
番号 資料名 頁 項目名 内　容 回　答

1 入札説明書 3 第1章 入札説明書の位置づけ

「提出書類の作成要領」と記載ありますが、何れの資料を指し示されているの
か御教示願います。

様式13号シート名「技術提案書　作成要
領」となります。また、各様式の下部に記
載してある記入要領及び＊書きを参照して
ください。

2 入札説明書 19 第4章 5 5.1
入札参加者が提出する提案
概要書

第11号提案概要書・・及び参加資格申請書類と共に提出する。とありますが、
先の「資格審査に関する質問への回答」の11番の通り、概要提案書の提出のみ
との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
提案概要書は持参により提出することと
し、受付期間は7月24日（水）17時までとし
ます。

3 入札説明書 20 第4章 6 6.1 提案書の提出

入札公告4(3)入札書及び技術提案書等の提出方法及び提出期限 「提出方法：
書留による郵送に限る」とありますが、入札説明書 第4章6.1 提案書の提出に
記載がありますように、持参による提出を正と理解してよろしいでしょうか。

入札公告に記載のとおり書留による郵送と
します。

4 入札説明書 20 第4章 6 6.1 提案書の提出

入札書を除く提案書は・・持参により提出することとありますが、入札公告に
は「書留による郵送に限る」とあります。入札説明書を正とさせていただいて
よろしいでしょうか。

質問No.3のとおりです。

5 入札説明書 20 第4章 6 6.1 （3） 提出内容
提案書の提出方法について、入札書を除く様式第13号から第16号をパイプファ
イルで綴じ、「事業提案書」の名称で御提出することでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 入札説明書 22 第4章 7 7.1 3) (2) ③ 開札

「代理人が立ち会う場合は委任状（様式第18号）を提出書類と併せて提出す
る」と記載がありますが、提案書の提出時に併せて提出すると理解してよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 入札説明書 27 第5章 2 保険

市様にて付保する予定の「公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損
害共済及び全国市長会市民総合賠償補償保険（契約類型１型賠償責任保険 C
型）」にて想定されている補填内容（共済金額、対象とする災害・被害・損害
の事象等）をご教示願います。

付保する建物総合損害共済の共済金額は、
建物の取得価格を参考に決定します。対象
となる災害は火災、落雷・破壊又は爆発、
外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒
壊、車両の衝突・接触、騒じょう又は集団
示威行為に伴う暴行、破壊行為、風水害、
雪災、土砂崩れであって、故意、重過失、
法令違反等による損害などの免責条項に該
当しないものとします。
賠償責任保険は、施設所有(管理）者賠償責
任保険として対人は1名に付き６０００万
円、１事故に付き3億円、受託者賠償責任保
険として対物は１事故に付き保険期間中１
００万円（免責金額１万円）を予定してい
ます。

8 入札説明書 30
添付
資料
－2

1 1.4
地元企業発注金額未達の場
合の措置

「本市は、（中略）設計・建設工事期間を通じた総額での実績地元企業発注金
額が提案地元企業発注金額を下回った場合、設計・建設工事請負契約契約金額
のうちの未達成分を建設事業者に支払う施設整備費から減額して支払う。」と
あります。実績地元発注金額は、総額で下回らなければ個別の発注金額につい
ての変更は認められる、という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが、地元企業発注機
会の拡大、特定の業種に偏らない発注につ
いて、御配慮をお願いします。

9 入札説明書 31
添付
資料
－2

2 2.1 運営費の構成

運営費については本施設を運転するために必要な費用のみであり、リサイクル
センターの運営にかかる費用（電力及び上下水の基本料金・従量料金、その他
薬品使用料金等）は考慮する必要はなく、リサイクルセンターの運転に起因し
て発生する費用はリサイクルセンターが負担するとの理解でよろしいでしょう
か（例としてリサイクルセンターで消費する電力が600kWの場合、本施設での
消費電力にリサイクルセンターでの消費電力を上乗せした電力が契約電力とな
ります。この場合契約電力の上乗せ分とリサイクルセンターの消費電力はリサ
イクルセンターが負担すると考えます）。
リサイクルセンターの運営にかかわる費用も本施設で見込む必要がある場合に
は、以下項目を含め必要な容量等をご教示願います。
1.年間運転日数
2.運転計画（平日のみ稼働、土日停止等）
3.契約電力量
4.運転日及び停止日の消費電力量（時間帯毎、季節毎）
5.運転日及び停止日上下水使用量（年間使用量、日平均使用量、日最大使用
量）
6.その他見込むべき項目及びその費用

リサイクルセンターで使用した電力及び上
下水の基本料金・従量料金、その他薬品使
用料金等はリサイクルセンターの運営事業
者が支払います。
新廃棄物の運営事業者は、そのために必要
な情報の提示等を行っていただきます。

項目番号等

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答
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10 入札説明書 31
添付
資料
－2

2 2.2 運営費の支払い方法

「運営固定費は、毎月均等とする。」とありますが、運営固定費を構成する維
持管理費（法定点検・定期点検及び補修・更新等費用）は運営初期は少なく、
中期より後期は多く発生するため、運営固定費のうち、維持管理費を毎年度変
動、運転経費、人件費およびその他経費を毎月均等とさせていただけないで
しょうか。
もしくは、様式第14号-4（記載例）に、5年毎に平準化を図っている記載例を
示していただいておりますので、この記載例に基づき、5年毎の平準化とさせ
ていただけないでしょうか。

