
入札説明書等に対する質問への回答（第１回）

平成29年10月13日

知多南部広域環境組合

ごみ処理施設整備・管理運営事業

※回答における参照先No.及び参照先ページは、資料毎の回答№及び当該資料のページを示していま
す。

※本回答にて追加する添付資料データについては、組合にて入札参加者に直接提供するため、本事
業への入札参加を予定する者（法人に限る）は組合へ連絡してください。

※質問の内容は原文のまま示しています。なお、質問の順序については、各公表資料の該当項目に
合致するよう、組合にて並び替えています。



■入札説明書に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 平成29年7月13日公表の「実施方針に対する質問及び意見への回

答」は今回の入札公告内容について全て有効であるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

実施方針に対する質問及び意見への回答について、考え方に変更
はありませんが、入札条件としては、入札公告時に公表した入札
説明書等が該当します。

2 上記質問の返答が「有効ではない」場合、無効な質問回答の項目
番号をご提示願います。

No.1を参照してください。

3 2 Ⅱ 4 (3)ア 事業期間 設計・建設期間について、契約締結日の翌日から平成34年3月まで
との記載がありますが、設計、建設のそれぞれに要する期間は、
建設事業者が設定するものとし、着手時期等の制約はないものと
理解して宜しいでしょうか。

本施設の設計及び建設に関する業務については、契約締結日の翌
日から着手する必要があります。
設計、建設のそれぞれに要する期間については制約はありません
が、P22の５（１）項に示すとおり、各年度において整備に係る対
価の支払い限度額の割合が設定されているため、ご留意くださ
い。

4 2 Ⅱ 4 (5)ア
(イ)）④

事業者が行う業
務

本施設の建設業務において事業者が負担すべき範囲の近隣対応と
して、現時点でご想定されている内容をご教示願います。

本入札公告までの本事業の実施を含む組合の決定事項以外により
生じる近隣対応の範囲です。

5 3 Ⅱ 4 (5) イ
(ア) ⑤

事業の対象とな
る業務範囲
組合が行う業務

「本施設の設計・建設工事監理」とありますが、建築士法上の
「工事監理者」が行う監理も含まれると考えて宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

6 4 Ⅱ 4 (7) 組合が適用を予
定している交付
金について

建設JV等は申請に必要な書類の作成等について組合を支援するも
のとの記載があります。予定している交付金をご提示くださいま
すようお願い申し上げます。

P2の４（５）項に示すとおりです。

7 5 Ⅲ 表1　事業者募
集等のスケ
ジュール（予
定）

「落札者の決定及び公表：平成30年6月」、「特定事業契約の仮契
約締結：平成30年7月」とあります。この期間中にSPCを設立しま
すが、登記等の手続きには時間が掛かるため、当該期間に関して
の最大期間をご教示下さい。

入札説明書に示すスケジュールはあくまで予定ですが、落札者の
決定及び公表から特定事業契約の仮契約締結まで、２ヶ月程度を
想定しています。

8 5 Ⅲ 表１事業者募集
等のスケジュー
ル（予定）

平成30年6月の落札者決定及び公表から、仮契約締結までが1か月
程度の期間となっております。SPC設立期間を考慮し、仮契約時期
を延長いただくことは可能でしょうか。

No.7を参照してください。

9 5 Ⅳ 1 (1)カ 入札参加者の構
成等

本事業の設計･建設業務を建設JVによる実施する場合、特定建設工
事共同企業体は甲型となっておりますが、乙型でも宜しいでしょ
うか。

入札説明書に示すとおりとします。

10 5 Ⅳ 1 (1)カ 入札参加者の構
成等

「特定建設工事共同企業体（甲型）とする」とありますが、責任
分担を明確化した施工体制が構築可能な（乙型）の共同企業体も
可としていただけないでしょうか。

No.9を参照してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
11 5 Ⅳ 1 (1)ク 入札参加者の構

成等
「本施設所在地をSPC本店所在地として登記することは出来ない」
とあります。
SPC本店登記は本施設外といたしますが、効率的な施設運営を行な
うために、総括責任者などの施設運営に直接関係する職員の駐在
事務所を本施設内に設置しても良いでしょうか。

要求水準書を満たす範囲で、職員の駐在事務所を本施設内に設置
することは提案可能です。

12 6 Ⅳ 1 (2) 入札参加者の要
件

建設業法上、配置すべき監理技術者の資格要件は、熱回収施設プ
ラントの設計・建設を担当する代表企業に求められている清掃施
設工事であるものと理解してよろしいでしょうか。

熱回収施設及び不燃・粗大ごみ処理施設のプラントを建設する企
業と建屋を建設する企業それぞれにおいて監理技術者を配置して
ください。
熱回収施設及び不燃・粗大ごみ処理施設のプラントを建設する企
業から配置される監理技術者の業種は清掃施設工事、建屋を建設
する企業から配置される監理技術者の許可業種は建築一式工事で
す。

13 6 Ⅳ 1 (2) 入札参加者の要
件

現場代理人と監理技術者の兼務は可能であるものと理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、プラントと建屋それぞれにおける兼務とします。

14 6 Ⅳ 1 (2) エ
(ア) ②

入札参加者の要
件

建屋の設計実績について、施設パンフレット等に設計者として企
業名が記載されている場合又は設計図面に作成者として企業名が
記載されている場合、履行証明の方法として有効との認識で宜し
いでしょうか。

施設パンフレット又は完成図書に設計者として記載されている場
合はご理解のとおりです。

15 8 Ⅳ 1 (2)カ 入札参加者の要
件

管理運営企業が共同企業体(以下、JV)の場合、カ.で示されている
要件はJVの代表者が有していれば良いとの理解で宜しいでしょう
か。

入札説明書に示すとおり、複数の企業で管理運営業務を実施する
場合は、各業務を担う企業毎に、カ（ア）～（ク）の要件を満足
する必要があります。
ご質問が管理運営企業体で実施されていた場合の実績の扱いを確
認されている場合、代表者としての実施実績しか認められませ
ん。

16 8 Ⅳ 1 (2)カ 入札参加者の要
件

（エ），（オ），（カ）に記載された各企業の管理実績は、本事
業と同様なＤＢＯ方式、又は20年程度の長期包括業務委託で発注
された施設の運転又は管理実績であり、かつ、業務全体を直接委
託された実績である（部分委託や再委託ではない）との理解でよ
いでしょうか。

（エ）、（オ）、（カ）の実績にDBO方式や長期包括業務委託方式
等の事業方式は問いません。
後段についてはご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
17 8 Ⅳ 1 (2)カ

（エ）②
入札参加者の要
件

平成14年12月以降に竣工した施設の運転管理実績が求められてい
ますが、その主旨は、平成9年1月28日に策定されたごみ処理に係
るダイオキシン類発生防止等ガイドライン（以下、新ガイドライ
ン）に準拠して施設整備された施設での運転管理実績が求めてい
るものと推察されます。
一方で、平成9年から平成14年までの間に、新ガイドラインや改正
廃棄物処理法の技術基準に従った施設に改造するための国庫補助
事業として「排ガス高度処理施設整備事業」や「灰固形化施設整
備事業」が実施・整備された施設も存在します。
このため、平成9年1月28日以降において、国庫補助金事業として
新ガイドラインの技術基準に適合することを目的とした建設工事
請負契約に基づいて改良工事を実施した施設についても同様の運
転管理実績として認められると考えてよろしいでしょうか。

入札説明書に示すとおりとします。

18 8 Ⅳ 1 (2)カ
(キ)

入札参加者の要
件

運転管理業務と維持管理業務を異なる会社で実施する場合であっ
ても、資格要件を満たす運転管理業務を担う現場総括責任者が維
持管理業務を担う現場総括責任者を兼任してもよろしいでしょう
か。

入札説明書では、熱回収施設の運転管理業務又は維持管理業務を
実施する企業から現場総括責任者の配置を求めています。
ご質問の体制でも可能です。

19 8 Ⅳ 1 (2)カ
(キ)

入札参加者の要
件

上記が認められない場合、維持管理業務の現場総括責任者は非常
駐でもよろしいでしょうか。

№18を参照してください。

20 8 Ⅳ 1 (2)カ
(キ)(ク)

現場総括責任者 熱回収施設の維持管理業務を担う企業と不燃・粗大ごみ処理施設
の維持管理業務を担う企業が異なる場合であっても、熱回収施設
と不燃・粗大ごみ処理施設の維持管理業務総括責任者を熱回収施
設の総括責任者が兼任してもよろしいでしょうか。

入札説明書では、熱回収施設及び不燃・粗大ごみ処理施設とも
に、運転管理業務又は維持管理業務を実施する企業から現場総括
責任者の配置を求めています。
ご質問の場合、不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理業務又は維持
管理業務を実施する企業がカ（ク）を満足する必要があります。

21 8 Ⅳ 1 (2)カ
(キ)(ク)

現場総括責任者 熱回収施設の運転管理業務を担う企業と不燃・粗大ごみ処理施設
の運転管理業務を担う企業が異なる場合であっても、熱回収施設
と不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理業務総括責任者を熱回収施
設の総括責任者が兼任してもよろしいでしょうか。

入札説明書では、熱回収施設及び不燃・粗大ごみ処理施設とも
に、運転管理業務又は維持管理業務を実施する企業から現場総括
責任者の配置を求めています。
ご質問の場合、不燃・粗大ごみ処理施設の運転管理業務又は維持
管理業務を実施する企業がカ（ク）を満足する必要があります。

22 9 Ⅳ (4) 参加資格の確認 「（３）イについて指名停止開始前までに申し出た場合」とあり
ますが、指名停止となる可能性のある事案を発生させた場合に、
指名停止の有無に関わらず事前にご相談申し上げることでこれに
該当するとの理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23 9 Ⅳ (4) 参加資格の確認 上記において構成企業の入れ替えを認めていただいた場合、指名
停止期間経過後に当該企業を再度構成企業として登録することは
可能でしょうか。

認められません。

3



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
24 10 Ⅳ 2 (5) 著作権 「入札説明書等に基づき提出される書類の内容を無償で使用でき

るものとする」とありますが、技術提案書及び設計図書類につい
て、第三者への公表とならないようご配慮願います。

知多南部広域環境組合情報公開条例及び施行規則に基づき対応し
ます。

25 11 Ⅳ 2 (9) 予定価格 管理運営委託料の上限17,340,327,000円には、運搬委託料は含ま
ないという理解でよいでしょうか。

入札説明書に示す委託料上限17,340,327,000円は、管理運営委託
料と運搬委託料を合わせた額となります。
入札価格は、管理運営委託料と運搬委託料の合計金額が
17,340,327,000円以下（消費税及び地方消費税を含まない）とな
るように提案してください。

26 13 Ⅳ 3 (4) エ
(カ) ⑦

参加表明書及び
参加資格審査申
請書類受付
提出書類

納税証明書について、入札参加者の各構成企業の本社、支店、営
業所のそれぞれの所在地における納税証明書との理解で宜しいで
しょうか。

納税証明書については、入札参加者の所在地及び知多南部地域２
市３町における「未納の税額がないことの証明書」又は「納税義
務がないことの申出書（任意様式）」が必要になります。
入札参加者が本社以外の場合は、上記に加えて本社の国税の「未
納の税額がないことの証明書」も必要になります。
また、知多南部地域２市３町に入札参加者とならない支社・支
店・営業所がある場合は、すべての支社・支店・営業所の知多南
部地域２市３町における「未納の税額がないことの証明書」又は
「納税義務がないことの申出書（任意様式）」のいずれかについ
てもあわせて提出してください。

27 13 Ⅳ 3 (4)エ 参加表明書及び
参加資格審査申
請書類

提出書類は、「まとめて２部提出すること」とありますが、提出
に必要な書類を一式ずつファイリングしたものを２部提出すると
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

28 13 Ⅳ 3 (4)エ 参加表明書及び
参加資格審査申
請書類

上記ファイリングの方法については、見やすいよう工夫すること
を前提に事業者の裁量によるものと理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

29 13 Ⅳ 3 (4)エ
（カ）①

会社概要 会社概要は、会社の総合パンフレットとの理解でよろしいでしょ
うか。

会社の総合パンフレットでも可とします。

30 15 Ⅳ 3 (8) エ
(オ) ②

入札書類の受付
設計図書

「提案仕様記載用フォーマット」とはどの書類を指すのかご教示
願います。

参加資格審査結果の通知と併せて提供します。

31 15 Ⅳ 3 (8) エ
(オ) ③

入札書類の受付
設計図書

「建築仕上図」とありますが、立面図に仕上げを併記し、別途仕
上げ表を付けることでも可と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32 15 Ⅳ 3 (8) エ
(オ) ④

入札書類の受付
設計図書

計装フローシートについて、他のフローシートに必要事項を併記
することでも可、との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
33 15 Ⅳ 3 (8)エ

（オ）②
提案仕様書 「提案仕様記載用フォーマット」との記載がございますが、本

フォーマットにつきましては、貴組合より別途配布していただけ
るものと理解してよろしいでしょうか。

№30を参照してください。

34 16 Ⅳ 3 (9) 提案書に関する
ヒアリングの実
施

ヒアリングにはパワ－ポイント、アニメーション等のプレゼン
テーションが必要になりますでしょうか？

ヒアリングの詳細については、提案書提出後に入札参加者の代表
企業宛に通知します。

35 16 Ⅳ 3 (8) オ
(ア)

入札書類の受付
提案書作成要領

「各様式に定める提案記入枠内に」とありますが、余白、書式設
定については、見易さを損なわない範囲で、微調整は可能と考え
て宜しいでしょうか。
また、英数の字体は半角で宜しいでしょうか。

前段について、入札説明書及び様式集に定める記載要領を逸脱し
ない限りにおいて、ご理解のとおりです。
後段について、事業者提案に委ねます。

36 16 Ⅳ 3 (8) オ
(ア)(イ)

入札書類の受付
提案書作成要領

提案書、設計図書のうち、正本及び副本15部に関しては、片面印
刷で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 16 Ⅳ 3 (8) オ
(イ)

入札書類の受付
提案書作成要領

「設計図書については、A3判で作成し～」とありますが、②の提
案仕様記載用フォーマットや、⑤の設計書、⑦の管理運営業務関
係もA3で作成する、という認識で宜しいでしょうか。
また、設計図書は、入札参加者事業者こちら側でにて通し番号、
又は図番を設けても差し支えないでしょうか。

設計図書のうち、②提案書はオ（ア）によります。提案仕様記載
用フォーマットは提案仕様フォーマットによります。
その他はご理解のとおりですが、⑤f主要機器設計計算書など、も
ともとA4サイズの資料はA4サイズ2枚分をA3に印刷してください。
後段についてはご理解のとおりです。

38 16 Ⅳ 3 (8) オ
(ウ)

入札書類の受付
提案書作成要領

「CD-Rを2部提出」とありますが、正本1部、副本1部で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

39 16 Ⅳ 3 (8) オ
（オ)

提案書作成要領 「構成企業名がわかる記述を避けること」と記載がありますが、
様式３に記載した構成企業以外であれば、企業名を記載しても良
いとの理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

40 20 Ⅵ 1 (2) 中継施設 用途地域について、市街地調整区域とありますが、市街化調整区
域と読み替えて理解してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

41 22 Ⅵ 5 (1) 本施設の整備に
係る対価

物価変動による改定について記載されていませんが、工事約款26
条各項の規定が適用されると考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

42 22 Ⅵ 5 (2) ア 本施設の管理運
営に係る対価
管理運営委託料
の構成

「管理運営委託料は、～、以降四半期ごとに、～計80回支払われ
るものとする。」とあります。管理運営委託料は人件費が大きな
部分を占め、かつ雇用習慣上、人件費は毎月従業員に支払われま
す。よってキャッシュフロー上の観点から、管理運営委託料は毎
月支払いが合理的と考えますが、今回四半期ごとのお支払いを設
定された根拠をご教示下さい。

支払いに係る業務の効率化等を踏まえ、四半期ごとの支払いとし
ています。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
43 24 Ⅳ 5 (2)ア 管理運営委託料

の構成
固定料金・変動料金の内訳項目については、事業者提案によるも
のと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

44 24 Ⅵ 5 (2)ア 運搬業務に係る
対価
運搬委託料の構
成

「運搬委託料は、～、以降四半期ごとに、～計80回支払われるも
のとする。」とあります。運搬委託料は人件費が大きな部分を占
め、かつ雇用習慣上、人件費は毎月従業員に支払われます。よっ
てキャッシュフロー上の観点から、運搬委託料は毎月支払いが合
理的と考えますが、今回四半期ごとのお支払いを設定された根拠
をご教示下さい。

支払いに係る業務の効率化等を踏まえ、四半期ごとの支払いとし
ています。

45 24 Ⅵ 5 (3)ア 表6　運搬業務
に係る対価
運搬委託料の構
成

着脱式コンテナの更新費用について「～、管理運営期間にわたり
平準化した当該更新費用を提案すること。」とありますが、単位
をご教示願います。

様式集第14-1-5号様式の該当欄に、円単位で記入してください。

46 24 Ⅵ 5 (3)ア 運搬委託料の構
成

「管理委託料は、管理運営開始1年目の第１四半期分を初回とし
て、以降四半期ごとに、～計80回支払われるものとする。」とあ
りますが、各期の支払時期（貴組合からSPCに入金される月）につ
いてご教示願えますでしょうか。

事業者からの適法な請求書を組合が受領した後30日以内に支払わ
れます。

47 26 Ⅵ 5 (5) 保険 「なお、組合は、～本施設に係る建物総合損害共済（～）に加入
する。」とありますが、付保内容をご教示下さい。

公益社団法人全国市有物件災害共済会HP記載の「規程集」第９編
事業 第２章 建物の「建物総合損害共済業務規程（平成27年4月1
日以降の契約に適用）」及び「建物総合損害共済業務規程施行細
則（平成27年4月1日以降の契約に適用）」（http://www.city-
net.or.jp/regulation/archives/category/part-09）を参照して
ください。

48 26 Ⅵ 5 (4)イ リスク管理の方
針
リスク分担

「～責任分担等については、特定事業契約に定めるものとす
る。」とありますが、実施方針にて公表されたリスク分担表
（案）でよろしいでしょうか？

入札公告時に公表した特定事業契約（案）が優先されます。

49 別
紙1

事業スキーム図
※１

SPC自ら運搬業務を実施する場合とありますが、入札参加時点では
SPCは存在しておらず、入札説明書Ⅳ１(２)キに示される運搬企業
の要件を満たすことが出来ません。SPCが自ら運搬業務を実施する
ための、資格要件の確認はいつ行うと考えればよろしいでしょう
か。

ＳＰＣ自ら運搬業務を実施する場合は、当該参加資格要件は不要
です。
この場合、中継廃棄物運搬企業を入札参加者の構成企業に含める
必要はありません。

6



■要求水準書【設計・建設業務編】に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

1 1 第1章 第2節 6 敷地面積 敷地面積約5haについて、用地実測図がございましたらご提示願い
ます。

添付資料データに追加します。

2 1 第1章 第2節 6 敷地面積 約5.0haとありますが、正確な面積をご教示ください。 合計面積は、50,000.60㎡です。
内訳は、一号地11-28（43.47㎡）、同11-29（303.28㎡）、同11-
37（49,653.85㎡）です。

3 2 第1章 第2節 7(3) 敷地周辺設
備

電気、上水、ガス、電話の引込み位置をご教示ください。 引込位置は建設事業者の提案に委ねますので、各事業者にお問い
合わせください。

4 2 第1章 第2節 7(3) 敷地周辺設
備

外構における配管・配線を埋設配管とすると、敷地西側について
土壌汚染調査が必要と考えます。極力、土壌汚染調査を少なくす
るため、上水・工水・都市ガス・余熱利用（蒸気または温水）は
地上ころがし、電気・電話は架空とすることは可能でしょうか。

電気については、要求水準書に示すとおりとします。
その他については、関係機関と協議の上、安全対策、景観対策、
環境対策等を行うことを前提に建設事業者の提案に委ねます。
ただし、露出配管は認められません。

5 2 第1章 第2節 7 立地条件 地理的条件について、最高・最低気温、最大降雨量、最大積雪量
及び積雪荷重、水道施設に対する深度、建物に対する凍結深度を
ご教示願います。

気象庁HPの南知多地域気象観測所の過去の気象データにより想定
してください。
積雪荷重、凍結深度等は建築基準法に基づき建設事業者において
設定してください。
水道施設に対する深度は、建設事業者において条件等を考慮して
提案してください。

6 2 第1章 第2節 7 立地条件 本敷地における高さ制限がございましたらご教示願います。 高さ制限は、確認していませんが、制約条件がないことを保証す
るものではありません。
建設事業者において、制約条件を踏まえた適切な設計・建設を
行って頂くことになります。

7 2 第1章 第2節 7 立地条件 近隣協定等特殊工事条件がございましたら具体的な内容につきま
してご教示願います。

現段階では、工事条件に係る近隣協定はありません。

8 2 第1章 第2節 7 立地条件 建設地の気象条件をご教示ください。 №5を参照してください。

9 2 第1章 第2節 7(2)8) 都市計画事
項

緑化率20%以上は、敷地面積約5haに対する割合と考えて宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

10 4 第1章 第3節 5 環境影響評
価の遵守

「設計・施工にあたり「知多都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処
理施設）知多南部広域環境センター整備事業に係る環境影響評
価」の内容を遵守する。」との記載がございますが、当該環境影
響評価（準備書・評価書）の公開時期につきましてご教示願いま
す。

環境影響評価準備書の公告縦覧は平成29年11月中旬～12月中旬予
定です。
環境影響評価評価書の公告縦覧は平成30年8月下旬予定です。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

11 4 第1章 第3節 4 許認可申請 建築確認申請の提出先は、指定確認検査機関としても宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

12 4 第1章 第3節 5 環境影響評
価の遵守

「～「知多都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）知多南部
広域環境センター整備事業に関わる環境影響評価」の内容を遵守
する」とありますが、環境影響評価書の公表予定時期をご教示く
ださい。

№10を参照してください。

13 6 第1章 第5節 2 使用材料規
格

ボイラ製作は一部、海外での製作を予定しています。承諾を得る
ことができれば海外での製作は可能でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

14 6 第1章 第5節 2 使用材料規
格

ボイラ製作において海外調達材（ASME,ASTM,GB規格）を使用する
予定ですが、承諾を得ることができれば使用することは可能で
しょうか。

№13を参照してください。

15 6 第1章 第5節 1(1) 材料及び機
器

「本事業で使用する材料及び機器の肝要なもの」との記載がござ
いますが、対象となる材料・機器につきまして、現時点でのご想
定がございましたらご教示願います。

実施設計協議によります。

16 6 第1章 第5節 1(1) 材料及び機
器

「本事業で使用する材料及び機器の肝要なもの」について「あら
かじめ試験成績証明書・・・を提出し、監督員の承諾を得るこ
と」との記載がございますが、試験成績証明書は、製品完成後に
提出させていただく、製品検査報告書において確認いだだくもの
と理解してよろしいでしょうか。

試験成績証明書は、製品検査報告書（中間検査、完成検査）にお
いて確認しますが、使用する材料は製作承諾申請図書において確
認します。

17 6 第1章 第5節 2 使用材料規
格

「監督員が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行
うものとする」との記載がございますが、対象となる材料・機器
等につきまして、現時点でのご想定がございましたらご教示願い
ます。

実施設計協議によります。

18 6 第1章 第5節 2 使用材料規
格

ボイラ本体、ボイラドラム、管及び管寄せ、過熱器、エコノマイ
ザは“発電用火力設備に関し定められた省令”に適合することを
条件に、海外製作工場にて製作することができるものと理解して
よろしいでしょうか。

№13を参照してください。

19 6 第1章 第5節 2(2) 使用材料規
格

「原則としてJIS等の国内の基準や規格に合致するものであるこ
と」との記載がございますが、ボイラ設備耐圧部材は“発電用火
力設備の技術基準-火力設備の技術基準の解釈-別表第1（その
2）”にある海外規格材（ASME規格）を使用できるものと理解して
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 6 第1章 第5節 2(2) 使用材料規
格

「原則としてJIS等の国内の基準や規格に合致するものであるこ
と」との記載がございますが、ボイラ設備非耐圧部材は、成分・
強度がJIS規格と同等の海外規格材（中国国家標準GB規格等）を使
用できるものと理解してよろしいでしょうか。

海外規格材が国内の基準や規格に合致することが確認でき、監督
員が承諾した場合に限り、ご理解のとおりです。

8



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

21 6 第1章 第5節 2(2) 使用材料規
格

「原則としてJIS等の国内の基準や規格に合致するものであるこ
と」との記載がございますが、使用材料は成分・強度がJIS規格と
同等であれば、製作国における規格材（中国･GB規格材、タイ･TIS
規格材、ベトナム･JIS相当品等）を使用できるものと理解してよ
ろしいでしょうか。

製作国における規格材が国内の基準や規格に合致することが確認
でき、監督員が承諾した場合に限り、ご理解のとおりです。

22 6 第1章 第5節 2(4) 使用材料規
格

「製作期間中において、原則として現地にて常駐管理等十分かつ
適切な管理を行うこと」との記載がございますが、製品完成時の
検査を実施する等の管理を行うことを条件に、必ずしも常駐管理
する必要はないものと理解してよろしいでしょうか。

建設事業者が、十分かつ適正な管理を行えることが確認でき、監
督員が承諾した場合に限り、ご理解のとおりです。

23 6 第1章 第5節 2(6) 使用材料規
格

「建設事業者により施工された日本国内にある施設において、計
画する装置の納入実績があること」との記載がございますが、建
設事業者が海外製作工場を用いて製作を行い、日本国内に納入し
た実績がある機器等であれば、任意の海外製作工場を採用するこ
とができるものと理解してよろしいでしょうか。

監督員が承諾した場合に限り、ご理解のとおりです。
詳細は実施設計協議によります。

24 6 1 5 2(3) 使用材料規
格

「検査立会いを要する機器・材料については、監督員が承諾した
検査要領書に基づく検査を原則として、国内において実施するこ
と。」とありますが、関連会社である海外工場で製作した場合、
関連会社による検査立会いを考えておりますが宜しいでしょう
か。

関連会社の工場が国内にあり、当該工場で検査を実施する場合、
検査立会は可能です。

25 7 第1章 第5節 5 鉄骨製作工
場の選定

プラント架台である炉鉄骨・ボイラ鉄骨は、Ｓ又はＨグレートの
縛りはないとの理解でよろしいでしょうか。

炉体鉄骨及びボイラ鉄骨についても原則S又はHグレードとしま
す。

26 7 第1章 第5節 5 鉄骨製作工
場の選定

鉄骨製作工場の選定においてSまたはHグレードが必要となるのは
建築本体工事のみと理解してよろしいでしょうか。

No.25を参照してください。

27 7 第1章 第5節 5 鉄骨製作工
場の選定

鉄骨製作工場の選定においてSまたはHグレードが必要となるのは
鉄骨本体部のみであり、手摺･階段･梯子･歩廊部材等につきまして
はSまたはHグレードの認定は不要であると理解してよろしいで
しょうか。

