
入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答

1 入札説明書 6 10 2) 実施方針時の貴市回答に明記されております

が、企業グループで応募する場合は、構成企業

が各業務を行う条件を満足し、単独企業で応募

する場合はプラントを設計施工する企業が契約

者となり、協力企業（一次下請）が各業務を行

う条件を満足する解釈でよろしいでしょうか。

平成３０年５月３０日に公表した回答のとおり

です。但し、単独企業で応募する場合は、プラ

ントの設計・施工及び維持管理業務の両方の要

件を満たすものとし、一次下請の対象とできる

のは建築物の設計・建設のみとします。

2 入札説明書 10 第3章 SPCを設立しない場合企業グループの編成は不

要ではと考えております。本件にてSPCを設立

しない場合、応募者は、本施設のプラントの設

計・建設を行う資格要件を満たしていれば単独

で申請しても問題ないでしょうか。(建築物の設

計を行う者、建築物の建設を行う者の資格要件

は、施工時の下請業者が満たす書類を提出しご

承認をいただきます)。

お見込みのとおりです。

但し、協力企業(一次下請)についても、必要な要

件を満たすものとします。

3 入札説明書 12 第3章 1 2） ② エ 本施設の維持管理

を行う者の要件

維持管理事業者がSPCを設置しない場合におい

ては、業務の一部を再委託する企業を協力会社

と位置付ける必要はないとの理解で問題ないで

しょうか。

主たる業務を除くものであれば問題ないことと

します。

4 入札説明書 20 第5章 3 4) ① 入札保証金 入札説明書では、「入札参加者は、・・・入札

保証金を納付する。」とあるが、入札公告に示

す入札保証金の免除項目（契約規則第５条７項

２号）に該当するため、入札保証金は不要と考

えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

ただし、過去２年間において、国又は地方公共

団体発注の同種工事の契約実績を２件以上提出

すること。

5 入札説明書 24 第6章 4 4) ① 技術提案書 技術提案書は各様式に示す所定のページ数以内

とするとありますが、所定ページ以外に補足資

料等の資料添付は可能でしょうか。

可能です。

6 入札説明書 24 第6章 4 5) ① 要求水準適合表 応募者名をページの右下に、通し番号をページ

の中央下に記入するとの理解でよろしいでしょ

うか。

お見込みのとおりです。

項目



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

7 入札説明書 32 業務範囲分担表 検査・点検・補修計画作成、実施は、設計・建

設事業者/維持管理事業者の範囲となっておりま

すが、外壁全面塗装や設備の更新(入替)等の大規

模改修工事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。

8 要求水準書 3 第1編 第1章 3 事業方式 維持管理事業者が負担する費用、業務として①

備品・什器・物品、用役の調達計画の作成及び

調達、管理とありますが、維持管理事業者の範

囲は入札説明書P32添付資料-4調達に記載のとお

り、設備維持用の消耗品や交換部品が該当する

との考えでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9 要求水準書 5 第1編 第1章 7 図1-1-2敷地境界

及び立替え用地

敷地境界線が不明瞭な為、敷地境界線を明示し

た図面のご提供をお願いいたします。

提示します。

10 要求水準書 5 第1編 第1章 7 図1-1-2敷地境界

及び立替え用地

Ａ区画エリアも建替え用地として計画に組み入

れてよろしいでしょうか

可能です。

但し、既設構造物の解体も事業者にて実施のこ

と。

11 要求水準書 5 第1編 第1章 7 図1-1-2敷地境界

及び立替え用地

建替え用地は、現在隣接する道路との出入口が

３箇所ありますが、Ａ型事業所建設後も３箇所

とも出入口として機能するとの理解でよろしい

でしょうか。

お見込みのとおりです。

12 要求水準書 15 第2編 第2節 1 工事範囲 （5）重機類(貯留搬出用のｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、圧縮梱

包用のﾊﾟﾚｯﾄ)等処理に必要なもの、と記載され

ていますが、重機の仕様、必要台数は設計・建

設事業者の提案によるものとの考えでよろしい

でしょうか。

お見込みのとおりです。

但し、現敷地の運営状況を踏まえた上で、新施

設において運営に支障が生じないよう配慮を行

う事。

13 要求水準書 15 第2編 第2節 1 工事範囲 （5）重機類(貯留搬出用のｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、圧縮梱