入札説明書のとおりとします。但し、維持
管理費の5年毎の平準化については、事業者
決定後、市の財政担当と協議をするものと
します。

11 入札説明書 31
添付
資料
－2

2 2.1
表２運営費の構成、算定方
法

運営変動費について、処理対象物の増減に応じて比例的に増減する費用とする
とありますが、燃料使用料金や飛灰処理費用はごみ質に応じて変動します。そ
のため、ごみ質変動についても考慮して頂けないでしょうか。

入札説明書のとおりとします。

12 入札説明書 32
添付
資料
－2

2 2.3 表3 運営費の改定

表3 運営費の改定に、ごみ量変動に伴う運営固定費は－（：改定しない）と記
載がありますが、事業者の責によらない事由で、大幅なごみ量変動が生じた際
には、運営固定費の見直しについてご協議いただけないでしょうか。

入札説明書のとおりとします。

13 入札説明書 41
添付
資料
－3

2 2.3
地元企業発注金額未達の場
合の措置

「運営期間中における当該年度の地元企業（本市内に本社又は本店がある企
業）への発注金額が、民間事業者が提案した地元企業発注金額に達しない場合
は、以下示すとおり運営費の減額措置を行う。」とあります。地元発注金額
は、当該年度内の総額で下回らなければ個別の発注金額についての変更は認め
られる、という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが、地元企業発注機
会の拡大、特定の業種に偏らない発注につ
いて、御配慮をお願いします。

14 要求水準書 3 第1章 第3節 5 土地利用規制　緑化率
緑化率について空地面積に対して15％の基準となる面積は、工事用地9,000平
米に対する計画と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

15 要求水準書 3 第1章 第3節 5 土地利用規制　緑化率
空地面積とは、建設工事範囲の面積から建築物の建築面積を控除した土地の面
積と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

16 要求水準書 4 第1章 第3節 7 2） 用水

プラント用水として再利用水と井水の記載がありますが、井水の取水制限があ
りましたらご教示願います。

許可揚水量は48㎥/日です。

17 要求水準書 4 第1章 第3節 7 2) 用水

井水は既設井戸から引き込みを行うことと記載がありますが、既設井戸の図面
および仕様（径・深さ・揚水ポンプ能力・本事業以外での必要使用量）をご教
示願います。

図面は添付資料１のとおりです。
井戸口径30㎝井戸深度120ｍ揚水ポンプ能力
600ℓ/分、本事業以外では粗大ごみ処理施設
に送水していますが、送水量は把握してい
ません。

18 要求水準書 4 第1章 第3節 7 5) 電話・インターネット

IP電話の中継サーバーがクリーンセンター内にあるため留意すると記載がされ
ていますが、貴市の電話設備については、本事業にて新たに独立して敷設する
予定です。既設中継サーバーの移設等、特に留意することがあればご教示願い
ます。

IP電話の中継サーバーは市民体育館及び保
健センターへ中継するためのものであるた
め、移設等は関係課と協議のうえ実施して
ください。

19 要求水準書 5 第1章 第3節 9 引渡しの条件

工事用地内の建屋および工作物の撤去、土壌汚染対策工事の実施が完了してお
り、添付資料2　造成計画図に記載のとおり、既設埋設管が撤去され、新設埋
設管や、沈砂池が設置されている状態で工事着工時に引渡しされると考えてよ
ろしいでしょうか。また、既設建屋の基礎や側溝、電柱、舗装なども土壌汚染
対策工事を実施されるにあたり、撤去されていると考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

20 要求水準書 5 第1章 第3節 9 1),2) 工事用地、引渡しの状況

今回の建設工事範囲内にある電柱の撤去及び電柱の撤去に伴う既施設への電気
の切換工事(プラスチック中間処理施設、粗大ごみ処理施設、計量棟など)は貴
市所掌にと考えてよろしいでしょうか。民間事業者の所掌となる場合には切換
工事にかかわる詳細な資料・要領書をご提示願います。

お見込みのとおりです。
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21 要求水準書 7 第1章 第4節 5 搬出入車両

各車両区分における1日当りの最大台数をご教示願います。 直営・委託車両176台/日
許可業者29台/日
一般車両(家庭系）294台/日
一般車両(事業系）36台/日
脱水ケーキ3台/日
可燃残渣1台/日
搬出車両3台/日

22 要求水準書
7
50

第1章
第2章

第4節
第2節

5
2 2.1 1) (4)

表3 車両仕様
特記事項

車両仕様における下記3項目についてご教示願います。
①最大搬入車両および最大搬出車両における諸元
（全幅、全長、全高、ホイールベース、トレッド、前方オーバーハング、最小
回転半径）
②ごみ搬入車（4tパッカー車）のフルダンプ時における後輪中心からテール
ゲート端までの最大距離
③7頁 表3 車両仕様の表記（可燃ごみ搬入車両最大サイズは4tパッカー車）
および　50頁 特記事項①「・・・収集車両（8tパッカー車）が・・・」の記
載との整合（どちらの記載が正かご教示願います。）

①委託業者、許可業者等に搬入車両の諸元
について制限や条件を付していないため実
績等に基づき想定してください。
②委託業者、許可業者等に搬入車両の諸元
について制限や条件を付していないため実
績等に基づき想定してください。
③4ｔパッカー車の理解でお願いいたしま
す。

23 要求水準書 10 第1章 第4節 10
3)
4)

騒音
振動

「本施設の定格稼働時における騒音保証値は、敷地境界において表6,7のとお
りとする」と記載がありますが、要求水準書に記載されている敷地境界とは、
要求水準書添付資料1に示す事業用地の境界と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

