1.1.5.1
①

建築本体工事 リサイクルセンターについて、実施方針及び入札公告別紙４では「改修」
とされていますが、本項目では「更新」とされています。更新とは既存建
屋の改修を想定されているものと理解してよろしいでしょうか。また改修
の場合、事業者が予見し得ない瑕疵については免責されるものという理
解でよろしいでしょうか。

更新の定義については、お見込みのとおりです。
また、改修していない箇所の瑕疵は免責されます。ただし、事業を運営す
るに当たっての必要な補修は全て本事業範囲に含まれます。

51 2 1 1.1 1.1.5
1.1.5.1
①

建築本体工事 「既存不燃物･資源化施設の更新期間中の代替施設」とあります。本施
設は選別のみを行うものでしょうか。圧縮成形や圧縮梱包を行うもので
しょうか。ご教示ください。

缶、金属に関しては、選別、圧縮。ビンに関しては選別。ペットボトルに関
しては、選別、圧縮梱包とします。

52 2 1 1.1 1.1.6
1.1.6.1

地形、地質等 建設に必要な敷地造成は建設JVの所掌範囲内でしょうか。 お見込みのとおりです。

53 2 1 1.1 1.1.6
1.1.6.1

地形、地質等 別紙３造成計画平面図内　南東側を始点として法面整形工上部まで高さ
218.50～245.50で、整備されている道は、里道（赤線）ですか。また、その
里道につながっている破線表示は同じく里道を示すものですか。御教示
願います。（別紙1参照）

市道高尾101、116号線として、あきる野市が管理しているものです。この
うち、101号線（図中茶色の線）は、組合が整備し、116号線（図中水色の
線）は、事業者が整備するものです。質問の図面は、質問別紙１として示
します。

54 3 1 1.1 1.1.6
1.1.6.3

都市計画事項等 敷地内の緑化率についての指定はございますでしょうか。 都市計画区域面積の20％以上、事業区域面積（都市計画区域面積含
む）の43％以上です。

55 3 1 1.1 1.1.6
1.1.6.3
⑧

その他 電波障害の対策工事は本工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。 本工事範囲内に含まれます。

56 3 1 1.1 1.1.7 工期 「計量棟は、リサイクルセンターと同時竣工」とありますが、熱回収施設と
同時竣工でもよろしいですか。

不可とします。既存の焼却施設解体後に、長期的な運営を見据え適切な
位置への設置を期待しています。

57 3 1 1.1 1.1.7 工期 計量棟の竣工を熱回収施設の竣工と合わせてもよろしいでしょうか。 不可とします。既存の焼却施設解体後に、長期的な運営を見据え適切な
位置への設置を期待しています。

58 4 1 1.2 1.2.3 関係法令等の遵
守

「東京都リサイクルガイドライン」とありますが、「東京都建設リサイクルガ
イドライン」と読み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

59 5 1 1.2 1.2.6 環境影響評価 「・・・リサイクルセンター等に関する予測評価を行い、生活環境影響評価
書を作成するものとする｣とありますが、入札説明書P-3,4で事業者は生
活環境影響調査の支援、実施は貴組合の業務となっています。入札説
明書の記載内容で読みかえることでよろしいでしょうか。

生活環境影響評価の提出者は組合となりますが、その資料作成に必要
な支援は事業範囲としています。

60 5 1 1.2 1.2.8 住民説明 「組合が行う住民説明会等に出席し、・・・」とあります。当該住民説明会
の開催回数、頻度、住民側のご参加人数等について、ご予定やご計画
等ありましたら、ご教示ください。

年５回程度、住民参加者１回に30人程度を予定しています。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
61 6 1 1.3 1.3.1

1.3.1.1
（3）

その他本組合の
指示するもの

｢実施設計は、次の図書( 新版)を参考に設計する｣と記載があります
が、応札時点での 新版と考えてよろしいでしょうか。

応札時に関してはお見込みのとおりです。ただし、落札後に改訂があっ
た場合は協議します。

62 6 1 1.3 1.3.1
1.3.1.1
（3）

その他本組合の
指示するもの

｢その他本組合の指示するもの｣と記載がありますが、具体的な参考図書
をご教示願います。
また、契約後に指示されたものにより、応札時の計画が変更となる場合
は、別途協議（納期、工事費等）いただけるものと考えてよろしいでしょう
か。

現時点では特にありません。
内容にもよりますが、協議は可能です。

63 8 1

1

1.3

1.3

1.3.1
1.3.1.3
（1）
1.3.1
1.3.1.5

実施設計の変更

契約金額の変更

「提出済の応募資料の内容については、原則として変更は認めないもの
とする。ただし、監督員の指示により変更する場合はこの限りではな
い。」とありますが、要求水準及び提案内容以上の仕様への変更ご指示
の際は、契約金額の増額があると考えて宜しいでしょうか。

別途協議とします。

64 8 1 1.3 1.3.1
1.3.1.4

本要求水準書の
記載事項

「本要求水準書に明記されていない事項であっても、施設の性能及び機
能を発揮するために当然必要と思われるものについては、全て事業者の
責任において補足･完備させなければならない」とありますが、建設工事
請負契約書第２４条に鑑み、
ア要求水準書で･･･不備･誤り又は変更
イ発注者の指示･判断の不備誤り又は変更
ウその他発注者の責めに帰すべき事由
上記の事由の場合は、事業者の責任において補足･完備しなくてよいと
の理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

65 8 1. 1.3 1.3.1
1.3.1.5

契約金額の変更 「前記1.3.1.3、1.3.1.4項の場合、契約金額の増額等の手続は行わない」と
ありますが、
①貴組合の指示に従い実施設計等の内容が変更となり
　 費用が増額した場合
②貴組合や住民要望により要求水準書の内容が変更
　 になる場合
については、契約金額の増額等の手続が可能であるとの理解で宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、変更に伴う減額もあります。

66 8 1 1.3 1.3.2
1.3.2.1
（4）

設計図書 国土交通省工事共通仕様書（ 新版）とは、今年発行される予定の平成
22年版と考えてよろしいですか。

応札時に関しては応札時の 新版としてください。ただし、落札後に改訂
があった場合は協議します。

67 9 1 1.3 1.3.2
1.3.2.2
（2）
⑥

現場管理 「通勤や資機材等の運搬車両には事前に通行証を渡し、通行時には確
認を行い、安全運転の徹底を図ること。」とありますが、工事関係車輌が
通行可能な時間帯について特に近隣住民等との取り決めがあればご教
示ください。

現在は特段の取り決めはありませんが、原則午前8時30分から午後5時
程度までを想定しています。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
68 9 1 1.3 1.3.2

1.3.2.2
（4）

設計変更 「実施設計の変更」が生じた場合は、事業者の責任において･･･この場
合、請負金額の増額は行わない、とありますが、実施設計の変更事由
に、貴組合が責任を負うべく合理的な理由が行われた場合は、入札説明
書21ﾍﾟｰｼﾞ記載の「リスク管理方針」に鑑み、貴組合が責任を負うものと
の理解で宜しいでしょうか。

原因が組合にある場合は組合の負担となります。

69 9 1 1.3 1.3.2
1.3.2.2
（4）

設計変更 「本工事で、施工中又は完了した部分であっても、「実施設計の変更」が
生じた場合は、事業者の責任において変更しなければならない。この場
合、請負金額の増額は行わない。」とございますが、ここでいう「実施設
計の変更」とは、１．３．１．３の「実施設計の変更」を指すものとの理解で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

70 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.4
（2）

建築設備工事の
責任者

「建築設備工事の施工業者は、当該業者の社員の中から担当責任者を
選任し、現場に常駐させる。」とありますが、この場合の建築設備工事の
施工業者とは構成員の下請け業者でも可と解釈して宜しいでしょうか。

要件を満たせば可能とします。

71 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（1）

負担金 負担金について電力、電話、上水等の敷地境界までの引き込みに伴う
負担金は事業者の負担とありますが、2.2.7ユーティリティーには水道以
外の敷地境界までのインフラ整備は組合にて行うとあり電気、電話の敷
地境界までの引込に係る工事費及び負担金は組合殿の範囲と考えてよ
ろしいでしょうか。
また、本工事での水道引込配管更新に伴う負担金の発生はないものと
考えてよろしいでしょうか。事業者側での負担金の負担が発生する場合
は、その金額をご教示願います。

電気、電話についてはお見込みのとおりです。
上水については、本管取り出しからの配管も含め、事業者の業務範囲と
します。工事費に関しては、貴社でお見積りください。

72 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（1）

負担金 ｢本施設に関する電力・電話・上水等の・・・負担金については、事業者の
負担とする」とありますが、電力会社等と負担金その他について協議され
ているのであれば、その額及び内容をご教示ください。

電気、電話については、組合が敷地境界まで整備します。
上水については、本管取り出しからの配管も含め、事業者の業務範囲と
します。工事費に関しては、貴社でお見積りください。

73 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（2）

残存工作物 「工事用地に何らかの工作物があった場合は、監督員の承諾を得て本
工事の障害となるものを撤去処分する。」とありますが、地中障害物等の
予期出来ないものに対する処分費等のリスク負担に関する考え方につ
いてご教示願います。

別途協議とします。

74 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（2）

残存工作物 残存工作物について、組合殿ご提示の資料より予知できなかった工作物
等があった場合、必要な工事は事業者にて対処するものとしますが、そ
れに係る費用は別途協議いただけるものとしてください。

別途協議とします。

75 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（2）
②

残存工作物 「工事用地になんらかの工作物があった場合は・・。」とあります。ご提示
の資料中に情報が無く、事前予測が不可能な工作物がある場合には、
当該工作物の撤去処分にかかる費用についてはご負担いただけるもの
と理解してよろしいでしょうか。

別途協議とします。

76 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（3）

地中障害物 地中障害物について、組合殿ご提示の資料より予知できなかった地中障
害物があった場合、必要な工事は事業者にて対処するものとしますが、
それに係る費用は別途協議いただけるものとしてください。

別途協議とします。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
77 10 1 1.3 1.3.2

1.3.2.5
（3）

地中障害物 「地中障害物の存在が確認された場合は、その内容により監督員と協議
し適切に処分する。」とあります。貴組合ご提示の資料中に確認できない
事前予測不可能な地中障害物が発見され工事の障害となった場合、事
業者には予見することが出来ないため、撤去処分費はご負担いただける
ものと考えてよろしいでしょうか。

別途協議とします。

78 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（6）

建設発生土の処
分

「本工事では出来る限り残土が発生しない計画とする。」とあります。仮
に客土が必要となる場合、貴組合で先行して実施される造成工事におい
て発生する土は本工事で利用可能と考えてよろしいでしょうか。また利用
できる場合、貴組合工事での発生土の仮置き場をご教示ください。

お見込みのとおりです。仮置き場は現敷地西側を予定しています。なお、
組合の造成工事による発生土（約9,000㎥）を含め場外搬出のない計画
としてください。

79 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（6）

建設発生土の処
分

「発生土の飛散・流出対策を講じること。万一、余剰な残土が生じた場合
は、場外自由処分とする。」とありますが、場外で残土処分する場合、ご
指定の残土処分場等があればご教示願います。

場外での残土処分は想定していませんので、指定の処分場はございま
せん。

80 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（9）

仮設物 監督員事務所について、事務所面積は100㎡程度と記載がありますが、
従事人数をご教示願います。
また、事業者側で準備するとある、執務に必要な図書、事務機器（パソコ
ンシステム、コピー機含む）、什器類の内容、数量をご提示願います。

概ね４～５人程度を想定しています。必要な機材等については、事業者
提案に委ねます。

81 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（9）

仮設物 仮設物において、監督員事務所の光熱水費、電話料金について事業者
負担となっていますが、これについては事業者側での管理制限が困難で
あり、使用者負担としてください。
また、監督員事務所内での消耗品類、経費等についても同様に使用者
負担としていただけますようお願いします。

光熱水費、電話料金については、事業範囲とします。
消耗品については、組合で負担します。

82 10 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（9）
②

仮設物 「資材の仮置場、仮設事務所の設置場所及び工事用車輌の駐車スペー
スは、監督員の指示を受けて用地内に設置する。」とあります。4月22日
の現地説明会において口頭で敷地外の土地の使用が可能である旨のご
説明がありましたが、敷地外で事業者及び貴組合の仮設事務所等の仮
設に使用可能な土地がありましたら明示ください。

現敷地西側の市有地（約6,000㎡）が使用可能です。

83 11 1 1.3 1.3.2
1.3.2.5
（12）

作業日及び作業
時間

「作業時間は、原則として午前8 時30 分から午後5 時までとする。」とあ
ります。作業効率を考慮し、作業時間を8時からとさせていただけないで
しょうか。なお、この場合8時からはミーティング等を行うため、実質的な
作業は8時30分頃からとなります。

合理的な理由により、事業者提案を認めます。

84 12 1 1.4 1.4.1
（5）

材料及び機器 高温部に使用される耐熱性、破砕部に使用される耐磨耗性、酸・アルカ
リ等腐食性のある条件下で使用する、耐酸・耐アルカリ性の必要箇所を
御教示願います。

事業者提案に委ねます。ただし、要求水準等と比較し、協議し、変更して
いただくこともあります。

85 12 1 1.4 1.4.1
（6）

材料及び機器 「屋外に使用する材料は耐腐食性に優れたものとする」とありますが、ど
の程度の仕様で考えればよろしいですか。

事業者提案に委ねます。ただし、要求水準等と比較し、協議し、変更して
いただくこともあります。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
86 14 1 1.6 1.6.1

（1）
試運転 「150日以上の試運転を行う。」の150日は受電後の無負荷試運転を含む

ものと解釈して宜しいでしょうか。
含みません。

87 14 1 1.6 1.6.1
（2）

試運転 「90日以上の試運転を行う。」の90日は受電後の無負荷試運転を含むも
のと解釈して宜しいでしょうか。

含みません。

88 14 1 1.6 1.6.1
（2）

試運転 「リサイクルセンターにあっては、工期内に90日間以上の試運転を行
う。」とありますが、実績から試運転期間は30日程度で十分と考えられま
す。貴組合運転員への運転指導も考慮した上で、別途協議させていただ
きたくお願いいたします。

要求水準書に示したとおりです。

89 14 1 1.6 1.6.2 試運転及び運転
指導に係る費用

（試運転期間中の処理量の配分について）新設施設へは、事業者の提
出する試運転計画書に基づきごみを搬入頂けると考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

90 14 1 1.6 1.6.2
1.6.2.1

組合の費用負担
範囲

運営期間における 終処分物の運搬は貴組合の業務ですが、試運転時
に発生する 終処分物（処理飛灰）の運搬・処分は、 終処分物が基準
を遵守する前提で貴組合の負担範囲と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

91 17 1 1.7 1.7.1 引渡性能試験 リサイクルセンターについても、引渡し性能試験は事業者が行うものと考
えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

92 18 1 1.7 1.7.3 高計画ごみ質
時の負荷運転

高計画ごみ質に該当するごみを収集するのは、組合殿の所掌範囲と
考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが、出来ない場合は、バーナーを使用し確認しま
す。

93 18 1 1.7 1.7.4
1.7.4.1

試運転時の安定
稼働試験

「試運転期間中に20日間以上の全炉での運転計画に見合った安定稼働
が可能であることを、運転員を指導しつつ確認する」とあります。このご指
定は掘起しごみ処理の安定稼働に関するご確認のためと思料しますが、
安定稼動試験に替え得る十分な実績を有する場合は、その証明を持っ
て運転期間は協議させていただくことは可能でしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

94 19 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
1

ごみ処理能力 ごみ処理能力の保証値につき、「本要求水準書に示すごみ質の範囲」に
おいて、保証する旨の記載がございますが、ここでいう「本要求水準書に
示すごみ質」とは、本要求水準書（Ⅰ）p30 2.2.2.1(3)表2-2で示されている
「熱回収施設の計画ごみ質」のことであると理解して宜しいでしょうか。

低位発熱量の範囲と解釈してください。

95 21 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
5

悪臭 悪臭試験において排出口の基準とありますが、第1種区域が適用される
ものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

96 21 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
6

騒音 区域が都市計画区域と事業区域の2種類ありますが、騒音上の境界は
事業区域と考えてよろしいですか。

お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
97 21 1 1.7 1.7.1

1.7.1.3
表1-2
6
7

騒音
振動

(3)測定方法は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下
「環境確保条例」という。）によること。とありますが条例文中に測定方法
に言及した記載がありません。「騒音規制法」及び「振動規制法」と読み
替えて宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

98 22 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
13

炉室内温度 保証値が提案によるとなっていますが、45℃と考えてよろしいですか。 事業者提案に委ねます。

99 22 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
17

空調設備 施設の職員数は20名、見学者は100名と考えてよろしいですか。 お見込みのとおりです。

100 22 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
18

用役（電力、燃
料、水、薬剤等）

各棟の水道使用量を御教示願います。 施設規模等を含め事業者で計画してください。

101 22 1 1.7 1.7.1
1.7.1.3
表1-2
20

選別能力（不燃
ごみ・粗大ごみ）

不燃ごみ・粗大ごみの磁選・アルミ選別設備は「必要に応じ設置」であ
り、且つ有効利用方法も事業者提案となっているため、純度・回収率は
事業者提案に基づいた独自設定としてもよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

102 28 2 2.1 2.1.1
（7）

省エネ対策 どこまでの省エネ対策を考えればよろしいですか。 事業者提案に委ねます。

103 28 2 2.1 2.1.1
（9）

緊急時対策 「災害廃棄物や緊急処理（鳥インフルエンザ等）に対応」とありますが、臨
時の貯留場等の施設が必要ですか。

必要とは想定していません。

104 28 2 2.1 2.1.1
（9）

緊急時対策 「緊急処理（鳥インフルエンザ等）に対応できるように計画すること」とあり
ますが、感染性廃棄物の処理も可能な計画との理解で宜しいでしょう
か。

感染性廃棄物の処理は想定していません。

105 29 2 2.1 2.1.3 修理・再生展示
施設

「作業スペースや展示スペースを確保し、住民の利用しやすい環境づくり
に配慮」とありますが、地元住民への貸出し・提供を行う施設であると考
えてよろしいですか。又その場合、貸出し・提供を行う施設は、多目的
ホールと考えてよろしいですか。

貸出・提供は想定していません。

106 30 2 2.2 2.2.1
（2）
（3）

熱回収施設
リサイクルセン
ター

不燃粗大ごみ処理設備及びリサイクルセンターの年間稼働日数をご提
示ください。

事業者提案に委ねます。

107 30 2 2.2 2.2.1
（3）

リサイクルセン
ター

リサイクルセンターの年間稼働日数は、P31の表2-6から計算すると220
日となりますが本日数と考えて宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
108 30 2 2.2 2.2.2