実施設計協議によります。

28 7 第1章 第5節 5 鉄骨製作工
場の選定

ページ6「2 使用材料規格」に明記されている海外調達材料及び機
器等を使用する場合の条件に適合した上で、SまたはHグレードの
認定を取得している場合は、海外製作工場を鉄骨製作工場に選定
できるものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、使用材料はJIS規格を満たすものとします。

29 7 第1章 第5節 5 鉄骨製作工
場の選定

鉄骨製作工場の選定においてＳ又はＨグレードが必要となるの
は、建築本体工事のみであり、プラント架構については、除外さ
れるものと考えて宜しいでしょうか。

No.25を参照してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

30 8 第1章 第6節 1 試運転 試運転日数は、各機器の据付工事後に調整、試験に掛かる日数を
勘案し独自に設定するものと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

31 10 第1章 第7節 2 予備性能試
験

予備性能試験期間、試験方法については以下のように理解してよ
ろしいでしょうか。
「予備性能試験期間は、全炉定格運転3日間以上とし、そのうち、
各炉連続24時間以上の測定を行う。測定時の条件方法等について
は、引渡性能試験に準ずる。」

熱回収施設については、ご理解のとおりです。

32 11 第1章 第7節 3(1)4) 引渡性能試
験条件

熱回収施設と不燃・粗大ごみ処理施設の全設備の稼働試験を一体
として全設備を稼働させて実施することとありますが、本試験の
目的および稼働時間をご教示ください。

熱回収施設と不燃・粗大ごみ処理施設の双方が稼働している状態
で、共通系の性能保証値を満足することを確認するために実施し
ます。
稼働時間は、要求水準書に示すとおりとします。

33 11 第1章 第7節 3(2)1)② 引渡性能試
験方法

「各炉連続24時間以上の試験を行う。」との記載がございます
が、2炉同時に試験を実施することも可能であると理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 11 第1章 第7節 3(2)1)② 引渡性能試
験方法

「各炉連続24時間以上の試験を行う。」との記載がございます
が、試験を2炉同時ではなく、各炉別々に計2日間にて実施する場
合、共通系の試験（表2　熱回収施設　性能保証項目　番号
3,4,6,7,8,14,15,16,17,18,20) につきましては、試験期間のいず
れか1日間において24時間以上の試験を行うものと理解してよろし
いでしょうか。

共通系の試験における、試験期間の考え方はご理解のとおりで
す。
なお、ご質問の試験項目のうち4は各炉を想定しています。
詳細は実施設計協議によります。

35 12 第1章 第7節 4(2)

5(2)

軽負荷試験
確認方法

最高計画ご
み質時の負
荷運
転試験
確認方法

「性能試験期間中に、」との記載がございますが、「試運転期間
中に、」と読み替えて理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 12 第1章 第7節 6 (2) 2) 安定稼働試
験
確認方法

計画稼働日において20日間程度とありますが、不燃・粗大ごみ処
理施設に関しては、連続20日間ではないという認識で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

37 13 第1章 第7節 7(5) 稼動後の長
期安定稼動
試験
稼動後の4季
の性能確認

試験項目としては「表2、表3に示す各項目のうち、性能試験実施
時期以外の季節に起因して変動する項目に関し、・・・性能を確
認する」との記載がございますが、季節に起因して変動する項目
とは、外気温に応じて変動する項目（具体的には表2においては14
～18、表3においては11～13）と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、詳細は実施設計協議によります。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

38 13 第1章 第7節 7(5) 稼動後の長
期安定稼動
試験
稼動後の4季
の性能確認

試験の実施回数につきましては、性能試験実施時期以外の3回（3
季）と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 13 第1章 第7節 7(2)2) 稼働後の長
期安定稼働
試験
確認方法

計画稼働日において90日間以上とありますが、不燃・粗大ごみ処
理施設に関しては、連続90日間ではないという認識で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

40 13 第1章 第7節 7(5) 稼働後の長
期安定稼働
試験
稼動後の4季
の性能確認

本性能確認は、竣工後1年目に行うものと考えて宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

41 13 第1章 第7節 8 確認性能試
験

引渡し後2-3年目に引渡し性能試験と同等な確認性能試験を実施と
あります。その分析費用計上は、第10-1様式の施設整備内訳にH33
年度に加えて宜しいでしょうか。

2 かし検査、5 かしの改善、補修に対する見込み費用の積み方と
同様で構いません。

42 16 第1章 第7節 表2 5 主灰 主灰の磁選別と粒度選別に対する保証値の記載がありませんが、
数値指定があればご提示下さい。

主灰の磁選別、粒度選別については、設計図書、提案書の様式12-
4号エに記載された焼鉄、大塊物・不適物の値を満足する必要があ
ります。

43 16 第1章 第7節 表2 5 主灰 熱灼減量のサンプリングについて、平成29年4月30日に発行されま
した「ごみ焼却施設整備の計画・設計要領　2017改訂版」によ
り、熱灼減量測定時の注意事項として、『水冷された焼却灰の熱
しゃく減量は、水和物の影響を大きく受けるため、燃焼管理で明
確に未燃分の把握をするためには「水冷前の灰の採取」or「灰の
炭素量の測定」が必要』との主旨の記載が加わりました。炉性能
の指標である熱灼減量においては、湿灰ではなく、乾灰でのサン
プリング・分析で宜しいでしょうか。

熱灼減量の趣旨に鑑みた試験・評価を行う予定ですが、詳細は実
施設計協議によります。

44 16 第1章 第7節 表2 6 悪臭 悪臭のサンプリング場所として「排出口」との記載がございます
が、排出口とはごみピット内の空気を吸引脱臭する脱臭設備の排
出口と理解してよろしいでしょうか。

煙突です。
ただし、脱臭設備の能力は要求水準書（設計・建設業務編）P150
に求めていますので、脱臭設備排出口からの悪臭は、別途、試運
転期間中の全炉停止時に測定し、満足することを確認します。

45 16 第1章 第7節 表2 7 騒音
8 振動

騒音、振動について、記載されている保証値は敷地境界基準との
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 17 第1章 第7節 表2 9 燃焼ガス
温度

温度計の記録は出荷記録と現地ループ試験記録にて御確認いただ
くことで宜しいでしょうか。

温度計は検定品を使用し、現地試験にて確認します。
詳細は実施設計協議によります。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

47 17 第1章 第7節 表2 11.非常用発
電装置

非常用発電装置でディーゼル式となる場合は、JIS B 8014が適用
されるものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

48 17 1 7 表2 11.非常用発
電装置

非常用発電装置にディーゼルエンジンを採用する場合、JEM1435に
準拠することで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 18 1 7 表2 13 緊急作動
試験

「電力会社の受電、蒸気タービン発電機、非常用発電装置が同時
に10分間停止してもプラント設備が安全であること。非常用発電
機作動時にあたっては安定して施設を停止できること。」とあり
ますが、非常用発電機作動前提での緊急作動試験と考えて宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

50 19 第1章 第7節 表3 1 施設処理
能力

試験方法_(1)ごみ分析方法の記載がありますが、本試験ではどの
ような内容を確認する予定でしょうか。

本記載は、ごみ処理能力を確認する際のごみ質を確認するための
もので、「昭52.11.4環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境
整備課長通知」によるごみ質の分析方法に準じて実施しているこ
とを確認します。

51 19 第1章 第7節 表3 1 施設処理
能力

本施設（設備）の場合、サンプリングの採取は、処理ラインをそ
の都度停止して行う事から、5時間運転で1時間毎にサンプリング
を行う事は現実的ではありません。そのため、運転時間は断続で2
時間程度とし、その間に15分程度のサンプリングを2回行うものと
して宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

52 19 第1章 第7節 表3 2 選別能力
（破砕選別
系）

測定回数は3回とありますが、試料の作成・保管や処理を一時停止
して行うサンプリング採取の手間等を考慮して15分程度の運転で
のサンプリングを2回と考えて宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

53 19 第1章 第7節 表3 3 破砕能力 本試験による一次破砕機の性能確認項目は、二次破砕機と同様に
破砕寸法であるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 19 第1章 第7節 表3 3 破砕能力 本施設（設備）の場合、サンプリングの採取は、処理ラインをそ
の都度停止して行う事から、1時間ごとに1検体採取し計4検体とあ
りますが、施設処理能力試験時と同時に行うものとして測定は、2
回2検体（各破砕機毎）として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

55 19 第1章 第7節 表3 4 不燃残渣 不燃残渣の溶出基準が性能保証項目として含まれていますが、不
燃・粗大ごみ処理施設では搬入ごみを破砕・選別するのみであ
り、不燃残渣が溶出基準を超過するかどうかは搬入ごみ自身に依
存するため、本項目は保証外とさせていただいてもよろしいで
しょうか。
いかなる場合も本項目の遵守が求められる場合、不燃残渣は熱回
収施設へ搬送し焼却するフローとしてもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとしますが、詳細は実施設計協議としま
す。
提案時は不燃残渣の熱回収施設での処理については、認められま
せん。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

56 19 第1章 第7節 表3 4 不燃残渣 本項目について、不燃・粗大ごみ処理施設では、貴組合より搬入
されるごみを破砕選別しますが、化学的処理を行うわけではあり
ません。そのため本項目は実施しないものと考えて宜しいでしょ
うか。

№55を参照ください。

57 20 第1章 第7節 表3 5 粉じん 測定箇所が、ろ過式集じん機入口・排気出口と記載されています
が、ろ過式集じん機入口は除じん前であるため測定値は参考値で
あり保証値の対象となるのは排気出口のみと考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

58 21 第1章 第8節 1 かし担保 ボイラ設備のかし担保期間７年に該当する機器につきましては、
ボイラ設備のうち、過熱器及びエコノマイザのみと理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

59 21 第1章 第8節 1(2)1) 施工のかし
担保

ボイラ設備のかし担保期間が「7年」とありますが、プラント工事
の基本的なかし担保期間が「3年」、他の特に記載された設備機器
のかし担保期間が「2年」であることに比べ長期に及んでいること
の具体的根拠をご教示下さい。

過熱蒸気管現地溶接施工部等の耐腐食性能に対する本事業の要求
事項です。

60 23 第1章 第8節 4(2)1)
4)
5)
6)
7)

かし確認の
基準
各設備のか
し判定基準

本項に記載のある、以下の判定基準に関する表現について、具体
的な数値をご教示下さい。
1)①「著しく機能が損なわれた～」、4)①「性能に著しい低下が
～」②「異常摩耗」、5)①「性能に著しい低下が～」、
6)①「性能に著しい低下が～」、7)③「著しく劣化が～」

詳細は、建設事業者が作成し監督員が承諾するかし確認要領書に
よります。

61 23 第1章 第8節 4(2)2) かし確認の
基準
各設備のか
し判定基準

「火格子とその関連部品」とありますが、関連部品とは何を想定
されているかご教示ください。

実施設計協議によります。

62 23 第1章 第8節 4(2)6) かし確認の
基準
各設備のか
し判定基準

「減温塔内の保護材に～」とありますが、保護材とは何を想定さ
れているかご教示ください。

ライニング材、耐火物を想定しています。

63 24 第1章 第8節 5 かしの改
善、補修

「～、組合の指定する時期に建設事業者が無償で改善、補修する
こと。」とありますが、時期については、事前に組合と建設事業
者による協議があるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

64 26 第1章 第10節 2(4) 手続書類の
提出
協力技術者
届

本届は、どのようなものを想定されているのかご教示ください。 (3) 主任技術者届（設計経歴書添付）に準じます。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

65 28 第1章 第10節 5(3)11) 鳥瞰図・日
影図

実施設計図として日影図を提出するとなっていますが、日影規制
がないため、日影図の作成は不要と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

66 28 第1章 第10節 5(3)11) 実施設計図
書の提出
土木建築工
事関係

異なる視点2視点から各1葉とありますが、鳥瞰図を2枚、異なる視
点からと理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

67 31 第1章 第11節 1(5) 建設業務の
基本的な考
え方

「組合の行う敷地周辺設備工事等で本業務への取り合いがある部
分の調整については、．．．」の敷地周辺設備工事等とは具体的
にどのような工事でしょうか。また、「調整により費用負担が生
じた場合は、明確に組合が負担すべき費用以外は、本業務の費用
にて負担する。」とはどのような項目を費用計上すればよいかご
教示ください。

現段階では、本業務以外に組合が行う工事の想定はありません
が、考え方を示しています。
仮に工事が実施された場合の費用負担については、別途協議とし
ます。
本規定の敷地周辺設備工事等とは、P2の7（3）項の敷地周辺設備
に係る工事ではありません。

68 31 第1章 第11節 1(5) 建設業務の
基本的な考
え方

組合の行う敷地周辺設備工事等とは、2ページの7 (3)項の敷地周
辺設備（工事）から電気を除いたものと解釈してよろしいでしょ
うか。

P2の7 (3)項の敷地周辺設備の本敷地への引込み工事は全て本業務
範囲です。

69 31 第1章 第11節 1(5) 建設業務の
基本的な考
え方

「組合の行う敷地周辺設備工事等～」とありますが、本工事期間
中にて実施を予定されている工事がございましたらご教示くださ
い。

№67を参照ください。

70 32 第1章 第11節 3(2)2)① 施工基本条
件

現場代理人について工事進捗に合わせて構成企業の中から選任
し、必要に応じて変更できる理解でよろしいでしょうか。

原則として現場代理人は竣工まで変更不可とします。

71 32 第1章 第11節 3(2)2)① 施工基本条
件

監理技術者の配置について構成企業の中から土建工事、プラント
工事それぞれ該当工事期間中、別々に配置するものと解釈してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

72 32 第1章 第11節 3(2)2)⑤ 施工
現場管理

「資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては、監督員と
十分協議のうえ他の別途工事への支障が生じないように計画す
る」との記載がございますが、別途工事の工事内容、施工場所
（支障の生じるエリア）、工事工期等の詳細につきましてご教示
願います。

現段階では、本業務以外に組合が行う工事の想定はありません。

73 32 第1章 第11節 3(2)2)⑥ 施工
施工基本条
件

「近隣住民等との調整及び電波障害や近隣建築物等の状態等の事
前調査等」とあります。近隣住民等の範囲及び事前調査等の内容
をご教示ください。

組合は、環境センターの建設・運営に伴い地域の安全安心並びに
周辺の地域振興を図ることを目的に大足区と知多南部広域環境セ
ンター地域連絡協議会を設置し運営しています。
本事業における近隣住民等の範囲及び事前調査等の内容は、工事
の影響を考慮して建設事業者にて提案してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

74 32 第1章 第11節 3(2)4) 設計変更 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、建設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なわないとの記載がありま
す。発注者の指示による変更は工期延長及び請負金額の増額が行
われると理解して宜しいでしょうか。

請負金額の増額については、実施設計の変更事由が組合に起因す
る場合、ご理解のとおりです。
工期延長については、これに加え、工期の遵守が不可能なことを
証明した場合に限り別途協議とします。

75 32 第1章 第11節 3(2)4) 設計変更 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、建設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なわないとの記載がありま
す。法改正、行政指導、近隣住民等からの要望等による変更は別
途協議の上、工期延長及び請負金額の増額が行われると理解して
宜しいでしょうか。

法改正に起因する実施設計の変更（ただし、入札時点で法改正の
内容が予見できる又は公になっている場合は除く）に係る増額に
ついては、ご理解のとおりです。工期延長については、工期の遵
守が不可能なことを証明した場合に限り別途協議とします。

行政指導に起因する実施設計の変更に係る増額については、要求
水準書に示すとおりとします。ただし、土壌汚染対策については
№95を参照してください。

近隣住民等の要望等に起因する実施設計の変更（ただし、本入札
公告までの本事業の実施を含む組合の本事業に係る決定事項に関
するものに限る）に係る増額については、ご理解のとおりです。
工期延長については、工期の遵守が不可能なことを証明した場合
に限り別途協議とします。

76 33 第1章 第11節 6(1) 工事の責任
者

「建設事業者は、土木建築工事、建築機械設備工事、建築電気設
備工事、プラント電気設備工事の施工業者の社員の中から担当責
任者を選任し・・・」の施工業者とは建設事業者の下請業者との
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

77 33 第1章 第11節 6(3) 日報及び月
報の提出

月報の「主要な工事記録写真（定点観測写真（上空よりの写真）
を含む）を添付する。）」の上空よりの写真とはドローンによる
撮影でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

78 33 第1章 第11節 6(3) 施工管理 「月報には・・・主要な工事記録写真（定点観測写真（上空より
の写真）を含む）を添付すると」の記載がございますが、上空よ
りの写真はドローンにて撮影した写真としてもよろしいでしょう
か。

№77を参照下さい。

79 34 第1章 第11節 7 工事条件 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ（電気・上下水・NTT他）について、本契約時には各取合
点までの施工（貴市範囲）は完了している理解でよろしいでしょ
うか。建設工事での使用を見込んでいますので完了していない場
合は時期をご提示願います。

本業務には、P2の7（3）の敷地周辺設備の取り合い点までの工事
も含まれます。

80 34 第1章 第11節 7(1) 残存工作物
等

予期せぬ大規模な工作物とは、条件提示されていない埋設物を指
すと考えてよろしいでしょうか。

予期せぬ大規模な工作物とは、入札説明書等からかかる工作物の
存在が予見できないこと、かかる工作物に起因して工期の延長が
必要なこと及び契約金額とは別に増額が必要なことを建設事業者
自らが証明可能なものとします。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

81 34 第1章 第11節 7(1) 残存工作物
等

敷地南東にある既設ポンプ及びポンプ制御盤は解体撤去に含まれ
ると考えてよろしいでしょうか。
含まれる場合、図面のご提示をお願いします。

ご理解のとおりです。
図面等資料はありません。

82 34 第1章 第11節 7(1) 残存工作物
等

既設アスファルト舗装は、工事に支障の無い部分についても表層
撤去解体の上、新設するものとしてよろしいでしょうか。

アスファルトの撤去は必要はありません。
ただし、建設事業者によりアスファルトの撤去が必要な場合は撤
去してください。

83 34 第1章 第11節 7(1) 工事条件
残存工作物
等

「残存工作物等」とは別紙12 残存物図面および別紙13 既設倉庫
図面に図示されているものが相当すると理解してよろしいでしょ
うか。

「残存工作物等」とは、入札説明書等によらず残存している工作
物等です。
入札説明書等からその存在が予見できるもの以外に、残存工作物
がないことを保証するものではありません。

84 34 第1章 第11節 7(1) 工事条件
残存工作物
等

「予期せぬ大規模な工作物」とは別紙12 残存物図面および別紙13
既設倉庫図面にて明示がなく、また貴組合から配布されている他
の資料からも想定ができない工作物と理解してよろしいでしょう
か。

№80を参照してください。

85 34 第1章 第11節 7(1) 工事条件
残存工作物
等

工事用地に何らかの工作物等があった場合は、監督員の承諾を得
て工事の障害となるものを撤去処分するとの記載があります。今
回工事にて必要となる範囲のみ撤去と理解して宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

86 34 第1章 第11節 7(1) 工事条件
残存工作物
等

工事用地に何らかの工作物等があった場合は、監督員の承諾を得
て工事の障害となるものを撤去処分するとの記載があります。撤
去処分費用は工期延長を含め、別途協議いただけると理解して宜
しいでしょうか。

本規定で別途協議対象となるのは、予期せぬ大規模な工作物に関
連するものに限ります。

87 34 第1章 第11節 7(1)
(2)

工事条件
残存工作物
等、地中障
害物

（１）残存工作物等・（２）地中障害物
予期せぬ大規模な工作物について、想定されている内容、箇所、
規模等を図面及び資料等があればご教示ください。

№80を参照してください。

88 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

「地中障害物」とは別紙12 残存物図面に地盤面以深に図示されて
いる物が相当すると理解してよろしいでしょうか。

「地中障害物」とは、入札説明書等によらず残存しているもので
す。
入札説明書等からその存在が予見できるもの以外に、本工事に
とって地中障害物がないことを保証するものではありません。

89 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

本工事に影響しない地中障害物の撤去につきましては不要である
と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

90 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

「地中障害物」は、残存工作物と違って想定し得ない状況にある
かと考えます。
地中障害物が確認された際の処分費用、工期延長については、別
途協議の上、追加費用の精算、工期を延長していただく理解でお
りますが宜しいでしょうか。
また、今回工事にて必要となる範囲のみが対象と理解して宜しい
でしょうか。

予期せぬ大規模な工作物以外、建設事業者の負担であり精算対象
ではなく、工期延長も認められません。
後段については、ご理解のとおりです。

91 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

予期せぬ大規模な工作物が存在した場合は、別途協議を行うとの
記載があります。撤去処分費用は工期延長を含め、別途協議いた
だけると理解してよろしいでしょうか。また、予期せぬ及び大規
模とは具体的にどのような範囲、規模となりますでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、№80を参照してください。

92 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

予期せぬ大規模な工作物が存在した場合は、別途協議を行うとの
記載があります。予期される工作物について、具体的な内容、箇
所、規模等を図面及び資料等にてご提示くださいますようお願い
申し上げます。

予期される工作物については、入札説明書等でかかる工作物の存
在が予見できるものとご理解ください。

93 34 第1章 第11節 7(2) 工事条件
地中障害物

予期せぬ大規模な工作物が存在した場合は、別途協議を行うとの
記載があります。予期せぬ及び大規模なとは具体的にどのような
内容、範囲、規模等となりますでしょうか。

№80を参照してください。

94 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

土壌汚染対策法に基づく届出、措置を検討するために、愛知県の
土壌汚染対策法指導担当部署への相談やヒアリングなどの接触を
行ってもよろしいでしょうか。

愛知県との接触可否についての回答は致しかねます。

95 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

上記が不可の場合、見積条件を平等とするために、土壌汚染対策
法に対する対応方針を発注仕様として提示して頂けないでしょう
か。
本提示が無い場合、各事業者により法や測定結果への解釈が異な
ることとなり、適正な入札とはならなくなる可能性があります。

対応方針としては、次のとおりです。
・土壌汚染対策法に基づく手続きは4条申請を基本とし、業務範囲
とする。
・必要な手続き、調査、対策工事は工期に含む。
・土壌汚染対策法に基づき区域指定された場合は、区域指定解除
を要さない。
・掘削土は極力場内利用とする。施設建設上必要な掘削範囲のう
ち汚染土(基準値超過土)のみ場外処分とする。
・掘削から処分（運搬含む）までを業務範囲とする。汚染状況は
深度方向調査で判明するため、入札時は掘削土の全量を場内利用
で見込み、深度方向の調査結果で判明する汚染土の場外処分費
（運搬費含む）、場外処分相当の購入土費は精算対象とする。
・土壌汚染対策法に基づき必要となる土壌汚染対策工事、関係官
庁との協議により追加となる土壌汚染対策費は、別途協議とす
る。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

96 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

事業者が実施する土壌の深度方向調査結果、および関係官庁との
協議により、土工事実施時に必要となる対策（地下水を遮蔽する
ための遮水壁、地下排水の排水処理設備設置・運転・維持管理・
撤去等）は別途工事（見積範囲外）になるものと理解してよろし
いでしょうか。

№95を参照してください。

97 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

事業者が実施する土壌の深度方向調査結果、および関係官庁との
協議により、土工事実施時に必要となる対策が生じた場合、対策
実施に起因する工期変更（延長）はお認めいただけるものと理解
してよろしいでしょうか。

№95を参照してください。

98 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

「土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出等の手続きを適
切に行うこと」との記載がございますが、形質変更の届出等は4条
申請によらず14条申請（みなし指定）で対応することは可能であ
るものと理解してよろしいでしょうか。

4条申請を基本としてください。

99 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

少なくとも土壌汚染調査（別紙7）で基準値超過区画となっている
部分は、形質変更時要届出区域に指定されるものと考えてよろし
いでしょうか。
関係部局との協議状況をご教示ください。

区域指定されるかについては、愛知県の判断であり回答致しかね
ます。
ただし、組合が実施した土壌調査からは鉛とふっ素について土壌
汚染の蓋然性が高いことから、要求水準書では土壌汚染対策法に
基づく手続きについて、予め周知しているものです。
後段については、地歴調査と土壌調査結果を愛知県に提出してお
ります。

100 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

「土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更の届出等の手続きを適
正に行うこと。」とありますが、形質変更時要届出区域の指定申
請（土壌汚染対策法第14条）にかかわる協議及び手続きを含むも
のと考えてよろしいでしょうか。

4条申請を基本としてください。

101 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

①既往の土壌調査は自主的な位置付けで実施されたと拝察します
が、結果を拝見すると、当地には鉛とふっ素による土壌汚染が存
在している状況にあります。こうした状況より、要求水準書に記
載の「土壌汚染対策法に基づく土地形質変更の届出等の手続き」
は、下記の手順になると思料しますが、妥当性についてお教え願
います。
　《第14条による区域指定の申請　➡　第11条による形質変更時
要届出区域の指定　➡　第12条による形質変更時要届出区域内の
土地の形質変更の届出》
②「深度方向等の自主調査を行い」について、自主調査の意味合
いをお教え下さい。「実施は必要だが見積りには含めない」との
意味合いでしょうか、それとも、「土壌汚染対策法の条文で深度
調査は義務付けられていないことより、こうした表現としたもの
で、見積りには含める」との意味合いでしょうか。

①4条申請を基本としてください。
②深度方向等の自主調査については、汚染範囲を確認し汚染土の
掘削処分量を明確にする為に行って頂きます。
建設事業者の業務範囲であり、入札価格に含まれます。
その他の費用に対する考え方は№95を参照してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

102 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

貴組合にて実施下土壌汚染調査の調査範囲は、東側の約2haとなっ
ておりますが、本工事で実施する調査範囲（深度方向の調査含
む）も東側の約2haを対象とする考えで宜しいでしょうか。

工事計画によっては、西側での土壌汚染調査が不要であるという
保証は致しかねます。
4条申請を基本とした際に必要となる調査は、建設事業者の業務範
囲です。

103 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

深度方向等の自主調査を行い汚染範囲を把握するとの記載があり
ますが、地下水における汚染範囲、影響範囲はどのように考えれ
ば宜しいでしょうか。

現状における地下水のモニタリング結果については、組合HPにて
公表しております。

104 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

土壌汚染調査結果により対策工事が必要となった場合、それに掛
かる費用、工期延長については、別途協議の上、追加費用の精
算、工期を延長していただく理解でおりますが宜しいでしょう
か。