24 要求水準書 11 第1章 第4節 10 5）
表8悪臭に関する保証値
（敷地境界）

臭気指数の保証値は敷地境界で13と記載がありますが、一方でP40表10「引渡
性能試験の項目と方法」の項目には臭気指数の保証値は敷地境界で10未満との
記載があります。P40 の数値は誤記であり、臭気指数は敷地境界で13未満との
理解でよろしいでしょうか。

引渡性能試験における臭気指数は13未満と
してください。

25 要求水準書 12 第1章 第4節 11 7） 地盤沈下
地下水のモニタリングは、既設観測井戸を利用できるものと理解してよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

26 要求水準書 12 第1章 第4節 11 7） 地盤沈下
地下水のモニタリング内容は地下水位と理解してよろしいでしょうか。その他
必要なモニタリング内容がありましたらご教示願います。

お見込みのとおりです。その他必要なモニ
タリングはありません。

27 要求水準書 12 第1章 第4節 11 7） 地盤沈下
既設観測井戸の詳細図をご提示願います。 守秘義務対象資料として井戸構造図を貸与

します。

28 要求水準書 18 第1章 第5節 8 環境影響評価書の遵守

別途貴市殿HPで公表されている「我孫子市クリーンセンター整備事業に係る環
境影響評価準備書要約書」の7-2-3水文環境及び7-2-7 地盤の(2)予測で記載さ
れている予測の手法について、地下水位の変化量の予測結果が-0.11m～-0.06m
となった具体的な予測モデル・条件の詳細（透水層と山留深さとの関係、掘削
時の水替え排水量など）をご教示願います。

我孫子市クリーンセンター整備事業に係る
環境影響評価準備書のP7-147、7-148をご覧
ください。

29 要求水準書 28 第2章 第1節 4 4.3 4) 地中障害物

工事着手後、貴市が提示した地中障害物以外の障害物が確認された場合、その
撤去にかかる費用、ならびに工事工程の見直しについて、
都度協議により決定いただけるものと考えてよろしいでしょうか？

協議のうえ、決定します。

30 要求水準書 40 第2章 第1節 8 8.2 2)
表10引渡性能試験の項目と
方法

最大着地濃度地点において「表9」に示す…とありますが、表9は焼却主灰及び
焼却飛灰に係る保証値であるため「表8」に読み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

31 要求水準書 44 第2章 第1節 10 10.4 ③
工事範囲外
地中障害物撤去工事

工事範囲外の工事として地中障害物撤去工事が記載され、ただし書きで、「要
求水準書に明記されている障害物は除く」と記載されていますが、民間事業者
が実施すべき撤去工事の項目及び内容を具体的にご教示願います。

本市では、既設杭の撤去は行いません。そ
のため、計画に支障となる杭の撤去は民間
事業者の負担で行っていただくことになり
ます。

32 要求水準書 50 第2章 第2節 2 2.1 1) (3) プラットホーム　構造

「鉄筋コンクリート造」と記載がありますが、プラットホームの壁および屋根
の構造をそれぞれご教示願います。

「要求水準書　第2章　第3節　2.4建築仕
様」のとおりです。

33 要求水準書 50 第2章 第2節 2 2.1 1) (3) プラットホーム

「①構造　鉄筋コンクリート造」と記載されていますが、床は鉄筋コンクリー
ト造としますが、上部構造については、設置階がGL+5m以上となる2階に配置し
浸水対策も考慮された計画となるため、騒音および臭気漏洩を確実に防止する
ことを前提として、実績のある鉄骨造で計画してよろしいでしょうか。

プラットホームの機能を損なわないことを
条件に提案を認めます。
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34 要求水準書 50 第2章 第2節 2 2.1 1) (4) プラットホーム

ランプウェイについて、「収集車両（8tパッカー）が旋回可能な幅員を確保す
ること」と記載されていますが、P.7 表3.車両仕様にて記載されている最大級
の車両仕様は4tパッカーです。本項は、8tパッカーを4tパッカーと読み替えて
よろしいでしょうか。

8tパッカー車を4tパッカー車に読み替えて
ください。要求水準書を訂正します。

35 要求水準書 50 第2章 第2節 2 受入れ供給設備

本工事において計量機（台貫所）は設置しないが、本施設からの電力供給、計
量データ受信等が可能なよう、必要な工事を行うとありますが、本工事エリア
内の埋設管・ハンドホール設置工事および電力供給用回路、計量データ受信装
置を設けておくことと理解してよろしいでしょうか。

本施設の稼働時において、本施設と計量機
（台貫所）との間で計量データの送受信が
可能となるよう、本工事エリア内外を問わ
ず、必要な工事を実施してください。

36 要求水準書 53 第2章 第2節 2 2.4 3) (1) ごみピット　容量

ごみピット容量算定単位体積重量：比重160kg/㎥、容量：7日分以上　5,600㎥
以上と記載がありますが、単位体積重量160kg/㎥で7日分とすると5,250㎥とな
ります。5,600㎥以上と記載のあるごみピット容量は5,250㎥以上と理解してよ
ろしいでしょうか。

5,250㎥以上とします。

37 要求水準書 53 第2章 第2節 2 2.4 6） （2）
ごみピット
特記事項

「ごみピット容量の算定は原則として投入扉下面の水平線（プラットホームレ
ベル）以下の容量」とありますが、ダブルピット方式を採用した場合、炉室側
のピットの容量は仕切り壁高さまでと考えてよろしいでしょうか。

提案を認めますが、ダブルピット方式を採
用した場合であっても投入扉下面の水平線
（プラットホームレベル）以下の容量」と
して5,250㎥を確保するよう計画してくださ
い。