包用のﾊﾟﾚｯﾄ)等処理に必要なもの、と記載され

ています。当該重機の維持管理費用について、

点検費や修繕費は含まれないものと考えて宜し

いでしょうか。

本事業の範囲とします。

入札説明書添付資料-4



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

14 要求水準書 15 第2編 第2節 1 工事範囲 （5）重機類(貯留搬出用のｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、圧縮梱

包用のﾊﾟﾚｯﾄ)等処理に必要なもの、と記載され

ています。当該重機の更新（入れ替え）費用に

ついては含まれないと考えて宜しいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

15 要求水準書 15 第2編 第2節 1 工事範囲 （5）重機類(貯留搬出用のｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ、圧縮梱

包用のﾊﾟﾚｯﾄ)等処理に必要なもの、と記載され

ています。当該重機の任意保険については、運

営事業者の所掌範囲と考えて宜しいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

16 要求水準書 15 第2編 第2節 2 (1) 他工事との取合い

等

Ａ型事業事務所で必要となる電気は、本工事に

て設置する分電盤までＡ型事務所施工側で取り

に来て頂くとの理解でよろしいでしょうか。ま

たその場合の必要電気容量をご教示願います。

現時点では、A型事業所については単独での受電

を計画しており、本事業での工事は不要と考え

ております。但し、計画の変更等で本事業で行

う事となった場合は対応をお願いいたします。

17 要求水準書 15 第2編 第2節 2 (1) 他工事との取合い

等

Ａ型事業事務所で必要となる上水引込工事は、

Ａ型事務所施工側で施工されるとの理解でよろ

しいでしょうか。

現時点では、A型事業所での引込を計画してお

り、本事業での工事は不要と考えております。

但し、計画の変更等で本事業で行う事となった

場合は対応をお願いいたします。

18 要求水準書 15 第2編 第2節 2 (1) 作業員人数 「現在の本施設の職員は15名（事務員5名、施設

担当職員10名）、障害者36名（手選別ライン25

名、圧縮梱包ライン6名、紙トレイ保管庫棟5

名）」とありますが、施設稼働時、施設担当職

員10名と障害者36名の方々は、全員同時に現場

作業に従事されるのでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 要求水準書 18 第2編 第3節 3 残渣等の取扱い 指定された要件を満足すること、とあります

が、要件を具体的にご教示願います。

残渣のほとんどが本施設にて選別する資源化物

が除かれたものであることを想定しておりま

す。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

20 要求水準書 18 第2編 第3節 5 (1) １） 試運転及び試運転

指導に係る費用

事業者の負担として「正式引渡までの試運転及

び試運転指導･･･」と有りますが、試運転に伴う

選別作業や圧縮梱包品の搬送等は教育も兼ね

て、運営事業者が実施するものと考えてよろし

いでしょうか。

運転指導の際の運営事業者の人員手配を除き事

業者の負担とします。

21 要求水準書 18 第2編 第3節 5 (3) 本市の負担 試運転期間中の重機運転手および選別作業員な

ど運転必要な委託事業者の人員に関しては、貴

市の負担と考えてよろしいでしょうか。

運転指導の際の運営事業者の人員手配は市の負

担とします。

22 要求水準書 22 第2編 第3節 表2-1-4本施設の

性能保証事項

(1/2)