2.2.2.1
（1）

ごみの種類 ｢なお、掘り起こしごみは 終処分場で前処理を行うものとする。｣とあり
ますが、前処理に伴う設備費用、人員及びメンテナンス費用については
本業務範囲に含まれないものと考えてよろしいでしょうか。
また、業務範囲外であれば前処理後の粒径等のデータ及び搬入方法を
ご教示願います。

お見込みのとおりです。
前処理については、事業者提案に委ねます。

109 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（1）

ごみの種類 掘り起こしごみは 終処分場で前処理を行うものとする。と、記載がござ
いますが、これに係る前処理費用の負担はどこが負うのでしょうか。ま
た、 終処分場からの輸送費はどこが負うのでしょうか。

組合の業務範囲となります。

110 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（1）

ごみの種類 不燃ごみ、粗大ごみの組成（可燃、不燃、鉄、アルミ等）及び単位容積重
量をご提示ください。

お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えかねます。

111 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（1）

ごみの種類 不燃ごみ、粗大ごみの 大処理物寸法をご提示ください。 要求水準書（Ⅱ）別紙１「搬入基準（参考）」、ごみの分け方・出し方（参
考）をもとに計画してください。

112 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（3）

熱回収施設の計
画ごみ質

表2-2から表2-4までのごみ質が与えられておりますが、P28 2.1.1(10)
「 終処分場の延命化を図るため、本施設の 終処分容量は掘り起こし
ごみ容量よりも少なくなるよう計画する。」というご趣旨を鑑みますと、運
営期間のごみ質は、表2-1に示される通り掘り起こしごみを3200t/年混
合した「表2-4 掘り起こしごみを含むごみ質」と判断してよろしいでしょう
か。また、設計は排ガス量等の設備仕様設計は「表2-2の計画ごみ質」で
行い、溶融固化物や灰処理施設等の設計は表2-4の灰分の 大値で行
うという理解でよろしいでしょうか。

表2-2により計画してください。
なお、それを上回る設計については事業者提案に委ねます。

113 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（3）

熱回収施設の計
画ごみ質

ごみ質の変動等の予測に使用するため、現高尾清掃センターの過去5年
間のごみ質測定結果をご提示いただけませんでしょうか。

別添資料１を参照願います。

114 30 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（3）

熱回収施設の計
画ごみ質

現状、貴組合の構成自治体様では、凡そのごみ分類として、燃やせるご
みとして「生ごみ類、資源にならない紙類、衛生上焼却するもの、木くず、
生活用品、木の枝」、燃やせないごみとして「プラスチック・発泡スチロー
ル類、陶磁器類、ガラス類、皮革類、鋭利なもの、小型家電製品、資源に
ならないもの、その他」となっています。新施設竣工後、またはそれ以前
に分類を変更される予定があれば、検討中の内容でも結構ですので可
能な範囲でご教示ください。

要求水準書（Ⅱ）別紙１「搬入基準（参考）」、ごみの分け方・出し方（参
考）をもとに計画してください。

115 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.1
（3）
表2-5

可燃分元素組成 「可燃分元素組成（参考）」とあります。ごみ質は現段階で事業者が測定
できるものではありません。可燃分元素組成は、施設の設計にあたり非
常に重要な前提条件ですので、参考値でない数値でご提示いただきたく
お願いいたします。

ご要望に添えかねます。

116 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.2

リサイクルセン
ター

缶類のスチール缶とアルミ缶の割合、びん類の色別割合を各々ご教示
願います。

別添資料２、３を参照願います。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
117 31 2 2.2 2.2.2

2.2.2.2
リサイクルセン
ター

缶類、びん類、ペットボトル及び各保管対象物の単位容積重量をご提示
ください。

お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えかねます。

118 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.2
表2-6

リサイクルセン
ターの処理対象
量

計が15.7t/日とありますが、5.1t/日の誤記と考えて宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。

119 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.2
表2-6

リサイクルセン
ターの処理対象
量

処理対象物のごみ質等についてご教示ください。
１．缶類について
　①処理対象量は缶と金属類の合計量でしょうか。
　②缶類と金属類の比率をご教示下さい。
　③スチール缶アルミ缶の比率をご教示下さい。
　④缶類、金属類の見掛け比重をご教示下さい。
２．びん類について
　①無色、茶、その他の比率をご教示下さい。
　②びん類の見掛比重をご教示下さい。
３．ペットボトルについて
　①ペットボトルの見掛比重をご教示下さい。

１．①については、缶とその他金属類、残渣、処理困難物です。
１．②については、お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えか
ねます。
１．③については、別添資料２を参照願います。
１．④については、お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えか
ねます。
２．①については、別添資料３を参照願います。
２．②については、お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えか
ねます。
３．①については、お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えか
ねます。

120 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.2
表2-7

リサイクルセン
ターの貯留量(保
管対象物)

保管対象物については、特に月変動係数はないと考えて宜しいでしょう
か。

別添資料４を参考に計画してください。

121 31 2 2.2 2.2.2
2.2.2.2
表2-7

リサイクルセン
ターの貯留量(保
管対象物)

各保管対象物についての見掛比重をご教示ください。 お示しできる資料がありませんので、ご要望に添えかねます。

122 32 2 2.2 2.2.3
2.2.3.3
（7）
③

生活排水 「合併処理浄化槽により処理」となっていますが、処理水は防災調整池
へ放流することでよろしいでしょうか。

あきる野市との協議によります。

123 33 2 2.2 2.2.4
①

缶類 缶類は、磁力選別・アルミ選別により有価物及び処理困難物に選別され
る図となっていますが、処理困難物は「残渣」と置き換えて宜しいでしょう
か。また、処理困難物はプレス後既存のストックヤードとありますが、プレ
スはせずに貯留し、熱回収施設で溶融処理するものと考えて宜しいで
しょうか。

フロー図の処理困難物は残渣と置き換えてください。その残渣は、熱回
収処理施設で処理してください。処理困難物は手選別により選別し、プレ
ス後資源物として保管してください。

124 35 2 2.2 2.2.5
（1）

配置動線等 「見学者動線は出来る限り行止まりを作らず後戻りなく見学出来る動線と
する」とありますが、現状のプランでは周回させるのは難しいと考えてい
ますがよろしいですか。

要求水準書に示したとおりです。

125 35 2 2.2 2.2.5
（1）
②

配置動線等 「将来の自己搬入車」とは具体的に何を指すのかご教示願います。 住民がごみを直接持ち込む車両を指します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
126 35 2 2.2 2.2.7 ユーティリティー 水道以外の敷地境界までのインフラ整備は貴組合が行い、敷地内への

引込等は事業者で行うとの記載がありますが、各設備の取合い点を図
示にてご指示願います。

別添資料５を参照願います。

127 35 2 2.2 2.2.7
（1）

電気 既存施設の稼働に影響を与えないために、新たに場内第一柱を設けて
もよろしいでしょうか。

設置場所の協議を前提に認めますが、詳細は電力会社との協議を要し
ます。

128 35 2 2.2 2.2.7
（1）

電気 ｢北側の市道から・・・引き込む」とありますが、既設工場とは別系統と考
えてよろしいでしょうか。既設工場へ新設工場より配電が必要な場合、そ
の電圧、回線数、容量をご教示ください。

別系統を想定しています。配電先は新規施設のみを想定しています。詳
細は電力会社との協議を要します。

129 35 2 2.2 2.2.7
（2）

用水 「用水はﾎﾟﾝﾌﾟ設備から敷地までの整備」とあり、（別紙5）増圧ﾎﾟﾝﾌﾟと考
えますが、水量・仕様等を御教示願います。又、分岐位置及び取り合い
点を別図の通りと計画しますが、よろしいですか。

新設増圧ポンプについては事業者提案とします。分岐位置及び取り合い
点については、別紙５に示す配水小管φ150ＦＣＤ ＮＳとの分岐点になり
ます。詳細は別紙５の2枚目を参照願います。質問の図面は、質問別紙
２として示します。

130 35 2 2.2 2.2.7
（2）

用水 新設ポンプ施設は本事業の施設のみへの供給に限ると考えて宜しいで
しょうか？

お見込みのとおりです。

131 35 2 2.2 2.2.7
（2）

用水 増圧ポンプの吸込み圧力をご教示ください。 新設増圧ポンプについては事業者提案とします。

132 35 2. 2.2 2.2.7
（3）

ガス 「(3)ガス　プロパンガス」とありますが、補助燃料として使用する燃料は都
市ガス、灯油等使用も可能でしょうか。

事業者提案に委ねます。ただし都市ガスは除きます。

133 35 2 2.2 2.2.7
（5）

排水 生活排水の合併処理浄化槽ですが、放流水質及び処理後の排水放流
先はどこになりますか。御教示願います。

排水基準については、別添資料６を参照願います。放流先については、
あきる野市との協議によります。

134 35 2 2.2 2.2.7
（5）

排水 排水について、生活排水は合併浄化槽で処理とありますが、処理後は雨
水調整池へ放流と考えてよろしいでしょうか。
また、放流の場合の排水基準をご教示願います。

排水基準については、別添資料６を参照願います。放流先については、
あきる野市との協議によります。

135 35 2 2.2 2.2.7
（5）

排水 「生活排水は合併処理浄化槽で処理する。」とありますが放流水質基準
をご教示下さい。

排水基準については、別添資料６を参照願います。

136 35

40

2

3

2.2

3.2

2.2.7
（6）
3.2.3
3.2.3.2
（2）

雨水

構内排水

P35「新たに設置する調整池から河川へ放流」P40「組合が指示する位置
へ放流」とありますが、組合が指示する位置とは調整池から河川へ放流
と考えてよろしいですか。

お見込みのとおりです。

137 35 2 2.2 2.2.8 車輌仕様 本施設で使用が予定されている新大型特殊は、どのような車両であるか
ご教示願います。

資源物等の搬出用車両を想定しています。

138 35 2 2.2 2.2.8 車輌仕様 表2-8に車両の 大仕様として「新大型特殊」車両が示されていますが、
この車両の用途をご教示下さい。

資源物等の搬出用車両を想定しています。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
139 35 2 2.2 2.2.8 車輌仕様 通常の可燃ごみ収集を行うパッカー車の寸法をご教示ください。 大で４ｔ車を想定しています。

140 36 2 2.2 2.2.11 設計対象人員 設計条件として、事業者運営範囲外である管理棟の組合事務職員数及
びリサイクルセンターでの運転作業員人数をご教示願います。
また、男女比についてもご教示願います。

組合事務職員数は、要求水準書（Ⅰ）7. 7.1(7)を参照願います（うち女性
２名程度）。リサイクルセンターについては、運転作業員15名程度を想定
しています（女性は未定）。

141 37 2 2.3 2.3.2
2.3.3
2.3.4

騒音基準
振動基準
悪臭基準

敷地境界線とは、別紙3組合事業区域としてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

142 39 3 3.1 （2） 一般事項 「国内外の施設見学者を対象」とありますが、サインの表示は国際表示と
し、文字は日本語と英語の併記と考えてよろしいですか。

要求水準書（Ⅰ）5.21.9.2に示したとおりです。詳細は協議によります。

143 39 3 3.1 （5） 一般事項 太陽光発電設備・風力発電設備を積極的に利用することとありますが、
どの程度の設備を計画するかを御教示願います。

事業者提案に委ねます。

144 39 3 3.1 （7） 一般事項 「機器更新工事が容易かつ経済的、衛生的に出来る」とありますが、プラ
ントとして考慮している点を御教示願います。

事業者提案に委ねます。

145 40 3 3.2 3.2.1 施工範囲 「施工範囲は、別紙 3「施工前造成完了図及び施工範囲」に示す範囲と
する。」とあります。本図は貴組合が施工される範囲であり、事業者は貴
組合の造成後、必要な造成を行うという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、組合の造成工事による発生土（約9,000
㎥）を含め場外搬出のない計画としてください。

146 40 3 3.2 3.2.3 外構工事 「施設周辺の全周にフェンスを設置」とありますが、既設を含めて全周と
考えてよろしいですか。また、フェンスの設置位置は造成範囲（法面の
際）と考えてよろしいですか。

全て新設にて整備してください。なお、施工範囲については、侵入防止、
転落防止等を考慮し、協議によります。

147 40 3 3.2 3.2.3 外構工事 外構工事の範囲について記載はありませんが、舗装や雨水排水等の外
構工事は、本施設整備工事に係わらない範囲については既存のままと
するなど、外構全面を更新する必要はないと考えてよろしいでしょうか。

外構工事の範囲については、閲覧を可能とします。

148 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.3
（1）

植栽 「緑地は20%以上確保」とありますが、既設を含めた面積でよろしいです
か。また、区域が都市計画区域と事業区域の2種類ありますが、造成範
囲（法面の際）に対して20%を確保すればよろしいですか。

都市計画区域面積の２０％以上、事業区域面積（都市計画区域面積含
む）の４３％以上です。

149 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.3
（1）

植栽 「原則として工場棟建屋の周辺に低木や芝等を植栽すること」とあります
が、メンテナンスの為と理解してよろしいですか。

メンテナンスの為だけでなく、景観及び緑地率確保も含まれます。

150 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.3
（1）

植栽 「なお、緑地は20％以上を確保し、極力外周部に緩衝緑地帯を設ける。」
とあります。敷地面積の20%と理解してよろしいでしょうか。

都市計画区域面積の２０％以上、事業区域面積（都市計画区域面積含
む）の４３％以上です。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
151 40 3 3.2 3.2.3

3.2.3.4
防災調整池 防災調整池の「全体容量1,912.5㎥以上」は、林地開発行為の変更手続

き担当課と本事業内容を踏まえて合意された容量と考えてよろしいです
か。又、合意されていない場合、変更手続きも本事業に含まれるものとし
て考えてよろしいですか。

お見込みのとおりです。
なお、手続きが必要となった場合の支援は事業範囲に含みます。

152 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.4

防災調整池 防災調整池の位置は「別紙3」を参考とし、位置・構造は提案者の判断と
考えてよろしいですか。又、位置については都市計画区域外の事業区域
内として考えてもよろしいですか。

事業者提案に委ねますが、関係部署の指導によります。また位置につい
ては、都市計画区域内に計画してください。

153 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.4

防災調整池 防災調整池からの放流先の計画条件をご提示願います。 現在、計画条件はありませんが、あきる野市との協議によります。

154 40 3 3.2 3.2.3
3.2.3.6

駐車場 組合用屋根付き車庫の収容車種をご教示願います。
また、本車庫は屋根のみのガレージタイプと考えてよろしいでしょうか。

４ｔ車１台、普通車２台分のガレージタイプ（シャッター付）としてください。

155 42 3 3.3 3.3.1
3.3.1.2
（1）

構造計画 「集中豪雨に対して十分に配慮すること。」とありますが、具体的な数値
目標（降雨強度等）があればご教示願います。

事業者提案に委ねます。

156 42

48

3

3

3.3

3.3

3.3.1
3.3.1.3
（6）
3.3.3
3.3.3.5
（1）
①

意匠及び仕上計
画

屋根

P42「陸屋根は行わないものとし、屋根・壁等を活かして太陽光パネルの
設置を計画する」P48「防水はアスファルト防水（絶緑工法）を原則とする」
とありますが、基本は金属等の勾配屋根と考えてよろしいですか。また、
一部室外機置場等の用途として使用する部分は、陸屋根と考えてよろし
いですか。その際小規模の陸屋根は施工性を考慮し、塗膜防水等と考
えてよろしいですか。

陸屋根については、景観を損ねない範囲において事業者提案とします。
ただし、関係部署の指導により決定します。屋根材料、防水については、
要求水準と同等以上とし、協議によります。

157 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
①

プラットホーム プラットホームへの給気量及びプラットホームからごみピットへの給気量
を御教示願います。（プラント供給量）

事業者提案に委ねます。

158 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
①

プラットホーム プラットホームへの搬入路にランプウェイを採用してもよろしいでしょう
か。
また、採用が可能な場合は、傾斜角度や融雪設備等の条件指定はござ
いますか。

原則、ランプウェイは計画しないで下さい。なお計画する場合は、傾斜角
度は可能な限り低いものとします。

159 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
①

プラットホーム 「内部の床面勾配は1／50程度とし、排水溝の位置、車輌の安全性を考
慮すること。」とありますが、排水溝を中央付近にした場合、床面勾配の
高低差は 大160mm程度になり、ごみ収集車輌が排水溝上を横断する
際、汚水パンの接触が予想されます。また、ご提示いただいた現高尾清
掃センターの排水勾配は1/100程度であり、弊社実績でも1/100程度で
有効な排水が可能と考えております。床面勾配を1/100程度として計画し
て宜しいでしょうか。
「3.3.2.1(1)⑥エ についても同様に1/100程度で有効な排水が可能と考え
ます。

要求水準書に示したとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
160 43 3 3.3 3.3.2

3.3.2.1
（1）
①
イ

プラットホーム 「路面コンクリート舗装・水密コンクリート造り」とありますが、防水機能が
必要であると考えればよろしいですか。又、プラットホームが1Fの場合は
不要と考えてよろしいですか。

ご指摘の機能を有するものであり、１Ｆの場合においても要求水準書に
示したとおりとします。

161 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
④

エアカーテン エアカーテンは建築、建築機械設備のどちらの所掌と考えればよろしい
ですか。

事業者提案に委ねます。

162 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
④

エアカーテン エアカーテンの方式は両横吹出し、上部吹出しのどちらの方式と考えれ
ばよろしいですか。

事業者提案に委ねます。

163 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑤

エアカーテン機械
室

機械室とは横吹出しとした場合のエアカーテン本体の囲いの事と考えて
よろしいですか。（上部吹出しとした場合は、機械室は不要）

事業者提案に委ねます。

164 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑥
イ

ごみピット 貯留目盛を長手方向に3箇所設置とありますが、貯留量から考えると長
手方向に対して3箇所は多過ぎると考えています。1箇所減の2箇所にす
るなど、提案者として適切な箇所数と考えてよろしいですか。又、トラフィ
クペイントのみとしステンレス板埋込みは不要としてよろしいですか。

要求水準書に示したとおりです。

165 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑥
カ

ピット壁厚 各壁厚の指定については、ごみピットの形状や荷重状況に応じ、構造計
算における必要な厚みを確保することとして、事業者提案とさせていただ
けないでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

166 43 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑥
カ

ピット壁厚 ピット壁厚の指定がありますが、事業者実績により構造計算上 適な壁
厚として宜しいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