№95を参照してください。

105 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

愛知県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて、区域指定を確認しました限り、対象地（建
設場所）は区域指定されていません。愛知県条例では自主調査の
報告義務がありますが、既に川崎地質様が実施された地歴調査及
び土壌調査は愛知県に提出され、区域指定について協議中と理解
して宜しいでしょうか。

地歴調査と土壌調査結果を愛知県に提出しております。

106 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

今回工事にあたり、土対法第4条第1項の届出は既に行われていま
すでしょうか。或いは、特定事業契約締結後、建設事業者が行う
のでしょうか。この場合、法第4条提出後30日間は形質変更（土を
触る行為）ができないため、工期に影響を与える可能性がありま
す。別途協議の上、工期延長及び工期延長に伴う諸費用をご精算
いただけると理解して宜しいでしょうか。

№95を参照してください。

107 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

土壌汚染状況調査結果報告書を行政に提出してから、区域指定ま
での期間はご確認されていますでしょうか。通常、1.5～2ヶ月を
要すると思われますが、状況をご教示ください。また、汚染が確
認されました範囲は通常、区域指定がなされ、法第12条の形質変
更届を提出した後、形質変更の許可となります為、工期に大きな
影響が出る可能性があります。別途協議の上、工期延長及び工期
延長に伴う諸費用はご精算いただけると理解して宜しいでしょう
か。

№95を参照してください。

108 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

受領しました土壌調査資料では、ふっ素と鉛の調査が5地点混合の
調査で終了し、個別分析が実施されていません。途中で終了され
た理由をご教示ください。

地歴調査により汚染の少ない土地として施設建設予定区画2haを
30mメッシュ5点混合による表層の土壌調査を実施しました。
提案による施設の設計・建設にあわせた、事業者による深度方法
等の調査を実施することで、調査範囲の絞り込み、調査費用の削
減、掘削量の低減化・工期の短縮化に関してより精度の高い施設
設計となると考えました。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

109 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

受領しました土壌調査結果について、調査が途中で終了していま
す。工事請負契約締結後に追加調査及び詳細調査を実施して、初
めて土壌汚染の範囲が確定されます為、土壌汚染関連の追加費用
は別途、ご協議いただけると理解して宜しいでしょうか。

№95を参照してください。

110 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

受領しました土壌調査資料では、ふっ素の地下水汚染が確認され
ています。ふっ素の土壌汚染の確認された27区画全て、地下水汚
染があるとのことでしょうか。或いは、今後、個別分析（追加調
査）を実施し、各区画毎の地下水調査結果を反映することが可能
でしょうか。

地下水及び土壌の調査結果は組合HPのとおりです。

111 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

汚染が確認された範囲について、貴組合では、掘削除去による指
定解除をご要望されますでしょうか。或いは、区域指定を受けた
まま、建設工事を行っても構わないとのご判断をされますでしょ
うか。

№95を参照してください。

112 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

掘削除去による指定解除を行う場合、地下水汚染が確認されてい
ます為、2年間モニタリングの義務が発生します。2年間のモニタ
リングﾞは事業者の業務範囲には含まれないと理解して宜しいで
しょうか。また、その際に基準不適合となりましても、事業者の
責任範囲外と理解して宜しいでしょうか。

№95を参照してください。

113 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

土対法に準拠した調査は実施されていますが、ダイオキシン及び
油の調査は実施されていますでしょうか。貴組合のホームページ
にはダイオキシンの地下水汚染ありとの記載があります。ダイオ
キシン及び油汚染に関しては、別途協議の上、工期延長及び工期
延長に伴う諸費用はご精算いただけると理解して宜しいでしょう
か。

油汚染に関しては、調査しておりません。
ダイオキシン及び油汚染に関連して、関係官庁との協議により追
加となる対策費は、別途協議とします。

114 34 第1章 第11節 7(3) 土壌汚染対
策

今回工事にあたり、敷地内から発生した排水に関しての分析項目
は、汚染が確認されましたふっ素のみと理解して宜しいでしょう
か。鉛は含有基準超過につき、分析不要と考えて宜しいでしょう
か。

工事排水の分析項目は、pH、SS、ふっ素及び詳細調査による溶出
基準超過項目としてください。

115 34 第1章 第11節 7(3)
(4)

土壌汚染対
策
建設発生土
の処分

上記回答が「指定される」場合、34頁 7 (4)に基づき掘削土の処
分等に係る費用は本業務とは別途扱いと考えてよろしいでしょう
か。

№95を参照してください。

116 34 第1章 第11節 7(3)
(4)

土壌汚染対
策
建設発生土
の処分

上記回答が「指定されない」場合、基準値超過区画内の掘削残土
は一般残土として処分できず、汚染土として処分しなければなら
ない可能性があります。その場合においても、34頁 7 (4)に基づ
き掘削土の処分等に係る費用は本業務とは別途扱いと考えてよろ
しいでしょうか。

№95を参照してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

117 34 第1章 第11節 7(3)
(4)

工事条件
土壌汚染対
策
建設発生土
の処分

土壌汚染対策について、調査・工事は特定事業契約締結後、即着
手可能と理解して宜しいでしょうか。

深度方向等調査は可能です。工事は工事内容によるものと考えま
す。

118 34 第1章 第11節 7 (4) 建設発生土
の処分

①「土壌汚染対策法で区域指定された場合」との記載があります
が、これは、現在は区域指定されていないが、工事の際には区域
指定されており、その状況で施工を行うとの解釈で宜しいでしょ
うか。
②①の解釈が正とした場合、土壌汚染対策では区域指定の解除ま
で行うとのことでしょうか。
③仮に、区域指定の解除を行うとした場合には、施設建設に関連
した箇所以外の調査や、調査結果を踏まえた汚染土壌の掘削・処
分等が必要となりますが、当該費用については別途と考えて宜し
いでしょうか。

①現在、区域指定されていないという点ではご理解のとおりで
す。その他については№95を参照してください。
②、③は№95を参照してください。

119 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

敷地西側においても外構工事等で掘削する部分については土質調
査が必要と考えてよろしいでしょうか。

№102を参照してください。

120 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

「土壌汚染対策法上の形質変更時要届出区域に指定された場合、
掘削土は土壌汚染対策法に基づき適正に処分する。また、掘削土
の処分等に係る費用は本業務とは別途扱いとする。」とあります
が、掘削土の処分等は請負者にて施工し、その費用は実費精算し
ていただけるものと考えてよろしいでしょうか。

№95を参照してください。

121 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

上記「掘削土の処分等に係る費用」とは「認定処理施設への委託
処理費、掘削土の積込み費、掘削土運搬費、遮水壁工事費、排水
処理費、水質モニタリング費、管理費、諸経費等」と考えてよろ
しいでしょうか。

№95を参照してください。

122 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

「掘削土の処分等に係わる費用は本業務とは別途扱いとする」と
ありますが、汚染土壌搬出のための掘削工事及び運搬についても
別途扱いという理解でよろしいでしょうか。

№95を参照してください。

123 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

「掘削土の処分等に係わる費用は本業務とは別途扱いとする」と
ありますが、これは別途契約により費用を清算いただけるとの理
解でよろしいでしょうか。また、その際の掘削費用や輸送費用に
ついても同様に別途扱いでよろしいでしょうか。

№95を参照してください。

124 34 第1章 第11節 7(4) 建設発生土
の処分

「掘削土の処分等に係わる費用は本業務とは別途扱いとする」と
ありますが、これは土壌汚染対策法の適用外で通常の残土として
処分する場合にも別途扱いであるとの理解でよろしいでしょう
か。

掘削土は極力場内利用としますが、場外処分が合理的な場合のみ
別途協議とします。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

125 34 第1章 第11節 7(5) 建設廃棄物 マニュフェスト管理につきましては、電子マニュフェストを採用
可能と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

126 34 第1章 第11節 7(5) 建設廃棄物 特別管理産業廃棄物及びｱｽﾍﾞｽﾄの存在が確認された場合、その撤
去費用は本業務とは別途扱いと理解してよろしいでしょうか。ま
た、この場合、工期延長についても、別途協議いただけると理解
してよろしいでしょうか。入札金額に含まれる内容がございます
場合、その具体的内容、品目、箇所、規模等を図面及び資料等に
てご提示くださいますようお願い申し上げます。

建設廃棄物の処分については、費用、工期ともに業務範囲内で
す。

127 34 第1章 第11節 7(5) 建設廃棄物 特別管理産業廃棄物及びｱｽﾍﾞｽﾄの存在が確認された場合、その申
請・報告・届出等の手続における所掌区分、経費負担等はどのよ
うに考えればよろしいでしょうか。

建設事業者の業務範囲内です。
経費負担については、№126を参照してください。

128 35 第1章 第11節 7(11) 施工方法及
び建設公害
対策

濁水を一旦集水するための工事用貯留池には、仮設鋼製タンク等
の採用も可能であると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

129 35 第1章 第11節 7(11) 施工方法及
び建設公害
対策

施工中の地下水のモニタリングでダイオキシン等の汚染が確認さ
れた場合は、対策及び浸出水処理費用はご協議していただけます
でしょうか。

地下水に対する汚染について、関係官庁との協議により新たな対
策が必要となった場合は別途協議とします。

130 35 第1章 第11節 7(11)6） 施工方法お
よび建設公
害対策

「敷地境界の排水は、周辺環境に充分配慮し、全て工事用貯留池
に集水し、周辺への環境を損なうことなく．．．」敷地境界とは
場内と読み替えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

131 35 第1章 第11節 7(13) 作業日及び
作業時間

作業届出を行った場合は、日曜、祝日および夜間の作業は可能で
しょうか？

要求水準書に示すとおりとします。

132 35 第1章 第11節 7(13) 作業日及び
作業時間

開始時間ですが、８：００体操と朝礼開始の実作業開始が概ね
８：３０開始と考えてよろいいですか？また、夏季など日出の早
い期間は熱中症対策の観点からサマータイム（7：00～16：00）を
取り入れることは可能でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

133 36 1 11 7(14) 工事に伴う
環境調査

「工事上の騒音・振動・粉じん・地下水への影響を正確に把握す
るため、騒音・振動・粉じん及び地下水等の環境モニタリング等
調査を行う。騒音・振動については工事実施期間中を通して連続
監視することを原則とする。」とありますが、騒音・振動以外の
調査については実施有無を含め、別途協議いただけると理解して
宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

134 36 第1章 第11節 7(15) 工事説明
リーフレッ
トの提出

説明用リーフレットにつきましては本工事着手時期に作成し、同
じ内容の物を毎年度1000部印刷し、納入させていただくという理
解でよろしいでしょうか。

全く同じものではなく、工事進捗に伴い掲載内容を変更すること
も想定します。
詳細は実施設計協議によります。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

135 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 「ユーティリティの敷地境界までの引込みに伴う負担金、工事費
等については、建設業者の負担とする」と指示されていますが、
現時点で関係各所と協議することができませんので本見積に含め
ないものとしてよろしいでしょうか。　もしくは価格を提示して
いただけないでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

136 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 電力の引き込みに関し、電力広域的運営推進機関あるいは電力会
社により電源接続案件募集プロセスが仮に実施された場合、計画
通りの工程で発電ができない可能性があります。（売電が予定通
りできない。）　この場合　負担金・工事費の他　試運転に係る
新たに発生する経費は協議していただけると解釈してよろしいで
しょうか。

詳細は電力会社との協議によりますが、工程上、試運転時期と併
せた系統連携が出来ない場合、電源接続案件募集プロセスを活用
することは認められません。

137 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 電力工事費負担金については、電力会社に接続検討を依頼した上
で、電力会社にて負担金を算出してもらう必要があります。電力
会社にて負担金を算出する期間は一般的に3ヶ月程度を要し、入札
までに負担金を算出することは困難なため、電力工事費負担金に
ついては、貴組合所掌としていただくことは可能でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

138 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 電力工事費負担金について、貴組合所掌としていただくことが不
可の場合、電力会社に接続検討を依頼する必要がありますが、事
前に申請することは問題無いでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、入札前の貴社の検討依頼により、本事業に制約等が生じ
ないようご留意ください。

139 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 電力会社へ接続検討を依頼する際、Fit適用と非適用では負担金が
異なります。本事業ではどちらで検討すればよろしいでしょう
か。
電力会社にて負担金を算出する期間は一般的に3ヶ月程度を要しま
すので、上記No.44、45、及び本質問の回答につきましては、その
他の質問回答とは別に、早期にご回答いただけないでしょうか。

FITの適用を考えています。

140 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 電力工事費負担金について、受電引き込みについては、構内の引
き込み口付近に門型鉄塔を設置して、そこに特高受電盤(C-GIS)及
び特高変圧器を設置し6.6kVに降圧して地中埋設により受変電室へ
引き込むことで想定してよろしいでしょうか。また、特高受電盤
までの引き込み工事は電力会社所掌になるものと理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、特別高圧変圧器を建物内に設置することも可とします。
責任・財産分界点は電力会社との協議によります。

141 36 第1章 第11節 7(17) 負担金 ガス引込みのための負担金を算出するために、ガス会社への検討
依頼を行なってもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、入札前の貴社の検討依頼により、本事業に制約等が生じ
ないようご留意ください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

142 36 第1章 第11節 7(17) 工事条件
負担金

電力引込工事に伴う負担金ですが、建設事業者にて算出すること
は困難ですので、本事業範囲外に変更して頂くことは可能でしょ
うか。変更が不可能な場合、貴組合での概算金額をご教示くださ
い。

負担金負担の可否については、№137を参照ください。
建設事業者の実績等から想定ください。

143 36 第1章 第11節 7(18) 工事条件
説明会支援

土壌汚染に関する住民説明は実施済みでしょうか。また、土壌汚
染調査に関する住民説明は建設事業者の業務範囲には含まれない
ものと理解して宜しいでしょうか。

土壌汚染、地下水汚染に関して大足区会で説明しています。
また、大足区に調査結果を回覧しています。
後段については、要求水準書に示すとおりとします。

144 38 第1章 第13節 1 立会検査及
び立会試験

「指定主要機器・材料、施工検査及び試験は、監督員の立会のも
とで行う」との記載がございますが、立会の対象となる機器・材
料につきまして、現時点でのご想定がございましたらご教示願い
ます。

実施設計協議によります。

145 38 第1章 第13節 1 立会検査及
び立会試験

「出来高検査及び出来高に関係する工場検査は、組合の検査の担
当が立会う」との記載がございますが、立会の対象となる機器・
材料につきまして、現時点でのご想定がございましたらご教示願
います。

№144を参照してください。

146 40 第1章 第15節 1(1) 予備品の数
量

貴組合にて想定されている予備品の内容及び本施設引渡し後2年間
に必要な数量があればご教示ください。

実施設計協議によります。

147 40 第1章 第15節 1(2) 消耗品の数
量

貴組合にて想定されている消耗品の内容及び本施設引渡し後1年間
に必要な数量があればご教示ください。

実施設計協議によります。

148 41 第2章 第1節 2(7) 液状化対策 液状化対策を行うこととありますが、構内道路の液状化対策を行
うと、土壌汚染調査範囲が広範囲となり、場合によっては汚染土
壌の処分費（組合様ご負担）が大きくなってしまうリスクが考え
られます。
建物に対する液状化対策を考慮することとし、構内道路の液状化
対策は不要としてよろしいでしょうか。

原則、構内道路も液状化対策は必要となります。
詳細は実施設計協議によります。

149 41 第2章 第1節 2(7) 液状化対策 上記回答が「構内道路の液状化対策が必要」となる場合、想定す
る液状化対策範囲によって、各社の見積額に大きな差がでると考
えます。各社レベリングするため、液状化範囲の条件提示をお願
いいたします。

№148を参照してください。

150 41 第2章 第1節 2(7) 全体計画 「敷地東側の施設建設エリアの2haはT.P+4.6mレベルまで嵩上げを
行い」との記載がございますが、嵩上げ範囲および面積の詳細に
つきましては、事業者が提案する施設全体配置計画に基づき決定
するものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

151 41 第2章 第1節 2(7) 全体計画 「外部からの用役薬品類の供給途絶や～7日間は運転の継続を行え
るものとする」との記載がございますが、7日間の運転は基準ごみ
での2炉運転と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

152 41 第2章 第1節 2(7) 全体計画 施設建設エリア2haの範囲については、土壌調査報告書等で調査を
実施されている範囲を基本とし、詳細な位置は事業者提案による
との考えで宜しいでしょうか。
施設建設エリアにご指定がある場合、建設エリア詳細をご教示く
ださい。

ご理解のとおりです。

153 41 第2章 第1節 2(7) 施設建設エ
リア

進入路及び外構部は施設建設ｴﾘｱには含まれないと考えて宜しいで
しょうか。

含まれます。

154 41 第2章 第1節 2(7) 敷地出入口 一般車等と収集車等の出入口を別に設けても宜しいでしょうか。 建設事業者の提案に委ねます。

155 42 第2章 第1節 2(7) 全体計画 液状化対策工法を検討するために、地盤の具体的な要求性能につ
いてご指定がございましたら、ご教示願います。

建設事業者の提案に委ねます。

156 43 第2章 第1節 6 施設配置・
配置動線等

貴組合として、想定している全体像（出入口、管理・啓発棟位置
等）がありましたらご教示ください。

要求水準書を踏まえ、建設事業者の提案に委ねます。

157 43 第2章 第1節 6(2) 施設配置・
配置動線等

「管理啓発用の諸室は工場棟とは別棟とする」とありますが、想
定建築面積がありましたらご教示ください。

要求水準書を踏まえ、建設事業者の提案に委ねます。

158 43 第2章 第1節 6(3) 施設配置・
配置動線等

工場敷地内への出入口について、「敷地西側の既存出入り口は利
用せず、・・・武豊町道から敷地に進入する新たな出入口を設け
ることを基本とする」との記載がございますが、出入口設置可能
な範囲は、敷地西側の武豊町道および臨港道路に面している範囲
全域と考えてよろしいでしょうか。そうでない場合は、図面上で
具体的な位置につきましてご教示願います。

要求水準書に示すとおりとしますが、臨港道路に面している範囲
も提案可能です。

159 43 第2章 第1節 6(3) 施設配置・
配置動線等

工場敷地内におけるごみ搬出入車、一般来訪車等の車両動線を最
適な計画とするために、敷地内への出入口を複数個所設けたご提
案とすることは可能でしょうか。その場合、出入り口設置可能な
範囲は、敷地西側の武豊町道および臨港道路に面している範囲全
域と考えてよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。
なお、臨港道路が将来4車線化される計画があることから、地域交
流センター北東の交差点に信号が設置される可能性があります。

160 43 第2章 第1節 6(3) 施設配置・
配置動線等

敷地に侵入する新たな出入口の位置については、動線上の利便
性、近隣地権者の利便性等を考慮したうえで、臨港道路からの出
入口設置の提案も可能と考えて宜しいでしょうか。

№158を参照してください。

161 43 第2章 第1節 6(3) 施設配置・
配置動線等

事前(入札前)に行政等との協議は可能でしょうか。 行政等との協議可否についての回答は致しかねます。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

162 43 第2章 第1節 6(3) 施設配置・
配置動線等

警察協議の指示および近隣地権者の利便性に配慮した関連事項に
ついて、貴組合にて事前に協議済みの内容がございましたらご教
示ください。

特段ありません。

163 43 第2章 第1節 6(4) 施設配置・
配置動線等

計量器は、直営車等と一般持込車とは別に設ける配置とあります
が、p64計量器4台の内、2台づつを直営車等、一般持込車の専用と
してよろしいでしょうか。

平常時の運用は概ねご理解のとおりですが、混雑時等はどちらも
利用可能な計画としてください。

164 44 第2章 第2節 1(2) 処理能力・
計画ごみ質

発電量や他用役の算出条件が公平となるよう、不燃・粗大ごみ処
理施設から発生する可燃残渣の量および組成（発熱量含む）につ
きましては、事業者の施設計画によらず、ご指定の貴組合計画値
を用いるものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

165 44 第2章 第2節 1(2)2) 表4　可燃ご
み（可燃性
粗大ごみ含
む）と可燃
残差の混合
物

「表4　可燃ごみ（可燃性粗大ごみ含む）と可燃残差の混合物」に
は、不燃・粗大ごみ処理施設からの可燃残渣と構成市町からの可
燃残渣の両方が含まれているものと理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

166 45 第2章 第2節 1(2)2)③ 処理能力・
計画ごみ質
計画ごみ質

「災害廃棄物のごみ質については、各社実績等に基づき設定する
こと。」とありますが、見積条件を統一するために、貴組合によ
る設定ごみ質をご教示ください。

組合が提示できる実績等はありません。
なお、本規定は災害廃棄物も処理対象物であることを明示するの
が本旨であり、必ずしも定量的なごみ質を提案してもらう必要は
ありません。

167 45 第2章 第2節 1(3) 受入条件 受入は昼休憩等無く、記載の受入時間内は常に受入を行うとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

168 46 第2章 第2節 2 搬入出車両 表７で鉄分、処理不適物の搬出車両が平ボディ車に〇がついてい
ますが、バンカからの車への積み込み時にこぼれないよう天蓋付
きダンプ車で計画してもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
そのうえで、建設事業者の天蓋付きダンプ車での計画を妨げるも
のではありません。

169 46 第2章 第2節 2 搬入出車両 各搬入出車両の大きさ、最小回転半径、ホイールベースの大きさ
をご教示ください。

現段階で構成市町が使用している車両のうち、最大車両について
は、添付資料データ15に含まれています。
その他の車両条件に関しては、建設事業者の実績等から想定願い
ます。

170 46 第2章 第2節 2 搬入出車両 ここに提示されている車両の内、最大のものが別紙15にて提示(自
動車検査証)されている車両と考えて宜しいでしょうか。
また、P114に15灰クレーン18)に「トレーラでの搬出に対応できる
ものとする」とありますが、ここでいうトレーラもこの寸法内と
考えて宜しいでしょうか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

171 46 第2章 第2節 2 1) 表6 搬入車
両

「持ち込みごみ、その他の搬入ごみ」の搬入車両である乗用車・
軽トラック等の搬入台数ならびに搬入重量につきまして、既存施
設における実績をご教示願います。

搬入台数は、添付資料データ16、17の「一般家庭、事業所（市内
事業所）の搬入台数」に含まれています。
搬入重量は、愛知県HP「一般廃棄物処理事業実態調査の直接搬入
ごみ量」を参照してください。

172 46 第2章 第2節 2 1) 表6 搬入車
両

脱水汚泥がダンプ車で搬入される際の搬入形態（フレコンバック
に封入、等）につきましてご教示願います。

ダンプ車の荷台に直接投入されています。

173 46 第2章 第2節 2 1)
2 2)

表6 搬入車
両
表7 搬出車
両

ご計画されている搬出入車両である、機械式ごみ収集車（4ｔ
車）、ダンプ車（10ｔ）、天蓋付ダンプ車（10ｔ）、平ボディ車
トラック（10ｔ）、脱着装置付コンテナ車（10ｔ）につきまし
て、車両寸法、回転最小半径や車両図面等、動線計画上考慮すべ
き仕様をご教示願います。
また、天蓋付ダンプ車の天蓋開閉時最大幅寸法につきましてご教
示願います。

№169を参照してください。

174 46 第2章 第2節 2 2) 表7 搬出車
両

主灰中に含まれる鉄分と不適物の割合について、既存施設におけ
る実績値をご教示願います。

半田市クリーンセンター及び知多南部クリーンセンターは、焼鉄
及び不適物ともに分別せず埋立処分をしているため、実績があり
ません。
クリーンセンター常武の平成28年度の実績は以下のとおりです。

・主灰発生量（湿灰）：2,700t（100％）
・焼鉄：64.54t（約2.39％）
・不適物：実績データなし

175 47 第2章 第2節 6 主要設備方
式

主灰及び飛灰処理物について、「最終処分（又は資源化）」とあ
りますが、資源化先の選定や契約手続きは貴組合の所掌との理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

176 47 第2章 第2節 7 余熱利用計
画

「夏季、冬季、春秋季」の期間につきましては、夏季：7～9月、
冬季：1～3月、春秋季：4～6月および10～12月と設定してよろし
いでしょうか。

夏季は6～8月、冬季は12～2月、春秋季は3～5月、9～11月として
ください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

177 50 第2章 第3節 1 表11 搬入物
の重量割合
と見かけ比
重

資源物とは鉄およびアルミを指すと思われますが、それぞれの重
量割合（％）を提示願います。

表11の組成（構成比）は、環境センターへ搬入される品目を知多
南部衛生組合の平成26年度の排出量実績より算出した将来推計値
です。
資源物に含まれる鉄及びアルミの重量割合について、知多南部衛
生組合の平成26年度実績は以下のとおりです。
他市町においては、金属類として資源化委託を行っているため、
実績がありません。

○不燃ごみ中の資源物
・全量　52t/年
・鉄プレス　39t/年　（75％）
・アルミバラ　13t/年　（25％）
○粗大ごみ中の資源物
・全量　28t/年
・鉄プレス　21t/年　（75％）
・アルミバラ　7t/年　（25％）

178 50 第2章 第3節 1(2) 処理能力・
計画ごみ質

粗大ごみの処理物の最大寸法をご教示願います。 現有3施設における不燃ごみ及び粗大ごみの最大搬入寸法は以下の
通りです。

○半田市クリーンセンター
　（粗大ごみ）・縦、横、高さの1辺が60cm以上のもの
・板状のもの、棒状のもので1m以上、2m未満のもの

○クリーンセンター常武
（可燃性粗大ごみ）幅90cm以下×奥行75cｍ以下×高さ２m以下
（不燃性粗大ごみ、不燃ごみ））幅65cm以下×奥行65cｍ以下×高
さ1.5m以下

○知多南部クリーンセンター
（木製粗大ごみ）180cm×150cm
（不燃粗大ごみ）180cm×140cm×100cm

179 50 第2章 第3節 1(2)3) 表11　搬入
物の重量割
合と見かけ
比重

粗大ごみ中の資源物（全体の25%）、不燃ごみ中の資源物（全体の
13%）につきまして、資源物の構成要素、ならびに各構成要素の割
合をご教示願います。

№177を参照してください。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

180 50 第2章 第3節 1(2)3) 処理能力・
計画ごみ質
計画ごみ質

搬入物に含まれる処理不適物の割合をご教示ください。 現有3施設における処理困難物の搬入実績は以下の通りです。

○半田市クリーンセンター
処理困難物は時々入ってしまうが（プラットホームで事後的に発
見）、提供できる実績データはなし。

○クリーンセンター常武
持込者の持ち帰りを徹底している。

○知多南部クリーンセンター
処理困難物は時々入ってしまうが（プラットホームで事後的に発
見）、提供できる実績データはなし。
ただし、別途、不法投棄回収物（家電4品目、タイヤ：52本、消火
器：22本、バッテリー、ガスボンベ:4本）の搬入はあり（平成26
年度）。