38 要求水準書 62 第2章 第2節 3 3.2 3) (2) 油圧ユニットの数量

数量が２ユニットとありますが、ポンプを１炉１基＋常用予備の３基とするこ
とで、これを１ユニットとしてもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

39 要求水準書 63 第2章 第2節 3 3.3 (3) ④ 燃焼室熱負荷
P.6表1計画ごみ質に記載の高質ごみの低位発熱量は12,200kJ/kgと記載がある
のに対し、本項では、12,100kJ/kgと記載があります。どちらが正でしょう
か。

P.6表1計画ごみ質に記載の12,200kJ/kgが正
となります。

40 要求水準書 75 第2章 第2節 4 4.8 2) 低圧蒸気だめ
特に用途がなければ低圧蒸気だめを設置しない提案は可能でしょうか。 提案を認めます。

41 要求水準書 84 第2章 第2節 5 5.3 2) (2) 無触媒脱硝装置

NOx除去装置として、燃焼制御方式および排ガス再循環方式を採用することで
保証値を満足することが可能な場合、無触媒脱硝装置は不要としてよろしいで
しょうか。

要求水準書のとおりとします。

42 要求水準書 88 第2章 第2節 6 6.3 1) 温水設備

浴槽への温水供給の為の余熱利用設備については、エネルギー効率が良くＬＣ
Ｃに優位性のある蒸気タービン発電機による発電電力を利用した電気式ヒート
ポンプ給湯機を、非常時及び休炉時に温水供給できることを前提に採用しても
よろしいでしょうか。

提案を認めます。

43 要求水準書 88 第2章 第2節 6 6.3 1) 温水設備

「一度に10人程度の利用が可能な浴槽に供給する温水配管（フランジ又はプラ
グ止め）」と記載がありますが、本温水設備の供給先をご教示願います。

供給先はありませんので、要求水準書を訂
正します。

44 要求水準書 89 第2章 第2節 7 7.1 3) (6) 押込送風機
風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方
での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

45 要求水準書 92 第2章 第2節 7 7.5 3） （7）
誘引送風機
風量調整方式

風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方
での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

46 要求水準書 93 第2章 第2節 7 7.6 3) (7) 排ガス再循環用送風機
風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方
での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

47 要求水準書 94 第2章 第2節 7 7.8 1) 煙突

環境配慮としてP31「可能な限り建築物の最小化及び低層化を図り、煙突は建
築物と一体とする等建屋及び煙突が与える圧迫感の低減を図る。」とありま
す。煙突建設において全体重量バランスや景観、上述記載内容を最大限配慮可
能な型式として一般的で豊富な実績と耐久性のある鉄骨造（外壁ALC板）での
計画提案は可能でしょうか。

要求水準書のとおりとします。
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48 要求水準書 104 第2章 第2節 8 8.9 3） （6） 飛灰処理物ピット

飛灰貯留容量として飛灰貯留タンクに計画最大排出量の7日分以上、飛灰処理
物ピットに基準ゴミ時の7日分以上の計14日分以上の容量確保を求められてお
ります。飛灰貯留タンクに計画最大排出量の7日分以上の貯留容量を設定され
ていることから、飛灰処理物ピットの提案では
過去実績や施設の最適配置、事業費低減メリットを最大限発揮できるように、
飛灰処理物ピットまたはバンカ容量を基準ゴミ時の2日分以上とするなど事業
者の提案によるものとすることは可能でしょうか。

提案を認めます。

49 要求水準書 108 第2章 第2節 9 9.4 生活用水受水槽

水槽容量は「1日最大使用量の8時間分以上」と記載されていますが、生活用水
の良好な水質を確保するため「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監
修　建築設備設計基準　平成30年版」に準拠し、時間最大予想供給量の１～２
時間で算出してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

50 要求水準書 108 第2章 第2節 9 9.4 注)13 防火水槽

「防火水槽は半径120mで敷地全体を保管できる位置に設置する」と記載されて
いますが、当該防火水槽の設置は本工事範囲内を包含することとし、詳細は所
轄消防との協議により決定されるものと理解してよろしいでしょうか。

事業用地全体を補完できる位置に設置して
ください。詳細は所轄消防署との協議によ
ります。

51 要求水準書 114 第2章 第2節 10 10.4 プラント排水処理装置

提示いただいているリサイクルセンターからの排水4,700L/日は、最大量で
しょうか。併せて年間排水量をご提示願います。

最大量となります。年間稼働日数は245日と
なります。

52 要求水準書 117 第2章 第2節 11 電気設備

「低圧配電盤室下部には、十分な広さの配線処理室を設ける」と記載がありま
すが、一方、添付資料6には、電気室は「二重床」と記載があります。電気室
全体の下部は、十分な配線スペースを確保できるフリーアクセスフロアを採用
してもよろしいでしょうか。

提案を認めます。

53 要求水準書 117 第2章 第2節 11 電気設備

電力会社工事負担金は、建設工事請負事業者において負担するものとあります
が、電力会社のホームぺージによると千葉方面における系統は「空容量ゼロ」
とあり、工事負担金の算出が困難です。電力会社へ問い合わせした結果、工事
負担金を入札時に算出できないとの回答を受領いたしました。本件において電
力会社工事負担金は、建設工事請負事業者の範囲外とさせていただくことは可
能でしょうか。

要求水準書のとおりとします。
平成29年度に実施した、一般送配電事業者
との接続検討申込みに対する回答を守秘義
務対象資料として貸与いたします。

54 要求水準書 123 第2章 第2節 11 11.4 5) (1) 電気配線工事

リサイクルセンター（平成37年度竣工予定）への送電を考慮し、必要な設備を
予め整備することとありますが、本工事エリア内の埋設管、ハンドホール設置
が本工事所掌と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