167 43

45

3

3

3.3

3.3

3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑥
3.3.2
3.3.2.1
（8）
①

ごみピット

スラグヤード

鉄筋かぶりについて、必要鉄筋かぶり厚さに接触保護の為の増打を加
えた数値を、本鉄筋かぶりと考えてよろしいですか。

接触保護の考え方はお見込みのとおりです。かぶり厚に関しては、要求
水準書に示したとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
168 44 3 3.3 3.3.2

3.3.2.1
（1）
⑧
イ

前室 ｢ホッパステージへ連絡する主たる出入り口には、前室との間に準備室を
設ける｣とありますが、必要な機能を満足していれば、前室と準備室を兼
用してもよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

169 44 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑧
オ

ホッパステージ及
びごみピット上部

床勾配は躯体にて1/100以上とありますが、下階に一部管理諸室あり防
水が必要と考えています。その場合、管理諸室上部のみ防水と考えたい
のですが、水仕舞上漏水の恐れがある事から全面塗膜防水と考えてよ
ろしいですか。床洗いを考慮し、駐車場等に採用される耐磨耗性のある
防水材の仕様を考えています。

要求水準書に示したとおりです。

170 44 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑧
カ

ホッパステージ及
びごみピット上部

「なお、ホッパステージ上の床洗浄水をごみピットへ自然流下させるた
め、腰壁下部に掃除用の開口(蓋付)とする。」とあります。ホッパース
テージ上でバケット等の洗浄を行う箇所の防水を行うという理解でよろし
いでしょうか。

汚水の発生が考えられる箇所の全てを指します。

171 44 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（1）
⑨
エ

ごみクレーン操作
室

「自動窓拭装置を設置し、更に人手で窓拭きができるよう、歩廊を取付け
る」とありますが、両方設置の事例はありません。自動窓拭装置、歩廊を
両方設置する意図が不明ですので、又、つきましては、自動窓拭装置の
みとさせて頂けないでしょうか。又、必要な場合、意図と御教示願いま
す。

要求水準書に示したとおりです。

172 45 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（4）
③

電気関係緒室 ｢③床はフリーアクセスフロアとし、・・・」とありますが、重量のある受電盤
や配電盤を設置する部屋は、保守点検が容易であることを前提に配線
ピット構造等とさせていただいてよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

173 45

48

3

3

3.3

3.3

3.3.2
3.3.2.1
（4）
③
3.3.3
3.3.3.5
（3）
③

電気関係諸室

床

P45［床はフリーアクセスフロア」P48「配線を考慮し、配線用ピット、2重床
等を設ける。防塵塗装程度の仕上げを行う」と内容に違いがありますが、
仕様は提案者の判断と考えてよろしいですか。

要求水準書に示したとおりです。

174 45 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（8）
①

スラグヤード 「有効容量は 大発生量の2か月分とする。」とあります。事業者の責任
において事業敷地外（スラグユーザーの工場等）にスラグ保管場所を確
保できる場合は、スラグの品質基準遵守の確認に必要十分な期間分の
有効容量のみを確保する提案が可能と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
175 45 3 3.3 3.3.2

3.3.2.1
（8）
①

スラグヤード 実稼動施設での実績を踏まえ、以下の仕様について、事業者からの提
案することは可能でしょうか。
ウ．a 床の鉄筋かぶり厚さ
ウ．b　壁の鉄筋かぶり厚さ及び鉄板保護の有無。
エ．床勾配

要求水準書に示したとおりです。

176 46

83

3

5

3.3

5.3

3.3.2
3.3.2.1
（9）
5.3.1
（4）

破砕機室

設計基準

扉のインターロックシステムは必要ですか。 お見込みのとおりです。

177 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（11）
⑤

便所 だれでもトイレの仕様を御教示願います。オストメイト、多目的ベット等の
要否等、公共施設としての標準仕様を御教示願います。

だれでもトイレには、オストメイト、多目的ベッドは必要です。

178 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（11）
⑤

便所 温水洗浄便座を設けるのは、管理棟、修理・再生展示施設のみと考えて
よろしいですか。（職員・見学者利用部）

すべてに設置してください。ただし、事業者のみが使用する箇所について
は、協議によります。

179 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（11）
⑤

便所 女子便所は擬音装置を設けると考えてよろしいですか。 お見込みのとおりです。

180 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.1
（11）
⑥
イ

通路、階段、歩廊 「居室からの避難経路は2方向に設ける。但し、炉室内階段等を通らない
経路とする」とありますが、法令上2方向避難が要求されない部分は法令
を準拠する考えでよろしいですか。

要求水準書に示したとおりです。

181 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.3

洗車場及び休憩
場

「休憩室として、 大で4名程度が利用することを想定し、2台分の駐車場
と男子、女子便所を計画する」とありますが、4名程度が利用出来る休憩
室(小屋)、男子・女子便所に加えて2台分の駐車場(待機スペース)を確保
すると考えてよろしいですか。又、本計画は自動洗車の為、休憩室の位
置については洗車場と別位置としてよろしいですか。

事業者提案に委ねます。

182 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.3

洗車場及び休憩
場

給湯設備は不要と考えてよろしいですか。 事業者提案に委ねます。

183 46 3 3.3 3.3.2
3.3.2.3

洗車場及び休憩
場

1日当たりの洗車台数をご教示願います。 およそ５０台程度を想定しています。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
184 46 3 3.3 3.3.2

3.3.2.3
洗車場及び休憩
場

洗車場の洗車対象となる車両は、熱回収施設への可燃ごみ搬入車が主
と考えてよろしいでしょうか。また主要なパッカー車サイズ又は使用（例4t
パッカー車等）をご教示下さい。

お見込みのとおりです。主要なパッカー車サイズは4tパッカー車です。

185 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.2
（1）
③

構造計画 地下水槽等は、鉄筋水密コンクリート造と記載されていますが、水密性
のある混和剤等の使用でもよろしいですか。

要求水準書に示したとおりです。

186 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.2
（3）

下部構造 下部構造における基礎形式については、地質条件、建屋の載荷条件等
を鑑み事業者提案によるものと考えてよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

187 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.2
（4）

煙突 煙突の振動解析については、建築基準法等関連法令に準拠した中で、
振動解析が必要となった場合に行うものと理解してよろしいでしょうか。
また、要求水準書P.13 15.12.7(1)に記載の通り煙突を熱回収工場棟一体
化とした場合、国土交通大臣官房営繕部監修｢建築構造設計基準及び
同解説｣の局部地震力（煙突など塔屋部を対象）にて規定される事項とし
て、当該基準の地震応答解析に該当すると理解してよろしいでしょうか。

全ての場合に適用します。
また、解析方法については、構造を確認した後に協議します。

188 47

48

3

3

3.3

3.3

3.3.3
3.3.3.2
（4）
3.3.3
3.3.3.3
（6）

煙突

構造計算

煙突の振動解析について建屋一体の場合は、突出部分のみの解析と考
えて、屋上突出部扱いによる計算（地震震度1G）でもよろしいですか。

解析方法については、構造を確認した後に協議します。

189 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.3
（3）

構造計算 炉体、集塵装置等、1.25倍の割増しは、一次設計レベルと考えてよろしい
ですか。

二次設計でも確認します。

190 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.3
（3）

構造計算 1.25倍の割り増しを見込むこととは、プラント大型機器の水平荷重を1.25
倍見込むと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが、各階において確認します。

191 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.3
（3）

構造計算 ｢用途係数1.25を使用する｣とは国土交通大臣官房営繕部監修｢建築構
造設計基準及び同解説｣に規定されている重要度係数を指すものと理解
してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

192 47 3 3.3 3.3.3
3.3.3.3
（3）

構造計算 「炉体、集塵装置等のプラント側大型機器は、固有の振動特性及び高さ
方向の層せん断力分布、地域係数、用途係数、標準せん断係数等を十
分に勘案し、1.25倍の割り増しを見込むこと。」とありますが、重要度係数
1.25として構造設計をすれば宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、各機器の仕様を勘案して計画してくださ
い。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
193 48 3 3.3 3.3.3

3.3.3.3
（5）

構造計算 「用途係数は1.25を使用する。」とありますが、重要度係数1.25として構造
設計をすれば宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

194 48 3 3.3 3.3.3
3.3.3.3
（5）

構造計算 「工場棟、管理棟、修理・再生展示施設は、構造種別、高さにかかわら
ず、建築基準法同施行令の「高さ31mを越え、60m以下の建築物」に指定
された計算手順により行い、用途係数は1.25を使用する。」とあります
が、造成レベルも提案可能であることから、煙突高さが60mを越える計画
の場合はこの限りではないと理解してよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

195 48 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（2）
①

外壁 「・・・・セラミックALC版等とする。」のセラミックALC版とは流通材料として
は具体的に何を指すものなのかご教示願います。
また、一般のALC版の使用について、可否をご教示願います。

.

ALCにセラミック仕上げをすることを指します。

196 48 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（2）
①

外壁 「セラミックALC版等・・・」とありますが、セラミック版・ALC版等と読み替え
てよろしいでしょうか。

ALCにセラミック仕上げをすることを指します。

197 48 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（2）
①

外壁 ＲＣ造による外壁以外の壁については、要求機能を満足する事を条件
に、事業者提案とさせて頂いてよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

198 49 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（6）

階段 階段の短期荷重500kg/㎡を見込んだ設計と記載がありますが、各部階
段の使用状態を考慮した上で、以後実施設計の段階で協議させていた
だいてよろしいですか。

原則要求水準書に示したとおりとしますが、協議は可能です。

199 49 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（7）
⑩

建具、金物類 槽類、ピットに必要なタラップはSUS316とありますが、耐薬品性が必要で
ない水槽類は、SUS304仕様と考えてよろしいですか。

原則要求水準書に示したとおりとしますが、協議は可能です。

200 49 3 3.3 3.3.3
3.3.3.5
（7）
⑩

建具、金物類 「ステンレス製（SUS316）のタラップ等を設ける。」とあります。槽類のタ
ラップは、ライニング槽を痛める原因となる場合があることから、必要に
応じて移動梯子でのメンテナンスを行う方法もお認めいただけますでしょ
うか。

原則要求水準書に示したとおりとしますが、協議は可能です。

201 50 3 3.3 3.3.4
3.3.4.3

鉄骨塗装 「鉄骨塗装は、周辺の状況に応じて、材料及び工法を定める」とあります
が、どの程度の仕様を考えればよろしいですか。

事業者提案に委ねます。しかし、要求水準の内容及び用途を勘案し協議
します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
202 50 3 3.3 3.3.5

3.3.5.1
（1）

煙突 「外筒は2炉1筒の集合形とする。従って、内筒2炉分のスペースとす
る。・・・・」とありますが、内筒は２系列(２本）と解釈して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

203 50 3 3.3 3.3.5
3.3.5.2
（4）
①

その他 「①計量棟はリサイクルセンターと同時に竣工し、それまでは既存計量棟
及び代替施設（必要に応じ）を整備し使用する。」とあります。新設計量棟
竣工までに使用する計量器及び計量棟について、既存計量棟や計量器
を移設して活用することは可能でしょうか。

既存計量棟、計量器を移設して活用することはできません。

204 51 3 3.4 3.4.1
（1）

幹線動力設備 「低圧配電盤より工事対象外設備への配電を・・」とありますが、対象外と
は誤記と考えてよろしいですか。

お見込みのとおりです。

205 51 3 3.4 3.4.2 設計基準 建築電気設備工事に於いての仕様は、国土交通省大臣官房営繕部監
修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に基づくものとして計画
してもよろしいですか。

要求水準書に記載している内容以外は、国基準のもので対応してくださ
い。

206 52 3 3.4 3.4.2
（2）
イ

照明器具設備 「保安灯は、非常用との兼用とし、電源は自動切換方式により非常用発
電機より給電する」とありますが、バッテリー方式を採用してよろしいで
しょうか。

事業者提案に委ねます。

207 53 3 3.4 3.4.2
（3）
エ

放送設備 「管理諸室のリモコンマイク」とは事務室のみと考えますがよろしいです
か。

組合事務室には配置してください。その他は事業者提案に委ねます。

208 53 3 3.4 3.4.2
（5）
ア

テレビ共聴設備 「あきるの市が設置する共同受信設備より信号を受信」とありますが、引
込管路・引込位置等、本工事との取合い点を御教示願います。

別添資料５を参照願います。

209 53 3 3.4 3.4.2
（5）
ア

テレビ共聴設備 あきる野市が設置するテレビ共同受信施設の引き込み点及び取り合い
点をご教示願います。
また、これに係る負担金等は組合殿負担と考えてよろしいでしょうか。

別添資料５を参照願います。

210 53 3 3.4 3.4.2
（5）
ア

テレビ共聴設備 「あきるの市が設置するテレビ共同受信施設より、熱回収施設、リサイク
ルセンター、管理棟、修理・再生展示施設等の必要な箇所まで配管配線
する。」とあります。当該テレビ共同受信施設の位置、及び配管配線の取
合い点をご教示ください。

別添資料５を参照願います。

211 54 3 3.4 3.4.2
（7）
イ

自火報設備 「受信機は中央制御室に設置し･･･副受信機は管理棟に設置する」とあり
ますが、下段のエ.受信機のａでは設置場所は管理棟とあります。
中央制御室に受信機で、副受信機が管理棟を正と考えてよろしいです
か。

お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
212 54 3 3.4 3.4.2

（7）
エ

受信機 「設置場所は管理棟とする。」とありますが夜間含め常時人が監視する
室としては工場棟中央制御室が適当であり、管理棟には副受信機の設
置が妥当と考えます。消防確認の上で変更して宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

213 54 3 3.4 3.4.2
（7）
ク

自火報設備 プラント設備のコンベア火災の移報を行うとありますが、ごみピット・コン
ベア火災は建築の自動火災報知設備に移報する必要がありますか。
また、コンベア火災の感知器はプラント設備と考えてよろしいですか。

関係部署との協議により決定します。
所掌範囲は、要求水準書で示す以外は事業者提案とします。

214 54 3 3.4 3.4.2
（9）

ガス警報設備 ガス警報設備は必要に応じてとあります。プラント設備でのガス利用につ
いて御教示願います。

事業者提案に委ねます。

215 54 3 3.4 3.4.2
（10）

避雷針設備（耐
雷設備）

避雷針の設置基準は要求水準書によると、新基準・旧基準の指定が無
いようなので、旧基準にて計画するものと考えますがよろしいですか。

新の基準で計画して下さい。

216 55 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1

設計基準 建築機械設備工事に於いての仕様は、国土交通省大臣官房営繕部監
修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に基づくものとして計画
してもよろしいですか。

要求水準書に記載している内容以外は、国基準のもので対応してくださ
い。

217 55 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（3）
③
ア

給水方式 加圧給水方式とした場合、非常発電系統にすれば重力給水は不要とし
てよろしいですか。仮に設置した場合は死水となり衛生上不具合と考え
ます。

事業者提案に委ねます。

218 55 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（3）
③
ア

給水方式 ・・・なお、加圧給水方式とする場合、停電等によるバックアップとして予
備供給用の重力給水を行う。」とありますが予備供給用高架タンクとは常
時利用しないのであれば不衛生になると思われます。加圧給水ポンプに
非常発電機による保安電源を供給することで予備重力給水を不要として
宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。しかし、非常用発電機の容量はプラント側を含
め調整していただくことになります。

219 56 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（3）
④
ア

冷水器、洗眼器 工場内にて手洗い・洗眼が必要な箇所を御教示願います。 リサイクルセンターも含め提案に委ねます。

220 56 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（3）
④
イ

雑散水 「道路散水車用給水口を設ける場合は　」とありますが、散水車は考慮す
る必要がありますか。

提案に委ねます。なお、道路散水車用給水口を設ける場合の散水車
は、事業者にて用意してください。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
221 57 3 3.5 3.5.1

3.5.1.1
（3）
④
ウ

引込み用量水器
及び流量積算計

流量積算計は各系統ごととありますが、各棟毎と考えてよろしいですか。 各系列ごととします。

222 57 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（3）
⑤

水槽類 再利用水のポンプ及び配管はプラント所掌と考えてよろしいですか。 事業者提案に委ねます。

223 57 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（4）

排水設備 雨水設備は全て建築所掌と考えてよろしいですか。 事業者提案に委ねます。

224 58 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（5）

給湯設備 温水の供給は浴室、洗濯室廻りのみとし、その他便所、湯沸室等は電気
温水器と考えてよろしいですか。

事業者提案に委ねます。

225 58 3 3.5 3.5.1
3.5.1.1
（6）

ガス設備 ガス設備が必要な箇所を御教示願います。 事業者提案に委ねます。

226 58 3 3.5 3.5.2 消防設備 消防設備については所轄の消防署との協議で必要な設備のみ（放水銃
は除く）としますが、よろしいですか。

消防との協議とは別に、要求水準書を基本に設置します。

227 58 3 3.5 3.5.2 消防設備 消防設備については、⑥放水銃を除き、消防法に基づき必要な設備を設
置するものと考えてよいでしょうか。

消防との協議とは別に、要求水準書を基本に設置します。

228 58 3 3.5 3.5.3
3.5.3.1
（1）
②

熱源空調機器設
備

空調設備は、空冷式ヒートポンプマルチエアコンと考えてよろしいです
か。

事業者提案に委ねます。

229 59 3 3.5 3.5.3
3.5.3.1
（1）
③

熱源空調機器設
備

随時系統は更衣室、脱衣室、会議室等と考えてよろしいですか。 ご指摘の箇所も含め、組合と協議します。

230 60 3 3.5 3.5.3
3.5.3.1
（3）
⑩

換気、排煙設備 各機械室等の換気風量は5回/hと考え、発熱量との大きい方を採用する
と考えてよろしいですか。

事業者提案に委ねます。

231 60 3 3.5 3.5.5 エレベーター設備
工事

エレベーターは建築所掌と考えてよろしいですか。 お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
232 67 4 4.1 4.1.1

4.1.11
（7）

塗装工事 「原則として製作工場にて錆止め２回塗りを行い、現地にて錆止め補修
を行った後、中塗り上塗りを施工すること。」とありますが、品質管理上製
作工場で上塗りまで施工する方が優位である場合には、工場で施工し、
現地にて必要に応じてタッチアップ塗装等を行うものとして良いでしょう
か。