また、各市町より、処理不適物（ライター、蛍光灯、電池、体温
計、カセット式ガスボンベ等）の搬入量は建設事業者の実績等か
ら想定願います。

181 50 第2章 第3節 1(2)3) 処理能力・
計画ごみ質
計画ごみ質

搬入物中の鉄、アルミの割合をご教示ください。 №177を参照してください。

182 50 第2章 第3節 1(2)3) 処理能力・
計画ごみ質
計画ごみ質

搬入物の最大寸法をご教示ください。 №178を参照してください。

183 51 第2章 第3節 2 表12 搬入車
両

搬入車両である機械式ごみ収集車（2～4t）の車両寸法をご教示く
ださい。

建設事業者の実績等から想定願います。

184 51 第2章 第3節 2 搬入出車両 搬入出車両の大きさ、最小回転半径、ホイールベースの大きさを
ご教示ください。

No.169を参照してください。

185 51 第2章 第3節 2 搬入出車両 ここに提示されている車両の内、最大のものが別紙にて提示(自動
車検査証)されている車両と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

186 51 第2章 第3節 4 破砕機防爆
方式

「～、不活性ガス封入、可燃性ガスの強制置換、～」とあります
が、P.52表14に記載されている内容と同様、「～、不活性ガス封
入又は可燃性ガスの強制置換、～」との理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

187 55 第2章 第4節 1(1) 表18　排ガ
ス基準値

本表に記載されている排ガス基準値につきましては、全て乾き換
算値と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

188 59 第3章 第1節 4 塗装 ボイラ製作にて海外調達材の塗料を使用する予定です。原則ＪＩ
Ｓ規格品及び同等品以上の国際規格品を使用しますが、規格のな
い塗料は、承諾を得れば使用可能との理解でよろしいでしょう
か。

要求水準書に示すとおりとします。

189 59 第3章 第1節 4(3) 塗装 「塗料は原則として、第2種ケレン後、錆止塗料2回中塗り1回上塗
り1回とすること」との記載がございますが、規定の塗膜厚を確保
することを条件に、塗り回数を受注者の提案とすることは可能で
しょうか。

実施設計協議によります。

190 60 第3章 第1節 5(2) 機器構成 「操作室から遠隔操作と現場操作切替が可能」と記載されていま
すが、操作場所選択スイッチの設置場所は、実績により現場側に
してよろしいでしょうか。

実施設計協議によります。

191 60 第3章 第1節 4(8) 塗装 「現場にて組み立てる大型機器については、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」との記載がございますが、塗装品質保
持の観点から基本的には中塗り、上塗りまで製作工場にて施工す
ることが望ましいと考えます。
従いまして、現地溶接部及びボルト等での現地添接部以外は、上
塗りまで製作工場にて施工することをご提案することは可能で
しょうか。

製作工場での塗装の方が現場塗装よりも品質向上に繋がることを
前提に建設事業者の提案は可能とします。
ただし、組立時の剥離箇所等はタッチアップ塗装が必要となりま
す。
なお、タッチアップ塗装の方法については施工時の協議によりま
す。

192 61 第3章 第1節 7(11) ポンプ 定置型とする水中ポンプには、簡易着脱装置を設けることとあり
ますが、床排水ポンプ等浅い位置に設置するポンプは、対象外と
考えて宜しいでしょうか。

ポンプの使用箇所と使用状況等を踏まえ実施設計協議で判断しま
す。

193 63 第3章 第1節 11(4) 重機類・車
両等の仕様

「着脱式コンテナの選定にあたっては、天蓋付密閉型を選定する
こと。」とありますが、中継廃棄物全種について同形式を使用す
るとの考えで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

194 63 第3章 第1節 12(2) その他 「道路を横断する配管・ダクト・・・・道路面から有効高さ6.0ｍ
以上とすること」との記載がございますが、外観等を考慮し、埋
設等による道路横断にてご提案することは可能でしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

195 63
157

第3章
第4章

第1節
第1節

12 (2)
9 (2)

その他
その他

道路を横断する配管、ダクト類の道路面からの有効高さについ
て、63頁では6.0ｍ以上、157頁では4.5ｍ以上とあります。4.5ｍ
以上を正としてよろしいでしょうか。

6.0m以上を正とします。

196 64 第3章 第2節 1 ごみ計量器 一般搬入者の搬入動線は、管理棟へ寄ることなく、計量棟での受
付を行い、ICカードの貸出・返却を行うとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

197 67 第3章 第2節 5 ごみピット ごみピットは2段ピットとしてご提案してもよろしいでしょうか。
2段ピットとする場合、「ピットの奥行きはクレーンバケット開寸
法の3倍以上」とのご指定に対し、受入ピットの奥行きをクレーン
バケット開寸法の1倍以上、攪拌・積上げピットの奥行きを同2倍
以上として計画してよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

198 67 第3章 第2節 5 ごみピット 二段ピットを採用した場合、ピットの奥行きについては、受入部
バケットの開き寸法の1倍以上、貯留部バケットの開き寸法の2倍
以上、合計で3倍以上との考えで宜しいでしょうか。

№197を参照してください。

199 67 第3章 第2節 5(5)6) ごみピット
特記事項

「ごみ投入シュート部にステンレス製鋼板を同時打込」とありま
すが、同時打込ではない施工方法も可能として宜しいでしょう
か。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば、
建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計時の協議によります。

200 67 第3章 第2節 5(5)11) ごみピット
特記事項

「底部の横断面隅各部は、半径1.5m程度の曲面」とありますが、
すみきりでも宜しいでしょうか。
また、横断面とは平面のことでしょうか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。

201 68 第3章 第2節 6(4)5) 特記事項 「ダンピングボックス専用の投入扉を設けること」とあります
が、シャッターで計画してもよろしいでしょうか。

高速シャッターで計画してください。

202 68 第3章 第2節 6(4)6) ダンピング
ボックス
特記事項

搬入車両の展開検査の具体的な方法については、事業者提案と
し、それにあったダンピングボックスとさせて頂いて宜しいで
しょうか。

要求水準書に示す仕様を満足したうえで、ご理解のとおりです。

203 68 第3章 第2節 6(4)7) 特記事項 「ごみピットの照明は停電時でも最低限の明るさが確保できるよ
う非常電源系統より給電すること。」とありますが、ダンピング
ボックスの項目であるため、「ごみピット」を「プラットホー
ム」に読み替えてよろしいでしょうか。

プラットホームを正とします。

204 69 第3章 第2節 7(4)2) ごみクレー
ン
ごみの単位
体積重量

稼働率算出用の単位体積重量0.14t/m3とありますが、撹拌等を実
施することでごみの単位体積重量も変化します。
撹拌工程、投入工程の稼働率算出用の単位体積重量は、事業者の
実績に基づく提案として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

205 70 第3章 第2節 7(5) ごみクレー
ン
各速度及び
電動機

各速度については、事業者にて変更提案可と考えて宜しいでしょ
うか。

要求水準書に示すとおりとします。

206 71 第3章 第2節 8 自動窓拭き
装置

自動窓拭き装置の設置については、事業者提案として宜しいで
しょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
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207 71 第3章 第2節 8(1) 自動窓拭き
装置

「薬液洗浄並びにエアー又はワイパー等による洗浄方式」との記
載がございますが、実績のある光触媒窓に散水ノズル等を設置す
る洗浄方式としてご提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば、
建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計時の協議によります。

208 72 第3章 第2節 10 汚泥受入設
備

汚泥受入について、ごみ投入ホッパへの汚泥移送とした場合、可
燃ごみと汚泥がサンドイッチ状態になります。炉内燃焼の安定か
ら、ごみピットへの直接投入として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

209 72 第3章 第2節 10(2) 汚泥受入設
備
数量

2基以上とありますが、ホッパが2基以上でしょうか。ホッパ1基に
切出機が2基以上でしょうか。

メンテナンス性を考慮して、ホッパ（貯留部含む）、切出装置そ
れぞれ2基以上としてください。

210 72 第3章 第2節 10(3)1) 容量 容量は合計で７日分以上との記載がありますが、１日の受入量を
ご提示下さい。

12t/日の7日分以上としてください。

211 72 第3章 第2節 11 汚泥移送設
備

「汚泥をごみ投入ホッパに移送する」との記載がございますが、
投入ホッパへ直接投入した場合に可燃ごみと汚泥が混ざりにくい
状態で焼却され、燃焼の変動が懸念されます。汚泥の移送先はご
みピットとし、可燃ごみとの混合攪拌によりごみ質を均質化する
方式にてご提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

212 72 第3章 第2節 12(3)1) エアーカー
テン

「チャンバー内に収納して騒音対策に備える」との記載がござい
ますが、エアカーテンをプラットホーム出入口上部に設置し、騒
音を配慮した下吹出し方式にてご提案してもよろしいでしょう
か。

建設事業者の提案に委ねます。

213 72 第3章 第2節 13(2)6) プラット
ホーム監視
室

手洗設備、トイレ設備は、プラットホームに設置のものと兼用で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

214 73 第3章 第2節 13(2)6) プラット
ホーム監視
室

本項において「プラットホーム監視室にトイレ設備を設置する」
との記載が、また65頁のプラットホーム仕様においても「トイレ
を設置する」との記載がございます。トイレを使用される搬入者
の方、プラットホーム監視員の安全を確保できる位置にトイレを
集約配置する提案としてもよろしいでしょうか。

№213を参照してください。

215 73 第3章 第2節 15(3)1) 可燃性粗大
ごみ破砕機

可燃性粗大ごみ破砕機を計画するにあたり、ご想定されている破
砕機能力、もしくは熱回収施設へ搬入される可燃性粗大ごみの計
画量につきましてご教示願います。

可燃性粗大ごみ（畳・布団）の重量を測定していないため、提示
できる将来推計値はありません。
武豊町が平成27年度に実施した粗大ごみのごみ組成調査では、粗
大ごみに含まれる畳・布団は約5％です。
以上を踏まえ、建設事業者の実績等によりストックヤードの面積
も含め想定願います。
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216 75 第3章 第3節 1(4)3) 炉体鉄骨及
び
ケーシング
構造

炉体を支持する鉄骨について構造計算基準は「建築構造設計基準
及び同解説」とありますが、炉体は建築物ではないことから別途
提示されている「発電用火力設備に関する技術基準」に従うもの
として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

217 76 第3章 第3節 2(3)5)④ 液体燃料用
助燃装置
助燃バー
ナ・再燃
バーナ

「バーナ単独で800℃以上の昇温ができること。」とありますが、
助燃バーナと再燃バーナを設置する場合は、２基を使用して800℃
以上となる容量を見込むものとして宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねますが、二次空気混合位置から燃焼室出
口までにおいて、燃焼温度800℃以上ガス滞留時間2秒を満足する
よう計画してください。

218 77 第3章 第3節 3 自動給油装
置

自動給油装置の設置については、事業者提案として宜しいでしょ
うか。

実施設計協議によります。

219 77 第3章 第3節 4(4)1) 主要項目 容量の貯留時間60min以上は基準ごみ時として宜しいでしょうか。 低質ごみ時とします。

220 77 第3章 第3節 4(6)4) 特記事項 「シュート下部の・・・部分は、水冷方式等により冷却するこ
と」とありますが、弊社標準の耐火レンガ構造を採用してもよろ
しいでしょうか。冷却用のエア漏れまたは水漏れが発生しない堅
牢な構造となります。

建設事業者の提案に委ねます。

221 77 第3章 第3節 4(6)7) 特記事項 監視ＩＴＶに設ける専用の照明について、ITVの設置位置を検討の
上、事業者側で設置の有無を決定しても宜しいでしょうか。

実施設計協議によります。

222 78 第3章 第3節 5(4)4) 特記事項 「～、かみ込んだごみ及びごみ汚汁は速やかに炉内に排出できる
こと。」とありますが、運転員によるごみ投入ホッパもしくはご
みピットへの排出など事業者提案として宜しいでしょうか。

安全性を優先した機構を装備する場合に限り、建設事業者の提案
に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

223 79 第3章 第3節 7 燃焼装置駆
動
用油圧装置

燃焼装置駆動用油圧装置と主灰冷却装置駆動用油圧装置は、一体
型としても宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

224 80 第3章 第3節 8(3)1) 焼却炉本体
主要項目

「耐火物の設置箇所は、原則として全面水冷壁構造とするこ
と。」とありますが、低質ごみ時において、炉内の熱を必要以上
に吸熱してしまう可能性が高く、助燃が必要になる恐れもありま
す。【一部を空冷壁としたり、耐火物構造のみとするなど、】Ｌ
ＣＣを考慮した事業者提案として宜しいでしょうか。

低質ごみ時においても助燃の必要がないことを求めます。
ただし、水冷壁構造としない場合、耐火物の厚さが著しく厚くな
らないよう計画してください。
詳細は実施設計協議によります。

225 80

117

第3章 第3節

第7節

7

20

燃焼駆動装
置用油圧装
置
油圧装置

燃焼装置駆動用油圧装置および主灰冷却装置駆動用油圧装置は、
施設の消費電力削減等の観点から、一体型としてご提案してもよ
ろしいでしょうか。

№223を参照してください。
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226 82 第3章 第3節 10(4)1) 主灰シュー
ト
特記事項

「～、炉内に入る場合の専用足場板を計画し、外部に収納するこ
と。」とありますが、主灰シュートを経由しないで安全に炉内に
入る構造の場合は専用足場は不要として宜しいでしょうか。

実施設計協議によります。

227 84 第3章 第4節 1(4)15) 特記事項 第１弁を溶接タイプとすることは可能でしょうか？ 要求水準書に示すとおりとします。

228 84 第3章 第4節 1(4)6) ボイラ 過熱器について「材質（SUS310S同等品以上）」との記載がござい
ますが、主に排ガス温度が高い箇所に配置される過熱器での高温
腐食対策を趣旨としたご指示と推察いたします。排ガス温度が低
い箇所に配置される過熱器につきましては、蒸気及び排ガス温度
等の条件に応じた適切な材質を、事業者にてご提案してよろしい
でしょうか。

実施設計協議によります。

229 84 第3章 第4節 1(4)6) 特記事項 過熱器の材質は、メーカ実績に基いて、P.21プラント工事関係の
瑕疵担保期間を満足すれば、変更できるものと考えて宜しいで
しょうか。

建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

230 85 第3章 第4節 3(3) 主要項目 ケーシングを角波鉄板(0.5mm厚)とすることは可能でしょうか？ 要求水準書に示すとおりとします。

231 85 第3章 第4節 3(5)1) ボイラ鉄骨
及びケーシ
ング
特記事項

ボイラを支持する鉄骨について構造計算基準は「建築構造設計基
準及び同解説」とありますが、炉体は建築物ではないことから別
途提示されている「発電用火力設備に関する技術基準」に従うも
のとして宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

232 86 第3章 第4節 5 スートブロ
ア

スートブロアは圧力波式（可燃ガスを圧縮・燃焼させて生じる圧
力波でダストを除去する方式）を使用する予定ですが、よろしい
でしょうか？

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば、
建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計時の協議によります。

233 86 第3章 第4節 5(4)6) スートブロ
ア

スートブロアへの蒸気供給にアキュームレータを介さず，ア
キュームレータでの放熱を無くして発電量の増加を図るご提案と
してもよろしいでしょうか。

飛灰の払い落とし性能について、要求水準書と同等以上であると
判断できるものであれば、建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計時の協議によります。

234 86 第3章 第4節 5(4)6) スートブロ
ワ
特記事項

スートブロワへの蒸気供給はアキュムレータを介して行うことと
ありますが、アキュムレータの設置の有無は、事業者提案として
宜しいでしょうか。

№234を参照してください。

235 86 第3章 第4節 5(4)7) スートブロ
ワ
特記事項

「～、トラベル部は密閉構造とし、飛灰の漏洩を防止するこ
と。」とありますが、飛灰の漏洩を防止可能な構造であれば密閉
構造以外の構造を選択できるものとして宜しいでしょうか。

実施設計時の協議によります。

236 87 第3章 第4節 7(2) ボイラ給水
ポンプ
数量

数量は1炉あたり2基（1基予備)とありますが、弊社で実績があり
ます2炉で3基（内1基共通予備)としても宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
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237 88 第3章 第4節 7(4)6) 特記事項 脱気器をバイパスし、復水タンクから直接ボイラへ給水できる機
能」とありますが、ボイラの水張りの際は内圧が低いため、脱気
器給水ポンプを使用してボイラへの水張りを行いたいと考えます
が、問題ないでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

238 88 第3章 第4節 7(4)6) ボイラ給水
ポンプ

「脱気器をバイパスし、復水タンクから直接ボイラへ給水できる
機能を有すること」との記載がございますが、ボイラ水張の時間
短縮を趣旨としたご指示と推察いたします。ただし、本方式では1
炉運転中に他方の炉に水張りすることができないため運転炉数に
関わらず水張りができる純水補給ポンプによる水張り方式を代替
手段としてご提案してもよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

239 88 第3章 第4節 8(2) 脱気器
数量

数量は、多くの施設で実績があります1基（1基にて全缶（本案件
では2缶分）のボイラ給水全量脱気する能力を有する）としても宜
しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

240 90 第3章 第4節 11(1)5)② ブロー装置
及び缶水連
続測定装置
連続ブロー
測定装置

ドレン冷却器は、清掃可能な構造とすることとありますが、ブ
ロー水冷却装置胴内は、除外として宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

241 90 第3章 第4節 11(4) 導電率計 白金電極式を指定されていますが、電極の材質はメーカ、測定レ
ンジにより異なり白金に限定されません。　材質は提案させてい
ただいてよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

242 92 第3章 第4節 14(2) 低圧蒸気復
水器
数量

「1系列（2分割することを可能とし、1炉運転の場合等に使用範囲
を低減できる計画とする。）」とありますが、ファンを複数台設
置し、ファンの回転数制御及び台数制御を行うことで1炉運転時の
負荷低減を行うことで宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

243 98 第3章 第5節 1(3)3) 主要項目 設計通過ガス流速は、20%の余裕率を見込んだ排ガス量でなく、高
質ごみ時の排ガス量にて設定して宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

244 98 第3章 第5節 1(4)1) 主要部材 「ろ布材質がガラス繊維+テフロン」と指定されていますが、目詰
まりしにくく長寿命、捕集能力が高い、耐酸・耐アルカリに優れ
ており劣化しにくい等LCCを考慮した材質を提案しても宜しいで
しょうか。

要求水準書と同等以上の性能と判断できるものであれば、建設事
業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計時の協議によります。

245 98 第3章 第5節 1(6)3) 特記事項 「飛灰排出装置は、マテリアルシールの機能を有すること。」と
ありますが、ダストを貯留しておくとダクト固着の恐れや装置の
腐食の懸念があります。シール方法は、ダブルダンパなど事業者
提案として宜しいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば建
設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。
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246 98 第3章 第5節 1(6)6) 特記事項 「～、ケーシングの全域で表面温度を150℃以上とすること。」あ
りますが、排ガス条件及び20年間の運用を考慮した上で、適切な
材質と温度条件を事業者提案で選定して宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

247 99 第3章 第5節 1(6)12) 特記事項 「内部の点検・保守のため必要な箇所に点検口及び内部足場用ノ
ズルを設けること。」とありますが、内部足場用ノズルはダクト
堆積の要因となりうる他、ノズル自体の腐食の恐れがあるため、
設置の有無については事業者提案として宜しいでしょうか。

実施設計協議によります。

248 100 第3章 第5節 2 (8) 2) 特記事項 供給配管内の閉塞防止機能は、事業者提案として宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

249 100 第3章 第5節 2(8)6)② 特記事項 薬剤貯槽のブリッジ防止対策は、事業者提案として宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

250 101 第3章 第5節 4 活性炭吹込
装置

消石灰と同様に、エゼクタを設置せずに薬剤供給用送風機にて輸
送する提案としてもよろしいでしょうか。また、当該送風機は
HCl,SOx除去設備の薬剤供給用送風機と兼用するご提案としてもよ
ろしいでしょうか。

前段については建設事業者の提案に委ねます。
後段については各排ガスの入口ガス濃度に十分に追従できること
を条件に建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

251 101 第3章 第5節 4(3)4) 主要項目 入口水銀濃度をご教示ください。 入口濃度に関する測定データ等については提示できるものはあり
ません。
建設事業者の実績等から想定願います。
参考として出口濃度に関する測定データ等について添付資料デー
タに追加します。

252 101 第3章 第5節 4(4)2)
3)

主要機器 主要機器に「エゼクタ」、「サービスホッパ」とありますが、供
給・吹込み性能を満足することを前提に、設置は事業者提案とし
て宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

253 102 第3章 第6節 1(5)3) 押込送風機 「臭気漏洩防止のため、空気はごみクレーンガーダ階付近・・か
ら吸引すること。」との記載がございますが、ごみピット内を負
圧に保つことが臭気漏洩防止になると考えます。従いまして、吸
気位置はホッパステージレベルより上部において、吸引口のスク
リーン清掃の作業性等を考慮し、任意に設定させていただいてよ
ろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

254 103 第3章 第6節 3(5)2) 特記事項 「温度制御は、バイパス風道のダンパ操作により～」とあります
が、蒸気供給バルブのコントロールの方が蒸気ロスも低減が可能
なため、この方式としても宜しいでしょうか。

温度制御について、要求水準書と同等以上の性能であると判断で
きるものであれば建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

255 104 第3章 第6節 4(4)8) 特記事項 「合流部・分岐部はいずれもスムーズな流れを実現し得る円弧形
状とし～」とありますが、形状については実績等を考慮した上
で、事業者提案として宜しいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば建
設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。
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256 104 第3章 第6節 4(4)8) 特記事項 「～、内部の必要箇所に整流のための案内羽根を設けること。」
とありますが、必要箇所とは、曲げ半径が0.5D以下となる曲率半
径の箇所という理解で宜しいでしょうか。

必要個所は建設事業者の判断に委ねます。

257 105 第3章 第6節 6(3) 材質 「接ガス部は耐硫酸露点腐食鋼」とありますが、インペラ等強度
が必要な部位につきましては、高張力鋼等を採用させていただい
てもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

258 108 第3章 第7節 3 特記事項 飛灰（未処理）での搬出と飛灰処理設備への搬出の両方に対応で
きるよう切替機能を有すること記載がありますが、切出し装置以
降の設備は将来、ジェットパッカー車での搬出が決定した後、改
造で設置するとの理解で良いですか。（p46の表7の搬出車両に
ジェットパッカー車の記載がありません。）

切出装置以降の搬送装置等は、将来的な改造という理解で構いま
せんが、本業務では、改造工事が年間の稼働計画範囲内で納まる
ような極力効率的・合理的な配置や構造等（ジェットパッカー車
の搬入・搬出用スペースの計画を含む）となることを期待しま
す。

259 108 第3章 第7節 4(2)5) 飛灰処理設
備

「混練機は、1基で2炉最大発生量を5時間で処理できる能力とす
る」との記載がございますが、2炉最大発生量の1日分を5時間で処
理できる能力と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

260 108 第3章 第7節 4(2)5) 飛灰処理設
備

混練機を含む飛灰処理設備は24時間連続運転可能な設備とする計
画です。その場合、5時間で1日分（24時間分）の灰を処理する能
力とは、機器の余裕率が4.8倍(24÷5=4.8)となり、過大な機器容
量と考えます。24時間連続運転可能な設備とすることを条件に、
混練機の能力については、事業者にて提案させていただいてよろ
しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

261 109 第3章 第7節 6(4)4) 飛灰処理物
バンカ

駆動装置として油圧シリンダがご指定となっておりますが、使用
実績が豊富な電動シリンダを使用する提案としてもよろしいで
しょうか。

要求水準と同等以上の性能と判断できるものであれば建設事業者
の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

262 109 第3章 第7節 6(4)3)
4)

飛灰処理物
バンカ
主要機器

ロードセル、油圧シリンダの数量については、実績等を考慮した
上で、事業者提案して宜しいでしょうか。

№261を参照してください。

263 110 第3章 第7節 8(4)3) 主灰冷却装
置
特記事項

浮上スカムの対策については、実績等を考慮した上で、事業者提
案として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

264 110 第3章 第7節 8(3)7) 主灰冷却装
置
主要項目

電動機の記載がありますが、事業者提案により油圧駆動式を採用
して宜しいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば建
設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

265 111 第3章 第7節 11(2) 数量 数量2基と記載がありますが、１炉１系列の2系列との解釈で良い
ですか。

ご理解のとおりです。
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266 111 第3章 第7節 11(2) 磁性物搬出
装置

系列、台数は、メンテナンス性等を考慮した上で、事業者提案と
して宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

267 111 第3章 第7節 12 粒度選別機 選別条件があればご教示ください。また、事業者提案により設置
有無を決定させて頂くことで宜しいでしょうか。

選別条件は実施設計時の協議によります。
設置有無については、要求水準書に示すとおりとします。

268 112 第3章 第7節 13(2) 数量 数量2基と記載がありますが、１炉１系列の2系列との解釈で良い
ですか。

ご理解のとおりです。

269 112 第3章 第7節 14 灰分散装置 灰ピットのレイアウトにおいて、本装置の設置が不要と考えられ
る場合、本装置の削除は認められますか。

要求水準書に示すとおりとします。

270 112 第3章 第7節 13 不適物搬出
装置

系列、台数は、メンテナンス性等を考慮した上で、事業者提案と
して宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

271 113 第3章 第7節 15(5)11) 灰クレーン
特記事項

自動洗浄装置の設置に関しては、事業者提案として宜しいでしょ
うか。

要求水準書に示すとおりとします。

272 114 第3章 第7節 15(5)5) 灰クレーン
予備バケッ
ト

「予備バケットは、灰積出場付近に配した倉庫等、長期間保管可
能な場所に設けること」との記載がございますが、バケット交換
時の作業性重視の観点より、長期保管性に配慮し養生等の処置を
施した上で、倉庫ではなく灰クレーン走行エリアに置場を設置す
るご提案としてもよろしいでしょうか。

長期保管性について、要求水準書と同等以上の性能であると判断
できるものであれば建設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

273 114 第3章 第7節 15(5)18) 灰クレーン 「車両への積込みは、建屋内で行うものとし、トレーラ等の大型
車両での搬出に対応できるものとする」との記載がございます
が、ご想定されている車両の外形寸法につきご教示願います。