55 要求水準書 125 第2章 第2節 11 11.6 2) (6)
非常用発電装置
発電機
電圧

非常用発電装置の電圧について「420V」と記載がありますが、別途記載の「1
炉の立上げが可能な容量を確保する」を考慮し、受電電圧およびタービン発電
設備と同電圧である6,600Vにて計画することを提案してもよろしいでしょう
か。

提案を認めます。

56 要求水準書 125 第2章 第2節 11 11.6 2) (6) 非常用発電装置

「災害等により常用電源喪失時にもごみの受入、処理ができるよう、焼却炉の
1炉立上げが可能な容量を確保するとともに、さらにもう1炉の立ち上げが可能
なように計画する」とあります。記載内容を満足するためには蒸気タービン発
電機と同時投入して並列運転が求められますので電圧を420Vから蒸気タービン
発電機と同期投入を可能とする高圧にすることとしてよろしいでしょうか。

質問No.55のとおりです。

57 要求水準書 129 第2章 第2節 12 12.3 2) (2) 大気質測定機器

各大気質測定機器の測定範囲は、規制値に応じた精度を確保する為に、事業者
提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

58 要求水準書 133 第2章 第2節 12 12.7 4) (1) 排ガス状況監視盤

設置位置は、事業用地内の本市の指定する箇所に設置するとありますが本建設
工事期間（平成35年3月31日）までに施工が完了できる箇所と考えてよろしい
でしょうか。また、設置位置の予定箇所があればご提示頂けないでしょうか。

お見込みのとおりです。設置予定位置は実
施設計時に協議します。

59 要求水準書 134 第2章 第2節 13 13.1 1) 空気圧縮機

オイルレスのご指定がありますが、後段にオイルフィルターを設置し、使用す
る機器が要求する空気の質を満足することを条件に、給油式の提案も可として
頂けませんでしょうか。

要求水準書のとおりとします。
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60 要求水準書 137 第2章 第2節 13 13.11 太陽光発電設備

場内外灯や排ガス状況監視盤の用に供すると記載がありますが、太陽光にて発
電した電力を蓄電し、本工事範囲に設置する外灯を夜間に点灯させる為の設
備、と理解してよろしいでしょうか。

太陽光発電設備で発電した電力は、排ガス
状況監視盤のほか、夜間の場内外灯用の電
力としても利用します。

61 要求水準書 138 第2章 第3節 1 1.1 1) 地下埋設物撤去

提示資料以外の地下埋設物撤去は本工事範囲外とのことですが、提示資料には
貴市で実施する撤去工事もあり、本工事範囲となる地下埋設物撤去工事があれ
ば、その詳細情報と合わせて、具体的にご教示願います。

本市では、既設杭の撤去は行いません。
計画に支障となる杭の撤去は民間事業者の
負担で行っていただくことになります。杭
の位置は要求水準書添付資料10のとおりで
す。

62 要求水準書 138 第2章 第3節 1 1.1 1) 汚染土壌処分

提示資料以外の汚染土壌処分は本工事範囲外とのことですが、土壌汚染対策工
事（調査・処分共）は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」として貴市にて実施さ
れるものとの認識ですが、よろしいでしょうか。
なお、本工事範囲となる汚染土壌処分があれば、その詳細情報と合わせて、具
体的にご教示願います。

本市で土壌汚染対策工事を行った後、用地
引渡しとなります。

63 要求水準書 140 第2章 第3節 1 1.2 1) (6) 施設配置計画　一般事項

「GL+5mまではRC構造」と記載がありますが、工場棟以外の付帯設備である洗
車場、車庫については、鉄骨造を提案してもよろしいでしょうか。

提案を認めます。

64 要求水準書 145 第2章 第3節 2 2.2 1) (3) 耐震性

「建築設備（照明設備、通信機器、配管類、空調機器、受水槽等）は甲類」と
記載されていますが、これは耐震性に関する要件である設計用水平震度を対象
とするものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

65 要求水準書 155 第2章 第3節 3 3.2 5) (3) フェンス

建屋外周にわたりフェンスを設置すると記載されていますが、建屋外周とは建
設工事範囲外周のことと理解してよろしいでしょうか。
また、リサイクルセンター用地との東面境界線は、将来車両動線などでフェン
ス設置が望ましくないと思われますので、東面境界線側は不要と考えてよろし
いでしょうか。

フェンスは建設工事範囲の西側、南側に設
けてください。

66 要求水準書 158 第2章 第3節 4 4.4 3) (2) 地下調整水槽

本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサイクルセンター、その他関連施設を段
階的に整備するが、雨水流出抑制施設は本施設整備において一括整備する。と
ありますが、雨水流出抑制施設は地下調整水槽、放流ポンプ、放流設備からな
ると理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
「本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサ
イクルセンター、その他関連施設を段階的
に整備するが、雨水流出抑制施設は本施設
整備において一括整備する。」の記載を削
除します。

67 要求水準書 158 第2章 第3節 4 4.4 3) (2) 地下調整水槽

「本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサイクルセンター、その他関連施設等
も含めて一括整備する」となっておりますが、リサイクルセンター、その他関
連施設の場内雨水排水と新廃棄物処理施設の雨水排水との取り合い点を、実施
時に協議させていただけないでしょうか。