要求水準書に示したとおりです。

233 68 4 4.1 4.1.1
4.1.11
（9）

塗装工事 「配管はすべて現地塗装とする。」とありますが、工場組立を行うものに
ついては、工場組立時に塗装まで行って現地搬入してもよろしいでしょう
か。

要求水準書に示したとおりです。

234 72 5 5.1 5.1.2 計量器 本項目の計量器は、リサイクルセンターと同時に竣工するものと理解して
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

235 76 5 5.1 5.1.11
（4）
⑥

設計基準 搬入量がその場で表示・記録されることとありますが、一般持ち込み搬
入量及び精算は計量機および計量棟にて実施することから、重量表示
に両者に誤差があった場合トラブル発生のもととなります。また、運用
上、現場にて搬入量を表示する必要はありませんので、本項は削除して
ください。

要求水準書に示したとおりです。

236 76 5 5.1 5.1.11
（4）
⑥

設計基準 「搬入量がその場で表示・記録されること」とありますが、計量棟での表
示・記録と理解してよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

237 77 5 5.1 5.1.13
（5）

主要機器 「底部にピット汚水を導く十分な水勾配を設け、排水受槽を設ける。また
適当な位置に取外し可能な点検用タラップを取付ける。」とあります。当
該「取外し可能な点検用タラップ」の設置は、ごみピット内ではなく排水受
槽と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

238 77 5 5.1 5.1.13
（6）
①

設計基準 破砕物ピットは実質的にごみの貯留に使用可能でありながら、ごみピット
容量とは別の容量とすることとなっております。
同様に、ごみピットに間仕切り壁を設け、受入れごみを積み替え貯留す
る場合も、プラットホームから間仕切り壁の間にごみを直投する部分の
容量を3,000㎥確保すればよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。積み替えのみであれば積み替え場所の
容量も含めてかまいません。

239 77 5 5.1 5.1.14
（3）

主要項目 バケットの切り取り容量計算用比重は、受入ごみについて適用し、破砕
ごみは事業者提案によると考えて宜しいでしょうか。

破砕ごみにも適用します。

240 81

82

5 5.2 5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

不燃ごみ受入
ホッパ
不燃ごみ投入コ
ンベヤ
粗大ごみ受入
ホッパ
粗大ごみ投入コ
ンベヤ

5.3.1破砕機の数量1基が正の場合、受入ホッパ及び投入コンベヤは不燃
ごみ、粗大ごみ共用で各1基としてよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
241 81 5 5.2 5.2.4

5.2.6

不燃ごみ投入コ
ンベヤ
粗大ごみ投入コ
ンベヤ

一次破砕、二次破砕という記載がありますが、5.3.1破砕機の項では数量
1基とされています。一次、二次破砕は誤記と理解してよろしいでしょう
か。

一次破砕機と二次破砕機を設置してください。

242 87 5 5.6 5.6.1 再製品ストック
ヤード

必要貯留容量あるいは必要面積をご提示ください。 事業者提案に委ねます。

243 94 5 5.8 5.8.5 灯油貯留槽 燃料は灯油以外（Ａ重油等）での提案も可能でしょうか。
（5.8.6灯油移送ポンプ、5.8.7灯油サービスタンクについても同様です）

灯油とします。

244 105 5 5.9 5.9.2 ボイラ鉄骨及び
ケーシング

ボイラ鉄骨は建築側の鉄骨に過重負荷がかからないように自立耐震構
造とすることとありますが、建築側の鉄骨と一体としてもボイラを支えるに
十分な強度・剛性を確保できれば、建築鉄骨と一体としてもよろしいで
しょうか。

要求水準書示したとおりです。

245 105 5 5.9 5.9.2
（3）
①

設計基準 ボイラ鉄骨の水平震度はCo=0.3とし、用途係数等ないものと考えてよろ
しいですか。

建築とあわせてください。

246 109 5 5.9 5.9.8
（5）
②

設計基準 「グランド部は、メカニカルシールを使用し、水冷式とする。」とあります
が、内部流体温度、軸受耐熱、回転数等等を考慮して必要に応じて水冷
式を採用することでよろしいでしょうか。

要求水準書示したとおりです。

247 114 5 5.9 5.9.17 純水装置 純水装置の検討を行うため、原水の水質ををご教示下さい。 上水を使用していますので、水道局のデータを参照ください。

248 117 5 5.10 5.10.3
（4）

主要機器（1基に
つき）

「出入り口ダンパ」とありますが、ろ布保護等を目的とした排ガスバイパス
ラインがある場合のご指定と思料します。バイパスラインを設けない場合
は不要として宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、排ガスはすべてバグフィルタを通すことを
想定しています。

249 118 5 5.10 5.10.5 排ガス再加熱器 排ガス温度が185℃以上で活性がある低温活性型触媒を使用する場合
には、必要に応じて設置するものと考えて宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

250 119 5 5.10 5.10.6
5.10.6.2
（4）
⑤

触媒関係 排ガス温度が185℃以上で活性がある低温活性型触媒を使用する場合
には、排ガス温度は、任意で設定するものと考えて宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

251 121 5 5.11 5.11.1
5.11.1.2

発電機 5.11　発電設備　の中で商用電源とは並列運転しないものとする、と記載
がありますので同期投入装置及び同期検定装置は不要としてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
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252 122 5 5.11 5.11.2

（3）
主要項目 タービンの回転数について「(8000rpm以下とする。）」とありますが、ター

ビンの回転数は発電出力、蒸気条件、タービン効率等総合的な見地で
規定されるべきものと考えます。タービン回転数については提案によるも
のとしてよろしいでしょうか。

要求水準書示したとおりです。

253 129 5 5.12 5.12.3 空気予熱器 当社提案方式（シャフト式ガス化溶融炉）では本装置が不要となります。
必要に応じて設置するものと考えて宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

254 131 5 5.12 5.12.6
（5）
④

誘引通風機 「・・・水冷式とすること。」とありますが、回転数、排ガス温度など考慮した
上で、必要に応じて水冷式を採用することで宜しいでしょうか。

要求水準書示したとおりです。

255 132 5 5.12 5.12.7
（5）
⑮

その他 塗装において、塗装回数指定が記載されていますが、内筒の塗装仕様
については、実施設計時に塗材選定とあわせ協議されるものとさせてく
ださい。

要求水準書示したとおりです。

256 132 5 5.12 5.12.7
（5）
⑮

その他 塗装において、外面は2回塗りとありますが、内筒外面は保温する為、錆
止めが一般的であり、ここでの塗装は錆止めと考えますがよろしいでしょ
うか。

要求水準書示したとおりです。

257 133 5 5.13 余熱利用設備 「余熱を極力有効に利用」とありますが、どこまでの範囲の余熱利用を考
えればよろしいですか。

事業者提案に委ねます。

258 137 5 5.14 5.14.15
5.14.16
5.14.17
5.14.18

粉砕機
磁選機
振動ふるい
アルミ選別機

数量が2基とありますが、事業者の提案する資源化計画に合せて 適な
方法をご提案させて頂いてもよろしいでしょうか。

原則、要求水準書示したとおりです。なお、安定処理が確実に確保され
ることを前提に協議します。

259 137 5 5.14 5.14.23 金属圧縮装置 設置については、事業者の提案する資源化計画に合せて 適な方法を
ご提案させて頂いてもよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

260 140 5 5.15 5.15.6 固化物バンカ 「本装置は、固化物を一時貯留し、搬出車にて場外に搬出するものであ
る。」とありますが、搬出車は10ton積みダンプカーと考えて宜しいでしょう
か。

搬出車は4トン車で計画しています。

261 141 5 5.15 5.15.7 油圧装置 固化物バンカの排出は油圧方式でなく、メンテナンスが容易な電動方式
にて提案させていただいてよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

262 142 5 5.16 5.16.2
（5）

用水計画 「工場用受水槽、ボイラ用水受水槽、機器冷却水槽等は、2槽に分割し交
互に掃除ができる構造とする」とあります。上水を使用するため清掃を高
頻度で行う必要性があまり無いと想定され、清掃作業は も安全な時期
として全炉停止時に行いたく存じます。清掃時期を考慮し、実績に基づい
た提案とさせていただけませんでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。
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263 142 5 5.17 排水処理設備 ポンプ設備は、送電等を含め、新施設内でコントロールするという考えで

よろしいでしょうか。それとも、ポンプ設備単体でのコントロール・受電で
しょうか。

事業者提案に委ねます。

264 142 5 5.17 排水処理設備 上水の責任分解点はどこでしょうか。 別紙５に示す配水小管φ150ＦＣＤ ＮＳとの分岐点になります。詳細は別
紙５の2枚目を参照願います。

265 144 5 5.17 5.17.2
（23）

排水処理設備 ごみ汚水処理設備は事業者提案とさせていただけないでしょうか。 お見込みのとおりです。

266 144 5 5.17 5.17.2
（23）

排水処理設備 「ごみ汚水ろ過器、ろ過貯留槽、ろ液噴霧ポンプ等は専用室に収納
し、・・・」とありますが、機器からの臭気漏洩の有無を考慮し、実績に基
づいた提案とさせていただけませんでしょうか。

事業者提案に委ねます。

267 144 5 5.17 5.17.3
5.17.3.1
（3）

数量 「数量　2台(内1台予備)」とありますが、交換時間を考慮し、実績に基づ
いた提案とさせていただけませんでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

268 145 5 5.17 5.17.3
5.17.3.2
（4）
③

設計基準 槽内のコンクリート面に防食塗装（D種）を施すとありますが、このD種と
は下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル基
準と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

269 149 5 5.18 5.18.2
（2）

配電方式 ｢電磁弁電圧　AC100V、・・・」とありますが、DC24Vも使用してよろしいで
しょうか。

要求水準書に示したとおりです。

270 150 5 5.18 5.18.3
5.18.3.1
（1）

形式 ｢JEM1225M3級」とありますが、真空遮断器を内蔵している盤であり、
JEM1425CW級と読み替えてよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

271 150 5 5.18 5.18.3
5.18.3.2
（1）

形式 ｢JEM1225M3級」とありますが、真空遮断器を内蔵している盤であり、
JEM1425CW級と読み替えてよろしいでしょうか。但し、高圧電動機の動
力盤を設置する場合は、収納機器を真空遮断器でなく、限流ヒューズ及
び真空電磁接触器とし、規格をJEM1225M3級とします。

要求水準書に示したとおりです。

272 156 5 5.19 5.19.1
5.19.1.1
（2）

オペレーションシ
ステム

「キーボードとマウス及びタッチパネル等により・・・」とありますが、「キー
ボードとマウス或いはタッチパネル等により・・・」と読み替えてよろしいで
しょうか。

事業者提案に委ねます。

273 156 5 5.19 5.19.1
5.19.1.2
（2）
⑨

操作監視 「⑨建築設備の監視を原則として取り込む」とありますが、建築設備の監
視は原則として、中央制御室の建築総合監視盤にて効率的に行うことで
計画してよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。
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274 159 5 5.19 5.19.1

5.19.1.7
（1）

その他 会議室にプロジェクタを設け･･･とありますが、ここでの会議室とは管理
棟、修理・再生展示施設の見学者説明室と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

275 160 5 5.19 5.19.3
（3）
③

排ガス状況監視
盤

「テレメータを導入し、構外の監督員の指示する2 箇所に、下記に示す項
目を基本とし表示できるよう引出し端子を設ける。」とあります。「構外の
監視員の指示する2箇所」に設置する機器とは、貴組合、構成市町村、
都等による監視の用途と思料しますが、接続するテレメータの仕様に指
定があれば、その仕様をご教示ください。

現時点では決定しておりませんので、お示しできません。

276 162 5 5.21 5.21.1

5.21.2

雑設備用空気圧
縮機
計装用空気圧縮
機

雑設備用空気圧縮機及び計装用空気圧縮機の設置・構成については、
稼動実績及び施設の安定稼動を勘案し、提案とさせていただきたくお願
いいたします。

事業者提案に委ねます。

277 163 5 5.21 5.21.5 環境集じん装置 この環境集じん装置は、5.8.25にある環境集じん装置と兼用としても宜し
いでしょうか。なお、捕集したダストは再溶融処理を行う計画とします。

事業者提案に委ねます。

278 166 6 6.1 6.1.3
（5）

プラットホーム ダンプ姿勢で走行可能な天井高とは、P.43、3.3.2.1(1)①に記載の梁下有
効高6.5mと理解してよろしいでしょうか。

原則そのとおりですが、使用車両を勘案して計画してください。

279 169 6 6.6 6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

缶類及び金属類
受入貯留場
びん類受入貯留
場
ペットボトル受入
貯留場
白色トレイ受入貯
留場

各資源ごみ受入貯留場の必要容量または必要貯留日数をご教示願いま
す。

収集頻度を考慮して、2日分以上確保してください。

280 169 6 6.6 6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

缶類及び金属類
受入貯留場
びん類受入貯留
場
ペットボトル受入
貯留場
白色トレイ受入貯
留場

資源ごみの受け入れについて、別紙８を鑑みて、「缶類、びん類、金属
類、紙類、有害ごみ」は平ボディ（コンテナ積み）及びパッカー車（バラ積
み）、「ペットボトル」は平ボディ（コンテナ積み及びネット積み）、「白色トレ
イ」はパッカー車（袋）による搬入と考えてよろしいでしょうか。

白色トレイ以外は、お見込みのとおりです。
白色トレイについては、現時点で決定しておりませんので、お示しできま
せん。

281 170 6 6.7 6.7.1 缶及び金属類ラ
イン手選別装置

スプレー缶、塗料缶、溶剤缶、ボンベ類等の磁選機にかけない大型金
属・重たい金属及び危険物を除去するために設けるとありますが、大型
金属の 大サイズをご教示ください。

要求水準書（Ⅱ）別紙１「搬入基準（参考）」、ごみの分け方・出し方（参
考）をもとに計画してください。
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282 173

174

175

6 6.8 6.8.1
6.8.2

6.8.3

6.8.4
6.8.5

6.8.6

6.8.7

缶搬送装置
選別鉄缶搬送装
置
選別アルミ缶搬
送装置
びん搬送装置
選別カレット搬送
装置
ペットボトル搬送
装置
選別ペットボトル
搬送装置

特に記載がない場合でも、シュート等に搬送が可能であれば搬送装置は
不要としてもよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

283 175 6 6.8 6.8.8
6.8.9

鉄圧縮装置
アルミ類圧縮装
置

鉄とアルミ類を１基で処理してもよろしいでしょうか。ご教示願います。 事業者提案に委ねます。

284 175 6 6.8 6.8.8
6.8.9

鉄圧縮装置
アルミ類圧縮装
置

鉄圧縮装置及びアルミ類圧縮装置については、既設と同様の鉄・アルミ
兼用式の圧縮装置を採用しても宜しいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

285 177 6 6.9 6.9.2 資源物ストック
ヤード

各資源物の必要貯留容量または1回当たりの搬出量（別紙8の搬出頻度
に該当するもの）をご提示ください。また、搬出車輌（積載荷重、車両寸
法）についてご教示願います。

搬出車両については、アルミ缶プレス、各カレット及びペットボトルは10ｔ
車、その他は４ｔ車により搬出しています。なお、搬出量については、別添
資料２、４を参照願います。

286 177 6 6.9 6.9.2
（3）

対象品目 「・・・スチール缶プレス品、アルミ缶プレス品、有害ごみについては既存
ストックヤードに保管する。」とあります。既存ストックヤードの図面をご提
示いただけないでしょうか。

図面については、閲覧を可能とします。

287 178 7 7.1 管理棟、修理・再
生展示施設

各諸室に必要な数の説明調度品、事務機器（コピー機等を含む）、事務
机、椅子、会議テーブル、ロッカー、什器類等を整備するとありますが、
事業者提案となる修理・再生展示施設以外で、組合殿使用の管理棟に
係る必要備品類については本工事範囲外とするか、必要数をご提示い
ただけますようお願います。

組合が使用する管理棟のうち、事務室に係る必要備品類については、当
初分を本工事範囲内とし、常駐事務職員２０名程度(要求水準書（Ⅰ)7.
7.1(7)参照)に基づき、必要な机・椅子、書庫、更衣ロッカー等を用意する
ものとし、詳細は別途協議とします。それ以外の管理棟の諸室に係る必
要備品類は本事業範囲です。

288 178 7 7.1 （1） 多目的ホール 多目的ホールは地元住民等への貸出し・提供を目的とし、室の位置づけ
として修理・再生展示施設とは異なった利用形態によるのでしょうか。

事業者提案に委ねますが、展示機能を含めてください。なお、地元住民
への貸出・提供は想定していません。

289 178 7 7.1 （4） 工作室 工作室は、見学者の見学は対象外と考えてよろしいですか。また、体験
等の機能についても不要と考えてよろしいですか。

工作室内部に立ち入ることは想定していませんが、廊下等から内部を見
ることが可能なものとしてください。体験等の機能については不要です。

290 178 7 7.1 （5） 展示施設 展示施設とは、例えば「越谷リサイクルプラザ」内の「リサイクル情報コー
ナー」や「えこっくる江東」の様な啓発施設と考えればよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
291 179 8 8.1 8.1.3 解体対象施設概

要
積算をするに当たり、稼働中の既存解体施設の中を見学することが出来
ますか（協力業者を含む）

事前に組合に確認を取っていただければ、対応いたします。

292 180 8 8.1 8.1.8 関連施設との調
整

第三者の施工する他の工事とありますが、現在予定されている工事をご
教示ください。

現時点では想定しておりませんので、お示しできません。

293 181 8 8.2 8.2.2
（1）
③

機械設備 解体の見積のためには、プラント各機器の金物重量、耐火物重量、除染
範囲、内部及び外部足場設置範囲の検討を行うことが可能な機械設備
一式の図面（各機器の外形図及び断面図等）が必要ですのでご提示頂
たくおねがいします。また、機械設備以外の除染範囲（灰ピット等）の明
確化のため、フロー図一式も必要となりますので、あわせてご提示頂たく
お願いします。

提示可能なものについては、閲覧又は短期貸出いたします。

294 181 8 8.2 8.2.2
（1）
④
イ

電気・計装設備 「指定場所」とは場内のことを指すのでしょうか。
また、機器養生・移送等の処置を行った後の、保管・処理に要する費用
については組合殿負担と考えてよろしいでしょうか。

指定場所については、お見込みのとおりです。保管・処理に要する費用
については、事業者負担を想定しています。

295 181 8 8.2 8.2.2
（1）
④
イ

電気・計装設備 「キュービクル等の油入の電気設備機器は、全て内部の油の含有PCB
は調査を行い、微量PCB 混入についても確認する」とあります。貴組合
でPCBについて調査された結果がありましたらご教示ください。