No.2 破袋基準、No.3 選別機基準の測定方法が逆

転していると思われますが、読み替えてよろし

いでしょうか。

誤記のため、読み替えをお願いします。

23 要求水準書 33 第2編 第4節 1 (2) プラットホーム プラットホームを屋外式とし、エアカーテンを

設置しない計画としてよろしいでしょうか。

可能です。

但し、臭気対策に配慮した計画とすること。

24 要求水準書 33 第2編 第4節 1 (1) ④ 計量機 「更新する計量システム用の計算機には、本市

の一般廃棄物処理情報管理システムと有線 LAN

で接続するためのポートを設け、同システムと

ネットワークの構築が可能であることとしま

す。」とありますが、具体的な内容をご教示願

います。

市は、ごみ搬入量データ等を管理するために、

本庁及び各処理施設に一般廃棄物情報システム

を設置している（PC端末：OS：Windows ）。

各処理施設に設置された同システム端末は、同

じく各処理施設に設置された計量システムと

ローカルネットワークを構築し、同システム端

末は、計量システムが本市が指定するデータ仕

様にて作成した搬入データを参照し、本庁デー

タベースサーバーにデータを送信している。そ

のため、今回設置する計量システムも同様に、

本市設置のシステムとローカルネットワークを

構築するために、同要件を定めたものである。

25 要求水準書 34 第2編 第4節 1 (5) ① 供給方法 「…提案する貯留整備…」は「…提案する貯留

設備…」の誤記でしょうか。

誤記です。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

26 要求水準書 35 第2編 第4節 6 (2) ② 紙パック・トレイ

保管スペース

「保管スペースには直接、搬入車両及び搬出車

両が進入できる位置に配置すること。」とあり

ますが、搬出車両の種別をご教示願います。ま

た、紙パック・トレイを搬出車両に積込む作業

は、手投入との考えでよろしいでしょうか。

搬出車両の種別は、要求水準書第２章８．の表

1-2-7により大型車を想定しています。

また、紙パック・トレイの積込み作業は手投入

を想定しています。

27 要求水準書 36 第2編 第4節 10 -3 配電設備 既存のストックヤード、ストックヤード管理棟

への配電ですが、既設埋設配管、ケーブル類は

流用してもよろしいでしょうか

可能です。

28 要求水準書 37 第2編 第4節 12 (2) 説明用設備 説明用パンフレットの一般用と外国語用を兼ね

たものとして計画してよろしいでしょうか。

見やすい構成であれば兼ねたもので構いません

が、案の作成段階で市に確認をとるものとしま

す。

29 要求水準書 37 第2編 第4節 12 (2) 説明用設備 一般兼外国語用：A4・6頁、子供用：A4・4頁と

考えてよろしいでしょうか。

説明事項に不足がなければ頁数は指定するもの

ではありませんが、案の作成段階で市に確認を

とるものとします。

30 要求水準書 40 第2編 第5節 4 (2) 2) ① a 車両サイズ 「．．．積載重量10ｔ車...」の表記があります

が、要求水準書P.11表1-2-6では収集車の最大積

載量は3.5tとなっておりますので、こちらに従う

との考えでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

誤記のため、3.5ｔでの計画をお願いいたしま

す。

31 要求水準書 41 第2編 第5節 4 (2) 3) ③ c ポンプ室 「換気設備を設置すると共に、可燃性ガス測定

器、酸素濃度測定器を設置し、」とあります

が、それぞれ可搬式のものを準備し、必要な場

合に持って行って使用する計画でもよろしいで

しょうか。

法令等の定めによるものとします。

定めがない場合は、可搬式のものでも可能です

が、常に使用できる状態であることを前提に計

画をお願いいたします。

32 要求水準書 41 第2編 第5節 4 (2) 6) ① その他 「見学者ルート、居室及び必要な電気室、機械

室等は空調管理を行うこと」とありますが、対

象となる機械室は温度管理を必要とする部屋の

みと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

33 要求水準書 42 第2編 第5節 4 (2) 6) 表2-2-7 その他 「管理諸室が複数階となる場合は、トイレは各

階に設けるものとする。」となっております

が、利用者数が明らかに少ないと見込まれる階

については、適正な個数に減らしてもよろしい

でしょうか。

法令等の定めによるものとします。

定めがない場合は、利用者数が明らかに少ない

と見込まれる階については可能です。

但し、小学生の見学等、一度に多くの見学者が

訪れる機会が多いことに配慮すること。

34 要求水準書 43 第2編 第5節 4 (4) 4) ① 屋根 換気装置は、壁面取付けも可として計画してよ

ろしいでしょうか。

設置方式の指定はありません。

但し、臨海地域の立地を考慮し、給排気につい

ては塩害に配慮した計画とすること。

35 要求水準書 46 第2編 第5節 4 (6) 2) 内部仕上げ 内部露出鉄骨及び外壁下地鉄骨材の塗装仕上げ

は、SOPとの考えでよろしいでしょうか。

塗装仕様の指定はありません。

但し、臨海地区の立地を考慮した耐久性の高い

ものとすること。

36 要求水準書 47 第2編 第6節 2 (5) 3) 設計条件 職員が常時就業する室とは、事務室、中央監視

を行う場所及び手選別室と考えてよろしいで

しょうか。

お見込みのとおりです。

37 要求水準書 51 第2編 第7節 1 -3 共通事項 エコケーブルは現地電気工事のみとし、盤内配

線は一般電線としてもよろしいでしょうか。

法令等の定めによるものとします。

定めがない場合は、可能です。

38 要求水準書 52 第2編 第7節 5 (1) 1) 拡声設備 「本施設及び事業用地全体に放送ができるよう

にする。」とありますが、建替え用地内及び建

替え計量棟を網羅する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。

39 要求水準書 54 第2編 第8節 3 (5) 門囲障工事 建替え用地(本施設の工事範囲内)は道路に接して

いないため、門囲障工事は実施しないとの考え

でよろしいでしょうか。

提案が入退場口を変更する必要がない場合は、

必ずしも実施するものではありません。

但し、看板・標識等は必要です。

40 要求水準書 55 第3編 第1節 3 維持管理事業者が

負担する費用、業

務等(主なもの)

ペットボトル圧縮梱包機の結束用PPバンド、選

別後の紙パック、トレイを保管するためのビニ

ル袋等の梱包資材は貴市のご負担との考えでよ

ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

41 要求水準書 55 第3編 第1章 3 ④ 維持管理事業者が

負担する費用、業

務等(主なもの)