具体的に想定する搬出車両の種類は、P46の2 2)表7に示したもの
とします。
また、その外形寸法については、№169を参照してください。

274 115 第3章 第7節 17 鉄分貯留バ
ンカ

鉄分貯留バンカ１基、不適物貯留バンカ１基の区分けでなく、１
号炉用バンカ、２号炉用バンカとし、１号炉用バンカの内部二分
割の片方を１号炉用鉄分貯留、もう片方を１号炉用不適物貯留と
する使用方法は可能ですか。

建設事業者の提案に委ねます。

275 115 第3章 第7節 17 鉄分貯留バ
ンカ

実績等を考慮した上で、バンカ方式からピット方式へ変更しても
宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

276 115 第3章 第7節 17(3)1) 容量 1基（内部二分割式）とありますが、二分割の片方を１号炉用、も
う片方を２号炉用という固定した使用方法で良いでしょうか。

二分割した内部は共通系として扱えるよう計画して下さい。

277 115 第3章 第7節 17(4)3)
4)

鉄分貯留バ
ンカ
主要機器

ロードセル、油圧シリンダの数量については、実績等を考慮した
上で、事業者提案して宜しいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば建
設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。
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278 115 第3章 第7節

第7節

17

18

鉄分貯留バ
ンカ
不適物貯留
バンカ

鉄分・不適物ともにバンカ貯留がご指定となっておりますが、鉄
分・不適物の搬送中トラブルを回避するため、搬送距離・揚程を
短くできる、ピットアンドクレーン方式にてご提案してもよろし
いでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

279 116 第3章 第7節 18 不適物貯留
バンカ

実績等を考慮した上で、バンカ方式からピット方式へ変更しても
宜しいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

280 116 第3章 第7節 18(3)1) 不適物貯留
バンカ

1基（内部二分割式）とありますが、二分割の片方を１号炉用、も
う片方を２号炉用という固定した使用方法で良いでしょうか。

二分割した内部は共通系として扱えるよう計画して下さい。

281 116 第3章 第7節 18(4)3)
4)

不適物貯留
バンカ
主要機器

ロードセル、油圧シリンダの数量については、実績等を考慮した
上で、事業者提案して宜しいでしょうか。

要求水準書と同等以上の性能であると判断できるものであれば建
設事業者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

282 117 第3章 第7節 20 油圧装置 「本設備は、各貯留バンカの排出ゲートを開閉するため及び主灰
冷却装置駆動用として用いる。」とありますが、主灰冷却装置
は、ストーカと連動させるため燃焼装置駆動用油圧装置にて駆動
するものとし、本装置はバンカ開閉専用の油圧装置としてよろし
いでしょうか。貯留バンカと主灰冷却装置は、駆動時間が異なる
（貯留バンカは日中使用、主灰冷却装置は24時間連続使用）こ
と、また配置上も遠いため、共有は適さないと考えます。

建設事業者の提案を可能とします。

283 117 第3章 第7節 20 油圧装置 各貯留バンカ及び主灰冷却装置駆動用として用いる。とあります
が、各貯留バンカは共通系、主灰冷却装置は各炉系と運用方法が
異なります。主灰冷却装置は燃焼装置駆動用油圧装置からの油圧
供給として宜しいでしょうか。

№282を参照してください。

284 119 第3章 第8節 2 表29　プラ
ント用水高
置水槽

プラント用水高置水槽について、本水槽の使用先が必要所要圧が
ヘッドで満足できないものの場合(窓拭き装置、純水装置等)、本
水槽を削除して、ヘッドと所要圧を満足するプラント用水揚水ポ
ンプで代用することは可能でしょうか。

高置水槽を確保した上で、ポンプについても計画してください。

285 119 第3章 第8節 2(1) 表29 給水水
槽類リスト
（参考）

「プラント用水高置水槽」、「生活用水高置水槽」、「機器冷却
水高置水槽」の設置がご指定となっておりますが、耐震設計への
配慮から、建屋上部へ重量物を設置しない、ポンプによる圧送方
式にてご提案してもよろしいでしょうか。その場合、各ポンプを
非常用発電機からの電力供給対象機器とし、停電時においても支
障なく給水を継続できるシステムとします。

ご理解のとおりです。
ただし、非常用発電機が起動するまでの時間分の高置水槽は設け
るものとします。

286 119 第3章 第8節 2(1) 水槽類仕様
水槽類リス
ト

「1次受水槽」とありますが、上水、工水ラインより直接プラント
用水受水槽、機器冷却水槽、工水受水槽に送水することとして宜
しいでしょうか。

給水引込み後、1次受水槽を経由せず、各受水槽に引込むことも可
能とします。
ただし、各受水槽の容量は、1日最大使用水量の1日分以上として
ください。
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287 119 第3章 第8節 2(1) 水槽類仕様
水槽類リス
ト

参考として、プラント用水・生活用水・機器冷却水は重力給水方
式（高置水槽）が記載されていますが、加圧給水方式として宜し
いでしょうか。

№285を参照してください。

288 119 第3章 第8節 2(1) 水槽類仕様
水槽類リス
ト

消火水槽について「60m
3
以上」とありますが、所轄消防との協議

により決定した容量が60m
3
未満の場合、所轄消防との協議結果の

容量として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

289 122 第3章 第9節 2 ごみピット
汚水処理設
備

ごみピット汚水の処理については、「ピット循環及びろ過後ろ液
を炉内噴霧で処理するいずれも可能な計画とすること。」とあり
ます。操業時においては、炉内燃焼状態の変動を引き起こす可能
性がある炉内噴霧は行わず、ごみピット循環のみを実施する計画
です。従いまして、炉内噴霧設備は設置しない計画とすることは
可能でしょうか。

建設事業者の提案に委ねますが、詳細は実施設計協議によりま
す。

290 122 第3章 第8節 2 ごみピット
汚水処理設
備

ごみ汚水を炉内噴霧で処理する計画となっていますが、炉内にご
み汚水を噴霧すると燃焼反応が阻害される要因となるため、ごみ
汚水をピットへ返送して、ごみに吸わせた状態で炉内に投入した
いと考えますが、問題ないでしょうか。

№289を参照してください。

291 122 3 9 2(2)1) ごみピット
汚水処理設
備
汚水移送ポ
ンプ

汚水移送ポンプの形式は、事業者提案として宜しいでしょうか。 建設事業者の提案を可能とします。

292 122 第3章 第9節 2(2)2） ごみピット
汚水処理設
備
汚水移送ポ
ンプ

「2基交互運転」との記載がございますが、運転予備機を環境の悪
い水中設置とすることを避けるために、1基を倉庫予備とするご提
案としてもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

293 122 3 9 2(3)2) ごみピット
汚水処理設
備
炉内噴霧設
備

「数量　2基（各炉設置）」とありますが、汚水ろ過器、ろ液貯槽
は共通系とし、数量1基として宜しいでしょうか。

前段は実施設計協議によります。
後段はご理解のとおりです。

294 122 第3章 第9節 2(3)2) ごみピット
汚水処理設
備
炉内噴霧設
備

「2基（各炉設置）」との記載がございますが、ろ液噴霧ポンプ、
ろ液噴霧ノズルを1基/1炉（それそれ1基倉庫予備を納入）とし、
汚水ろ過器及びろ液貯槽は1基/2炉として計画するものと理解して
よろしいでしょうか。

実施設計協議によります。
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295 123 第3章 第9節 4(1)2) プラント排
水処理設備

「有機系プラント排水は、ごみピット汚水貯留槽に排水するこ
と」との記載がございますが、その場合プラント排水処理設備に
おいて有機系排水処理装置は不要になるものと理解してよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

296 123 第3章 第9節 4(1)2) プラント排
水処理設備

「有機系プラント排水は、ごみピット汚水貯留槽に排水するこ
と」との記載がございますが、ごみ質変動による蒸気タービン発
電量の低下を避けるために、有機系プラント排水をプラント排水
処理設備にて処理するご提案とすることも可能でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
その上で発電量の不安定化・耐火物の損傷等のリスクに対する対
策を期待します。

297 123 第3章 第9節 4(1)(2) プラント排
水処理設備

水槽類リスト（参考）をご提示いただいておりますが、水槽類の
種類、数等は排水処理設備の性能を考慮した上で、事業者にて提
案してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

298 123 第3章 第9節 4(1)2) プラント排
水処理設備
処理プロセ
ス

有機系プラント排水の送水先は、事業者提案として宜しいでしょ
うか。

№295、296を参照してください。

299 123 第3章 第9節 4(2) プラント排
水処理設備
水槽類リス
ト

水槽類リスト（参考）に記載の有機系の水槽の設置は事業者提案
として宜しいでしょうか。

№297を参照してください。

300 124 第3章 第9節 4(4)10) 特記事項 「漏電の恐れのある機器は絶縁状態を把握し得る機能を装備」と
指示されていますが、漏電遮断器、漏電リレー等を設置すると解
釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

301 124 第3章 第9節 4(4)10) プラント排
水処理設備

「絶縁状態を把握し得る機能」との記載がございますが、漏電の
恐れのある機器に、漏電を検知できる保護装置を設置してよろし
いでしょうか。

№300を参照してください。

302 126 第3章 第10節 1(9) 電源計画 「70kV級一般1回線、架空引込」と記載されていますが、2回線で
提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書を上回るものであれば建設事業者の提案は可能です。

303 126 第3章 第10節 1(9) 電源計画 「70kV級一般1回線、架空引込」と記載されていますが、20kV級あ
るいは30kV級　1回線の提案は可能でしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

304 126 第3章 第10節 1(9) 電源計画 「70kV級一般1回線、架空引込」と記載されていますが、その他電
力会社と協議事項があれば提示していただけないでしょうか。
また想定されている引込点を指示願います。

現段階では、組合と電力会社との協議事項はありません。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

305 126 3 10 1(9) 電源計画 「商用電源の受電は70kV級一般1回線、架空引込みとすること。な
お、原則として場内第1柱以降電線は地中埋設とすること。」とあ
りますが、電力会社殿との責任分界点は特高受電盤1次端子となる
と想定されますので、特高受電盤1次端子までは電力会社殿にて
ケーブル及び埋設管の施工をして頂けるとの認識で宜しいでしょ
うか。

電力会社との協議によります。
なお、現段階では、組合と電力会社との協議事項はありません。
№140も参照してください。

306 126 第3章 第10節 2 構内引込設
備

構成機器中に開閉器、制御装置があり、「具体的には電力会社と
の協議に基づく」と指示されていますが、電力会社との協議結果
によってはこれらの機器は不要になると解釈してもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

307 127 第3章 第10節 4 特別高圧受
配電設備

「高調波抑制対策ガイドライン（H6.9 制定）に基づき…」との記
載がございますが、2013年に改訂された本指針の最新版である
“JEAG9702 2013”に基づくものと読み替えて理解してよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

308 128 第3章 第10節 6(4)3) 受電用特高
変圧器

「温度指示警報を中央制御室に表示する」とありますが、変圧器
に接点付温度計を設置し中央制御室は温度警報とするシステムを
提案してもよろしいでしょうか。

中央には警報及び温度表示として下さい。

309 128 第3章 第10節 5(3) 特高受電盤 転送遮断装置の要否についてご教示願います。
また設置する場合には、電力会社より支給されるものと想定して
よろしいでしょうか。

電力会社との協議によります。

310 128 第3章 第10節 5(4) 特高受電盤 取引用変成器は売買共用とするものと理解してよろしいでしょう
か。

実施設計協議によります。

311 128 第3章 第10節 6(1) 受電用特高
変圧器

ガス絶縁のご指定がございますが、メンテナンス性の良い油入式
としてご提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書と同等以上であると判断できるものであれば建設事業
者の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

312 128 第3章 第10節 6(3) 受電用特高
変圧器

無電圧タップ切替装置として提案してもよろしいでしょうか。 負荷時タップ切替え装置付きとして下さい。

313 128 第3章 第10節 6(3)2) 受電用特高
変圧器
主要項目

70kV級（タップ式）とありますが、無負荷時タップ切替付との認
識で宜しいでしょうか。

№312を参照してください。

314 128
130

第3章 第10節 6(4)3)
9(1)～(4)

5)②

変圧器 変圧器の温度監視につきましては、機側はダイヤル温度計による
指示及び警報表示、中央は警報表示を行うものと理解してよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

315 129 第3章 第10節 8(4) 進相コンデ
ンサ盤

配電回線とは各進相コンデンサ盤の一次側遮断器盤と解釈してお
りますが、同遮断器盤は設けず、高圧母線に各バンクを接続する
構成にてご提案してもよろしいでしょうか。(高圧コンビネーショ
ンユニットによる回路構成とし、短絡保護はヒューズにより行い
ます。）

ご理解のとおりです。

316 130 第3章 第10節 9(1)5) 高圧変圧器 各高圧変圧器に「温度警報装置を設け、温度指示警報を中央制御
室に設けること」とありますが、変圧器に接点付温度計を設置し
中央制御室は温度警報とするシステムを提案してもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

317 130 第3章 第10節 9(4) 非常用動力
用変圧器

非常用発電機は1炉立上用にも使用し、その負荷はプラント動力変
圧器と非常用動力用変圧器に分離することが困難です。プラント
動力変圧器に統合したシステム（非常用動力用変圧器を設置しな
い）を提案してもよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

318 131 第3章 第10節 10 電力監視装
置

電力監視装置を計装設備に組み込んだ場合、手動同期投入は無し
と解釈してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

319 130 第3章 第10節 10(1) 電力監視装
置
電力監視盤

プロセスの稼動状況に応じて必要な表示を選択可能とするため、
オペレータ端末と兼用して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

320 131 第3章 第10節 10(1) 電力監視装
置

監視操作に必要な表示・計器類・操作器等は、計装設備のオペ
レータコンソールに設け、インターロック等機側にて必要な機能
は高圧配電盤、発電機盤で構築するものと理解してよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

321 131 第3章 第10節 10(1) 電力監視装
置

本盤をオペレータコンソールにて組み込む場合、位相差を監視す
ることが困難なため、オペレータコンソールでは自動同期投入の
みとして、機側にて手動及び自動同期投入を可能とするご提案と
してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

322 131 第3章 第10節 11(4) 低圧配電設
備

各低圧主幹盤の消費電力量につきましては、各高圧配電盤に設置
する電力量計で計測し、測定データは帳票等で確認するご提案と
してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

323 131 第3章 第10節 12(1) 低圧動力制
御盤

低圧動力制御盤（コントロールセンタ）と記載されていますが、
形式は要求水準書通り、「鋼板製屋内自立防塵閉鎖形又はコント
ロールセンタ」と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

324 133 第3章 第10節 18(1)
18(2)

非常用電源
設備

直流電源装置及び無停電電源装置につきましては、蓄電池を共用
とする複合型にてご提案してもよろしいでしょうか。

必要な容量を確保する限り、建設事業者の提案に委ねます。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答

325 133 第3章 第10節 18(1)
(2)

非常用電源
設備

電気室の点検スペースを確保するため、直流電源装置と交流無停
電電源装置の一体形を採用して宜しいでしょうか。

№324を参照してください。

326 134 第3章 第10節 18(2) 非常用電源
設備

詳細は実施設計時協議とさせて頂きますが、電源管理の利便性を
考慮し、計量機などは機側に別途専用のUPSを設置する計画として
よろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

327 134 第3章 第10節 18(3) 非常用発電
機

「電力会社復電時に瞬時並列が可能となるように計画すること」
と指示されていますが、瞬時並列の可否は電力会社との協議結果
によるものと考えます。可能な場合のみ計画すると解釈してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

328 134 第3章 第10節 18(3) 非常用電源
設備

非常用発電機の数量につきまして「１基」とのご指定がございま
すが、要求水準である安全に施設を停止する機能や、単独１炉立
上げが可能な機能等を満足することを条件に、発電機を複数基設
置する構成としてご提案することは可能でしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

329 134 第3章 第10節 18(3) 非常用電源
設備

非常用発電機の型式につきまして「ガスタービン又はディーゼル
発電機」とのご指定がございますが、ガスタービンよりも発電効
率が高く、またその廃熱を本事業の余熱利用に適した温水として
全量回収することができるガスエンジン型式にてご提案すること
は可能でしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

330 136 第3章 第11節 1(5) 計画概要 管理棟の組合事務室等と指示されていますが、組合事務室の他に
想定されている場所があればご教示願います。

事業者の啓発業務に関する提案内容にも関わりますが、同様の計
画を大会議室については含むものとします。

331 139 第3章 第11節 3(3)1) ＩＴＶ装置 表33中、炉内監視用カメラは電動雲台と記載されていますが、実
績に基づく形式を提案してもよろしいでしょうか。

炉内については、固定とします。

332 139 第3章 第11節 3(3) ＩＴＶ装置 カメラ仕様、モニタ台数及び大きさは、運転監視性を考慮し事業
者にて最適と思われる仕様でご提案してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、詳細は実施設計協議によります。
ただし、総台数は要求水準書に示す台数以上とします。

333 140 第3章 第11節 3(3)2) ＩＴＶ装置 表34中、中央制御室設置の監視対象Ｂ（監視対象：煙突）のモニ
タは切替を指示されていますが、誤記と解釈してよろしいでしょ
うか。

切替は削除します。

334 141 第3章 第11節 4(1)1) 計画概要 オペレータコンソール及び液晶ディスプレイの数量は5台以上と解
釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

335 141 第3章 第11節 4(1)1) システム構
成
計画概要

「運転制御は、コンピュータ制御を基本とし、オペレータコン
ソールと～」とありますが、モニタ交換時の容易性等を考慮し、
OAデスクの上にモニタを設置する方式として宜しいでしょうか。

建設事業者の提案を可能とします。
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336 141 第3章 第11節 4(2) システム構
成
分散型自動
制御システ
ム

各プリンタについては相互バックアップを可能にした上で、メッ
セージプリンタとカラーハードコピーを兼用とするなど、台数に
ついては事業者にてご提案してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

337 141 第3章 第11節 4(2)4) プリンタ 帳票プリンタ、メッセージプリンタ、カラーハードコピー機の３
種（各プリンタをバックアップできるよう計画する）を指示され
ていますが、共通仕様にし２台（１台予備）で提案してもよろし
いでしょうか。

№336を参照してください。

338 141 第3章 第11節 4(3) システム構
成
中央監視盤

中央監視盤の機能として、液晶モニタと警報・記録機能をもつオ
ペレータ端末を設置することとして宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

339 142 第3章 第11節 4(3) 中央監視盤 主要項目中に記録計がありますが、DCSのトレンド画面で代用とす
る提案は可能でしょうか。
また想定されている記録対象をご教示願います。

ご理解のとおりです。
記録対象は事業者の提案に委ねます。

340 142 第3章 第11節 4(3) システム構
成
中央監視盤

記録計及びアナンシエータについては、DCSのオペレータコンソー
ルで機能を持たせるご提案としてもよろしいでしょうか。

事業者の提案に委ねます。

341 142

150

第3章

第3章

第11節

第13節

5(3)1)①

1(4)1)

計装用空気
圧縮機

雑用空気圧
縮機

圧縮機吐出量につきまして必要空気量の3倍以上とのご指定がござ
いますが、消費電力を低減し貴組合売電収入を最大化する観点か
ら、事業者の実績に基づいた適切な余裕率にてご提案することを
お認めいただけないでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

342 142 第3章 第11節 5(4)8) 計装用空気
圧縮機

「本機は、無給油式とすること。」とありますが、空気圧縮機後
段にオイル除去装置を設置することを条件に、給油式を提案して
もよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

343 148 第3章 第12節 2(1) 熱利用設備
（場内用）

低圧蒸気間接熱交換式とのご指定がございますが、電気式にてご
提案してもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

344 148 第3章 第12節 3 熱利用設備
(場外用)

プールへの供給温水温度と返送時の計画温度をご教示願います。 現段階では、温水プール側の条件は未定です。
建設事業者の提案に委ねます。

345 148 第3章 第12節 3 熱利用設備
（場外用）

余熱供給を行う時間帯をご教示願います。 現段階では、温水プール側の運営計画等は未定です。

346 148 第3章 第12節 3(1) 熱利用設備
（場外用）

配管の敷設方法については、事業者の提案によるものと理解して
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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347 148 第3章 第12節 3(3) 熱利用設備
（場外用）

供給する温水の温度条件（上限・下限）、及び返送されてくる温
水の供給時からの温度差につきましてご教示願います。

№344を参照してください。

348 149 第3章 第12節 3 (5) 特記事項 4)項に「出入口付近に送量、温度、圧力を把握できる計測設備設
けること」と指示されていますが、出入口付近に検出装置・伝送
器を設置し、計測値は本施設中央制御室で確認すると解釈してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

349 149 第3章 第12節 3(5)4) 熱利用設備
（場外用）

本施設と武豊町屋内温水プール（仮称）との配管接続時期につき
ましてご教示願います。

現段階では、温水プール側の配管接続時期を含む工事条件は未定
です。

350 150 第3章 第13節 1 雑用空気圧
縮機

不燃・粗大ごみ処理施設にて使用する圧縮空気についも本機から
供給するものとしてよろしいでしょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

351 150 第3章 第13節 2(5)1) 脱臭設備 「吸引空気量は、ごみピット室空間に対し、2回/h以上の換気回数
相当量とする。」との記載がございますが、「ごみピット室空
間」とは、ごみの貯留空間を除いた空間であり、ごみピットおよ

びホッパステージの上部空間から、ごみピット有効容量13,800m
3

を除外したものと理解してよろしいでしょうか。

ごみピット（有効容量13,800m3）、ごみピット（有効容量
13,800m3上部からホッパステージまで）及びホッパステージから
上部空間からごみピット（有効容量13,800m3）を除外した範囲と
します。

352 151 第3章 第13節 2(5)3) 脱臭設備
特記事項

「～、空気はごみクレーンガーダ階付近の複数箇所から吸引する
こと。」とありますが、配置を考慮した上で吸引位置について
は、事業者提案として宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

353 151 第3章 第13節 4 洗車装置 洗車対象は焼却残渣の搬出車と中継廃棄物のタイヤとコンテナの
みであり、搬入車は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

354 151 第3章 第13節 4 洗車装置 一日あたりの洗車台数につきましてご教示願います。 焼却残渣の搬出車両は現段階では決まっていませんが、10t車の場
合は5台/日程度を想定しています。
中継廃棄物運搬車両は、管理運営業務から想定下さい。

355 151 第3章 第13節 4 洗車装置 対象車両ごとの計画台数をご教示ください。 №354を参照してください。

356 151 第3章 第13節 4 洗車装置 中継廃棄物運搬車両のコンテナが洗浄対象ですが、コンテナ内部
も洗浄するとの認識で宜しいしょうか。

ご理解のとおりです。

357 152 第3章 第13節 5(2) 説明用映写
設備

「映像は字幕表示（日本語、英語、中国語、ポルトガル語）を設
けること」と指示されていますが、DCS画面映像及びITVカメラ映
像は運転にもそのまま使用する映像の為、各語を表示すると画面
が煩雑になることが予想されます。これらの画面は日本語のみで
提案してよろしいでしょうか。

DCS及びITVの映像に字幕を設けることは想定していません。
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358 153 第3章 第13節 7 排ガス状況
等表示板

排ガス成分として、ダイオキシン類および水銀は連続分析ではあ
りませんので、定期的に実施する手分析値を手入力して表示する
との認識で宜しいでしょうか。

実施設計協議によります。

359 156 第4章 第1節 5(1) 機器構成 「操作室から遠隔操作と現場操作切替が可能」と記載されていま
すが、操作場所選択スイッチの設置場所は、実績により現場側に
してよろしいでしょうか。

実施設計協議によります。

360 158 第4章 第2節 1 ごみ計量器 混載ごみ計量用の小型計量器につきましては、最大1t程度まで計
量可能な台秤(検定品)を設置するものと理解してよろしいでしょ
うか。

特定計量器としたうえで、ご理解のとおりです。

361 159 第4章 第2節 4 受入貯留
ヤード

不燃および粗大ごみのごみ汚水は、その他不燃・粗大ごみ処理施
設内の排水と同様に、プラント排水として熱回収施設の排水処理
設備に送水するものとしてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

362 159 第4章 第2節 4 受入貯留
ヤード

「有効容量については、月変動係数の最大月を考慮するものとす
る」との記載がございますが、受入貯留ヤードは、別紙18不燃・
粗大ごみの月別搬入量に示されている月変動係数の最大値と2日分
を考慮し、以下の計算式により算出するものと理解してよろしい
でしょうか。

有効容量[m
3
]=公称能力[ｔ/日]÷容積算出単位体積重量[ｔ/ｍ

３
]

×２日分×月変動係数（最大）

ご質問の計算式においても有効容量の算出は可能と考えます。

363 159 第4章 第2節 4(4)2) 受入貯留
ヤード

「10ｔ車もしくはロングボディー車両からの荷卸し可能とするこ
と」との記載がございますが、受入貯留ヤード内での10ｔ車のダ
ンプアップ要否につきましてご教示願います。ダンプアップが必
要となる場合、10t車のダンプアップ時最大高さにつきましてご教
示願います。

ダンプアップで計画してくだい。
高さ等については、建設事業者の実績等により想定願います。

364 159 第4章 第2節 4 受入貯留
ヤード

「有効容量については、月変動係数の最大月を考慮するものとす
る。」とありますが、月変動係数をご教示ください。

添付資料データ18に含まれています。

365 161 第4章 第2節 1、2 前処理破砕
機受入ホッ
パ、前処理
破砕機供給
コンベヤ

P.54 8.不燃・粗大ごみ処理施設処理フロー（参考）の通り、不燃
ごみ系統においては手選別コンベヤへ供給する設備との理解で宜
しいでしょうか。

手選別コンベヤと同等以上と判断できるものであれば建設事業者
の提案に委ねます。

366 162 第4章 第3節 3(4)1) 特記事項 「可逆転、可変速操作可能とすること」とありますが、当社の実
績上、可変速であるものの逆転機能は設けておりません。逆転機
能は必要でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
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367 162 第4章 第3節 4(3)1) 主要項目
容量

容量〔 〕m3とは何を指すかご教示ください。 容量を搬送能力として単位をt/hに訂正します。
併せてP161の2（3）1)項の容量についても同様に訂正します。

368 163 第4章 第4節 1(4)6) 前処理破砕
機
特記事項

「可燃性ガスの自動検知から不活性ガス等の自動注入等による酸
素濃度の低下対策、又は、可燃性ガス検知からファンによる可燃
性ガスの強制置換を行うこと。」とありますが、可燃性ガスの自
動検知以降の防爆対策（防爆方式）については、事業者提案とし
て宜しいでしょうか。

要求水準書の範囲で、ご理解のとおりです。

369 164 第4章 第4節 3(3)1) 主要項目
処理能力

破砕寸法は15cm以下との記載がありますが、P52の品質基準に記載
のある“投入量の85％以上”を満足すればよいと考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