第２回の質問回答時に提示する予定です。

296 181 8 8.2 8.2.2
（3）
①

残留物の除去処
分

ごみピット内の残留物の除去処分とありますが、既設焼却場の休止時に
おける　焼却灰の予想される数量がお分かりならば教えてください（ 大
ピット容量でも可です）

大灰ピット容量は110㎥です。

297 182 8 8.2 8.2.2
（5）
③

アスベストの調査 「アスベストの存在（誘引通風機室、空気圧縮機室、機械室）について十
分に確認を行う。」とあります。貴組合でアスベストについて調査された結
果がありましたらご教示ください。

別添資料７を参照願います。

298 183 8 8.3 8.3.2
（1）

付着物のダイオ
キシン類濃度測
定位置

「ごみ焼却処理施設の付着物及び作業環境のダイオキシン類濃度を測
定し、管理区域を設定する。」とあります。入札にあたっての見積作業
に、管理区域の設定が必要です。本項目において①～⑨まで記載され
ているサンプリング対象物のダイオキシン類濃度測定結果をそれぞれご
提示ください。

現時点ではお示しできる資料がありませんので、ご要望に添えかねま
す。

299 189 8 8.5 8.5.3 建屋解体 解体工事範囲にアスベストは使用されているでしょうか。また、使用され
ている場合、アスベストの使用場所をご教示願います。

別添資料７を参照願います。それ以外のものについては、現時点ではお
示しできる資料がありませんので、ご要望に添えかねます。

300 189 8 8.5 8.5.3 建屋解体 建屋の解体については、GL-1.5ｍ程度の基礎躯体迄とし、以深の杭、
ピット躯体等は残置してよいものと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

301 194 8 8.7 8.7.2 更新等範囲 更新期間中の代替手法について、代替施設を整備せず外部処理委託又
は熱回収施設で処理を行うことは可能でしょうか。

不可とします。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
302 194 8 8.7 8.7.2 更新等範囲 更新の範囲は事業者の提案によるとありますが、既存建屋に係る仕上

等の営繕補修範囲については、本入札の公平性の観点より、その更新
範囲を明確にするか、落札者決定基準における審査配点ポイントを明確
に示していただけますようお願いします。

更新範囲は事業者提案とします。また、評価ポイントにつきましても新た
に公表する予定はありません。

303 別紙
3

雨水集排水工平
面図

本図に記載のある仮設沈砂池や仮設調整池について、貴組合が選考し
て行う造成工事完了後も残置していただき、事業者が行う工事期間も事
業者の適切な管理の下で使用することは可能と考えてよろしいでしょう
か。

可能です。

304 別紙
5

水道増設範囲 第２紫水園ポンプ場は、既設西秋川衛生組合殿ポンプ場の水・電気系統
とは完全に独立したものであると考えますがよろしいでしょうか。また、本
増設工事において、第二紫水園ポンプ施設について考慮するものがあ
ればご教示願います。

お見込みのとおりです。なお、第二紫水園ポンプ施設について考慮する
ものは特にありません。

305 別紙
5

水道増設範囲 既設の配管土被りなど指定撤去部分のレベルをご教示願います。 水道については土被り 1,200ｍｍ、ケーブルは1,000ｍｍです。

306 別紙
5

水道増設範囲 既設配管撤去・新設配管埋設による既設舗装の復旧は工事範囲内と考
えてよろしいでしょうか。
工事範囲内であれば、舗装復旧仕様（既設舗装の構成等）をご教示願い
ます。

工事範囲内とします。舗装復旧仕様は、別添資料８を参照願います。

307 別紙
5

水道増設範囲 新設する配水配管ルートについては、既設圧送配管ＶＰφ50に沿うも
の、土被り1200と考えて宜しいでしょうか。
また、本ルートは公道と思われますが、道路占有における条件等あれば
ご教示願います。

土被り 900ｍｍ、道路占有については、あきる野市と協議が必要です。

308 別紙
5

水道増設範囲 ｢VPφ50使用廃止｣と記載されております。また、既設ポンプ施設廻りが
記載されている資料において、既設VPφ50（自動制御用ケーブル保護
管及び圧送給水管共）は撤去対象を示していると思われる黄色マーカー
が着色されておりません。従って、本水道増圧設備の設置において当該
配管については埋め殺しは可能と考えますがよろしいでしょうか。

あきる野市との協議を必要とします。

309 別紙
5

水道増設範囲 新設増圧ポンプ所の設置にあたり、既設ケーブル用ハンドホール及び既
設ケーブル用配管が流用できるサイズであれば、既設を流用することは
可能でしょうか。

認められません。

310 別紙
8

表1 排出方法、収集
方式、収集・運搬

収集車輌（積載荷重、車両寸法）についてご教示願います。 大４ｔ車から軽トラックサイズまでとなります。

311 別紙
8

表1 缶類、びん類 缶類とびん類は、各々別々の収集車（パッカー車またはダンプ車）でリサ
イクルセンターに搬入されると考えて宜しいでしょうか。
びん類の現状の収集車は、パッカー車ではなく、平ボディ車という理解で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
312 別紙

8
表1 新聞紙、雑誌類、

段ボール、紙パッ
ク、布類

新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パック、布類は、各々別々の収集車（パッ
カー車またはダンプ車）でリサイクルセンターに搬入されると考えて宜し
いでしょうか。
新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パック、布類の現状の収集車は、平ボ
ディ車という理解でよろしいでしょうか。

前者は混載による搬入もあります。また、後者はパッカー車搬入もありま
す。

313 別紙
8

表1 ペットボトル 排出方法、収集方法、収集車は今後検討とありますが、今回計画は現状
の排出方法と収集車を基に計画して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりですが、搬入基準については要求水準書（Ⅱ）別紙１を
参照願います。

314 別紙
8

表1 有害ごみ 各有害ごみは、他の資源ごみ収集車（パッカー車またはダンプ車）の横
等に積んでくるものと考えて宜しいでしょうか。

ご指摘の搬入状況もあります。

315 別紙
8

表2 各リサイクル品の
現状の搬出先、
搬出頻度、品物
の状態

有害ごみ及び白色トレイの搬出先、搬出頻度、品物の状態、1回当たり
の搬出量についてご教示ください。

有害ごみの搬出先は民間業者、搬出形態は乾電池がドラム缶、蛍光管
はダンボール梱包で、搬出量は１回当たり乾電池・蛍光管の合計６ｔ程
度。搬出頻度は月１回程度です。白色トレイは、容器包装リサイクル法に
基づく搬出を想定しています。
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■要求水準書（Ⅱ）運営・維持管理業務編に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

316 2 1 1.1 1.1.6 運営・維持管理
業務期間

本事業には、リサイクルセンター及び管理棟の『運営』は含まない、とあ
りますが、『運転管理業務』の誤記と理解してよろしいでしょうか。

リサイクルセンターの運転業務、資源化業務は組合の業務となります。
維持管理業務や環境管理業務等は含まれます。詳細は要求水準書の
各項を参照してください。

317 4 1 1.3 1.3.3 生活環境影響調
査書の遵守

事業者が自ら行う調査には環境影響調査は含まれず、17頁「6.環境管理
業務」に示す業務と理解すればよろしいでしょうか。

リサイクルセンター生活環境影響調査の支援は含みます。また、施設の
建設に伴い熱回収施設の再評価等が必要となった場合も支援をしてい
ただきます。

318 5 1 1.3 1.3.4 一般廃棄物処理
実施計画の遵守

「事業者は、本業務期間中、組織市町村が毎年度定める「一般廃棄物処
理実施計画」を遵守すること。」とあります。当該計画に本事業に影響あ
る変更がなされ、遵守のために委託金額の変更が必要となった場合に
は、協議いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

合理的な理由により、協議とします。

319 5 1 1.3 1.3.6 官公署等申請へ
の協力

「なお、事業者が行う運営・維持管理に係る申請に関しては、事業者の
責任により行うこと。」とあります。当該申請を行うにあたり、必要な場合
は貴組合にも全面的にご協力いただけるものと考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

320 6 1 1.3 1.3.13 災害発生時の協
力

震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物の処
理に対して、事業者はその処理処分に協力すること、とありますが、ごみ
質が異なる必要以上の用役が発生するなど費用が発生します。この費
用に関しては、別途有償という理解でよろしいでしょうか？

合理的な理由により、協議とします。

321 6 1 1.3 1.3.13 災害発生時の協
力

「震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発
生する等の状況に対して、その処理を本組合が実施しようとする場合、
事業者はその処理処分に協力すること。」とあります。当該処理には全
面的に協力する所存ですが、処理に際し必要となる費用については別途
清算いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

合理的な理由により、協議とします。

322 7 1 1.3 1.3.15
表1-2
⑦

関連業務実施計
画書

表1-2の⑦関連業務実施計画書内の施設警備防犯要領・体制に関して、
構成員が資格を有していない場合、外部委託（警備会社）で対応してもよ
ろしいでしょうか。

適正な事業実施が可能であると認められる場合に限り、許可します。

323 11 3 3.2 （1） 受入管理 リサイクルセンター竣工までの、既存計量棟及び代替施設(必要に応じ)
を利用する、とありますが、既存計量棟の取扱説明（システム及び必要
人数等）は、別途実施頂けると理解してよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

324 11 3 3.2 （1） 受入管理 リサイクルセンター竣工までの、既存計量棟を利用する、とありますが、
この間の予備品消耗品は、貴組合殿から提供頂けるのでしょうか？頂け
ない場合、必要予備品及び消耗品のリストアップをお願いします。

事業者負担とします。また予備品、消耗品については、組合が提供しま
す。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
325 11 3 3.2 （2） 受入管理 「なお、登録車の計量方法、計量レシート（伝票）の発行、計量データの

組合への送付・確認方法等、組合の運用に関連する事項等について
は、監督員と十分に協議すること。」とあります。本協議は、平成28年3月
15日の計量棟の工事前に行い、既存計量棟を使用している期間は原則
的に現状の貴組合の当該データ等管理要領を踏襲するものと考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

326 11 3 3.2 （3） 受入管理 「本施設周辺において搬入車両を誘導・指示すること。」とありますが、本
施設周辺とは施設敷地内と考えてよろしいでしょうか。

敷地外でも必要と考えられる箇所については計画してください。

327 11 3 3.2 （3） 受入管理 「事業者は、安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び本施設
周辺において搬入車両を誘導・指示すること。」とあります。事業者がプ
ラットホーム内において誘導・指示を行うのは、熱回収施設のみと考えて
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

328 11 3 3.2 （4） 受入管理 受入業務の一環として、「計量機付近において、必要に応じて搬入禁止
物の混入確認を行い、搬入防止に努めること」とありますが、事業者が善
良な管理者の注意義務をもっても防げなかった搬入禁止物の混入等な
らびに当該混入により生じた追加費用の負担については免責いただける
ものと理解してよろしいでしょうか。

合理的な理由により、協議とします。

329 11 3 3.2 （5） 受入管理 「搬入基準は、原則として毎年度、本組合が定めるものとする。」とありま
す。搬入基準が変更になった場合、当該変更に係る費用が発生する場
合は、ご負担いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

合理的な理由により、協議とします。

330 11 3 3.2 （5） 受入管理 搬入基準は、原則として毎年度、本組合が定めるものとする、とあります
が、搬入対象物については都度協議の場を設けて頂きたく、お願いしま
す。

事業者にも確認の場を設ける予定ですが、 終決定は組合で行いま
す。

331 11 3 3.2 （7） 受入管理 「事業者は、本組合が搬入車両に対して定期的に行うプラットホーム内で
の搬入検査に対して協力すること。」とありますが、このプラットホーム内
での検査協力の対象は、熱回収施設のみと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、熱回収施設（不燃粗大ごみ処理設備を含む）のみと
考えます。

332 11 3 3.3 （1） 料金徴収代行 「事業者は、本組合又は組織市町村の代わり処理手数料を徴収・・・」と
ありますが、見込まれる①1日当たりの徴収金額、②徴収対象車両台数
をご教示ください。

現時点においては、お示しできません。

333 13 4 4.8 終処分物の搬
出

処理不適物及び飛灰等安定化物の本施設から搬送車両への積み込み
業務は組合殿範囲と考えてよろしいでしょうか。

積み込み業務は、事業者業務範囲とし、運搬業務は組合業務範囲としま
す。

334 13 4 4.8 終処分物の搬
出

処理不適物及び飛灰等安定化物は、本組合が 終処分場へ運搬すると
ありますが、取合い点はどこになりますか？

搬出車両への積み込みまでを、事業者業務範囲とします。

335 14 5 5.2 （2） 備品・什器・物
品・用役の調達

管理棟、修理・再生展示施設で必要な備品等については、事業者にて調
達すること、とあります。この調達は 初の1回のみと考えていますが、よ
ろしいでしょうか。

組合が使用する諸室に関する備品等についてお見込みのとおりです。そ
の他については事業期間を通じて業務範囲とします。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
336 14 5 5.3 （1） 備品・什器・物

品・用役の管理
「事業者は、調達計画に基づき調達した備品・什器・物品・用役を常に安
全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理するこ
と。」とあります。本リサイクルセンターの用役の消費量は事業者では管
理不能であることから、リサイクルセンターについての用役の管理は範
囲外として頂たくお願いいたします。

要求水準書に示したとおりです。

337 14 5 5.6 （1）
（3）
（4）

点検・検査の実
施

日常点検は、運転員が行う必要があるものと思料します。（P15表5-1に
も日常点検の項目はありません。）このため、5.6(1)(3)(4)について、リサ
イクルセンターは事業者の範囲外という理解でよろしいでしょうか。

事業者の業務範囲とします。

338 14 5 5.7 補修計画の作成 本業務を行うにあたり、日常点検結果の反映が大変重要と思料します。
リサイクルセンターについては、運転を行う貴組合から全面的なご協力を
いただけるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

339 15 5 5.8 （4） 補修の実施 組合殿側の運転人員の中に整備員（日常保守点検や軽微な小修理に対
応可能な人員）は含まれますか。

含まれません。

340 15 5 5.8 （4） 補修の実施 ごみ中の異物による機器の破損等ごみ質由来による破損の補修は別途
有償と考えてよろしいでしょうか。

事業者が善良な管理者の注意義務をもっても防げなかった場合、合理
的な理由により、協議とします。

341 15 5 5.9 （1） 精密機能検査 精密機能検査は、自主検査でよろしいでしょうか。そうでない場合、検査
内容を提示お願いします。

自主検査でよろしいですが、組合の立会いを想定しています。法令を遵
守した方法で実施してください。

342 15 5 5.13 （1）
（2）

長寿命化計画の
作成及び実施

長期計画の承諾にあたり事業者の提案内容を超える貴組合要求事項が
あり、費用が計画を超える範囲は、ご負担いただけると考えてよろしいで
しょうか。

合理的な理由により、協議とします。

343 16 5 5.14 改良保全 改良保全は別途有償と考えてよろしいでしょうか。 減額も含め内容により協議します。

344 17 6 環境管理業務 本業務を行うにあたり、リサイクルセンターの運転を実施する貴組合のご
協力が不可欠と思料します。(例：環境保全基準の遵守を確認する際の
運転計画へのご協力等）全面的なご協力がいただけるものと理解してよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

345 17 6 6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

本施設の環境管
理業務
環境保全基準
環境保全計画
作業環境保全基
準
作業環境保全計
画

リサイクルセンターの運転ならびに貴組合が使用する管理室の運営は
貴組合で行われることから、本項に定められる一連の環境管理業務は、
運営主体者である貴組合にて行われ、事業者の対象範囲外との理解で
よろしいでしょうか。

要求水準書に示したとおりです。

346 18 7 7.2 溶融固化物・金
属類の有効利用

溶融固化物・金属類の引渡し場所を明示願います。 ストックヤード等保管施設を基本とします。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
347 18 7 7.2 （１） 溶融固化物･金

属類の有効利用
｢本組合より有償で購入した上で、全量有効利用を図るものとする。な
お、その価格については、別途協議による。」とありますが、入札段階で
事業者は貴組合からの溶融固化物等の購入単価を提案することになっ
ております。当該購入単価にて事業期間中購入するとの理解で宜しいで
しょうか。

協議により変更する可能性があります。

348 18 7 7.2 （2） 溶融固化物・金
属類の有効利用

万一、有効利用できない溶融固化物・金属類について、貴組合殿が指定
する処理・処分先まで運搬を行うこと、とありますが、免許も必要であるこ
とから、組合殿にて運搬頂きたく、お願い致します。

要求水準書に示したとおり、事業者の業務範囲とします。

349 18 7 7.2 （2） 溶融固化物・金
属類の有効利用

有効利用できない溶融固化物・金属類の処理・処分について、組合殿が
実施する処理・処分に必要となる費用はどの程度になるのか概算をご提
示頂けないでしょうか。

現時点では想定しておりません。

350 18 7 7.2 （2） 溶融固化物・金
属類の有効利用

溶融固化物・金属類について、貴組合にて購入される価格について別途
協議による、とありますが、事業者の提案価格から変更することもあると
いうことでしょうか。

お見込みのとおりです。

351 18 7 7.2 （2） 溶融固化物・金
属類の有効利用

「万一、有効利用できない溶融固化物・金属類が生じた場合…本組合が
実施する処理・処分に必要となる費用を、本組合に支払うこと」とありま
すが、具体的にトン当たりの想定費用をご教示いただけないでしょうか。

現時点では想定しておりません。

352 18 7 7.2 （2） 溶融固化物・金
属類の有効利用

｢万一、有効利用できない溶融固化物・金属類が生じた場合、その処理・
処分については本組合が行うが、(中略）。この場合、事業者は、有効利
用できない溶融固化物・金属類の処理・処分について、本組合が実施す
る処理・処分に必要となる費用を、本組合に支払うこと。」とあります。入
札説明書P13(1)基本方針に「本事業で計画しているスラグの資源化及び

終処分場の掘り起こし再生は、長期的かつ安定的に継続していかな
ければならない。」と記載されているとおり、溶融固化物の有効利用は本
事業において重要と思料します。溶融固化物を 終処分する事態となっ
た場合、「運営・維持管理業務委託契約書(案)別紙１」に示される「減額
等の措置を講じる事態レベル２」に該当するものと理解してよろしいでしょ
うか。

溶融固化物の有効利用は、お見込みのとおり重要事項です。あくまで、
当規定は万一のときを想定したもであります。減額措置については内容
により判断します。

353 19 8 8.2 （2） 運転管理記録報
告

管理棟の光熱水費について、別途記録すること、とありますが、当該施
設の運営は組合殿範囲の為、当該光熱水費の支払は組合殿で行って頂
けるものと考えてよろしいでしょうか。