維持管理事業者が負担する費用、業務として

「④施設の保全」の対象範囲をご教示くださ

い。※P59に記載の「表5-2　補修の範囲（参

考）※表中の業務は、プラント設備、建築設

備、土木・建築のいずれにも該当する。」とあ

りますが、こちらに合わせて重機類も範囲に含

まれるのでしょうか。

含まれます。

42 要求水準書 55 第3編 第2節 -1 業務実施体制・組

織等

「管理事業者は業務に必要な有資格者を配置す

ること」とありますが、配置とは選任すること

であって、現場常駐の必要ないと考えて宜しい

でしょうか。

法令等に定めがない限り常駐の必要はないと考

えます。

但し、故障時等に迅速に対応するものとしま

す。

43 要求水準書 57 第3編 第5節 4 (1) 7） 点検・検査 「法令に基づく精密機能検査を実施し」とあり

ますが、入札説明書P32添付資料-4調達への記載

で精密機能検査実施主体は市/運営事業者となっ

ています。この場合、入札説明書の考えで問題

ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

44 要求水準書 57 第3編 第5節 4 (1) 6） 点検・検査 「施設の機器について、1回/年程度の定期点検

を行うこと」とありますが、作成した点検計画

に基づき定期的に点検を行います。また運営事

業者が行う始業時確認等についても十分な研修

を行い、不具合が発生した場合は迅速に対応す

る考えでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

45 要求水準書 57 第3編 第5節 4 (1) 7） 点検・検査 「法令に基づく精密機能検査を実施し」とあり

ますが、事業者で実施可能な場合は第三者へ委

託しなくて良いとの理解でよろしいでしょう

か。

お見込みのとおりです。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

46 要求水準書 57 第3編 第5節 4 (2) 2） 点検・検査 「日常点検で異常が発生された場合や事故が発

生した場合は･･･維持管理事業者は臨時点検を実

施すること。」とありますが、臨時点検の結

果、原因が明らか運営事業者側の過失の場合、

修繕費用について協議頂けるとの理解でよろし

いでしょうか。

市、維持管理事業者、運営事業者の三者により

原因及び修繕内容を明らかにした上で、修繕費

用について協議を行うものと想定しておりま

す。

47 要求水準書 59 第3編 第5節 6 施設の保全 「維持管理事業者は施設の照明・採光設備、給

排水衛生設備、空調設備、緑地等の点検を定期

的に行い…」と有りますが、入札説明書P32添付

資料-4 業務範囲分担表から、年次点検および必

要な補修・修理がメンテナンス事業者の所掌範

囲で、始業確認や清掃、電球の交換等の軽微な

作業は従来通り運営事業者にて実施頂くとの理

解でよろしいでしょうか。

危険を伴わない軽微な作業等については運営事

業者側にて実施することを想定しております。

但し、詳細については市、維持管理事業者、運

営事業者の三者協議の上で決定することとしま

す。

48 要求水準書 60 第3編 第7節 2 維持管理事業者の

経営状況について

報告・計画を適切

に行うこと。

経営状況を御市へ報告・及び次年度の経営計画

の説明を行うこと。毎事業年度、財務書類を作

成し・・とありますが、SPCを設立しない場合

は全て該当しないと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

49 要求水準書 61 第3章 第8節 1 (1) 業務の引渡し 事業期間終了時に第三者機関による精密機能検

査を御市立会のもとに実施するものとする、と

ありますが、3年ごとに実施される精密機能検査

の18年目実施分で対応するもとの考えて宜しい

でしょうか。

お見込みのとおりです。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

50 様式集 様式2-5 （注１）住民票に記載されている住所を記載す

ることとありますが、住民票の写し等も添付資

料として必要になるのでしょうか。

住民票の写しの添付は不要ですが、健康保険証

等の公的証明書の添付を想定しています。