370 170 第4章 第5節 2(3)3)① 主要項目
排出ゲート
形式

排出ゲート形式は“油圧カットゲート方式等”と記載されていま
すが、電動式での提案も可能でしょうか。

要求水準と同等以上の性能と判断できるものであれば建設事業者
の提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

371 170 第4章 第5節 2(3)3) 不燃残渣貯
留バンカ
主要項目

排出ゲートの形式は「油圧カットゲート方式等」とありますが、
電動シリンダ式として宜しいでしょうか。

№370を参照してください。

372 171 第4章 第5節 2(5) 不燃残渣貯
留バンカ

「本装置内に発生する水蒸気を排出するために、換気扇を設ける
こと」との記載がございますが、貯留バンカを設置するバンカ室
に換気扇を設置するものと理解してよろしいでしょうか。

実施設計協議によります。

373 171 第4章 第5節 2(4)3)
4)

不燃残渣貯
留バンカ
主要機器

ロードセル、シリンダの数量については、実績等を考慮した上
で、事業者提案して宜しいでしょうか。

№370を参照してください。

374 173 第4章 第6節 1 吸引排気集
じん設備

ろ過式集じん器および送風機は、排気集じん脱臭設備と兼用とし
てもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

375 173 第4章 第6節 2 排気集じん
脱臭設備

本設備は破砕機における防爆対策として不活性ガス封入式（蒸気
防爆式）を採用した場合に必要と考えますので、これ採用しない
場合は、本設備の設置は不要との理解で宜しいでしょうか。

防爆対策に限定しません。
要求水準書に示すとおりとします。

376 176 第4章 第8節 2(1) 受配変電盤
設備工事
高圧配電盤

不燃・粗大ごみ処理施設に高圧配電盤を設け、遮断器を設置する
場合、熱回収施設の遮断器と同様に、中央操作室から遮断器の開
閉を可能とする必要があるかご教示願います。

建設事業者の提案に委ねます。
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377 176 第4章 第8節 2(2) 受配変電盤
設備工事
高圧変圧器

熱回収施設の変圧器につきましては乾式モールド変圧器のご指定
がございますが、不燃・粗大ごみ処理施設については、形式の指
定がないため、その型式につきましては事業者提案によるものと
理解してよろしいでしょうか。

不燃・粗大ごみ処理施設についても乾式モールド変圧器としま
す。

378 177 第4章 第8節 4 動力制御盤 形式はコントロールセンタと指示されていますが、熱回収施設と
同様、「鋼板製屋内自立防塵閉鎖形又はコントロールセンタ」を
提案してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです

379 177 第4章 第8節 4(1) 動力設備工
事
動力制御盤

P131 12 低圧動力設備にて、熱回収施設の動力制御盤は鋼板製屋
内自立防塵閉鎖型 又は コントロールセンターとの記載がござい
ます。不燃・粗大ごみ処理施設につきましては、コントロールセ
ンターとのみ記載されておりますが、熱回収施設と同様に、鋼板
製屋内自立防塵閉鎖型にてご提案してよろしいでしょうか。

№378を参照してください。

380 177 第4章 第8節 4(6)2) 設置工事 接地工事で、接地極は熱回収施設と共通にしてもよろしいでしょ
うか。

実施設計協議によります。

381 178 第4章 第8節 4(6)3) 使用ケーブ
ル

使用ケーブル及び電線に関し、熱回収施設と同様「盤内や機器付
属の配線はメーカー標準」と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

382 179 第4章 第9節 2(2)1) 計装監視機
能

ストックヤード貯留量の表示・監視とありますが、対象ヤードお
よび想定されている管理方法（貯留量を把握する方法）をご教示
ください。

貯留対象物毎に全ストックヤードとします。
計量データにおける管理が想定されます。

383 179 第4章 第9節 2(2)1) 計装監視機
能

「ストックヤード貯留量」とありますが、受入時および搬出時の
品目毎の計量器データを取り込むものとして宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

384 179 第4章 第9節 2(2)3) 計装監視機
能

破砕機機内酸素濃度とありますが、本機能は、防爆対策のうち、
可燃性ガスの自動検知から不活性ガス等の自動注入等による酸素
濃度の低下対策を採用する場合に限るもので、可燃性ガス検知か
らファンによる可燃性ガスの強制置換を採用する場合は不要と考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

385 179 第4章 第9節 2(3)1)
2)

計装監視機
能

「負荷制御（供給コンベヤ速度制御）」とありますが、自動制御
機能として、破砕機過負荷時の供給コンベヤの停止と考えて宜し
いでしょうか。

コンベヤ停止に限定したものではありません。
制御内容は実施設計時の協議によります。

386 179 第4章 第9節 2(4)3) データ処理
機能

「破砕機、圧縮処理設備、手選別コンベヤ品目別運転時間」とあ
りますが、「圧縮処理設備」、「手選別コンベヤ品目毎」は本施
設仕様に含まれないため、「破砕機、手選別コンベヤ運転時間」
と読み替えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
圧縮処理設備は削除します。
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387 180 第4章 第9節 3(3) ITV装置 カメラ仕様、モニタ台数及び大きさは、運転監視性を考慮し事業
者にて最適と思われる仕様で提案してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、詳細は実施設計協議によります。
ただし、総台数は要求水準書に示す台数に破砕機内とは別に破砕
機室内用を追加した台数以上とします。

388 180 第4章 第9節 3(3)1)
2)

ITV装置 カメラ及びモニタについて、設置場所、台数、仕様は事業者提案
として宜しいでしょうか。

№387を参照してください。

389 181 第4章 第9節 4(4) プリンタ 帳票プリンタ、メッセージプリンタ、カラーハードコピー機の３
種を指示されていますが、熱回収施設と同様共通仕様にし２台
（１台予備）で提案してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

390 181 第4章 第9節 4(6) 計装用空気
圧縮機

不燃・粗大ごみ処理施設にて使用する圧縮空気は全て雑用空気で
問題なしと当社が判断する場合、本機は不要と考えてよろしいで
しょうか。

建設事業者の提案に委ねます。

391 181 第4章 第9節 4(4) システム構
成
プリンタ

プリンタは帳票用、メッセージ用、カラーハードコピーを兼用可
と理解して宜しいでしょうか。

№389を参照してください。

392 183 第5章 第1節 1(1) 工事範囲 工事範囲の中に「洗車場」とありますが、設計条件をご教示くだ
さい。（台数、屋根・壁の有無、高さ、仕上）

要求水準書を踏まえたうえで建設事業者の提案に委ねます。
台数については、№354を参照してください。

393 183 第5章 第1節 1(1) 工事範囲 工事範囲の中に「車庫棟」とありますが、設計条件をご教示くだ
さい。（台数、建屋構造、仕上）

要求水準書を踏まえたうえで建設事業者で提案してください。
台数については、コンテナ2台相当と普通乗用車1台の計3台として
計画し、シャッターは設けてください。

394 183 第5章 第1節 1(1) 計画概要 工事範囲として「工場棟、管理・啓発棟…車庫棟」との記載がご
ざいますが、車庫棟に収納する車種、車両諸元、台数につきまし
てご教示願います。

№393を参照してください。

395 183 第5章 第1節 1(2)2) 仮設事務所 「建設事業者は、監督員用仮設事務所を設ける。．．．また、執
務に必要な図書、事務機器（パソコンシステム、インターネット
接続環境、コピー機等を含む。）、什器類も建設事業者が用意す
る。」とはパソコンを始め備品は何名分必要でしょうか。また、
監理者用の事務所および備品は上記に含むと考えてよろしいで
しょうか。

監理者用も含み15名程度分とします。

396 183 第5章 第1節 1(2)2) 仮設事務所 監督員様用の仮設事務所として「延べ床面積80㎡」との記載がご
ざいますが、この面積には同項に記載されている大会議室を含む
ものと理解してよろしいでしょうか。また、事務所内の各備品を
積算するにあたり、本事務所にて執務される人数につきましてご
教示願います。

大会議室は80m2とは別に別途設けてください。
人数については、№395を参照してください。
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397 183 第5章 第1節 1(2)2) 仮設事務所 仮設事務所の見学者（会議室３０名程度）に対する駐車場は必要
でしょうか。

必要ですが、常時設けている必要はなく、見学がある場合は予め
日程や人数・車両を案内する予定です。

398 183 第5章 第1節 1(2)2) 仮設事務所 工事中の見学者に関する受入条件及び開催予定回数等の現状のお
見込みをご教示いただけますでしょうか。

現段階では未定です。

399 183 第5章 第1節 1(2)2) 仮設事務所 事務所備品において消耗品手配（コピー用紙等）は含まれていな
いものと理解してよろしいでしょうか。

含める想定として下さい。
詳細の品目は実施設計協議によります。

400 183 第5章 第1節 全般 現地見学実施日以降、建設事業者が工事着手する前までに撤去さ
れる、既設電柱を含む工作物等、及び盛土等の撤去範囲・内容等
が記載された書面（図面等）がございましたら、ご提示下さい。

敷地境界南面、西面に沿った仮設電柱及び電線は撤去済みです。
倉庫の解体前に、倉庫内の発電機は撤去する予定です。
図面等はありません。

401 183 第5章 第1節 1(1) 工事範囲 「ストックヤード」は、別棟にてストックヤード棟を設けるので
はなく、４章５節で記載されている各種ヤードを設置するとの認
識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

402 183 第5章 第1節 1(1) 工事範囲 「車庫棟」における必要台数等の仕様をご教示ください。 №393を参照してください。

403 183 第5章 第1節 1(2) 仮設計画 建設場所の敷地西側部分について、工事期間中、工事事務所、資
機材・仮設材置場等の設置場所として利用可能と理解して宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

404 184 第5章 第1節 1(6) 塩害対策 塩害対策として「外部鉄骨・外部鋼製建具等（ドア及びガラリ
等）は溶融亜鉛メッキ鋼材またはステンレス製」とありますが、
ガラリはアルミ製と考えてよろしいでしょうか。

実施設計協議によります。

405 184 第5章 第1節 3(2)1) 工場棟平面
計画

熱回収施設と不燃・粗大ごみ処理施設を合棟とする場合、管理諸
室（事務室、休憩室、便所、給湯室等）は兼用としてもよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

406 185 第5章 第1節 3(2)8) 工場棟平面
計画

全階の見学場所について具体的な場所をご教示ください。 事業者の啓発業務に関する提案内容にも関わるものであり、建設
事業者の提案に委ねます。

407 186 第5章 第1節 3(5)6) 中央制御室 近接して洗面所、シャワー室、休憩室（食堂）、仮眠室を設ける
こととありますが、本内容は、熱回収施設に適用されるものと理
解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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408 187 第5章 第1節 3(12) 管理運営職
員用室

管理運営職員が計量の受付で一般市民とのやりとりがある場合、
部屋は工場棟でなく管理・啓発棟内に配置するのが一般搬入者の
利便性が良いと考えます。部屋を管理・啓発棟内に計画しても良
いですか。

本規定及びP186の（5）6)項については、SPC職員の諸室について
規定しています。
工場棟内に計画してください。

409 187 第5章 第1節 3(11)5) 排水処理
室、水槽

「水中ポンプを設ける水槽は、必ず上部にポンプ交換用のフック
を設け～、」とありますが、軽量なポンプは除外して宜しいで
しょうか。

実施設計協議によります。

410 188 第5章 第1節 4(1)1) 基本方針 「～S造の外壁はコンクリート成形板又はホーロー建材とし、～」
とありますが、押出成形セメント板の使用も可能として宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

411 188 第5章 第1節 4(2)7) 構造計算 用途係数I=1.25は一次設計のプラント機器の地震力にも考慮する
こととあります。また、P.85には、ボイラ鉄骨の水平震度は
C0=0.3とするとあります。ボイラ鉄骨にも用途係数を考慮する必
要があるとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

412 189 第5章 第1節 4(5)1) 一般構造 金属屋根の使用は可能として宜しいでしょうか。 腐食対策および断熱対策等を考慮することを前提に建設事業者の
提案に委ねます。
詳細は実施設計協議によります。

413 190 第5章 第1節 4(5)2) 外壁 外壁のプレキャストコンクリート成形板やホーロー建材に替わ
り、経済性、意匠性、実績等を考慮したその他の建材の採用をご
提案させていただくことは可能でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

414 194 第5章 第1節 5(1)3) 平面計画 書庫について、必要面積がありましたらご教示ください。 50㎡以上を確保してください。

415 194 第5章 第1節 5(1)4)① 管理機能 「8名程度が常駐するための組合員用事務室を設けること」との記
載がございますが、男性職員、女性職員の割合につきましてご教
示願います。

男女の割合は不明です。
女性の配置もあります。

416 194 第5章 第1節 5(1)4)① 平面計画 応接室について、必要面積、及び特に要求される什器等がありま
したらご教示ください。

8名対応の応接セットとします。
詳細は実施設計協議によります。

417 194 第5章 第1節 5(1)7) 平面計画 「主要な通路の幅員は最低1.6m」とありますが、第5章第1節3
（2）6）では工場棟に関して見学者、一般者の使用する部分2.3m
以上、主要通路1.6m以上とあります。管理・啓発棟とも見学者、
一般者の主要動線は、通路2.3m以上、階段巾1.6ｍ以上との認識で
宜しいでしょうか。

管理・啓発棟についても見学者、一般者の使用する部分の歩廊巾
及び階段巾は、2.3m以上としてください。

418 195 第5章 第2節 2(2)2) 構内排水設
備

構内の雨水排水および防災調節池からの排水は別紙3①および④に
示される既存配水管を使用するものとし、概ね別紙3①の「No.2」
の位置で取り合い、放流するものと理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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419 196 第5章 第2節 2(4)2) 門扉 既設門扉は撤去解体し、新設するものと考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
ただし、新設門扉の位置等は提案とします。

420 196 第5章 第2節 2(4)3) フェンス 敷地西及び南側の既設フェンスは撤去解体し、新設するものと考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

421 196 第5章 第2節 2(4)3) フェンス フェンスは敷地境界線付近に４周全て必要と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

422 196 第5章 第2節 2(6) 防災調整池 防災調整池に関しての当該地行政官庁（武豊町）の基準をご教授
下さい。

武豊町の基準はありません。
開発行為時には、愛知県との協議が必要です。

423 196 第5章 第2節 2(6) 防災調整池 防災調整池の容量を検討するために、接続先の下流側の許容放流
量につきましてご提示願います。

許容放流量については、添付資料データ5、12を参考として想定し
てください。

424 196 第5章 第2節 2(6) 防災調整池 防災調整池を設置するための対象となる「敷地」は第5章 第2節 1
(2)に示されている「敷地東側の施設建設エリア」が相当するもの
と理解してよろしいでしょうか。

敷地全体です。

425 200 第5章 第3節 3(2)1)② 給排水設備
工事

生活用給水は、給水引込み後、一次受水槽を経由せず、生活用受
水槽に引込むルートとして宜しいでしょうか。

給水引込み後、1次受水槽を経由せず、生活用受水槽に引込むこと
も可能とします。
ただし、生活用受水槽の容量は、1日最大使用水量の1日分以上と
してください。

426 200 第5章 第3節 3(2)1)⑤ 給排水設備
工事

加圧給水方式を採用する場合に高置水槽の容量については停電等
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こととあ
りますが、ポンプを非常用発電機負荷とした上で、非常用発電機
が起動するまでの時間分の容量として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

427 200 第5章 第3節 3(2)1)⑤ 給排水設備
工事

再利用水断水時には上水系統からのバックアップと記載がありま
すが、再利用水のバックアップは工水として宜しいでしょうか。

可能です。

428 201 第5章 第3節 3(2)4)② 排水設備 生活用排水及び雨水排水は、現地見学の際にご説明頂きました既
存設置されている海に接続する排水管経路を利用して放流するこ
ととして宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
取合位置は、添付資料データ3①の「No.2」の位置です。

429 203 第5章 第3節 5 表40　エレ
ベータ設備
工事

熱回収施設と不燃・粗大ごみ処理施設を合棟とする場合、来場者
等用のエレベータは兼用としてもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

430 203 第5章 第3節 5 表40　エレ
ベータ設備
工事

表40に記載されているエレベータの台数は合計4基ですが、動線上
のご要求を満たすことができれば3基としても宜しいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。
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431 207 第6章 全般 既設倉庫についての確認申請図書（検査済証）がございましたら
ご提示ください。また、既設倉庫の増改築等に伴い、既設倉庫周
辺に杭、基礎等が残置されている場合、その内容及び箇所が記載
された書面（図面等）がございましたら、ご提示ください。

確認申請図書は添付資料データに追加します。

432 207 第6章 第1節 1 一般概要 本工事期間中、解体までの間、既設倉庫を資材置場等に使用して
もよろしいでしょうか。

建設事業者の責任において、ご理解のとおりです。

433 207 第6章 第1節 2 業務内容 既設倉庫内の製品は全て無いものと考えてよろしいでしょうか。 №431の追加する添付資料データに示す機器は存在します。

434 207 第6章 第1節 2 業務内容 既設倉庫の解体範囲は基礎・地中梁まで全て行うと考えてよろし
いでしょうか。

解体範囲は建屋のみとします。
P211の2を参照してください。

435 207 第6章 第1節 2 業務内容 倉庫入口から既設門扉付近にかけて、倉庫だった範囲の基礎・地
中梁の撤去は本工事に含まれると考えてよろしいでしょうか。
本工事に含む場合、敷地境界の内側のみが撤去範囲と考えてよろ
しいでしょうか。

№434を参照してください。

436 207 第6章 第1節 2(1) 業務内容 「既設倉庫の解体撤去工事一式」とありますが、解体撤去範囲は
ご配布頂きました要求水準書別紙13にて、建設事業者が把握可能
な範囲と理解して宜しいでしょうか。
また、倉庫内部の機器、備品及び保管荷物等は全て解体工事着手
前に移設、処分等がなされているものと考え、解体撤去工事に含
まれないとの認識で宜しいでしょうか。含まれるものがある場合
は、図面、仕様等の詳細の資料をご提示ください。

解体撤去範囲は№433を参照してください。
倉庫内の機器は解体撤去工事範囲に含まれます。

437 207 第6章 第1節 4(4) アスベスト
対策

アスベスト調査の結果、アスベストが含まれていた場合、その処
理に係わる費用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。
アスベスト処理費用を本工事に含む場合、想定するアスベストの
量により各社の見積に差がでると考えられます。各社レベリング
するため、条件提示をお願いいたします。

アスベストの処分については、費用、工期ともに業務範囲内で
す。
追加する添付資料データを踏まえ、建設事業者で想定ください。

438 207 第6章 第1節 4(4) アスベスト
対策

調査の結果、アスベストが含まれていた場合の対策費用の負担に
つきましては、別途ご協議いただけると理解してよろしいでしょ
うか。

№437を参照してくだい。

439 207 第6章 第1節 4(4) 本工事の基
本事項
アスベスト
対策

アスベストが含まれていることが確認された場合、処理等の対策
に掛かる費用は、別途協議の上、追加費用の精算をして頂けるも
のとして宜しいでしょうか。また、申請・報告・届出等の手続に
おける所掌区分、経費負担等はどのように考えれば宜しいでしょ
うか。

№437を参照してください。
申請・報告・届出の手続きは要求水準書に示すとおりです。
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440 208 第6章 第1節 4(6) 本工事の基
本事項
現場管理

「解体工事に必要となる主任技術者および監理技術者を配置す
る」との記載がございますが、監理技術者については本工事にお
いて必要要件の清掃施設工事業監理技術者を配置し、解体工事に
ついては工事を施工する企業が本件を満足する者を専任配置する
ものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、「解体工事に必要となる主任技術者および監理技術者を配
置する」は「解体工事に必要となる主任技術者または監理技術者
を配置する」に訂正します。

441 209 第6章 第2節 4 機器 既存倉庫解体工事に関係する、倉庫内に設置されている機器詳細
がわかる資料につきましてご提示願います。

№431を参照してください。

442 210 第6章 第3節 2(1) 廃棄物等の
処理処分方
法

特別管理産業廃棄物の存在が確認された場合、その撤去及び処理
に掛かる費用や管理所掌については、工期延長を含め別途協議頂
けると理解して宜しいでしょうか。また、管理責任者等の配置に
おける所掌区分（配置責任）はどのようになりますでしょうか。

前後段ともに、本業務範囲内とします。

443 210 第6章 第3節 2(1) 廃棄物等の
処理処分方
法

特別管理産業廃棄物は密閉容器に保管し、現場にて特別管理産業
廃棄物にならないよう処理を行い、関係法令に基づき適切に場外
搬出し、高温設備等での処理又は関係法令に基づいて最終処分す
ることとの記載があります。PCB廃棄物は存在の有無をご教示くだ
さい。

現段階ではPCB廃棄物の存在はないと想定しています。

444 210 第6章 第3節 2(2) 廃棄物等の
処理処分方
法

コンクリートガラ等に含まれるダイオキシン濃度が3,000pg-TEQ/g
を上回った場合の処分費用の負担については、別途ご協議いただ
けると理解してよろしいでしょうか。

本業務範囲内です。

445 210 第6章 第3節 3(1) 建設発生土
の再利用

「建設発生土は、埋め戻しに使用すること。」との記載がありま
すが、埋め戻しに使用するのは健全土（土壌汚染がない発生土）
に限るとのことでしょうか。仮に、土壌汚染対策法での区域指定
解除を行わない場合にあっては、汚染土であっても場外処分する
ことなく、区域指定された範囲内であれば一定要件の下で埋め戻
しへ流用可能ですが、どのように考えたら宜しいでしょうか。

区域指定解除と場外処分の考え方については、№95を参照してく
ださい。

446 210 第6章 第3節 3(1) 建設発生土
の再利用

本工事の範囲（熱回収施設、不燃・粗大ごみ処理施設および現状
残置される盛土）で生じる現場発生土については埋戻しに使用で
きるものと理解してよろしいでしょうか。また可能な場合、土壌
調査の結果によらないものと理解してよろしいでしょうか。

№95を参照してください。

447 211 第6章 第4節 2 整地工事内
容

「アスファルト舗装を残置したうえで、「第5章 第2節 1（２）造
成」に示すレベルに合わせた盛土造成をおこなう」との記載がご
ざいますが、敷地全体（添付資料５線形地形図に"As"で図示され
た部分）についても同様と理解してよろしいでしょうか。アス
ファルト舗装の撤去が必要な部分がございましたら、その範囲に
つきましてご指示願います。

№82を参照してください。
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448 添
付
資
料

- - - - 敷地の横断・縦断図、線形地形図のCADデータもしくは図面の拡大
版を配布していただけないでしょうか。

添付資料データに含まれています。

449 別
紙1

建設予定地
平面図

工事用排水につきましては既設の排水管により場外排出するもの
と理解してよろしいでしょうか。また放流基準につきましてご教
示願います。

前段については、ご理解のとおりです。
放流基準については、pHは現況濃度（現地調査結果：8.0～8.9）
の範囲内になることを確認した上で既設排水管に排水してくださ
い。
SS濃度は、仮設沈砂池の排出口において150mg/L以下としてくださ
い。

450 別
紙1
別
紙2

平面図
周辺施設配
置図

敷地西側倉庫近傍の臨海道路武豊・美浜線沿いに設置されている
出入口及び敷地内東西に設置されている道路は建設後も使用する
ご計画でしょうか。使用する場合は、新設工場棟周回道路と東西
に設置されている道路との接続要否につきましてご教示願いま
す。

既設出入口及び敷地内既設道路を使用する予定はありません。

451 別
紙3

雨水排水計
画図

雨水排水計画図で示される雨水排水設備について、既設を流用し
て雨水排水計画を考えてよろしいでしょうか。

№418を参照してください。

452 別
紙5

測量調査報
告書

線形地形図において、敷地内には以下の残存物の存在が確認でき
ます。

①南側および西側敷地境界に沿って配置されている電柱
②南側敷地境界に沿って配置されているフェンス
③南側敷地境界から約60ｍの範囲にある盛土
④敷地東南のすみにあるポンプ類一式
⑤北側敷地境界沿い西側の植栽

上記及び上記以外で、本工事開始時に敷地内に残置される物があ
りましたらご教示願います。また上記④が残置される場合は、機
器の詳細がわかる資料をご提示願います。

①撤去済みです。
②残存とします。
③残存とします。
④残存とします。機器の詳細は不明です。
⑤残存とします。

なお、その他の現地にあるものは原則、残存とします。

453 別
紙
10

地下水への
水質測定調
査計画書

図1地下水調査位置図に記載の地下水調査点が本工事施工上、やむ
を得ず干渉する場合、その処置についてご教示願います。

実施設計協議によります。

454 別
紙
12

残存物図面 残存物図面で示される構造物の内、雨水排水管及び杭のみが残存
していると考えてよろしいでしょうか。

雨水排水管は残存しております。
杭を含むその他の構造物の残存については、確認しておりませ
ん。

455 別
紙
12

残存物図面 残存物図面10ページ及び13ページの杭の位置が不明です。全体配
置にて位置をご提示願います。

お示しした図面以外にありません。
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456 別
紙
12

- 残存物図面 添付資料の別紙12「残存物図面」について、敷地全体配置図の中
で残存物の範囲が示されたた図面（図面右下に「他工場（日本科
学工業株式会社）」と記載された図面）は読み取りにくい状態と
なっています。残存物の範囲が明瞭な全体配置図をご提示いただ
くことは可能でしょうか。本図面しか現存しない場合は、本図面
の原紙を閲覧させていただけないでしょうか。

添付資料データに追加します。

457 維持管理・
運営に係る
対価

電力広域的運営推進機関あるいは中部電力により電源接続案件募
集プロセスが実施された場合、計画通りの工程で発電ができない
可能性があります。（売電が予定通りできない。）
この場合　運営委託料は協議していただけると解釈してよろしい
でしょうか。

№136を参照してください。
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■要求水準書【管理運営業務編】に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 1 第1章 第1節 本書の位置

付け
「中継運搬企業」を「中継廃棄物運搬企業」と読み替えて宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

2 1 第1章 第2節 32) 対象施設 本事業とは別に組合が設計・建設、管理・運営を行う中継施設。
とありますが、中継施設の業務については、運搬業務のみとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 3 第1章 第3節 一般事項 「SPCは～」を「SPC及び中継廃棄物運搬企業は～」と読み替えて
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 5 第1章 第3節 11(1) 緊急時対応 「SPCは～本業務の目標復旧時間、目標復旧レベルを実現するため
に実施する戦略・対策、～」とありますが、本業務の目標復旧時
間、目標復旧レベルはご教示いただけるとの認識で宜しいでしょ
うか。ご教示いただけない場合は、SPCが設定するとの理解で宜し
いでしょうか。