実施設計時の協議とします。

68 要求水準書
158
159

第2章 第3節 4 4.4 3) (2) 雨水流出抑制施設

(a).⑤.ⅳ)、(b).⑧.ⅰ)および(c).③.ⅰ)にて、雨水集排水設備を浸透式とす
る場合は、それぞれ、水槽容量、ポンプ容量、水路断面を小さくできると記載
されていますが、この雨水集排水設備とは、建設工事範囲内に本工事で設置す
る範囲のみと理解してよろしいでしょうか。

事業用地全体とします。

69 要求水準書 159 第2章 第3節 4 4.5 消防設備

「防火水槽は半径120mで敷地全体を補完できる位置に設置する」と記載されて
いますが、当該防火水槽の設置は本工事範囲内を包含するものとしてよろしい
でしょうか。

質問No.50のとおりです。

70 要求水準書 159 第2章 第3節 4
4.6
4.7

給湯設備
ガス設備

場内の余熱利用として、ごみ処理施設で発電した電力を用いた電気式の給湯に
ついても提案可能と考えてよろしいでしょうか。

提案を認めます。

71 要求水準書 161 第2章 第3節 5 5.3 3) (1) 増幅器型式

一般放送・非常放送兼用とありますが、非常放送の要否については所轄消防と
の協議により決定されるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

72 要求水準書 164 第3章 第1節 1 1) 受付業務

運営事業者の受付業務とは、台貫所に係る受付業務を除く今回工事敷地範囲内
における搬入車両の誘導、交通整理等と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。但し、敷地内外で
渋滞が発生する場合には、敷地内外の交通
整理を行うこととします。
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73 要求水準書 168 第3章 第1節 8 災害発生時の協力

「震災その他不測の事態により・・・処理処分に協力すること」とあります
が、当該処理及び処分について発生する費用は、別途協議とさせていただけな
いでしょうか。

別途協議のうえ決定します。

74 要求水準書 170 第3章 第3節 2 1) 受付・案内・指示

敷地とは今回工事範囲を示し、交通整理は今回設備に搬入される車両のみの交
通整理と考えてよろしいでしょうか。

質問№72のとおりです。

75 要求水準書 181 第3章 第7節 4 2) 表19

最下段の項目欄(焼却主灰の下段)が文字切れして見えないですが、飛灰処理物
と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

76 要求水準書 186 第3章
第10
節

6 1) 見学者対応支援

支援の程度を把握するため、見学来場者の実績(来場日、人数、支援内容など)
をご提示願います。

行政視察及び市内小学校4年生の社会科見学
時に施設説明及び質疑応答を行っていま
す。
なお、東日本大震災発災以降は、焼却灰放
射性物質汚染等から施設見学の受入れをし
ていないため実績がありません。

77 要求水準書 資料1 建設工事範囲
建設工事範囲の具体的寸法或いは境界座標をご教示願います。 添付資料2をご覧ください。

78 要求水準書 資料2 造成計画図
横断図に赤字で記載されているレベルが2段記載されていますが、それぞれの
造成レベルのポイントをご教示願います。

添付資料2をご覧ください。

79 要求水準書 資料2 造成計画図

資料２に、As、U字溝、L形溝、宅桝、電柱、フェンス、門扉などの記載があり
ますが、これらの地盤表面の構造物（基礎、砕石層や暗渠等含む）や建設工事
範囲の樹木の伐木・除根処分、その他本資料に記載のない地中埋設物の撤去
は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」として貴市にて実施され、埋戻し整地され
た状態で用地を引渡し頂けるものと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

80 要求水準書 資料3 ユーティリティ取合図

資料３に「放流地点の接合点」の記載があり、本工事用地内では事業用地中央
の既存道路南側付近の取合い位置を示されておりますが、この「放流地点の接
合点」は、資料２造成計画図（３頁目）に記載されている切り替え後の新設埋
設配管からの放流接合点と理解し、本工事用地内の雨水排水は雨水流出抑制施
設から別途経路で布湖排水路へ放流するものと考えてよろしいでしょうか。

工事中の排水は沈砂池を通し、ユーティリ
ティ取合図に示す位置からの放流を想定し
ています。
新廃棄物処理施設稼動後、雨水流出抑制施
設からは、別経路で排出しても問題ありま
せん。

81 要求水準書
資料
７

処理対象物

一覧表の処理対象物に小動物の死体について記載が有りませんが、死体の処理
は有りますでしょうか。処理がある場合の処理方法及び処理する死体の数量を
ご教授願います。

一般廃棄物扱いの小動物斃死体を年間400頭
前後焼却処理しています。
なお、体長1ｍ以上の斃死体は民間施設で処
理しています。（愛玩動物は民間施設で火
葬処理）

82 要求水準書 資料9 水道本管移設平面図

本水道本管移設工事は、民間事業者の所掌にて実施計画しますが、その他の既
設の埋設管或いは建設工事に際して迂回処置が必要なものは、撤去或いは処置
済であると理解してよろしいでしょうか。

水道本管移設工事は、既設水道本管の撤
去、移設、迂回処理を含めた工事となりま
す。

83 要求水準書
資料
10

既設杭伏図

資料10の既設杭伏図に記載の杭は存置された状態でしょうか。また、存置され
た状態の場合、工事計画に影響のない既存杭は存置してもよろしいでしょう
か。

全ての杭は残置された状態です。工事計画
に影響のない既存杭の残地を認めますが、
影響がある既存杭の撤去は事業者の負担で
行ってください。

84 要求水準書
資料
10

既設杭位置図

本資料に記載の基礎および杭の撤去工事は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」と
して貴市にて実施されるものと理解してよろしいでしょうか。