51 様式集 様式8 2枚以内であればA4版又はA3版のいずれでも可

と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

52 様式集 様式10 主任（管理）技術者は、主任（監理）技術者と

読み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

53 様式集 様式10 過去10年間とありますが、工事期間が平成15年4

月1日～平成30年3月31日の範囲の実績で可と考

えてよろしいでしょうか。

過去10年間とは、工事期間が平成15年4月1日～

平成30年3月31日の範囲で、平成20年4月1日～

平成30日年3月31日までに竣工した実績としま

す。

54 様式集 用紙サイズ及び枚数指定が記載されていない様

式は、提案者にて決定して良いと考えてよろし

いでしょうか。

お見込みのとおりです。

55 様式集 様式13 他 項目ごとにそれぞれ２提案までとし、それを超

えるものは評価の対象としない。とあります

が、２提案以上の提案を行っても、最大２提案

までしか評価しないと解釈するのか、２提案ま

でしか行ってはならないと解釈するのかご教示

願います。

前者のとおりです。

２提案以上行っても構いませんが、加点対象は

提出提案中優れているものと思われる２提案ま

でとします。（提出提案が必ずしも加点となる

ものではありません。）

56 基本協定書

(案)

2 第2条 基本契約の締結等 代表企業だけではなく、協力企業が各号に該当

する場合においても、本協定の解除となるので

しょうか。

お見込みのとおりです。

57 基本協定書

(案)

全般 ＳＰＣを設立しない場合は、経営計画の説明や

財務諸表の提出は必要ないとの考えでよろしい

でしょうか。

お見込みのとおりです。



入札説明書等に関する質問回答

№ 図書名 頁 タイトル 質問事項 回答項目

58 基本協定書

(案)

SPCを設立しない場合、建築物等の設計を行う

者及び建築物の建設を行う者は、協力企業では

なく一次下請会社として考えて宜しいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

59 基本契約書

(案)

4 第11条 6,8 賠償金 維持管理運営期間において、建築物等の設計お

よび工事を請負う企業が第4項 第1号に該当した

場合でも賠償金を支払う必要があるのでしょう

か。

既に引渡しを完了した建築物等の設計及び工事

を担当する企業についての支払いの必要ありま

せんが、維持管理運営期間において、維持管理

事業者が該当となった場合は支払う必要がある

ものと想定しております。

60 基本契約書

(案)

全般 SPCを設立しない場合は、（本件SPCの設立の

特則）は該当しないとの考えでよろしいでしょ

うか。

お見込みのとおりです。

61 維持管理業務

委託契約書

(案)

2 第4条 1 業務遂行 「本施設の運転及び維持管理を行うものとす

る。」と有りますが、運転は業務範囲外との理

解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

62 維持管理業務

委託契約書

(案)

4 第12条 1 業務報告 「各業務の状況に関し、日報、月報、年報その

他の報告書を作成し」と有りますが、報告書の

作成は、維持管理業務の実施期間に対して適応

するとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

63 維持管理業務

委託契約書

(案)

9 別紙1 3 委託料の見直し 改訂時の指標(予め甲乙の協議により定める)・・

とありますが、現時点でお考えの指標をご教示

ください。

原則として委託料の見直しについては行なわな

いものとします。

但し、見直しを行う必要がある場合について、

双方いずれかより申し出があれば、その都度協

議を行うこととします。

64 維持管理業務

委託契約書

(案)

9 別紙1 3 委託料の見直し 初回の改訂について、年及び年度を示す部分

（計5カ所）が空白となっておりますので、実際

の年数をご教示ください。

原則として委託料の見直しについては行なわな

いものとします。

但し、見直しを行う必要がある場合について、

双方いずれかより申し出があれば、その都度協

議を行うこととします。