SPCが提案し組合が承諾するものとします。

5 5 第1章 第3節 12(3) 急病等への
対応

簡易な医療品を用意とありますが、来場者に対して簡易な医薬品
で対応可能な病気や怪我とは、どのようなものを想定すればよろ
しいでしょうか。

事業者の提案によります。

6 6 第1章 第3節 13 災害発生時
の協力

「震災その他不測の事態により、搬入廃棄物想定量を超える多量
の廃棄物が発生する等の状況に対して、～、SPCはその処理処分に
対処すること。」とありますが、処理内容や施設への影響につい
て協議させて頂けるものとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 6 第1章 第3節 14(2) 地元雇用・
地域貢献

地域への協力や貢献等とは具体的にどのようなものを指している
のでしょうか。

事業者の提案によります。

8 6 第1章 第3節 16(1) 第三者賠償
責任保険

自動車事故による不法行為に起因する損害賠償を補償する保険
は、第三者賠償責任保険ではなく自動車保険となります。第三者
賠償責任保険については追加被保険者に貴組合を含められます
が、自動車保険の場合、貴組合は追加被保険者には含められませ
ん。貴組合を被保険者とする保険契約の付保は、第三者損害賠償
保険のみとしてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
本回答を以って、P6の16（1）項のその他を「組合を追加被保険者
とする保険契約とすること」から「組合を追加被保険者とする保
険契約とすること（自動車事故による不法行為に起因する損害に
対する保険を除く）」に変更します。

9 6 第1章 第3節 16(2) 火災保険 火災保険の付保と同等と認められるその他保険の設計等が提案さ
れた場合は、火災保険の付保に代わるものと認めるとあります。
これは受託者帰責事由により本施設に損傷を与えた復旧費用を損
害保険で補償されていれば、当該提案に代えることができるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、保険金額は再調達価格となりますので、ご留意くださ
い。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
10 9 第1章 第4節 2 提案書の変

更
「本業務期間中に本書に適合しない箇所が発見された場合には、
SPCの責任において本書を満足させるように対応のこと。」とあり
ますが、提案書の内容が要求水準書に適合しない箇所があった場
合には要求水準書を優先するとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

11 9 第1章 第4節 3(1) 要求水準書
記載事項

「本書に明記されていない事項であっても、必要と認められるも
のについては、SPCの責任において対応すること。」とあります
が、SPC側が必要と認めたものに関して対応するという理解で宜し
いでしょうか。

必要性の判断は、SPC、組合の双方です。

12 10 第1章 第4節 5(1)1） 本業務期間
終了時の引
渡し条件
本施設の性
能に関する
条件

「事業終了後も10年以上継続して実施することに支障のない状態
であることを基本とする」とありますが、運営期間中に見直しさ
れた維持管理計画に基づき、運営期間中と同等の維持管理を実施
することが条件との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、事業期間終了後10年間の維持管理計画の
内容は、事業期間中の点検補修と同程度の頻度及びコストを想定
しています。

13 10 第1章 第4節 5(1)4)②
 ⅰ a)

本業務期間
終了時の引
渡し条件
本施設の性
能に関する
条件

「汚損、発錆、破損、亀裂、腐食、変形、ひび割れ、極端な摩耗
等がないこと。」とありますが、全ての設備が対象である中、本
記載事項を遵守することは困難であるため、「極端な汚損、発
錆、破損、亀裂、腐食、変形、ひび割れ、摩耗等がないこと。」
とし、「極端な」が全ての事項に掛かるよう読み替えても宜しい
でしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

14 10 第1章 第4節 5(1)5) 本業務期間
終了時の引
渡し条件
本施設の性
能に関する
条件

「～、本施設が事業期間終了後10年間以上業務を継続して実施す
ることに支障がある場合は自らの費用負担において、必要な補修
等を実施すること。」とあります。
一方、管理運営委託仮契約書(案)p5 （業務の履行責任）第23条3
項には、「甲は、第34条の規定によるによると明渡しから1年以内
に前項のいずれかの～本施設の性能保障事項が確保されてない
～」とあります。
ここでは、性能保証は10年間でなく、あくまでも1年であり、その
1年に対して性能保証事項が満足できない場合は運営事業者が必要
な補修を行うことを意味しており、事業期間終了後10年間の業務
は、運営期間中に見直しされた維持管理計画に基づき、実施され
るものとの理解で宜しいでしょうか。

施設の明渡し後10年間以上使用することに支障の無い状態にして
頂くことが事業者の義務ですが、保証期間自体は1年としていま
す。
1年以内に、上記状態にないことが判明した場合には、修補等をお
こない、上記の状態に回復して頂きます。
後段については、№12を参照してください。

15 12 第2章 2(1) 有資格者
の配置

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第21条第1項に基づく技術
管理者と「現場総括責任としての経験を有する同一の技術者」は
兼務可能との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 13 第3章 1(2) 受付管理 計量データ品目の変更追加や記録様式の変更を組合の求めに応じ
て行うこと。とありますが頻度、変更内容はどのように想定され
ていますでしょうか。

現段階で変更に関する具体的な頻度、変更内容について想定はあ
りません。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
17 13 第3章 1(5) 受付管理 直接持ち込みごみを搬入しようとするもの及び許可収集業者か

ら、組合が定める料金を組合が定める方法で組合に代わり収納す
ることとありますが、現時点で方法が定まっているのであれば、
ご教示願います。

現段階では方法は定まっていません。

18 13 第3章 1(5) 受付管理 直接持ち込みごを搬入しようとするもの及び許可収集業者から、
組合が定める料金を、組合が定める方法で組合に代わり収納する
こと。とありますが1日平均の収納台数、金額はどの程度でしょう
か。

1日平均の収納台数は、添付資料データ17から想定願います。金額
については、現段階では環境センターのごみ処理手数料は決まっ
ていません。

19 13 第3章 1(6) 受付管理 「組合より要請があった場合、SPCは、収納した料金を、組合が定
める方法によって組合へ引き渡すこと。」とあります。文脈上、
通常は貴組合より要請がないものと読み取れますが、その場合の
収納した料金の扱いについてご教示下さい。
また「組合が定める方法」について、具体的な方法や頻度をご教
示下さい。

通常や要請についての詳細は、今後組合が定める方法によりま
す。

20 14 第3章 表2　本施設
受付時間

本施設受付時間　平日　午前8時30分～午後4時15分となっていま
す。昼の受付休み時間は無いのでしょうか。

午前8時30分～午後4時15分の間、常時受付をします。

21 15 第4章 第1節 2(1)② 処理能力 ②不燃ごみ・粗大ごみ処理施設 3,557t/年以上とあります。施設
規模14t/5hからすると254日以上となります。処理時間を延長する
ことは認められるのでしょうか。

設置届の範囲内で調整するものとします。

22 16 第4章 第1節 7 重機類・車
両等の仕様

本業務に必要な重機類・車両等の内容はSPCにて計画・提案すると
の認識で宜しいでしょうか。

供用開始時に必要となる重機類・車両等は建設事業者で納入し、
車両の更新を含めその他管理運営に必要となる重機類・車両等の
計画･調達は、SPCで行ってください。

23 16 第4章 第1節 6(2) 運転時間 「不燃・粗大ごみ処理施設は、5時間/日とする。」とあります
が、安全かつ安定的に滞りなく処理できることを前提に、運転時
間を短縮しても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、設置届の内容の範囲内での運転におい
て、安全かつ安定的に滞りなく処理するということに留意くださ
い。

24 18 第4章 第8節 (2) 運転計画の
作成

本施設の全炉休止期間を計画するに当たり、考慮すべき条件（時
期、期間）ございましたらご教示ください。

事業者の提案によりますが、実際の運転については、組合の承諾
を得た年間運転計画及び月間運転計画に基づきます。

25 23 第7章 1(2) 物品・用役
の調達・管
理

「災害発生等のために～見学者150人と運転員等の7日間分の食料
品と水を備蓄すること。」とありますが、水につきましては、飲
料水との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
26 24 第8章 - (5) コンテナの

配置日
中継施設に３台のコンテナを配置する受付日前日とは、管理運営
開始日にかかわらず最初に受付を開始する日の前日と理解してよ
ろしいでしょうか。

中継施設の受付日の前日までに次の受付日の為にコンテナの設置
を求めています。
例えば、受付日が連続している平日は毎日翌日のために3台のコン
テナを設置した状態としてください。
閉場日を挟む場合は、受付日の前日までに3台のコンテナを設置し
た状態としてください。

27 24 第8章 (5) 運搬業務 「～受付日前日までに3台のコンテナを中継施設に配置する～」と
ありますが、中継施設の管理上、配置が不可能な時間帯や曜日が
ございましたらご教示ください。

現段階では未定ですが、閉場日を挟む場合は、受付日の前日まで
に3台のコンテナを設置した状態としてください。

28 24 第8章 (2) 運搬業務 組合からの指示に従い中継施設の受付時間外に運搬すること。た
だし、可燃ごみについては当日の搬入分の積み残しが生じないよ
う、受付時間終了時点においても組合から指示があった場合は運
搬することとありますが、受付時間内は、ごみの搬入の可能性が
ありますので、受付時間終了後に運搬することを標準とすること
でよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおり、運搬は、組合の指示により行って頂き
ます。
従って、受付時間内であっても搬入量等により、運搬は行って頂
きます。

29 24 第8章 (2) 運搬業務 「～、受付時間終了時点においても組合から指示があった場合は
運搬すること。」とありますが、ここでいう「組合」は貴組合と
の理解で宜しいでしょうか。その場合、受付業務を延長して行う
との理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。
ただし、組合から中継施設の管理運営について委託を行った場合
は、運用上は委託先からの指示となります。
中継施設の受付業務は延長しません。
中継車両の重量測定は環境センターで行うものとします。

30 24 第8章 (1) 運搬業務 運搬車両着脱式コンテナ車（10t級）（コンテナ20m
3
級））とあり

ますが、可燃ごみの運搬については、他の形式の運搬車両を使用
してもよろしいでしょうか。

要求水準書に示すとおりとします。

31 25 第9章 1(4) 資源化業務 「～、資源化物としての価値が認められなくなり、有効利用先の
探索が困難な場合、～」とありますが、有償、逆有償に関係なく
引取先が無くなった場合と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32 26 第10章 第1節 (1) 売電の事務
手続き及び
発電条件

電力広域的運営推進機関あるいは中部電力により電源接続案件募
集プロセスが仮に実施された場合、計画通りの工程で発電ができ
ない可能性があります。（売電が予定通りできず、買電の可能性
が生じる。）　この場合　管理運営委託料は協議していただける
と解釈してよろしいでしょうか。

詳細は電力会社との協議にもよりますが、建設事業者には、電源
接続案件募集プロセスによらず、系統連携の手続きを行って頂く
ことになります。

33 26 第10章 第2節 (2) 武豊町屋内
温水プール
（仮称）へ
の余熱供給

「蒸気又は温水の熱供給については、年間及び月間の供給計画を
作成すること。」とありますが、供給停止期間を計画するに当た
り、考慮すべき条件（時期、期間）がありましたらご教示くださ
い。

現段階では、具体的な条件の想定はありません。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
34 28 第11章 9(1) 本施設の管

理運営の記
録に関する
報告

「～、組合が公表できるように、SPCは公表用ホームページを作成
するとともに必要な情報を組合に提出すること。」とあります
が、運営事業者が直接貴組合のホームページを作成編集するので
なく、貴組合HP内に施設情報の公表用コンテンツを設計制作し、
そこに記載する情報を適宜提供すると理解して宜しいでしょう
か。

SPCは自ら本施設・本事業用のホームページを作成し、そこに掲載
する情報の中から組合が必要とする情報を適宜提供してくださ
い。

35 29 第12章 第3節 (1) 見学者対応 年間の見学者の団体数と総人数について、過去の実績をご教示願
います。

添付資料データに追加します。

36 29 第12章 第2節 啓蒙業務の
計画・実施

施設の見学者想定（人数・頻度・種別等）についてご教示願いま
す。

追加する添付資料データ等を踏まえ、想定してください。

37 29 第12章 第3節 見学者対応 想定されている年間の見学回数及び見学者総数をご教示くださ
い。

№36を参照してください。

38 30 第13章 第2節 (1) 植栽管理 植栽管理計画を作成する範囲は、今回の施工により植栽した範囲
と考えて宜しいでしょうか。

本敷地内の範囲です。

39 30 第13章 第5節 (2) 住民対応 「住民等から意見等があった場合にも、適切に対応すること」に
ついて、対応に関し、要求水準書に記載がなく、想定していない
費用が発生する場合は、都度、ご協議いただけると考えてよろし
いでしょうか。

意見等が本入札公告までの本事業の実施を含む組合の本事業に係
る決定事項に起因し、対応内容が要求水準書に示すSPCの業務範囲
外の場合は、ご理解のとおりです。
それ以外は、協議は可能ですが、SPCの責任において対処してもら
います（SPCの業務履行状況に起因して本業務外の対応が必要と
なった場合も含む）。
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■落札者決定基準に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 8 Ⅴ 3 3(3)ア 地域経済へ

の貢献
「本店、支店又は営業所を有する企業・団体」が地元企業として
定義付けされていますが、本店と営業所とでは期待できる地元へ
の経済効果に大きな差がございます。そのため、発注予定総額の
多寡のみで評価されるのではなく、本店への発注予定額が多い提
案がより高い評価を得られると考えてよろしいでしょうか。

提案内容が、地域経済の活性化にもたらす影響・効果等への期待
を総合的に判断の上、審査委員会で評価します。

2 8 Ⅴ 3 3(3)ア 地域経済へ
の貢献

地元企業の要件のひとつとして「本店、支店又は営業所を有する
企業・団体」とありますが、それに類する名称である本社、支
社、工場、事業所も含まれると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 8 Ⅴ 3 3(3)ア 地域経済へ
の貢献

第１４－３号様式の地元企業への発注予定額を算出する上で、本
項目で示されている　本店、支店又は営業所とは、本事業の入札
公告時点（平成29年8月28日現在）に所在していることを条件とす
ると理解してよろしいでしょうか。

提案書提出時点で本店、支店又は営業所が所在していることが必
要となります。

4 8 Ⅴ 3 3(3)ア 地域経済へ
の貢献

本項目で示されている本店、支店又は営業所とは、契約権を持ち
かつ契約書に記載する契約者の住所が半田市、常滑市、南知多
町、美浜町及び武豊町内とし、実質的な業務実態が存在すること
を条件と考えてよろしいでしょうか。本入札の為に一時的に業務
実態のない営業所等を開設することを防ぐべきと考えます。

契約権の有無は問いませんが、実質的な業務実態のある営業所等
を期待しています。

5 8 Ⅴ 3 3(3)ア 地域経済へ
の貢献

本項目で示されている本店、支店又は営業所について、契約権の
有無が問われない場合、「地元企業」とは半田市、常滑市、南知
多町、美浜町及び武豊町内のいずれかで恒常的に人を配置・雇用
し事業を行なっている企業（工場や開発拠点としての事業所が所
在する企業）も含まれると理解してよろしいでしょうか。

「地元企業」とは、半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊
町内のいずれかに本店、支店又は営業所を有する企業・団体を指
します。

6 8 Ⅴ 3 3(3)イ 地域経済へ
の貢献

地元人材との定義は半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊
町内に住民票を有し、在住している者と理解してよろしいでしょ
うか。
また、住民票は取得後一定期間以上（例えば３ヶ月以上）経過し
ている等の条件はございますでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、特段の条件はありません。

7 8 Ⅴ 3 3(3)イ 地域経済へ
の貢献

本事業における地元人材の活用方針(雇用人数、雇用条件など）に
ついては、設計建設段階を除く管理運営段階における活用方針で
あるとの理解でよろしいでしょうか。

設計建設段階における提案を妨げるものではありません。
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■様式集に対する質問への回答
№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 様式全般 押印欄に記載のある「代表企業代表者又は復代理人」のうち代表

者の印鑑は組合構成市町に入札参加資格申請で登録している受任
者の使用印（支店等の支店長印等）の意味であり、復代理人の印
とはその代表者から様式6で委任された実務担当者等の使用印であ
るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 様式全般 様式６の提出後、やむを得ない事情により実務担当者が変更に
なった場合は　変更の届出等で変更を認めていただけますでしょ
うか。

変更を認めます。

3 様式全般 参加資格申請書及び入札時に提出する各種書類（入札用封筒含
む）の提出は実務担当者が行いますが、それらの書類の押印は代
表企業代表者の印（入札参加資格申請で登録している支店の支店
長印等）でよろしいでしょうか

質問にある各種書類の押印は、代表企業代表者の印となります。
ただし、第６号様式で代表企業代表者から復代理人に委任された
事項に基づき書類を提出する場合は、復代理人の印に限ります。

4 第3号 参加表明
書

「商号又は名称」、「所在地」、「代表者」は、入札参加資格者
名簿に記載されている者を記載することで宜しいでしょうか。ま
たは企業の代表（代表取締役等）を記載との理解で宜しいでしょ
うか。もしくはどちらでも宜しいでしょうか。

愛知県又は知多南部地域２市３町のいずれかの平成29年度入札参
加資格者名簿に登録されている、「商号又は名称」、「所在地」
及び「代表者」を記載してください。

5 第6号 「備考：上記委任事項は参考に示したものである」とあります
が、当様式を参照し、委任事項を追加してもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

6 第7号
[1/13]

1 必要な書類のうち会社概要については、会社案内のパンフレット
を提出することでもよろしいでしょうか。

会社の総合パンフレットでも可とします。

7 第7号
[1/13]

5 納税証明書は写しでも可でしょうか。
原本の場合には、２部提出のうち一方は原本でもう一方は写しで
もよろしいでしょうか。

１部は原本としてください。もう１部は写しでも可です。

8 第7号
[1/13]

5 納税証明書（法人事業税と地方税）について、本社より入札・契
約に関して委任された名古屋支店が本事業の契約者となる場合
は、名古屋支店の納税証明書に加えて、委任元である本社の納税
証明書（法人事業税と地方税）も別途提出する必要がありますで
しょうか。

納税証明書については、入札参加者の所在地及び知多南部地域２
市３町における「未納の税額がないことの証明書」又は「納税義
務がないことの申出書（任意様式）」が必要になります。
入札参加者が本社以外の場合は、上記に加えて本社の国税の「未
納の税額がないことの証明書」も必要になります。
また、知多南部地域２市３町に入札参加者とならない支社・支
店・営業所がある場合は、すべての支社・支店・営業所の知多南
部地域２市３町における「未納の税額がないことの証明書」又は
「納税義務がないことの申出書（任意様式）」のいずれかについ
てもあわせて提出してください。
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№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
9 第7号

[2/13]
[3/13]
[4/13]
[5/13]
[6/13]
[8/13]
[9/13]
[10/13]
[11/13]
[12/13]

実績調書
類

実績を証明するものとして契約書の写しを添付する場合、契約書
全ページではなく、契約印のあるページのみでよろしいでしょう
か。

基本的にはご理解のとおりですが、証明として不十分な場合は追
加での提出を求めることもあります。

10 第7号
[2/13]
[3/13]
[4/13]
[5/13]
[6/13]
[8/13]
[9/13]
[10/13]
[11/13]
[12/13]

実績調書
類

実績を証明する資料、及び施設パンフレットの添付について、設
計，建設などで同一実績を使用する場合、2回目以降は添付を省略
することは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

11 第7号
[2/13]
[3/13]
[5/13]
[8/13]

処理方式 本項には、入札参加要件にある「全連続式ストーカ炉方式」と記
入すればよろしいでしょうか。

ご質問の記入方法でも構いません。

12 第7号
[2/13]
[3/13]
[5/13]
[8/13]
[10/13]

添付書類 熱回収施設プラントについて「発注証明又は契約書の写し等、実
績を証明するものを添付すること。あわせて～添付すること。」
とありますが、パンフレット等のほかに証明する書類としては、
実施設計図書又は完成時に納入した完成図書（表紙と該当ペー
ジ）等の写しという理解でよろしいでしょうか。

入札説明書に示す実績要件が確認できることを前提に、パンフ
レットの他、完成図書の写しも添付書類として認められます。

13 第7号
[4/13]
[6/13]
[9/13]
[10/13]

添付書類 不燃・粗大施設ごみ処理施設プラントについて「発注証明又は契
約書の写し等、実績を証明するものを添付すること。あわせて～
添付すること。」とありますが、パンフレット等のほかに証明す
る書類としては、実施設計図書又は完成時に納入した完成図書の
フローシート、機器リストや図面類等の写しという理解でよろし
いでしょうか。

入札説明書に示す実績要件が確認できることを前提に、パンフ
レットの他、完成図書の写しも添付書類として認められます。
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№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
14 第7号

[4/13]
[6/13]
[12/13]

処理ライ
ン

本項目の記述に関しては、処理フローを文章にて簡略に説明すれ
ばよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 第7号[10/13] 「運転管理等期間」とありますが、「維持管理等期間」と読み替
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 第12、13、14号 「（本注意書きの記載は不要）」との注意書きがありますが、記
載が必要なものは以下のとおりと考えてよろしいでしょうか。
・審査項目（大項目）
・審査項目（中項目）
・審査項目（小項目の括弧書き以外の「について、」または、
「において、」以前のみ）
・提案者番号等
・通し番号

ご理解のとおりです。

17 第12-4号 1 (4) ア 発電効率 表中「環境省式」とは、『エネルギー回収型廃棄物処理施設整備
マニュアル』に記載されるエネルギー回収率（発電効率＋熱利用
率）のことと理解してよろしいでしょうか。また、「春秋季」
「夏季」「冬季」の欄には各季節の発電効率のみを記載すること
でよろしいでしょうか。

環境省式の欄は、発電効率で記載してください。
後段については、ご理解のとおりです。

18 第12-4号 1 (4) ア 発電効率 表中「春秋季」、「夏季」、「冬季」の発電効率を算出する際の
外気温条件は、事業者により想定することでよろしいでしょう
か。

気象庁HPの南知多地域気象観測所の過去の気象データにより想定
してください。
各季は春：3～5月、夏：6～8月、秋：9～11月、冬：12～2月とし
ます。

19 第13-3号 2 (3) エ 表　提案
単価

表に記載されている提案単価（円／kg）については、事業者が資
源物を買い取るスキームでないこと、スクラップ等の市況は変動
が非常に激しく長期間単価を保証することが困難であることか
ら、事業者が探索した提案資源化先（売却先）から提案書提出時
点の市況を踏まえ提示された単価をもとに記載させていただき、
その提案単価は保証するものはではないことをご了解いただけま
すでしょうか。

事業期間中の保証単価を期待しますが、提案が困難な場合は、欄
外又は備考欄に保証可能な期間を明示ください。

20 第13-3号 2 (3) エ 循環型社
会及び低
炭素社会
形成に質
する管理
運営

資源化価格の変動が比較的大きい鉄について、提案時の価格（単
価）は参考として扱われると考えて宜しいでしょうか。

提案時の価格は参考ではなく、保証値となります。保証期間につ
いては、№19を参照してください。
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№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
21 第14-3号 3 (3) ア 地域経済

への貢献
提案した地元企業への発注予定額について、提案額に達成しな
かった場合、何らかのペナルティは想定されていますでしょう
か。

地元企業への発注が提案どおりに行われない場合、債務不履行と
なり、契約の解除事由に該当します。

22 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元企業への発注は入札前時点で確定しない為、提案した地元発
注金額の総額を遵守するという前提で、発注候補企業を記載すれ
ばよいとの理解でよろしいでしょうか。

各企業への発注予定額の内訳を記載していただくことを希望しま
すが、ご質問の提案内容も可能とします。

23 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

発注予定の地元企業が多数となる場合、＜地元企業への発注予定
額と企業名及び発注内容＞の表には、分野ごとの発注企業の総数
と合計金額を記載し、具体的な企業名及び企業ごとの発注予定額
は添付資料として提出してもよろしいでしょうか。

発注予定の地元企業が多数となる場合は、具体的な企業名及び企
業ごとの発注予定額は添付資料として提出することも認めます。
ただし、地元企業への発注予定額と企業名及び発注内容の概要は
第14-3号様式の表に記述してください。

24 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

工事の発注において、代表企業等から地元企業A社へ発注、A社よ
り地元企業B社へ発注する予定の場合、B社の受注金額はA社受注金
額に含まれるので、A社の受注金額のみを発注予定額として計上で
きるものとし、B社の受注予定額は計上できない（二重の計上は出
来ない）と理解してよろしいでしょうか。

また各種資材の調達や業務の委託等、全ての範囲に関し、同様に
二重の計上は出来ないと理解してよろしいでしょうか？

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

25 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

工事の発注において、代表企業等から地元企業A社へ発注、A社よ
り地元外企業C社へ発注する予定の場合、C社の受注金額はA社の受
注金額に含まれるので、A社の受注金額から、C社の受注金額を除
して、発注予定額を計上しなおすという理解でよろしいでしょう
か。

ご質問の場合、企業A社への発注予定額を計上してください。

26 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元企業B社を含む甲型JVに工事発注した場合、JV受注額のうち地
元B社の出資比率が地域経済への貢献額の対象となると考えてよろ
しいでしょうか。

ご質問の場合、地元B社の出資比率は地域経済への貢献になると考
えています。
ただし提案にあたっては、地元企業への発注予定額を記載してく
ださい。
発注予定額が提案できない場合は、JVの受注額及び地元企業の出
資比率を備考欄に記入してください。

27 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元企業B社を含む甲型JV(例、地元外A社：地元B社＝8：2)に工事
発注し、更に当該JVから工事等を地元企業C社に下請発注した場
合、C社受注額（例100万円）から、甲型JVの地元B社の出資比率分
（2割）を除いた金額（80万円）が地域経済への貢献額の対象とな
ると考えてよろしいでしょうか。

ご質問の場合、C社受注額は100万円としてください。
なお、地元B社への発注予定額が提案可能な場合は、C社受注額を
二重計上しないでください。
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№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
28 第14-3号 3 (3) ア 地域経済

への貢献
水、電気、下水などの公共料金や、書面契約によらず料金が支払
われるもの(タクシー、弁当、燃料)などについては、地域経済へ
の貢献額に含まれないものとの理解でよろしいでしょうか。

公共料金はご理解のとおりです。
書面契約によらず料金が支払われるものについては、本事業に対
しての履行確認ができるものが対象となります。

29 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

物品・資材等について発注階層にかかわらず発注先として地元外
企業に発注した場合であって、最終的な発注先が地元企業の場合
には、地元企業受注額が地域経済への貢献額と考えてよろしいで
しょうか。

発注階層に関わらず、二重計上をしない前提で、地元企業への発
注予定額を提案してください。

30 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元企業へ工事発注した際に、地元企業が使用する資材について
は地元外産出品であっても、地域経済への貢献額として計上して
もよろしいでしょうか。