本市では、基礎の撤去は行いますが、既設
杭の撤去は行いません。そのため、計画に
支障となる杭の撤去は民間事業者の負担で
行っていただくことになります。杭の位置
は要求水準書添付資料10のとおりです。
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85 要求水準書
資料
10

既設杭位置図

本資料に記載の基礎および杭の撤去が民間事業者の所掌である場合、民間事業
者の施設計画において基礎杭の撤去が必要な部分のみとして計画してよろしい
でしょうか。その場合、その必要性を確認するため、基礎構造物の詳細寸法が
わかる図面および当該既設杭の敷地境界からの寸法など正確な位置が分かる資
料をご教示願います。

杭の撤去は計画に必要な部分のみで問題あ
りません。また、杭の位置は添付資料10の
資料のみとなります。

86 様式第13号 1 1.2 ⑫

技術提案書提出一覧
設計基本数値計算書及び図
面
その他必要なもの

その他必要なものについて、提示すべきものがありましたらご教示願います。 設計基本数値計算書及び図面について、①
クレーンデューティサイクル計算書から⑪
予備品・消耗品リストのほか、必要なもの
があれば提示してください。

87 様式第13号 1 1.5 ⑩

技術提案書提出一覧
公害防止対策
その他公害防止、環境保全
対策

その他について、記載すべき事柄がありましたらご教示願います。 公害防止対策について、①大気汚染対策か
ら⑨地下水対策のほか、その他公害防止、
環境保全対策について記載すべき事柄があ
れば記載してください。

88 様式第13号 2 2.11
技術提案書提出一覧
施設全体鳥瞰図

施設全体鳥観図のカット数やアングル指定があればご教示願います。 指定はありません。提案内容が説明できる
面数、アングルをご提出願います。

89 様式第13号 2 2.15
技術提案書提出一覧
その他必要な図面

その他について、提示すべき図面がありましたらご教示願います。 図面について、2.1全体配置図から2.14資機
材の搬入計画図のほか、必要な図面があれ
ば提示してください。

90 様式第13号 3 3.1 ⑦
技術提案書提出一覧
施工計画
その他施工に関する計画

その他について、記載すべき事柄がありましたらご教示願います。 ①品質管理計画から⑥試運転計画(運転指導
計画を含む）のほか、施工に関する計画が
あれば記載してください。

91 様式第13号 18 灰引取業者に関する提案

処分単価及び備考欄の受入可能量は、令和元年9月時点の単価、処理能力を記
載することと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

92 様式第14号 1 運営費

「※4 運営変動費は、様式第14-5号の提案単価（円/ｔ（合計値））×計画処
理量27,206ｔで計算すること」と記載がありますが、運営期間中の20年間共に
毎年27,206ｔで計算すると理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

93 様式第15号

非価格要素提案書については、様式第15号の各項目ごとに指定された枚数以内
および指定のある別添様式第15号-8①、15-8②、15-4①、15-17①のみとし、
それ以外の別添資料（関心表明書等）は不要という理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

94 様式第15号 8
①
②

事業収支表

事業収支表の損益計算書及びキャッシュフロー計算書は運営開始の平成35年度
からとなっておりますが、SPCを設立する平成31年度から開業費、運営費、法
人税等が発生するため、欄を追加しても問題ないとの理解でよろしいでしょう
か。

必要に応じて欄を追加ください。

95
基本協定書

(案)
4 第9条

3
4

(2)
秘密保持等

民間事業者の秘密情報が含まれる場合には、民間事業者の事前の承諾を得てい
ただけないでしょうか。

原案の通りとします。

96
基本契約書

(案)
3 第6条 8 運営事業者の運営

「本市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表する
ことができるものとする。」と記載がありますが、公表に当たっては、運営事
業者に事前の承諾を得ていただけないでしょうか。

原案の通りとします。

97
基本契約書

(案)
5

第13
条

損害賠償

「本市に対する賠償義務については、他の民間事業者及び運営事業者も連帯し
て責任を負うものとし、本市は、民間事業者及び運営事業者の全部に対して、
本市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。」と記載があり
ますが、市様は、先ずは民間事業者及び運営事業者の中の帰責者に損害賠償す
るものと理解してよろしいでしょうか。

民間事業者及び運営事業者の全部に対し
て、本市が被った損害の全額について賠償
請求できるものとします。
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98
基本契約書

(案)
7

第16
条

秘密保持等

第3項第2号および第4項に関しまして、民間事業者又は運営事業者の秘密情報
が含まれる場合には、民間事業者又は運営事業者の事前の承諾を得ていただけ
ないでしょうか。

原案の通りとします。

99
建設工事請
負契約書

(案)
3 第5条 1 (3) 契約の保証

保証事業会社による保証も認めていただけないでしょうか。 保証事業会社による保証も認めるため、条
文を修正します。

100
建設工事請
負契約書

(案)
4 第7条 4

設計図書及び完成図書等の
著作権

本項末尾に、「ただし、当該侵害の原因が発注者の指示に基づくものであり、
受注者が第三者の有する著作権、著作者人格権その他の権利の存在を知らな
かった場合はこの限りでない。」と追記いただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

101
建設工事請
負契約書

(案)
4 第7条 6

設計図書及び完成図書等の
著作権

工事目的物に含まれる受注者の秘密情報の公表に際しては、事前に受注者の承
諾を得ていただけないでしょうか。

本委託契約の履行又は本事業の遂行の目的
に必要な秘密情報は開示します。主旨を明
確にするため、基本契約書（案）及び運営
委託契約書（案）の条文を修正します。

102
建設工事請
負契約書

(案)
9

第19
条

4
不適合箇所の改造義務及び
破壊検査等

本項末尾に、「ただし、前項の場合において、検査の結果、工事の施行部分が
要求水準書等、提案書又は設計図書に適合していると判明した場合の検査及び
復旧に要する費用は発注者の負担とする。」と追記いただけないでしょうか。