事業者負担とします。

354 19 8 8.2 （2） 運転管理記録報
告

リサイクルセンターの運転管理記録は、事業者が記録するものではない
ことから、報告の対象外との理解でよろしいでしょうか。

原則、要求水準書に示したとおりです。ただし、組合の運転員によりデー
タ整理・報告等が望ましいと判断された内容については、別途協議しま
す。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
355 19 8 8.2 （1）

（3）
（4）

情報管理業務 リサイクルセンターの運転が貴組合業務であることから、本項目の
(1)(3)(4)については事業者の範囲外と理解してよろしいでしょうか。なお
(1)の搬入量等のデータについては適切に貴組合に事業者がご報告する
ものといたします。
また運転管理記録は、補修計画の作成等に不可欠であることから、適宜
事業者に内容をご連絡いただけるものと理解してよろしいでしょうか。

原則、要求水準書に示したとおりです。ただし、組合の運転員によりご指
摘の業務を遂行することが望ましいと判断された内容については、別途
協議します。
また、運転管理記録を組合の運転員により行う場合は、適宜事業者へ報
告します。

356 19 8 8.3 点検・検査報告 本項目に含まれる日常点検の記録については、リサイクルセンターは事
業者の範囲外という理解でよろしいでしょうか。またこれら報告書につい
ては、補修計画の作成等に不可欠であることから、適宜事業者に内容を
ご連絡いただけるものと理解してよろしいでしょうか。

日常点検の内容にもよりますが、簡易なものについては、事業者の責任
により組合の運転員に依頼することは可能です。
また、日常点検記録を組合の運転員により行う場合は、適宜事業者へ報
告します。

357 21 9 9.2 清掃 組合の管理範囲(事務室、更衣室など)は、除外と考えていますが、よろし
いでしょうか？

原則、管理棟の組合事務室、更衣室の日常清掃については、お見込み
のとおりです。ただし定期的清掃については、事業者の業務範囲としま
す。

358 21 9 9.2 清掃 リサイクルセンターの日常的な清掃については、事業者の範囲外と理解
してよろしいでしょうか。なお定期整備等に係る清掃作業は事業者の範
囲内と考えております。

お見込みのとおりです。

359 21 9 9.3 防火管理 リサイクルセンターの防火管理体制については、貴組合で整備されるも
のと理解してよろしいでしょうか。

事業者の業務範囲とします。

360 21 9 9.4 施設警備・防犯 場内警備、防犯を整備することと記載ありますが、貴組合が使用する管
理室および貴組合が運営するリサイクルセンターは対象範囲外との理解
でよろしいでしょうか。

事業者の業務範囲とします。

361 21 9 9.5 （4） 住民利用・見学
者対応

外国語パンフレットについては、英語用でよろしいでしょうか 要求水準書（Ⅰ）5.21.10に示したとおりです。

362 21 9 9.5 （4） 住民利用・見学
者対応

成人用、視覚障害者説明用、外国語での説明用パンフレットについて
も、適宜配布出来るように作成・確保しておくこと、とありますが、年間に
各何部用意すればよいでしょうか？

組合の想定としては、要求水準書（Ⅰ）5.21.10により作成したパンフレット
の部数で充足可能と考えています。

363 21 9 9.6 （2） 周辺住民対応 組合が住民等と結ぶ協定に関して、開示願います。 協定締結後、可能な時期にお示しします。

364 21 9 9.6 （2） 周辺住民対応 「本組合が住民等と結ぶ協定等を十分理解し、これを遵守すること」とあ
りますが、当該協定内容をご教授下さい。

協定締結後、可能な時期にお示しします。

365 21 9 9.6 （3） 周辺住民対応 住民等から意見あった場合初期対応を行う旨の記載がありますが、リサ
イクルセンターの運転その他に関する苦情等への対応は事業者の範囲
外との理解でよろしいでしょうか。

原因が組合にあるものについては、ご理解のとおりです。

366 21 9 9.7 車両誘導 施設敷地周辺においての車両の誘導・指示とありますが、事故等発生時
の責任の所掌についてトラブルの原因となりますので、車両の誘導・指
示は施設敷地内のみとさせて頂きたくお願い致します。

要求水準書に示したとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
367 22 別紙1 ごみ容器の基準

（予定）
ごみ容器の基準はいつ 終決定がなされる予定でしょうか。
今後、変更になった場合に、運営・維持管理業務委託料金に影響を与え
ることがありましたら、貴組合にてご負担頂けるものと考えてよろしいで
しょうか。

現時点で、予定はお示しできません。また、変更により運営・維持管理業
務委託料金に影響を与えることとなった場合には、別途協議とします。

368 22 別紙1 ごみ容器の基準
（予定）

「＊指定袋を作成するときは、組合と協議する。」とあります。事業者が指
定袋を作成するのでしょうか。

組織市町村と組合が協議し、組織市町村にて作成します。

369 24 別紙1 ごみの分け方、
出し方（参考）

ごみの分け方・出し方はいつ 終決定がなされる予定でしょうか。
今後、変更になった場合に、運営・維持管理業務委託料金に影響を与え
ることがありましたら、貴組合にてご負担頂けるものと考えてよろしいで
しょうか。

現時点で、予定はお示しできません。また、変更により運営・維持管理業
務委託料金に影響を与えることとなった場合には、別途協議とします。

370 25 別紙２ 環境保全計画に
おける必要項目
及び頻度

「法律に定められた回数のうち一部を組合が実施することで検討中」とあ
りますが、表中の規定頻度のうち一部を貴組合ご負担にて実施して頂け
るということでしょうか。その場合、ご検討の結果はいつ決定がなされる
予定でしょうか。

別紙2に示す項目及び規定頻度については、法律に定められた回数を考
慮し、組合が実施する項目及び規定頻度を除いた事業者の業務範囲で
す。現時点で表に示すとおり決定いたします。
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■落札者決定基準に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

371 2 Ⅱ ４ 審査の流れ 提案内容の基礎審査において、要求要件を満たさないと判断された場合
は直ちに失格となるのでしょうか。それとも、必要に応じて開催される技
術ヒアリング等を実施し、提案者の提案意図を確認した上での判断とな
るのでしょうか。

基礎審査で要求要件を満たさないと判断された場合は、直ちに失格とな
ります。

372 3 Ⅳ １ 審査方法 提案書全体について、様式集に従った構成となっていることが基礎審査
項目になっていますが、提案書が枚数制限内の枚数であれば、補足説
明書類を添付しても、基礎審査項目を満たすと考えてよろしいでしょう
か。

枚数制限を設定している提案書については、参考資料等の添付は認め
ません。枚数制限を設定していない設計図書等については、この限りで
はありません。

373 3 Ⅳ １ 審査方法 入札公告で入札予定価格が21,659,000千円（税抜き）と示されており、基
礎審査項目で運営等業務委託料の事業期間を通じた合計金額（税抜き
額）が13,070,000千円以内であること、と示されております。
建設工事請負代金額については、この差額8,589,000千円（税抜き）以内
でなければ失格となるということなのでしょうか。
あるいは、運営等業務委託料の提案額を13,070,000千円（税抜き）以下
とした場合には、その差額を8,589,000千円（税抜き）に上乗せしても、入
札予定価格以内に収まっていれば失格にはならないということなのでしょ
うか。

建設工事請負代金額について上限は設定していません。開札において
は、建設工事請負代金額と委託料の合計が、予定価格の範囲内である
ことを確認します。

374 4 Ⅴ ２ 入札価格に関す
る事項以外の得
点化方法

本項で示された「評価」及び「判断基準」については、審査委員会の合議
により決定されるものでしょうか、または、各委員の方々の個別評価の平
均値等を採用されますでしょうか。

合議により決定する予定です。

375 5 Ⅴ ３ ２
（４）
ア

入札価格以外の
審査項目、審査
のポイント及び配
点

スラグの有効利用と見なされる用途範囲をご教示下さい。 特に用途の指定はありませんが、資源として活用された場合は有効利用
とみなします。

376 7 Ⅴ ４ 入札価格に関す
る事項の得点化
方法

低入札調査基準価格および 低制限価格は設定されますか。仮に設定
される場合は、公表の時期はいつ頃になりますか。

設定しません。

377 7 Ⅴ ４ 入札価格に関す
る事項の得点化
方法

入札価格点の 低点は0点でしょうか。（例えば、入札価格が 小入札
価格より50億円高かった場合は、当該入札者の価格点は－20点となる
のでしょうか。）

価格差が３０億円を超える場合はマイナス点となります。
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■様式集に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

378 8 様式7 入札参加資格確
認申請書

90日連続安定運転実績についても証明書類の提出が必要と考えてよろ
しいでしょうか。
必要な場合は以下３点をご教示願います。
①証明書は、納入先自治体の独自フォームに当該施設の所管部署責任
者の押印があれば宜しいでしょうか。
②証明書の日付の制限はございますか。
③証明書は写しでも構わないでしょうか。

必要です。
①お見込みのとおりです。
②入札公告日以前でもかまいません。
③写しでもかまいません。

379 8 様式7 〔1/8〕 5 納税証明書 納税証明書について「法人税・消費税」については「未納税額のない証
明書（その3の3）」、「法人事業税」及び「法人市民税」については「滞納
のないことの証明書」等で宜しいでしょうか。
また、添付については原本が必要でしょうか。

お見込みのとおりです。

380 9 様式7 〔2/8〕
〔3/8〕
〔4/8〕

類似施設の設計
実績調書

あきる野市、日の出町、檜原村発注以外の工事等実績もしくは運転管理
実績を添付する場合は、証明するものとして発注証明または契約書の写
し等を添付するよう記載されておりますが、資格要件としては１年以上の
稼働や90日以上の安定稼働実績も求められていることから、当該条件も
満たすことを納入自治体が証した稼働証明も添付するものとの理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

381 9
10
11
12
13
14
15

様式7 〔2/8〕
〔3/8〕
〔4/8〕
〔5/8〕
〔6/8〕
〔7/8〕
〔8/8〕

類似施設の実績
調書

類似施設の建設
実績調書

類似施設の運転
管理実績調書

表中の「施設概要」項目に「構造形式等」とありますが、当該記入欄には
施設の処理方式や設備概要を記載すれば宜しいでしょうか。その他必須
記入事項があれば「構造形式等」の記載項目を具体的にお示し下さい。

お見込みのとおりです。

382 9
10
11
12
13
14
15

様式7 〔2/8〕
〔3/8〕
〔4/8〕
〔5/8〕
〔6/8〕
〔7/8〕
〔8/8〕

類似施設の実績
調書

類似施設の建設
実績調書

類似施設の運転
管理実績調書

表中の「施設概要」項目に「規模寸法等」とありますが、当該記入欄には
処理能力（●ｔ／日×●炉）を記載すれば宜しいでしょうか。その他必須
記入事項があれば「規模寸法等」の記載項目を具体的にお示し下さい。

施設の処理能力を記載してください。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
383 10

11

14

15

様式7 〔3/8〕

〔4/8〕

〔6/8〕

〔7/8〕

類似施設の設計
実績調書（不燃粗
大ごみ処理設備）
類似施設の設計
実績調書（リサイ
クルセンター）
類似施設の建設
実績調書（不燃粗
大ごみ処理設備）
類似施設の建設
実績調書（リサイ
クルセンター）

本様式に記載する実績について「不燃粗大ごみ処理設備」と「リサイクル
センター」の各々の実績要件を満たす同一の施設がある場合には、その
施設の内容を重複して記載しても宜しいでしょうか。
また、様式集7の〔6/8〕及び〔7/8〕に記載する「類似施設の建設実績調
書」も同様と考えて宜しいでしょうか。

重複してかまいませんので、全ての様式を提出してください。

384 15 様式7 〔8/8〕 類似施設の運転
管理実績調書

「運営企業」の「運転管理実績」に関して「入札説明書（8～9ページ）」に
記載のある資格要件では、
①一般廃棄物を対象とした発電付きガス化溶融炉の運
　 転管理実績を有すること
②破砕機、磁選機、アルミ選別機の全て又はいずれか
　 を設置する場合は、一般廃棄物を対象とした該当す
　 る設備を備えた施設の運転管理実績を有すること
とありますが、本様式（様式7〔8/8〕）は上記の①、②の各々の実績を2件
ずつ記載するものと理解します。
従って、上記①を「様式7〔8/8〕-①」、②を「様式7〔8/8〕-②」と追記した上
で、各々の実績を記入しても宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

385 15 様式7 〔8/8〕 類似施設の運転
管理実績調書

本様式に記載する運転管理契約が単年度契約となっている場合、「契約
金額」及び「運転管理等期間」の欄には 新年度分のみの記入として宜
しいでしょうか。
また、その場合、実績を証明する書類についても同様に 新年度分のみ
を添付するものと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

386 19 様式11 委任状（入札） 本様式における”委任”は”入札に関する一切の権限”とありますが、実
際には「平成22年10月15日に入札提案書類（提案書）を持参提出する行
為」及び「平成22年11月下旬の開札時の立ち会い」に関して代理人を立
てる場合に必要な書類と理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、他に必要な場合は、適宜に文言を修正し
て使用してください。

387 20 様式12 設計・建設費用内
訳書

表下に「※施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは事業者負
担である・・・」とありますが、建設工事請負契約書（案）第25条に、賃金
又は物価の変動に基づく請負代金額の変更が認められています。
従い、当内容は誤記と理解して宜しいでしょうか。

建設工事請負契約書（案）第25条に規定する条件に適合する場合は、組
合が負担しますが、それ以外の場合は事業者負担です。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
388 20 様式12 設計・建設費用内

訳書
下欄外に「施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは事業者負
担であるため、平成22年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）に対し
必要な物価上昇分を見込んだ額を記入すること。」とありますが、事業者
は物価上昇のコントロールは不可能です。事業者のリスクは建設工事請
負契約書(案）第25条に定められた範囲内と理解してよろしいでしょうか。

建設工事請負契約書（案）第25条に規定する条件に適合する場合は、組
合が負担しますが、それ以外の場合は事業者負担です。

389 21
～
37

様式13
～
様式29

事業実施体制図
設計・建設工事計
画提案書
運営・維持管理計
画提案書
事業計画提案書

各様式毎に「○ページ以内」との枚数制限がありますが、提案内容の根
拠となる資料や補足説明資料を添付することは可能でしょうか。
また、添付を認めて頂けた場合、当該資料については評価の対象となり
ますでしょうか。

枚数制限を設定している提案書については、参考資料等の添付は認め
ません。枚数制限を設定していない設計図書等については、この限りで
はありません。

390 21
23
31

様式13
様式15
様式23

事業実施体制図
全体計画説明書
全体計画説明書

業務実施体制は、業務の一部を構成員以外の第三者に委託又は下請
けすることが確定している事項については、記載してもよろしいでしょう
か。また記載して良い場合には、具体的な企業名を記載してもよろしいで
しょうか。

事業実施体制図（様式13）には、構成員、第三者名を記載してください。
全体計画説明書（様式15、様式23）には、第三者名の記載はかまいませ
んが、構成員は記載しないでください。

391 24 様式16 （１） 安定稼働 「ごみ質（低位発熱量）の保証範囲（入札価格範囲内で対応できる値）に
ついてお答えください。」とあります。本件の特徴である 終処分場の延
命化を確実に実現するためには、「ごみ中灰分」の設定も 終処分物、
不燃物（溶融不適物）、溶融固化物の発生量算出に関わる重要な要素で
あると考えます。「ごみ質の保証範囲」とは「低位発熱量」に限らず、「掘
り起こしごみを加味した灰分」についても、入札価格範囲内で対応できる
値で保証範囲の回答を求めるものと理解してよろしいでしょうか。

低位発熱量に対しお答えください。

392 24 様式16 （１） 安定稼働 「低位発熱量の保証範囲に限らず、掘り起こしごみの可能な混入率につ
いてお答えください。なお、その場合の1時間あたりの燃料使用量をお答
えください。」とあります。前提となる「掘り起こしごみ」の単体のごみ質の
性状等をご教示頂けますでしょうか。

別添資料９を参照願います。

393 28 様式20 （５） エネルギー計画 ごみ発電の基準ごみ2炉稼働時の発電効率については、環境省の定め
た「高効率ごみ発電施設整備マニュアル」に記載されていますように、
発電効率（％）＝｛発電出力×100（％）｝／｛投入エネルギー（ごみ＋（重
油やコークス等の）外部燃料）｝
と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

394 33 様式25 （２） 運転・維持管理計
画

補修計画について、各年度の補修内容と金額について記載せよとのご
指示がありますが、本項目については金額の多寡が評価の対象となる
のではなく、補修内容と金額を鑑みた、補修計画の確実性が評価される
ものと考えてよろしいでしょうか。

金額を評価することは考えていませんが、補修内容と著しく異なると判断
された場合は確認することもあります。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
395 35 様式27 （４） 資源化計画 様式27と同様に、運営及び建設段階において協力企業がある場合、協

力企業の関心表明書等を別紙で添付することは可能でしょうか。
要求していない資料については、補足資料も含め、枚数制限を超える資
料の提出は認めません。

396 38 様式30 運営等業務委託
料内訳書（熱回収
施設分）

「入札説明書 P21 表 搬入廃棄物の将来推計値」によると、年度ごとに搬
入廃棄物量が異なるご指定です。本様式に記載する金額の前提となる
ごみ処理量は、熱回収施設20年間の搬入ごみ量合計を20で除した値
（611,100÷20＝30,555t/年）という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、四半期分の費用を記載してください。

397 38 様式30 運営等業務委託
料内訳書（熱回収
施設分）

基本契約書に定められている通り、業務の一切をＳＰＣから運営企業に
委託する関係上、本内訳書の金額の大半は委託費の欄に記載する事に
なると思いますが、その考え方で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、その使途（内訳）についても、可能な範囲
で記載してください。

398 38 様式30 運営等業務委託
料内訳書（熱回収
施設分）

売電収入欄には、売電代金の3分の1を貴組合に納付した残額（売電代
金の3分の2）を記載すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

399 38 様式30 運営等業務委託
料内訳書（熱回収
施設分）

本事業では業務委託料金を各年度毎に平準化するものではないと考え
ています。
本様式で記載する四半期分の費用とは、各四半期毎に実際に支払われ
る委託料ではなく、事業期間中に亘って係る委託費用の総額を80で除し
た金額を記載すると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

400 41 様式32 運営等業務委託
料内訳書（リサイ
クルセンター分）

本様式に、熱回収施設分以外の費用を全て記載するという理解でよろし
いでしょうか。熱回収施設とリサイクルセンターで共通的に必要となる費
用（例：計量員人件費等）は、熱回収施設に含めてよろしいでしょうか。