二重計上をしない前提で、地元企業への発注予定額を提案してく
ださい。

31 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元に所在するA社の工場・生産拠点で生産される機器や資材を購
入する際、購入の窓口が地元に無く、地元以外（例えば名古屋市
内）のA社営業所との契約にならざるを得ない場合、A社営業所と
の契約金額は地域経済への貢献額として認められるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご質問の場合、地元に所在するA社の工場・生産拠点からの調達金
額を発注予定額として提案してください。

32 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

販売行為ではなく、中間流通業者の商社行為は、地元経済への貢
献額として認められないと理解してよろしいでしょうか。

二重計上をしない前提で、地元企業への発注予定額を提案してく
ださい。

33 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

地元企業が販売する、地元で産出・生産・製造されていない資材
調達額と、地元で産出、生産又は製造された資材の調達額が同額
の場合、同評価となりますでしょうか。

提案内容が、地域経済の活性化にもたらす影響・効果等への期待
を総合的に判断の上、審査委員会で評価します。

34 第14-3号 3 (3) ア 地域経済
への貢献

本項目における地元企業への発注予定額については、発注階層の
階層制限（三～四次下請けまで等）はありますでしょうか。

階層制限はありません。

35 第14-3号 3 (3) イ 地域経済
への貢献

本事業における地元人材(半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び
武豊町内のいずれかに在住しているもの)の雇用について、雇用に
かかる費用は地域経済への貢献額に含まれると理解してもよろし
いでしょうか。

地元人材の雇用については、活用方針が重視されると考えられま
すが、費用を提案する場合は、人件費分を記載し、その他地域経
済への貢献に資すると思う内容は、別途提案してください。

36 第14-3号 3 (3) イ 地域経済
への貢献

本事業における地元人材(半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び
武豊町内のいずれかに在住しているもの)の雇用について、賃金、
手当て等の直接従業員へ支払う費用は地域経済への貢献額に含ま
れると理解してよろしでしょうか。

地元人材の雇用については、活用方針が重視されると考えられま
すが、費用を提案する場合は、人件費分を記載し、その他地域経
済への貢献に資すると思う内容は、別途提案してください。
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№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
37 第14-3号 3 (3) イ 地域経済

への貢献
本事業における地元人材(半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び
武豊町内のいずれかに在住しているもの)の雇用について、直接従
業員へ支払わない福利厚生にかかかる費用も地域経済への貢献額
に含まれると理解してよろしでしょうか。

地元人材の雇用については、活用方針が重視されると考えられま
すが、費用を提案する場合は、人件費分を記載し、その他地域経
済への貢献に資すると思う内容は、別途提案してください。
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■基本協定書（案）に対する質問への回答
№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 全般 基本協定書（案）を元に、締結までに今一度内容を詳細に協議い

ただけると考えてよろしいでしょうか。
本件は入札となりますので、条件変更となるような協議には一切
応じられません。

2 第3条 SPCの設立 「会社法上の株式会社である取締役設置会社として～」とありま
すが、各構成員からのSPCへの取締役等役員の派遣については制限
はないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 第5条 3 特定事業契
約

「当該違約金の定めは損害賠償額の予定」ではないとあります
が、損害賠償額とは、入札提案書提出日以降に発注者が実際に支
出した実費という理解でよろしいでしょうか。

「損害賠償額の予定ではない」に本件特有の意味はありません。

4 別紙１
(第５条
関係)

出資者保証
書

出資者保証書は基本協定書にとじこまず、別途構成員が押印して
提出するものとの理解でよろしいでしょうか。

様式として合意するものです。
その合意に従い別途、記名押印の上、提出してください。
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■基本仮契約書（案）に対する質問への回答
№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 全般 基本契約書（案）を元に、締結までに今一度内容を詳細に協議い

ただけると考えてよろしいでしょうか。
本件は入札となりますので、条件変更となるような協議には一切
応じられません。

2 第1条 前文 「PFI事業として」実施するとありますが、入札公告、入札説明書
では「PFI法に準じて」実施するとあります。どちらが正しいで
しょうか。

「ＰＦＩ法に準じて（実施する事業）」が正となります。契約書
において修正します。

3 第6条 6 株式担保権設定契約書に関する要請は、どのような場合に行われ
るのでしょうか。

原則として、どのような場合でも要請します。

4 第9条 4 管理運営業
務

後継管理運営企業候補者の参加資格条件の確認日は、後継管理運
営企業候補者への業務引継検討を発注者に打診した日との理解で
宜しいでしょうか。

打診を受けた後、発注者が定める日とします。

5 第9条 6 管理運営業
務

後継中継廃棄物運搬企業候補者の参加資格条件の確認日は、後継
中継廃棄物運搬企業候補者への業務引継検討を発注者に打診した
日との理解で宜しいでしょうか。

打診を受けた後、発注者が定める日とします。

6 第14条 3 基本契約の解除は運営期間中も適用されると考えてよろしいで
しょうか。

運営期間中の基本契約の解除もありえます。

7 第14条 3 上記については、構成企業全社に該当するのでしょうか。 ご理解のとおりです。

8 第14条 3 契約の終了 本条項但書において損害賠償について記載されておりますが、解
除事由である第4号に「特定事業契約が発注者より解除された場
合」とあります。
この点、特定事業契約の発注者の解除権は、例えば委託約款第35
条第3項に「その他必要がある場合」とあるように、事業者に帰責
性のない場合も含まれてあります。また、不可抗力や法令変更の
場合の解除もあります。かかる原因による発注者の特定事業契約
の解除は、損害賠償の対象から除外されると考えてよろしいで
しょうか。

事業者の帰責性のない場合まで損害賠償を請求する趣旨ではあり
ません。
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■建設工事請負仮契約書（案）に対する質問への回答
№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 全般 建設工事請負仮契約書（案）、設計約款及び工事約款を元に、締

結までに今一度内容を詳細に協議いただけると考えてよろしいで
しょうか。

本件は入札となりますので、条件変更となるような協議には一切
応じられません。

2 設計約
款第6条

1 著作権の譲
渡等

「～、当該著作物に係る乙の著作権（～）を当該著作物の引渡し
時に甲は無償で譲渡するものとする。」とありますが、「甲は」
は「甲に」と読み替えて宜しいでしょうか。また、「無償譲渡」
については委託約款第42条2項と同様、「譲渡の対価が請負代金に
含まれる」との理解で宜しいでしょうか。

前段について、ご理解のとおりであり、契約書において修正しま
す。
後段について、ご理解のとおりです。

3 設計約
款第6条

5 「第１条５項の規定にかかわらず」とありますが第１条５項の記
載は見当たりません。どのように解釈すればよろしいでしょう
か。

第１項を指します。
契約書において修正します。

4 設計約
款第6条

5 著作権の譲
渡等

「第1条第5項の規定」は誤記と思われますので、正しい引用箇所
をご教示下さい。

No.3を参照してください。

5 設計約
款

第8条

1 特許権等の
使用

「～甲が無償で自由に自ら及び第三者をして特許権等の実施、使
用等（～）する権利を確保して甲に付与するものとし、～」とあ
りますが、「無償譲渡」については委託約款第42条2項と同様、
「譲渡の対価が請負代金に含まれる」との理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

6 設計約
款

第9条

監督員 本条には、第10条5、6項の記載内容が包含されるとの理解で宜し
いでしょうか。

本条は１０条との直接の関係はありません。
なお、１０条は１項ないし３項により構成され、当事者を拘束し
ます。

7 設計約
款

第12条

1 地元関係者
との交渉等

「地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。」とあります
が、敷地の新たな出入口を設けることに係る警察や近隣地権者と
の協議・交渉も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

本条の趣旨は、ご指摘のような協議・交渉までを含むものではあ
りません。

8 設計約
款

第16条

4 貸与品等 「設計書」を「設計図書」と読み替えて宜しいでしょうか。 ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

9 設計約
款

第16条

貸与品等 本条には、第16条2、4、5、6、7項の記載内容が包含されるとの理
解で宜しいでしょうか。

本条は、貸与品があった場合の規定です。
なお、本条は第１項ないし５項により構成され、当事者を拘束し
ます。

10 設計約
款

第32条

請負代金の
支払い

設計業務の成果物は「工事目的物」に該当しないとの理解で宜し
いでしょうか。

該当します。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
11 設計約

款
第38条
の2

2 契約が解除
された場合
等の違約金

「乙」がＪＶである場合に、各号にいう「乙」は「ＪＶの各構成
員」を指すとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

12 設計約
款

第38条
の2

契約が解除
された場合
等の違約金

「～乙は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として～」と
ありますが、ここでいう違約金は「損害賠償額の予定」との理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 設計約
款第38
条の2

1 違約金 契約解除の場合の違約金が「請負代金の10分の1」と規定されてい
ますが、この違約金は工事約款第43条の2に規定される違約金と重
複適用されないと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 設計約
款第38
条の4

3 違約金 この項でいう「業務委託料」とは、何に該当しますでしょうか。 「業務委託料」を「請負代金」として、契約書において修正しま
す。

15 設計約
款

第40条

2 乙の解除権 「ただし、前項第2号の規定による契約解除が、業務の実施中止が
天災等による場合その他甲の責めに帰すべからざる事由による場
合には、この限りでない。」とありますが、第29条3項が適用され
る場合は、乙は損害の賠償を甲に請求できるものと理解して宜し
いでしょうか。

29条3項の適用ある場合であっても、本ただし書きのとおり、乙は
甲に損害賠償を求めることはできません。

16 設計約
款

第41条

3 解除の効果 「前項に規定する既履行部分請負代金は、甲が定め、乙に通知す
る。」とありますが、既履行部分請負代金額の決定については事
前に甲、乙による協議があるとの理解で宜しいでしょうか。

甲の算定基準によります。
甲は契約上の協議義務を負いません。

17 設計約
款第42
条の2

1 賠償金 「第38条の2第1項の各号のいずれかに該当するとき」とあります
が、「第38条の２」ではなく「第38条の3」と読み替えればよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

18 設計約
款第42
条の2

1 賠償金 この項でいう「業務委託料」とは、何に該当しますでしょうか。 「業務委託料」を「請負代金」として、契約書において修正しま
す。

19 設計約
款第42
条の2

2 賠償金 この項でいう「業務委託料」とは、何に該当しますでしょうか。 「業務委託料」を「請負代金」として、契約書において修正しま
す。

20 設計約
款

第46条

契約外の事
項

「～、工事約款、～」を「～、工事約款を参照、もしくは～」と
読み替えて宜しいでしょうか。

「工事約款」を「工事約款によるものとし」として、契約書にお
いて修正します。

21 工事約
款

第4条

1 契約の保証 「知多南部広域環境組合財務規則第186条」を「知多南部広域環境
組合財務規則第168条」と読み替えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
22 工事約

款
第9条

1 特許権等の
使用

「～甲が無償で自由に自ら及び第三者をして特許権等の実施、使
用等（～）する権利を確保して甲に付与するものとし、～」とあ
りますが、「無償譲渡」については委託約款第42条2項と同様、
「譲渡の対価が請負代金に含まれる」との理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

23 工事約
款第19
条

5 「前項の規定により...（中略）...甲は、かかる訂正又は変更に
より乙に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必
要な費用等の補償を行う義務を負わない。」とありますが、乙に
もまたその帰責事由がない場合には、別途ご協議とさせていいた
だいてもよろしいでしょうか。

甲はご指摘の場合には乙の意見を聞きますが、契約上の協議義務
を負いません。

24 工事約
款

第19条

5 条件変更等 「ただし、～甲の責めに帰すべきことが明らかな場合でない限
り、甲は、～当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義
務を負わない。」とありますが、「甲の責めに帰すべきことが明
らかな場合でない限り」では第三者の責めに帰すべき場合や不可
抗力による場合が適用されなくなってしまうため、ここを「乙の
責めに帰すべき場合」と読み替えて宜しいでしょうか。

不可抗力の場合には、不可抗力条項の適用があります。
建設工事請負仮契約書（案）に示すとおりとします。

25 工事約
款

第20条

3 設計図書の
変更

「ただし、甲の責めに帰すべきことが明らかな場合でない限り、
甲は、～当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を
負わない。」とありますが、「甲の責めに帰すべきことが明らか
な場合でない限り」では第三者の責めに帰すべき場合や不可抗力
による場合が適用されなくなってしまうため、ここを「乙の責め
に帰すべき場合」と読み替えて宜しいでしょうか。

不可抗力の場合には、不可抗力条項の適用があります。
建設工事請負仮契約書（案）に示すとおりとします。

26 工事約
款

第21条

1 工事の中止 「～、甲は、工事約款第工事の中止内容を直ちに乙に通知して、
～」を「～、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、～」
と読み替えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

27 工事約
款

第26条

5 賃金又は物
価の変動に
基づく請負
代金額の変
更

「～主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生
じ、請負代金額が不適当となったときは、～」とありますが、
「主要な工事材料」とは具体的にどのようなものを想定されてい
るかをご教示下さい。

具体的かつ個別的な判断となります。

28 工事約
款

第27条

臨機の処理 タイトル「臨機の処理」を「臨機の措置」と読み替えて宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

29 工事約
款

第30条

2 不可抗力に
よる損害

「甲は、前項の規定による通知を受けたときは、～、同項の損害
（～）の状況を確認し、」とありますが、「同項の損害」とは前
項に規定される損害を指すとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
30 工事約

款
第32条

3 中間検査 「～、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。」と
ありますが、破壊検査の目的部分に関し、破壊が不要な段階で乙
が甲に検査を申し入れした場合はこの限りではないとの理解で宜
しいでしょうか。

破壊が不要な段階で、乙が甲に検査を申し入れした場合であっ
て、甲がこれを認めた場合、この限りではありません。

31 工事約
款

第33条

6 完了検査及
び引渡し

「～、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。」と
ありますが、破壊検査後の復旧について、破壊検査の目的部分に
関し、破壊が不要な段階で乙が甲に検査を申し入れした場合はこ
の限りではないとの理解で宜しいでしょうか。

破壊が不要な段階で、乙が甲に検査を申し入れした場合であっ
て、甲がこれを認めた場合、この限りではありません。

32 工事約
款

第35条

3 部分使用 「賠償額は、甲乙協議して定める。」とありますが、「賠償額＝
損害額」の考え方を妨げるものではないとの理解で宜しいでしょ
うか。

協議して定めます。

33 工事約
款

第36条

1 前払金及び
中間前金払

「なお、契約書の特に定めた条件欄に前払金の規定が記載されて
いないときは、本条の規定は適用しない。」とありますが、建設
工事請負仮契約書（案）の契約事項「7．前払金　なし」が適用さ
れるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 工事約
款

第42条

2 履行遅滞の
場合におけ
る損害金等

「年14.6パーセントの割合」について、公平性の観点から、第17
条4項に記載されている「政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応
じ、年2.7パーセントの割合」が本項においても適用されるとの理
解で宜しいでしょうか。

甲と乙では債務の性質が異なります。
建設工事請負仮契約書（案）に示すとおりとします。

35 工事約
款第43
条

1 保険 保険付保時に直ちに保険証券を提出することにしていますが、保
険証券作成には2ヵ月程度要する場合がありますので、付保証明書
を提出することで保険証券の代替としてよろしいでしょうか。

付保証明書の提出後、速やかに保険証券を提出してください。

36 工事約
款

第43条
の2

2 契約が解除
された場合
等の違約金

「乙」がＪＶである場合に、各号にいう「乙」は「ＪＶの各構成
員」を指すとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

37 工事約
款

第43条
の2

契約が解除
された場合
等の違約金

「～乙は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として～」と
ありますが、ここでいう違約金は「損害賠償額の予定」との理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

38 工事約
款

第43条
の3

談合その他
不正行為に
よる解除

「～乙に障害が生じても、～」を「～乙に損害が生じても、～」
と読み替えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
39 工事約

款第46
条の2

2 賠償金 この項でいう「契約金額」とは、建設工事請負仮契約書における
請負代金額を指すとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

40 工事約
款

第48条

2 妨害等に対
する報告義
務等

「～、前項の甲への報告又は～」とありますが、本条1項には警察
への被害届のみならず「甲への報告」も義務付けられるとの理解
で宜しいでしょうか。また、「～、武豊町の調達契約からの排除
措置を～」を「～、知多南部広域環境組合の調達契約からの排除
措置を～」と読み替えて宜しいでしょうか。

前段について、ご理解のとおりです。
後段について、ご理解のとおりであり、武豊町を甲と契約書にお
いて修正します。
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■管理運営委託仮契約書（案）に対する質問への回答
№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
1 全般 管理運営委託仮契約書（案）を元に、締結までに今一度内容を詳

細に協議いただけると考えてよろしいでしょうか。
本件は入札となりますので、条件変更となるような協議には一切
応じられません。

2 全般 SPCと中継廃棄物運搬企業が受注者として連名で管理運営委託契約
を締結する場合、基本仮契約書（案）第4条に基づき、委託約款に
おける「乙」の責任は連帯責任ではなく、各自の所掌に応じて単
独で責任を負い、他の事業者には何ら影響が及ばないとの理解で
宜しいでしょうか。

特定事業契約に別段の定めがない限り、ご理解のとおりです。

3 委託約
款

第4条

1 契約の保証 履行期間（契約締結日の翌日から平成54年3月31日まで）における
各事業年度に関し、当該事業年度の年間委託料金額の10分の1の契
約の保証することとなっています。本条の契約の保証は、管理運
営期間の開始までに準備すればよろしいですか。

ご理解のとおりです。

4 委託約
款第4条

契約の保証 SPCと中継廃棄物運搬企業が受注者として連名で管理運営委託契約
を締結する場合、契約保証については、SPCと中継廃棄物運搬企業
がそれぞれの名義により、それぞれの契約金額に沿って行うとの
理解で宜しいでしょうか。

SPCと中継廃棄物運搬企業が連名で契約する場合も、契約保証につ
いては、SPCの名義で行って下さい。
なお、入札説明書 Ⅷ特定事業契約に関する事項 １契約手続
（５）契約保証金 イを「管理運営委託契約については、契約に定
める、各年度の管理運営委託料と運搬委託料の合計額の100分の10
以上とし、各事業年度の開始日までに納付するものとする。～」
と本回答をもって修正します。

5 委託約
款第5条

4 業務遂行 「～、資源化先との資源物の取引事務に必要となる手続き等の支
援を適切に行い、～」とありますが、資源化契約は甲と資源化先
が締結するとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 委託約
款第5条

5 業務遂行 「～、売電その他エネルギーの処分に関して甲が行う事務手続き
の支援を行い、～」とありますが、売電契約及びその他エネル
ギー処分契約は、甲と、売電先及びその他エネルギー処分先が締
結するとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 委託約
款第6条

2 業務の範囲 「ただし、～、甲において判断・了承する。」とありますが、事
前に甲の了承を得る必要があるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 委託約
款第7条

1 甲及び関係
官公署との
連携

本項に記載の「関係官公署」について、具体的な官公署名をご教
示下さい。

その判断も業務の範囲となります。

9 委託約
款第7条

2 甲及び関係
官公署との
連携

本項に記載の「甲が行う業務に係る官公署等」について、具体的
な官公署名をご教示下さい。

その判断も業務の範囲となります。

10 委託約
款第7条

3 甲及び関係
官公署との
連携

本項に記載の「所轄官庁」について、具体的な官公署名をご教示
下さい。

その判断も業務の範囲となります。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
11 委託約

款
第9条

4 緊急時の対
応等

「震災その他不測の事態により… (中略)… 最大限協力する」と
ありますが、緊急時には人命救助を第一、二次災害の防止、早急
な復旧に迅速に対応いたします。その為、協力企業等に対し、作
業着手を優先とし費用については真摯に実費分を清算することと
します。このような緊急時に要した費用については、別途清算と
させていただいてもよろしいでしょうか。

ご指摘の場合で別途費用が発生した場合には、その費用が合理的
なものである場合に限り、協議に応じます。

12 委託約
款

第19条
別紙1

委託料の減
額又は停止
モニタリン
グ実施要領
等

SPCでなく、中継廃棄物運搬企業が運搬業務を実施する場合、ペナ
ルティは、SPCと中継廃棄物運搬企業とでそれぞれ独立して評価さ
れると理解してよろしいでしょうか。
上記の理解でよい場合、中継廃棄物運搬企業のペナルティによる
減額は、運搬業務に係る委託料に対してのみ減額され、一方SPCの
ペナルティによる減額は、SPC業務に係る委託料に対してのみ減額
されると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 委託約
款第20
条

1 委託料の返
還請求

「年14.6パーセントの割合」について、公平性の観点から、第17
条4項に記載されている「政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応
じ、年2.7パーセントの割合」が本項においても適用されるとの理
解で宜しいでしょうか。

甲と乙では債務の性質が異なります。
管理運営委託仮契約書（案）に示すとおりとします。

14 委託約
款第22
条

1 料金の徴収 「～甲が定める料金を徴収の上、～、甲に納付するものとす
る。」とありますが、納付の方法や頻度は提案によるとの理解で
宜しいでしょうか。

組合が定めます。

15 委託約
款第23
条

1 業務の遂行
責任

「～、理由の如何を問わず、本施設の性能保証事項が確保されて
いないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、～」
とありますが、性能保証事項が確保されていない理由が乙の責め
に帰すべき事由である場合に限り適用されるとの理解で宜しいで
しょうか。

規定のとおり、理由の如何を問いません。

16 委託約
款

第23条

3 業務の履行
責任
検査

第34条第1項に「…この契約終了後10年間にわたり継続して実施可
能な状態で…明け渡さなけばならない。」とありますが、性能保
証事項不確保による完全履行責任及び損害賠償責任は、第23条第3
項に記載の通り、明渡後1年に限られると理解してよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

17 委託約
款

第24条

1 履行遅滞の
場合の損害
金等
損害賠償等
第三者への
賠償

SPCでなく、中継廃棄物運搬企業が運搬業務を実施する場合、第24
条～第26条の損害賠償義務は、SPC又は中継廃棄物運搬企業のいず
れか一方の帰責事由により損害が発生した場合、帰責性のある者
に限り損害賠償義務を負うと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

78



№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
18 委託約

款第24
条

2 履行遅延の
場合の損害
金等

「年14.6パーセントの割合」について、公平性の観点から、第17
条4項に記載されている「政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応
じ、年2.7パーセントの割合」が本項においても適用されるとの理
解で宜しいでしょうか。

甲と乙では債務の性質が異なります。
管理運営委託仮契約書（案）に示すとおりとします。

19 委託約
款第25
条

損害賠償等 「乙は、～、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しな
ければならない。」とありますが、「甲の損害」の範囲は相当因
果関係論が適用されるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 委託約
款第26
条

1 第三者への
賠償

「乙に帰すべき事由」は「乙の責めに帰すべき事由」と読み替え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、管理運営委託仮契約書（案）に示すとお
りとします。

21 委託約
款第26
条

2 第三者への
賠償

「甲は、～乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した
場合、～」とありますが、事前に甲乙による協議があるとの理解
で宜しいでしょうか。

甲は乙の意見を聞きますが、契約上の協議義務は負いません。

22 委託約
款

第27条

1 保険 保険付保時や更新時に速やかに保険証券を提出することにしてい
ますが、保険証券作成には2ヵ月程度要する場合がありますので、
付保証明書を提出することで保険証券の代替としてよろしいです
か。

付保証明書の提出後、速やかに保険証券を提出してください。

23 委託約
款第28
条

不可抗力発
生時の対応

不可抗力が発生した場合の損害•損失及び増加費用の最小限化に向
けた努力は、乙だけではなく甲乙双方が担うことが効果的、かつ
甲の利益に帰するため、「不可抗力が発生した場合、乙は、～」
は「不可抗力が発生した場合、甲、乙は、～」と読み替えて宜し
いでしょうか。

29条の規定の趣旨から、乙が甲に対して損害軽減義務を負うもの
とします。

24 委託約
款

第33条

業務の引継
ぎ等

業務の引継ぎは自己の費用で行うとありますが、これは事業者側
の費用を負担する意味であり、業務引継ぎ者の費用を負担する必
要は無いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 委託約
款

第35条

4 甲の解除権
契約が解除
された場合
等の違約金

第35条第4項に違約金の定めがあります。また、第44条第1項第1号
にも同じく第35条に基づく契約解除の場合の違約金の定めがあり
ます。この両条項は同じことを重複して記載していると理解して
よろしいでしょうか。つまり、第35条第4項の違約金に加えて、第
44条第1項第1号により違約金を重ねて課されることはないと理解
してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 委託約
款第39
条

2 協議会の設
置

「～、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることがで
きるものとする。」とありますが、これら参加者は秘密保持義務
を負うとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問の内容（原文） 質問への回答
27 委託約

款第45
条

遅延利息 「年14.6パーセントの割合」について、公平性の観点から、第17
条4項に記載されている「政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応
じ、年2.7パーセントの割合」が本項においても適用されるとの理
解で宜しいでしょうか。

乙がこの契約に基づき行うべき甲への支払いは、主に乙のこの契
約の違反等が原因であることを想定しています。
従って、管理運営委託仮契約書（案）に示すとおりとします。

28 委託約
款第47
条

19 個人情報の
保護

「損額」は「損害」と読み替えて宜しいでしょうか。 ご理解のとおりであり、契約書において修正します。

29 別紙2 1 ア 委託料
本施設の管
理運営に係
る対価

「管理運営委託料は、～、以降四半期ごとに、～計80回支払われ
るものとする。」とあります。管理運営委託料は人件費が大きな
部分を占め、かつ雇用習慣上、人件費は毎月従業員に支払われま
す。よってキャッシュフロー上の観点から、管理運営委託料は毎
月支払いが合理的と考えますが、今回四半期ごとのお支払いを設
定された根拠をご教示下さい。

支払いに係る業務の効率化等を踏まえ、四半期ごとの支払いとし
ています。

30 別紙2 2 ア 委託料
運搬業務に
係る対価

「運搬委託料は、～、以降四半期ごとに、～計80回支払われるも
のとする。」とあります。運搬委託料は人件費が大きな部分を占
め、かつ雇用習慣上、人件費は毎月従業員に支払われます。よっ
てキャッシュフロー上の観点から、運搬委託料は毎月支払いが合
理的と考えますが、今回四半期ごとのお支払いを設定された根拠
をご教示下さい。

支払いに係る業務の効率化等を踏まえ、四半期ごとの支払いとし
ています。

31 別紙4 不可抗力の
場合の費用
分担

「～、1事業年度中に発生した増加費用又は損害の100 分の1に至
るまでは乙が負担するものとし、～」とありますが、乙の負担範
囲は「事業年度の年間の運営費の100分の1 に至るまで」との理解
で宜しいでしょうか。

29条は乙の損害の負担を規定するものです。
従ってご指摘のような上限は設けません。
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