原案の通りとします。

103
建設工事請
負契約書

(案)
10

第20
条

5 条件変更等

本事業が公共事業であるという観点から、受注者の責めに帰さない事由に基づ
き要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合に
受注者に発生した損害・費用については、すべて発注者の負担としていただけ
ないでしょうか。

ご質問を踏まえて、ただし書きを一部修正
します。

104
建設工事請
負契約書

(案)

11
12

第26
条

第27
条

3
3,7

請負代金額の変更方法等
賃金又は物価の変動に基づ
く請負代金額の変更

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、請負代金変更額を発注
者が定め、受注者に通知すると規定されておりますが、運営委託契約書第50
条、第51条第3項及び第53条第6項に合わせ、協議開始の日から60日以内に協議
が整わない場合には発注者が定め、受注者へ通知するとしていただけないで
しょうか。

原案の通りとします。

105
建設工事請
負契約書

(案)
12

第29
条

一般的損害

「工事目的物の引渡しの前に、～受注者がその費用を負担する。」とあります
が、事業者に帰責事由があるものとしていただけないでしょうか。

原案の通りとします。
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106
建設工事請
負契約書

(案)
12

第30
条

1 第三者に及ぼした損害

「工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたと
きは、受注者がその損害を賠償しなければならない。」とありますが、「受注
者が実施する業務に起因して発生する事故等、施設の劣化などの維持管理の不
備による事故等に関するもの」と追記していただけませんでしょうか。

実施方針の参考資料、事業に係るリスク分担では、「民間事業者が実施する業
務に起因して発生する事故等、施設の劣化などの維持管理の不備による事故等
に関するもの」は民間事業者負担と記載があります。

原案の通りとします。

107
建設工事請
負契約書

(案)
12

第30
条

2 第三者に及ぼした損害

「工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水
の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を負
担しなければならない。」とありますが、通常避けることができない損害は発
注者様にご負担いただき、受注者が善管注意義務を怠ったり、故意または重過
失がある場合に受注者が負担するものとしていただけないでしょうか。

原案の通りとします。

108
建設工事請
負契約書

(案)
25

我孫子市公契約条例特記事
項

建設工事請負契約は、我孫子市公契約条例の適用を受けるという理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。建設工事請負契約
書に我孫子市公契約条例に関する特記事項
を追記します。

109
運営委託契
約書(案)

1 業務名称

運営業務委託契約は、我孫子市公契約条例の適用を受けるという理解でよろし
いでしょうか

運営業務委託契約は、我孫子市公契約条例
の適用を受けません。業務名称を我孫子市
新廃棄物処理施設整備運営事業　運営業務
委託に修正します。

110
運営委託契
約書(案)

7 第7条 2 (3) 契約保証金

保証事業会社による保証も認めていただけないでしょうか。第62条（違約金）
第1項に「保険事業者若しくは保証事業会社」の記載がございます。

保証事業会社による保証も認めるため、条
文を修正します。

111
運営委託契
約書(案)

7 第7条 4 契約保証金

本契約の締結と同時に履行保証保険証券を提出した場合、契約保証金の納付を
免除する旨規定されていますが、第1項で「運営費の生じない事業年度につい
ては、契約保証金の納付は要しないものとする。」と記載されていることか
ら、履行保証保険証券の提出は、本契約の締結と同時ではなく、運営費の生じ
る事業年度でよいと理解してよろしいでしょうか。

条文の主旨を明確化するため、修正しま
す。

112
運営委託契
約書(案)

16
第36
条

運転停止期間中等の処理対
象物の処理方法

代替処理費用の負担につきまして、帰責者負担と理解してよろしいでしょう
か。

ご質問を踏まえて、第36条第2項を次のとお
り加えます。「2　前項の処理に要した費用
の負担については、第34条第1項及び第2項
を準用する。」

113
運営委託契
約書(案)

21
第51
条

1 第三者の損害

第1項「これを全て賠償しなければならない。」と記載がありますが、第2項で
は「これを合理的な範囲で賠償しなければならない。」と記載があります。第
1項の条文を、第2項の条文に合わせていただけないでしょうか。

原案の通りとします。

114
運営委託契
約書(案)

24
第58
条

3 （1） 運営期間終了時の取扱い

「引継ぎ者（候補者を含む。）の選定に際して資格審査を通過した者に対する
受託者が所有する資料の開示」とありますが、末尾に「ただし、民間事業者、
建設企業及び運営企業の秘密情報に該当するものについてはこの限りでな
い。」と追記していただけないでしょうか。

本委託契約の履行又は本事業の遂行の目的
に必要な秘密情報は開示します。主旨を明
確にするため、基本契約書（案）及び運営
委託契約書（案）の条文を修正します。

115
運営委託契
約書(案)

29
第69
条

3
4

（2） 秘密保持義務

受託者の秘密情報が含まれる場合は、受託者の事前の承諾を得ていただけない
でしょうか。

原案の通りとします。

116 その他
過去3年分程度の各月ごとのごみ搬入量の測定データを頂けないでしょうか。 添付資料3をご覧ください。

117 その他

過去3年分程度のごみ質測定データ(低位発熱量、三成分、可燃分中の元素組
成）を頂けないでしょうか。

添付資料4ご覧ください。