本様式に、熱回収施設分以外の費用を計上してください。熱回収施設と
リサイクルセンターで共通的に必要となる費用については、合理的に費
用を分けた上で、それぞれの様式に記載してください。
なお、リサイクルセンター代替施設の維持管理費用については、事業者
の負担であることから、リサイクルセンター代替施設を提案する場合は、
平成26、27年度の当該委託料を様式35（記入欄を追加してください）に提
案してください。内訳についても、様式32、様式33を活用して作成、提出
してください。

401 43
44
45

様式33 〔2/4〕
〔3/4〕
〔4/4〕

変動料金2内訳書
変動料金3内訳書
変動料金4内訳書

[2/4]～[4/4]の様式に、缶類、びん類、ペットボトルの変動料金内訳を記
載することになっていますが、この様式では分類できない変動費（例：白
色トレイ密封・梱包装置の袋等の費用、ストックヤードにおいて共通的に
使用する重機燃料費等）についての記載方法をご教示ください。

固定料金（様式33[1/4]）を想定しています。

402 50 様式38 （３） 地域や社会への
貢献

協力企業とは建設ＪＶおよび運営企業から委託もしくは下請を受ける第
三者と考えてよろしいでしょうか。
協力企業は様式13、様式15、様式23に記載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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■基本協定書（案）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

403 1 第3条 特別目的会社の
設立

「本協定締結後速やかに」とございますが、基本協定はいつ締結される
予定でしょうか。入札説明書6頁Ⅲ記載スケジュールの仮契約締結（平成
23年2月予定）の事を指すのでしょうか。

事業者選定通知の後速やかに締結します。

404 2 第5条 １ 特定事業契約 第５条第１項では、特定事業契約の締結につき、「組合と特定目的会社
間で締結せしめるものとする」とございますが、「　　　   」グループも特定
事業契約の当事者にあたりますので、本部分は、「それぞれ、組合と「
」グループ・特別目的会社間、組合と「　　　」グループ間又は組合と特別
目的会社間で締結せしめるものとする。」ではないでしょうか。

本項を「組合及び○○グループは、自ら且つ特別目的会社をして、本事
業に係る全ての特定事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成23年２
月中旬を目途として、西秋川衛生組合議会に対する特定事業契約の承
認等に係る議案提出日までに、各特定事業契約の該当の当事者間で締
結せしめるものとする。」とします。

405 2 第5条 ３ 特定事業契約 （第３項、4行目）「デフォルト事由が本事業の入札手続に関するものであ
るときは」とありますが、これ以外のデフォルト事由にて本契約が成立し
ない場合には、違約金の支払義務（連帯債務）はないと考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

406 2 第5条 ３ 特定事業契約 落札者決定から本契約成立前の間に、入札参加者の何れかが参加資
格を喪失しグループが失格となった場合（入札説明書P9参照）、本条項
の違約金支払義務は発生しないと考えてよろしいでしょうか。

基本協定書（案）に示すとおりです。

407 3 第8条 ２ 有効期間 本協定の終了後も効力を有する規定として、第７条のみが挙げられてお
りますが、秘密保持義務も本協定終了後もなお効力を有すべきものです
ので、基本契約書第１４条第２項と同様に、本項但書は、「但し、本協定
の終了後も、第７条及び第９条の定めは有効とし、当時者を法的に拘束
し続けるものとする。」として頂けますようお願いいたします。

基本協定書（案）に示すとおりです。

408 3 第9条 １ 秘密保持等 秘密情報につき、「本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的」では
使用しない旨が規定されておりますが、この点につき、「本協定の履行又
は「　　　　」グループによる本事業の遂行以外の目的」としていただけま
すようお願いいたします。

基本協定書（案）に示すとおりです。

409 4 第9条 ４ 秘密保持等 事業者から貴組合に開示した情報の中には、事業者の事業遂行上保護
されるべき技術情報が含まれています。従いまして、本項に基づき情報
公開その他必要な措置を講じる場合でも、事前に対象となっている情報
の内容につき、事業者に個別にご確認の上、書面による同意を取得いた
だいた上で公開その他の措置を行うこととして頂きますよう御願い致しま
す。

情報の扱いについては、法令に従った扱いがなされます。当該情報の開
示が事業者の競争上の地位等を害するおそれがある場合、法令により
協議が排除されるものでなければ協議に応じることが可能です。

410 6 別紙1 出資者保証書式 本文７行目において、「…当該基本契約並びに当該基本契約の基づく本
事業」とある部分は、「…当該基本契約並びに当該基本契約に基づき本
事業」の誤記かと存じます。

基本契約書を「当該基本契約に基づく本事業」と修正します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
411 6 別紙1 ３

４
出資者保証書式 基本契約書第６条第８項と整合性を取るため、出資者保証書第３項も基

本契約書第６条第８項同様に以下のような規定とする必要はございませ
んでしょうか。
「当社らが保有する特別目的会社の株式を、組合の承諾なくして第三者
に対して譲渡し、担保権を設定し若しくはその他の処分をし、新株又は新
株予約権の発行その他の方法による資本参加を認め、筆頭株主の変更
その他の特別目的会社の議決権変更を行わないものとします。」

ご指摘のとおり、基本協定書を修正します。

412 6 別紙1 ５ 出資者保証書式 「当社らが、自ら保有する特別目的会社の株式に対し、組合のために組
合を担保権者とする担保権を設定する。」とありますが、その目的と、具
体的にいつどのようなケースにおいて貴組合がこのような権利を持ち、ま
たどのようなケースにおいて担保権の実行を行うこととなるのか、その条
件をご教示ください。

事業健全性確保のために、事業契約締結後速やかに設定していただき
ます。事業が健全であれば実行することはありません。
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■基本契約書（案）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

413 3 第4条 （３） 事業者の役割分
担

「本施設の運営・維持管理に関する業務の一切は、組合から特別目的会
社がこれを受託し、運営企業が特別目的会社から再委託を受ける」とあ
りますが、運営企業が複数社にわたる場合には、複数の運営企業にて
分担して業務を再委託してもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

414 3 第4条 （３） 事業者の役割分
担

「本施設の運営・維持管理に関する業務の一切は、組合から特別目的会
社がこれを受託し、運営企業が特別目的会社から再委託を受ける」とあ
りますが、特別目的会社から再委託を受けた運営企業がさらに地元企業
等に業務を委託もしくは下請けさせることは許容されると考えてよろしい
でしょうか。

運営・維持管理業務委託契約書（案）第８条に従います。

415 3 第5条 建設JVの組成 プラント建設企業と建屋建設企業のJVに関し、乙型（分担施工方式）を
想定されておりますでしょうか。

甲型を予定しています。

416 3 第5条 （１） 建設ＪＶの組成 「設計建設JVは、当該協定書を締結後速やかに、・・・・・その後変更した
ときには、速やかに変更後の契約書の写しその他変更内容を証する書
面を・・・・・」とありますが、変更とはどういったものを想定しているので
しょうか。

JV協定書の変更等を想定しています。

417 3 第6条 ２ （２） 特別目的会社の
運営

「特別目的会社の担当する業務は、運営・維持管理業務の受託及び本
基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務の
みとする」とありますが、特別目的会社が担当すべきとされるその他の業
務とは具体的にどのような内容かご教示下さい。

会社の経営上要求される業務を想定しています。

418 3 第6条 ２ （４） 特別目的会社の
運営

「運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金を［（一回
分の委託料に相当する額以上の額）］円とし、」とありますが、一回分の
委託料に相当する額以上の額とは、平成２６年度第１四半期分（４月１日
～６月末日分）以上の額を、事業期間中維持することと考えてよろしいで
しょうか。

事業者提案による平成28年度の委託料四半期分とします。

419 4 第6条 ２ （６） 特別目的会社の
運営

委託料の４０分の１に相当する金額とは、事業期間中にわたる運営・維
持管理業務委託料の合計の４０分の１に相当する金額と考えてよろしい
でしょうか。

事業者提案による平成28年度の委託料四半期分とします。

420 3 第6条 ２ （４） 特別目的会社の
運営

特別目的会社の資本金について［（一回分の委託料に相当する額以上
の額）］円とし･･･とありますが、各年度の四半期分の額以上との理解で
宜しいでしょうか。

事業者提案による平成28年度の委託料四半期分とします。

421 3 第6条 ２ （４） 特別目的会社の
運営

本号にて、運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金
につき、[（一回分の委託料に相当する額以上の額）]円とし、事業期間中
これを維持する旨が記載されております。しかしながら委託料は、入札説
明書p20-Ⅵ-7-(2)にある通り、固定料金及び変動料金で構成されており
ますが、変動料金は、単価のみが設定され金額が確定しているものでは
ないため、本号の「一回分の委託料に相当する額」は、「一回分の委託
料の固定料金部分に相当する額」だと理解して宜しいでしょうか。

事業者提案による平成28年度の委託料四半期分とします。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
422 3 第6条 ２ （４） 特別目的会社の

運営
本号にて、運営・維持管理業務の開始前までに特別目的会社の資本金
につき、[（一回分の委託料に相当する額以上の額）]円とし、事業期間中
これを維持する旨が記載されておりますが、「運営・維持管理業務の開
始」以前の資本金については、特別目的会社の設立に支障の無い範囲
で事業者側で任意に設定して良いという理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

423 4 第6条 ２ （５） 特別目的会社の
運営

「乙以外の者による出資は行わせないこと。」は「株主以外の者による出
資は行わせないこと。」の誤記かと存じます。

基本契約書を修正します。

424 4 第6条 ２ （６） 特別目的会社の
運営

特別目的会社への追加出資、劣後融資等の組合が適切と認める支援措
置」につき、「委託料の４０分の１に相当する金額を上限」として講じる旨
が規定されておりますが、ここでいう委託料は入札説明書p20-Ⅵ-7-(2)
にある通り、固定料金及び変動料金で構成されており、変動料金は、単
価のみが設定され金額が確定しているものではないため、本号の「委託
料の４０分の１に相当する金額」は、「委託料の固定料金部分の４０分の
１に相当する額」だという理解で宜しいでしょうか。

事業者提案による平成28年度の委託料四半期分とします。

425 4 第6条 ６ 　 特別目的会社の
運営

「株主は･･･組合が別途定める様式及び内容で担保権設定契約を締結
のうえ」とありますが、担保権設定契約の内容が貴組合より提示される
時期についてご教示ください。

事業契約締結後に提示します。

426 5 第7条 ２ 特定事業契約 「運営・維持管理契約（を本基本契約の締結日付で締結する。」は「運営・
維持管理契約を本基本契約の締結日付で締結する。」との理解でよろし
いでしょうか。

基本契約書を修正します。

427 5 第8条 ２ 設計・建設業務 「（ii）建設JVは、設計企業をして」の部分は、「（ii）建設JVは、自ら及び設
計企業をして」との理解でよろしいでしょうか。

建設JVが自ら設計することは想定されません。自ら設計する場合には設
計・建設JVとなります。

428 5 第9条 ５ 運営・維持管理
業務

第５段落目「後継運営企業候補者と間で」は「後継運営企業候補者との
間で」との理解でよろしいでしょうか。

基本契約書を修正します。

429 6 第10条 再委託等 「受託し請け負った業務に関し、～第三者に再委託し又は下請けしては
ならない」とは、「受託し請け負った業務に関し、～『一括』して第三者に
再委託し又は下請けしてはならない」の誤記と解釈してよろしいでしょう
か。

基本契約書を修正します。

430 6 第10条 再委託等 第２行目「建設工事請負契約、運営・維持管理契約又は運営・維持管理
契約」は、「本基本契約、建設工事請負契約又は運営・維持管理契約」と
の理解でよろしいでしょうか。

基本契約書を修正します。

431 6 第11条 権利義務の譲渡
の禁止

第三行目「組合が後継運営企業候補者と」の部分は、「特別目的会社が
後継運営企業候補者と」との理解でよろしいでしょうか。

基本契約書を修正します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
432 6 第12条 損害賠償 組合様が加入されます町村有建物災害共済において補償された場合

は、その補償で足りない部分が損害賠償の対象となると考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、町村有建物災害共済に基づく求償権が
行使される可能性も排除できませんので、この点につきご留意ください。

433 14 別紙4 （３） ①
1)

各施設共通 「①各施設共通1)一般廃棄物の受入」がありますが、リサイクルセンター
内に搬入される資源物の受入は除外されるとの理解でよろしいでしょう
か。

要求水準書（Ⅱ）受入業務を参照願います。

434 14 別紙4 （３） ③ リサイクルセン
ター

「③リサイクルセンター受付業務」がありますが、計量棟で行われる業務
であるとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（Ⅱ）受入業務を参照願います。

435 14 別紙4 （３） ④ 管理棟、修理・再
生展示施設

「④管理棟、修理・再生展示施設　組合が使用する管理室等以外の運営
業務」とありますが、貴組合が使用する管理室、更衣室等の清掃警備は
含まれないものとの理解でよろしいでしょうか。

原則、管理棟の組合事務室、更衣室の日常清掃については、お見込み
のとおりです。ただし定期的清掃については、事業者の業務範囲としま
す。

436 14 別紙4 （３） ⑤ 見学者対応支
援、近隣対応等
の関連業務

「⑤近隣対応等」とありますが、本事業の実施に直接関わる事項につい
ては、貴組合にてご対応いただけるものとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

437 15 別紙5 （３） ① 近隣対等（組合
が行うべきもの）

既存施設の解体・更新に関する業務の中で組合が行うべきものに、「近
隣対応（組合が行うべきもの）」とございますが、この内容をご説明いただ
けませんでしょうか。

主に近隣住民等への説明を想定しています。
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■建設工事請負契約書（案）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

438 2 第1条 13 総則 「情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに
確認する」となっていますが、後文（但し書き）における「誤記等発注者の
責に帰すべき事由によらない場合」と同様に「その他請負者の責に帰す
べき事由によらない場合」も、この限りでないと理解してよろしいでしょう
か。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。

439 2 第1条 13 　 総則 「情報及びデータの未入手があったときにおいて･･･主張することはでき
ない」とありますが、質疑等において事業者が要求したにも関わらず、貴
組合より情報の提示を頂けない場合に事業者に大幅な追加費用が生じ
た場合には、上記の限りではないとの理解で宜しいでしょうか。

ご指摘の要求について組合がこれに同意した場合に限り、お見込みのと
おりです。

440 2 第2条 （１） 工事の設計・施
工の準備

第５行目の「がある場合を、」の部分は、「がある場合には、」の誤記かと
存じます。また、第６行目の「の作成・提出する。」は「を作成・提出す
る。」との理解でよろしいでしょうか。

建設工事請負契約書を修正します。

441 3 第2条 （３） 工事の設計・施
工の準備

「発注者が要求水準書等で提示した条件と著しく異なる土地のかしや埋
蔵物が発見された場合、発注者は、請負者と協議の上、その除去費用を
負担する。」とありますが、それら要因に伴う大幅な設計変更や工法の変
更(追加工事に値する）場合も費用をご負担いただけるのでしょうか。

ご指摘の場合には、協議します。

442 3 第2条 （５） 工事の設計・施
工の準備

「発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事」について、想定され
ている工事がありましたらご教示下さい。

現時点では想定しておりませんので、お示しできません。

443 3 第2条 （５） 工事の設計・施
工の準備

請負者は、発注者の別発注にかかる第三者の行う工事と密接に関連す
る場合において、発注者の調整に従い、その円滑な施工に協力しなけれ
ばならないと規定されているが、これにより請負者に大幅な追加費用が
生じた場合には、貴組合に請求できる、もしくは貴組合と協議できるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご指摘の場合には、協議します。

444 3 第2条 （５） 　 工事の設計･施
工の準備

「請負者は発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工
に協力しなければならない」とありますが、当該協力にともない事業者に
生じた追加費用等は貴組合負担との理解で宜しいでしょうか。

協力について事前に組合と協議し、組合が同意した費用についてはお見
込みのとおりです。

445 4 第3条 ８ 設計 設計図書の是正費用につき、本項２つ目の但書により、「発注者の責め
に帰すべき事由」であっても、当社が「過失により」見過ごした場合は事
業者が当該費用を負担することとされていますが、事業者への要件があ
まりにも厳しすぎると思料致します。過失の場合は免責頂く等、ご配慮賜
りたく存じます。

建設工事請負契約書（案）に示すとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
446 5 第5条 ３ 権利義務の譲渡

等
本項では、本施設に係る著作権を当該著作物の引渡し時に発注者に無
償で譲渡できる旨が記載されておりますが、当該著作物の著作権自体
はあくまで著作者本人に帰属すべきと考えます。ただ、貴組合において
も、請負者による本施設の設計・建設や特別目的会社による本施設の
運営・維持管理の目的の範囲内において当該著作物を使用することは
必要と存じますので、それを踏まえて本項を以下のようにご変更いただ
けませんでしょうか。
「請負者は、本施設が著作権法（昭和45 年法律第48 号）第２条第１項第
１号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当
該著作物に係る請負者の著作権（著作権法第21 条から第28 条まで規
定する権利をいう。）に基づき、当該著作物の引渡し時に、発注者に対し
て、（i）請負者による本施設の設計・建設業務、又は(ii)当該本施設の運
営・維持管理業務を遂行する目的の範囲内において、当該著作物を使
用する権利を許諾するものとする。」

著作権は請負者に留保されるものの、発注者が全面的な利用権を持つ
旨の規定となるよう修正します。

447 5 第5条 ４ 権利義務の譲渡
等

第４項にて、発注者が「本施設の内容」を請負者の承諾なく自由に公表
することができる旨の規定がありますが、公表前には事業者に確認頂き
たくお願いします。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。

448 5 第5条 ６ 権利義務の譲渡
等

本施設の内容が変更された場合、当該変更に起因して本施設の性能が
低下した場合等は、発注者側にてその損害を負担し、請負者を免責して
いただけるという理解で宜しいでしょうか。

変更が組合の指示である場合に限り、協議に応じます。

449 6 第5条 ８ 権利義務の譲渡
等

請負者が本施設の作成に当たって開発したプログラム及びデータベース
につきましては、請負者による本施設の設計・建設業務の実施または発
注者による当該施設の運営・維持管理に必要な目的の範囲内に限りご
利用頂きますようお願い致します。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。

450 6 第6条 １ 設計図書及び完
成図書等の著作
権

本施設の設計図書及び完成図書等には、請負者の技術情報が含まれ
ているため、頒布又は展示等、第三者に開示をしようとする場合には、事
前に対象となる情報の内容につき請負者に確認頂きたくお願いいたしま
す。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。

451 9 第12条 ２ 現場代理人等に
関する措置請求

「第３条第４項」とありますのは、「第３条第３項」との理解でよろしいでしょ
うか。

建設工事請負契約書を修正します。

452 15 第25条 ２ 賃金又は物価の
変動に基づく請
負代金額の変更

変動前・変動後残工事代金額および数量を算定する際は、実施設計図
書内で提出する内訳書（各工事別内訳明細書）が基準になると考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

453 17 第29条 １ 不可抗力による
損害

「本施設の引渡し前」とあるのを、「本施設の引渡し前（第３３条により発
注者が部分使用を開始した場合は、当該部分使用の開始前）」とご変更
いただけませんでしょうか。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
454 19 第34条 ２ 前払金 各年度毎の上限額について、平成22年度から27年度までが全て0円の

表記となっていますが、これは契約締結段階に何らかの数字が記入され
ると理解して宜しいでしょうか。特に応札者が何らかの数字を提案して宜
しいでしょうか。
それとも、前払金の規定はあるものの、実際には認められないと解釈す
べきでしょうか。

0円となります。

455 20 第34条 ４ 前払金 「10分の3」とありますが、「10分の4」の誤りではないでしょうか。 建設工事請負契約書を修正します。

456 22 第38条 １ 部分引渡し 組合殿で部分引渡しの対象として想定されている施設をご教示願いま
す。

熱回収施設等を想定しています。

457 23 第40条 ５ かし担保 リサイクルセンターの更新にあたり部分的に既設物を流用する場合に
は、当該既設物に起因する本施設のかしにつきましては、本項でいうとこ
ろの「支給材料の性質・・・により生じたもの」として、請負者は免責される
ものと考えてよろしいでしょうか。

原則として、請負者の責任とします。ただし、発注者の指示による場合
は、お見込みのとおりです。

458 24 第40条
の2

１ 性能保証 性能保証項目につき、本項では「設計図書」及び「工事提案書」に記載し
た工事目的物の性能及び機能となっておりますが、一方で、要求水準書
（Ⅰ）設計・建設業務編p17 1.7.1.3(3)①には、「引渡性能試験は、本組合
立会のもとに「表1-2, 1-3 性能保証試験の項目と方法」に規定する性能
保証事項について実施する。」との記載がございます。本項の「性能保証
項目」として保証すべき事項は、当該表1-2及び表1-3に明記された項目
であると理解して宜しいでしょうか。

要求水準書の示す保証項目は 低限のものとなります。

459 24 第40条
の2

２ 性能保証 「前項の性能保証の期間は、（中略）引渡しを受けた日から10 年間とす
る。」とあります。プラントの長期間にわたる性能発揮には適切な維持管
理が大前提ですが、特にリサイクルセンターについては事業者が運転を
行わないため、日常点検の不足等貴組合の運転業務に起因する性能未
達が発生した場合については、請負者は免責されるという理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

460 24 第40条
の2

２ 性能保証 性能保証期間につき、「引渡しを受けた日から１０年間」とありますが、本
契約第３３条に基づき、本施設の全部又は一部につき部分使用をするこ
ととなった場合には、当該部分については、既に発注者による供用が開
始されていることになるため、その時点より性能保証期間を起算していた
だきたく存じます。
従い、本項は、「引渡しを受けた日から１０年間とする。ただし、第３３条に
基づき、本施設の全部又は一部につき、発注者が使用を開始したとき
は、当該使用を開始した部分については、当該使用を開始した日から１０
年間とする。」と変更いただけませんでしょうか。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。

461 24 第40条
の2

２ 　 性能保証 「発注者の承認を得た時から10年間、性能保証の期間を延長する」とあ
りますが、事業期間の満了日にて事業者による性能保証は終了すると
の理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。建設工事請負契約書を修正します。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
462 24 第40条

の2
３ 性能保証 第４行目の「事業者の負担において」は「請負者の負担において」の誤記

かと存じます。
建設工事請負契約書を修正します。

463 24 第40条
の2

４ 性能保証 性能未達の場合、事業者の負担する費用は当該性能未達の修補費用
のみとして頂きたくお願いします。

性能保証の範囲としては、ご指摘のとおりとなります。

464 24 第40条
の2

５ 性能保証 本項につき、以下のように変更いただけませんでしょうか。
「前項の規定は、工事目的物が性能保証事項を満たさない事態が生じた
原因が発注者の職員の誤操作、発注者の支給材料（既設の・・・・を含
む）の性質その他発注者の責に帰すべき事由、ごみ質その他事業者提
案に記載された性能保証事項の前提条件を満たしていないこと、若しく
は不可抗力に起因する場合には、適用しない。」

建設工事請負契約書（案）のとおりとしますが、性能保証の範囲として
は、ご指摘のとおりとなります。

465 28 第47条 １ 不正行為に伴う
損害の賠償

｢第43条第1項各号のいずれかに該当するときは」とありますが、第7号の
「本基本契約が発注者により解除されたとき」に関しては、その解除事由
如何に依っては賠償金支払義務は発生しないものと考えてよろしいで
しょうか。

重畳的に損害賠償を請求するものではありません。

466 28 第47条 １ （１） 不正行為に伴う
損害の賠償

第２行目の「不正な取引方法」は「不公正な取引方法」との理解でよろし
いでしょうか。

不正な取引方法です。

467 29 第49条 １ 法令変更によっ
て発生した費用
等の負担

「工事期間中」のみならず、本件入札日以降の法令変更につきましても、
本条と同様に取り扱われるという理解で宜しいでしょうか。

建設工事請負契約書（案）に示したとおりです。
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■運営・維持管理業務委託契約書（案）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

468 前文 前文 第７行目「（以下、建設工事請負契約「」という。）」は、「（以下、「建設工
事請負契約」という。）」との理解でよろしいでしょうか。

運営・維持管理業務委託契約書を修正します。

469 1 第1条 １ 総則 第１条本文第5行目の「契約書」及び同第6行目の「この契約書」は、いず
れも「本約款」との理解でよろしいでしょうか。

運営・維持管理業務委託契約書を修正します。

470 1 第1条 ４ （２） 総則 「運営・維持管理開始日」につき、平成26年４月１日又は委託者が別途通
知した日とされていますが、平成26年４月１日以外の日を委託者から別
途通知された場合、要員の確保などにおいて事業者に大幅な追加費用
が生じた際には、貴組合に請求できるもしくは協議できるものと理解して
よろしいでしょうか。

ご指摘の際には協議に応じます。

471 2 第1条 10 総則 「情報及びデータの未入手があったときにおいて･･･主張することはでき
ない」とありますが、質疑等において事業者が要求したにも関わらず、貴
組合より情報の提示を頂けない場合に事業者に大幅な追加費用が生じ
た場合には、上記の限りではないとの理解で宜しいでしょうか。

ご指摘の要求について委託者がこれに同意した場合に限り、お見込み
のとおりです。

472 2 第1条 10 総則 「情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに
確認する」となっていますが、後文（但し書き）における「誤記等発注者の
責に帰すべき事由によらない場合」と同様に「その他請負者の責に帰す
べき事由によらない場合」も、この限りでないと理解してよろしいでしょう
か。

運営・維持管理業務委託契約書（案）に示したとおりです。

473 2 第4条 ２
３

契約の保証 契約保証金の額につき、第２項においては、委託料金額の予定支払額
の１０分の２とされておりますが、本項第３項及び第４項をみると、委託料
金額の予定支払額の1/10となっているため、第２項の金額も１０分の１と
の理解でよろしいでしょうか。

第３項及び第４項について、１０分の２と修正します。

474 2
3

第4条 ３
４

契約の保証 「10分の1」とありますが、「10分の2」の誤りではないでしょうか。 第３項及び第４項について、１０分の２と修正します。

475 3 第4条 ４ 契約の保証 第2行目の「請負代金額」は、「当該事業年度に係る委託料金額の予定
支払額」との理解でよろしいでしょうか。

運営・維持管理業務委託契約書を修正します。

476 3 第5条 ４ 業務遂行 「一般廃棄物処理実施計画」は、公表されていますか？公表されていな
い場合は、閲覧および短期貸出可能でしょうか。

閲覧及び短期貸出を可能とします。

477 3 第5条 ４ 業務遂行 「受託者は、委託者又は委託者を組織する市町村が定める「一般廃棄物
実施計画」を遵守する」とありますが、「一般廃棄物実施計画」が変更さ
れた場合、要求水準の変更に該当し、事業者に追加的な費用が発生し
た場合は、貴組合が負担していただけるという理解でよろしいでしょう
か。

ご指摘の際には協議に応じます。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答
478 3 第5条 ４ 業務遂行 委託者又は委託者を組織する市町村が定める「一般廃棄物処理実施計

画」を遵守するとありますが、提案後当該計画が変更されたことへの対
応において、委託金額を変更する必要が生じた場合には、貴組合とご協
議できるものと理解してよろしいでしょうか。

ご指摘の際には協議に応じます。

479 4 第5条 ８ 業務遂行 要求水準書（Ⅱ）運営・維持管理業務編P.21, 9.6周辺住民対応（３）にあ
るようにここでいう「対応」及び「解決」は「受託者は、本業務に関する住
民からの苦情等を受け付け、速やかに組合殿へ報告し、組合殿の対応
に協力する」ことと理解してよろしいでしょうか。

本項は、受託者の事業遂行に関連した住民対応を受託者自らが行う趣
旨の規定です。

480 4 第5条 ８ 業務遂行 「住民協定等を十分理解してこれを遵守するもの」とありますが、当該協
定内容をご教示頂けますでしょうか。

協定締結後、可能な時期にお示しします。

481 4 第5条 ８ 業務遂行 委託者と住民との住民協定の内容の遵守義務が定められていますが、
住民協定の内容を提案前に確認させていただきたくお願いします。

協定締結後、可能な時期にお示しします。

482 5 第5条 11 業務遂行 第２行目「要求水準書(Ⅰ)設計・建設業務編「2.2.7　ユーティリティ」」の部
分は、「要求水準書(Ⅱ)運営・維持管理業務編「1.2.4 ユーティリティー条
件」」との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

483 6 第8条 ２ 第三者の使用 「受託者は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を
遂行させる場合は、事前に委託者の承諾を得るものとし、これを変更す
る場合も同様とする」とありますが、受託者が再委託する運営企業がさら
に第三者に業務を地元企業等に発注し遂行させる場合も、本規定は適
用されるのでしょうか。

適用されます。

484 6 第9条 １ 緊急時の対応等 「自己の費用により」とありますが、当該緊急事態の発生が受託者の責
に帰すべき事由によらない場合は、措置のために必要となった追加費用
については委託者にてご負担いただけますでしょうか。

委託者の責による場合には、委託者が負担します。

485 6 第9条 ２ 緊急時の対応等 AEDの設置箇所に関してですが、「各施設」とはいずれの施設を想定され
ていますか。

熱回収施設、リサイクルセンター、管理棟を想定しています。

486 6 第10条 個人情報の安全
管理措置等

第４行目の「受託者又は」とあるのは、「受託者は」との理解でよろしいで
しょうか。

「受託者又は」を「受託者及び受託者から業務を委託された者」に修正し
ます。

487 7 第13条 業務計画書 業務計画書の作成に関しては、要求水準書にある「事業実施計画書」を
毎年見直すことで良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

488 8 第14条 １ 業務報告書 「委託者の指定する第三者」とありますが、委託者の指定する第三者に
ついて、具体的な想定があればご教示ください。

具体の想定はありません。

489 8 第14条 １ 業務報告書 業務報告書につき、委託者の指定する第三者の要請に応じて閲覧させ
ることとなっておりますが、当該業務報告書の内容には事業者固有のノ
ウハウ等の情報も含まれていることから、どこまで開示するかにつき事
前に協議させて頂きたくお願いいたします。

情報の扱いについては、法令に従った扱いがなされます。当該情報の開
示が事業者の競争上の地位等を害するおそれがある場合、法令により
協議が排除されるものでなければ協議に応じることが可能です。
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490 9 第17条 ２ 委託料の支払 「当該運転停止により受託者が支払いを免れた費用を、委託料から控除

して支払うことができる」とありますが、当該運転停止により減ぜられる収
入(例えば売電)及び増える支出(例えば立ち上げ燃料)がありますが、受
託者の責に帰さない運転停止につきましては、ご配慮いただけるものと
考えてよろしいでしょうか。

ご指摘の際には協議に応じます。

491 9 第17条 ２ 委託料の支払 第２行目「が行った場合」は、「を行った場合」との理解でよろしいでしょう
か。

運営・維持管理業務委託契約書を修正します。

492 9 第19条 ２ 委託料以外の収
入

余剰電力を事業者提案に基づき委託者が定めた価格で第三者に売却、
とありますが、委託者と受託者が合意した価格と理解してよろしいでしょ
うか。

事業者提案に基づいて定める以上、これについて価格の合意はありま
せん。

493 11 第28条 １ 不可抗力発生時
の対応

「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火
災、騒乱、暴動、その他自然的又は人為的な事象であって、当事者の責
に帰すことができないもの、と理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

494 11 第28条 不可抗力発生時
の対応

本契約には、「不可抗力」につき定義がありませんが、本条以下、本契約
において使用される「不可抗力」は、建設工事請負契約書第２９条に定
める不可抗力と同義であると理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

495 11 第31条 １ 法令変更によっ
て発生した費用
等の負担

本項では、「契約期間中に」法令変更がおこなれた場合の費用負担が定
められておりますが、本契約において、「契約期間」とは、運営・業務委託
期間のことを指しているかと存じますが、本件入札日以降の法令変更に
つきましても、本条と同様に取り扱われるという理解で宜しいでしょうか。

契約締結日以降とする趣旨の修正をします。

496 11 第31条 ３ （１） 法令変更によっ
て発生した費用
等の負担

「本業務に直接関係する法令変更」とありますが、要求水準書の内容が
変更となるような法令の変更はこれに該当するものと理解してよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

497 11 第31条 ３ （１） 法令変更によっ
て発生した費用
等の負担

本施設の設置に伴う条例・協定等の成立等により、入札時には見積るこ
とのできなかった条件が付与される場合は、「本業務に直接関係する法
令変更」に該当するものと理解してよろしいでしょうか。

該当しない場合もあります。

498 13 第34条 １ （３） 原状回復義務 運転指導期間中、業務の引継としての指導費用は受託者側の費用と考
えますが、指導を受ける側である引継先の人件費および諸経費は、引継
先の負担と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

499 13 第35条 ２ 委託者の解除権 「又は受託者の責めに帰すべき第32条第１項第３号に基づく契約終了の
場合」とありますが、第32条第１項第３号は委託者・受託者間の合意解
約の場合であり、受託者の責めに帰すべき事由にあたりませんので、当
該部分を削除いただけませんでしょうか。

運営・維持管理業務委託契約書（案）に示したとおりです。

500 14 第35条 ２ 委託者の解除権 「第32条第1項第3号に基づく契約終了の場合」とありますが、合意解約
の場合にも、違約金を支払わなければならないのでしょうか。

お見込みのとおりです。第35条第2項では、受託者の責めに帰すべき場
合を規定しています。
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501 14 第39条 ２ 協議会の設置 評議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることとあります

が、この費用は委託者負担と考えてよろしいでしょうか？
協議によります。

502 15 第42条 知的財産権 委託者が当該実施権等の使用を指定し、とありますが、本事業を行うに
あたり必要な権利かどうかの判別は受託者にて行うものと考えてよろし
いでしょうか？

お見込みのとおりです。

503 15 第42条 ４ 知的財産権 本契約に基づき受託者が提供した情報、書類、図面等には、受託者の
技術情報等のノウハウが含まれているため、その利用に当たっては、事
業者と協議させて頂きますようお願いいたします。

情報の扱いについては、法令に従った扱いがなされます。当該情報の開
示が事業者の競争上の地位等を害するおそれがある場合、法令により
協議が排除されるものでなければ協議に応じることが可能です。

504 16 別紙1 モニタリング実施
要領等

別紙１　「モニタリング実施要領等」の表題につき、「（第15条、第19条及
び第35条）」は、「（第15条、第16条及び第35条）」との理解でよろしいで
しょうか。

運営・維持管理業務委託契約書を修正します。

505 17 別紙1 ２ 委託料の減額方
法

ﾚﾍﾞﾙ１，２の具体的な事象および是正期間設定要領（基準）などが明示
されておらず、運用の仕方によっては事業者に過大な負担となる懸念が
あります。特にﾚﾍﾞﾙ２については、「不法行為」「虚偽報告」「溶融固化
物、金属類の有効利用がなされず処分場に埋め立てることとなった場
合」「全管注意義務を怠り重大な事故、施設の損壊等が発生した場合」な
どの事象が該当するものと理解してよろしいでしょうか。

レベル２の「比較的重大な影響」とは、廃棄物処理が継続できなくなる可
能性がある事態を想定しています。

506 17 別紙1 ２ （３）
①

減額等の決定過
程

委託者は、その都度、緊急度等を勘案し、受託者に相当な是正期間を提
示する、とありますが、是正期間の設定に関しては、協議出来るものと考
えて、よろしいでしょうか？

受託者の意見を聞くこととします。

507 20 別紙3 保険 受託者は「普通火災保険」に加入するものとする」とある一方で、「要求
水準書（Ⅱ）運営・維持管理業務編1.3.14（保険）」に「なお、組合は本施
設の所有者として、本施設に係る町村有建物災害共済（財団法人全国
自治協会）に加入する。」とあります。火災保険については、貴組合にて
付保され、事業者の付保は不要との理解でよろしいでしょうか。

火災保険に加入していただきます。

508 21 別紙4 不可抗力の場合
の費用分担

不可抗力が生じた場合の費用分担につき、「年間委託料の100分の１」に
至るまでは受託者が負担することとなっておりますが、「委託料」のうち、
変動料金部分は単価のみを設定し、総額は変動するため、当該不可抗
力における費用負担を算定するにあたっては、「年間委託料のうち、固
定料金にかかる金額の100分の１」にいたるまでは受託者負担として頂き
ますよう御願い致します。

運営・維持管理業務委託契約書（案）に示したとおりです。
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■特定事業の選定に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

509 2 １ （５） （ウ） 受入廃棄物 事業系一般廃棄物の受入はございますでしょうか。また、その場合、どの
程度の量を想定していらっしゃいますでしょうか。

受け入れはあります。個別の量は計測していませんが、全体の受け入れ
廃棄物量には含まれています。
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