
三沢市ごみ焼却施設整備運営事業

入札説明書等に対する質問（第１回）への回答

平成３０年９月３日

青森県三沢市



■入札説明書に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 2 Ⅱ 4 （５）ア

（ア）②
事業の対象
となる業務
範囲

産業廃棄物混焼施設の解体設計に関し、ダイオキシン
類やその他の有害物による汚染状況が、事業者による
調査等が困難な事由により著しい場合、掛かる費用の
追加等につき、貴市と協議をしていただけるものとの理
解でよろしいでしょうか。

調査に基づく解体設計の実施を求めています。協議は
想定していません。

2 2 Ⅱ 4 （５）ア
（イ）⑤

事業の対象
となる業務
範囲

事業者が行う建設に関する業務に、近隣対応（事業者
が対応すべき範囲）とありますが、具体的な対応範囲を
ご教示願います。

要求水準書（設計建設編）に示すとおりです。

3 3 Ⅱ 4 （５）イ
（ア）①

事業の対象
となる業務
範囲

市側が行う設計建設に関する業務に、近隣同意の取
得・近隣対応（市が対応すべき範囲）とありますが、具体
的な対応範囲をご教示願います。

周辺住民等に対する建設にかかる説明を想定していま
す。

4 3 Ⅱ 4 （５）イ
（イ）①

事業の対象
となる業務
範囲

市側が行う管理運営に関する業務に、近隣対応（市が
対応すべき範囲）とありますが、具体的な対応範囲をご
教示願います。

周辺住民等に対する管理運営にかかる説明を想定して
います。

5 13 Ⅳ ３ （9）オ③
9）

設計図書
鳥瞰図

鳥瞰図（2方向）の要求がございますが、見上げ図と鳥瞰
図1方向ではなく、鳥瞰図を2方向のご要求との理解でよ
ろしいでしょうか。

2方向からであれば、事業者提案を可とします。よって、
見上げ図と鳥瞰図1方向とすることも可とします。

6 14 Ⅳ 3 （9）オ
(ア）

提案書作成
要領

「各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り
文字サイズ11ポイントにて作成」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
は可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 14 Ⅳ 3 （9）オ
（イ）

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、
ファイルをA3とし、中身についてはA4の書類はA4でファ
イリングしてよろしいでしょうか。

Ａ４版で納まる書類については、Ａ４版での作成を認めま
す。

8 14 Ⅳ 3 （9）オ
（ウ）

提案書作成
要領

CD-R等を1部提出することとありますが、正本1部の提
出でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 14 Ⅳ 3 （9）オ 提案書作成
要領

設計図書について、通し番号や図番等を設けても差し支
えないでしょうか。

ご理解のとおりです。

10 17 Ⅵ ２ （１）ウ
（ウ）

本施設の概
要

受入廃棄物にし尿処理施設からの脱水汚泥等とありま
すが、「等」の内容について、御教示願います。

要求水準書（設計建設編）に示すとおりです。

11 18 Ⅵ 5 （２） 管理運営委
託料

物価変動による管理運営費の見直しについて記載があ
りますが、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、事業者が
提案した変動費単価と乖離が生じた場合には、変動費
見直しについてご協議いただけるものと理解してよろし
いでしょうか。

定常的に著しく逸脱していることを明らかにし、市が了解
した場合は、変動料金単価も含めて協議します。

12 18 Ⅵ 5 （２）ア 管理運営委
託料

消費者物価指数とすることを原則とあり、p19イ（イ）で
は、企業向けサービス価格指数とあります。異なる指数
を用いるのか、それともどちらかに統一するのかご教示
願います。

原則として、企業向けサービス価格指数を用いることとし
ますが、必要に応じて落札者と協議します。

13 19 Ⅵ 5 （２）イ
（イ）

物価変動に
よる改定

「（Ｉ_n-1／Ｉ_30）または（Ｉ_n-1／Ｉ_n’-1）が 0.985～1.015
の範囲内であるときは改定しない」とは、式に示されてい
るとおり、初回改訂までは（Ｉ_n-1／Ｉ_30）を基準とし、料金
改定後については、改訂した料金（Ｉ_n-1／Ｉ_n’-1）のみ
を基準として見直しを判断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。

14 20 Ⅵ ５ （４） 保険 火災保険について、貴市にて建設共済に加入されると
の記載があります。建設共済は火災についての保証も
含まれるため、事業者が火災保険に入ると二重投資と
なり、その分本事業のVFMが低下すると考えます。事業
者の火災保険加入は任意としてよろしいでしょうか。

共済会からの求償に備えて、ＳＰＣに付保を義務付けて
います。

15 25 事業スキー
ム

余熱の活用等、事業者の提案により本事業の運営に伴
い収入が生じた場合、貴市との御協議によりこれを事業
者の収入とすることが可能であるとの理解でよろしいで
しょうか。

市として収入が発生する想定はありません。なお、本事
業の運営に伴い収入を得ることは不可とします。

16 提案書の作成にあたり、法規制関係を確認するため
に、事業者が関係諸官庁と打ち合わせを行うことは
問題ないと解釈してよろしいでしょうか。

関係諸官庁との打ち合わせを行うことは不可とします。



■要求水準書（設計建設業務編)に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
17 1 第1章 第2節 3 事業名 ごみ焼却施設整備運営事業と記載がありますが、入札

説明書には、事業名称　三沢市ごみ焼却施設整備運営
事業とあります。三沢市ごみ焼却施設整備運営事業を
正と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 2 第1章 第2節 7(4)2) 敷地周辺
設備

さく井工事が請負者所掌となってますが、詳細や制限
等をご教示願います。

工事の詳細は請負者の提案とします。
既存施設及び本施設の管理運営に支障がないようにし
て下さい。

19 2 第1章 第2節 7(4)4) 敷地周辺
設備

プラント排水　無放流とありますが、焼却施設全炉停止
時は放流可能と理解してよろしいでしょうか。

全炉停止時も無放流とします。

20 4 第1章 第3節 5 生活環境
影響調査

「設計・施工に当り「三沢市ごみ焼却施設整備事業に伴
う生活環境影響調査」を遵守する」とありますが、当該
環境影響評価（準備書・評価書)の公開時期について、
ご教示願います。

公告・縦覧は、年内を予定しております。

21 6 第1章 第5節 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、よろしいでしょうか。

要求水準書通りとします。詳細は、検査要領書、海外製
品品質管理計画書等の承諾時において協議とします。

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」との記載があります
が、製品完成時の検査を実施し、品質判定を実施する
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。

要求水準書通りとします。詳細は、検査要領書、海外製
品品質管理計画書等の承諾時において協議とします。

23 10 第1章 第7節 3(1)2) 引渡性能
試験条件

「引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分
析の依頼先は、必要な測定項目について所定の計量
証明事業登録者とする」とありますが、所定の計量証明
請負者がありましたらご教示願います。

市が特定の請負者を指名することはないため、計量証
明事業登録者から選定してください。

24 11
12

第1章 第5節 5(1) 確認方法 「性能試験完了後の試運転期間中に計画稼働日にお
いて90日以上の連続運転を実施する」とありますが、通
常性能試験完了（結果報告後)後、竣工までの期間は
1ヶ月もないと考えます。
性能試験終了後、試運転期間中に可能な一定期間に
実施すると解釈してよろしいでしょうか。

施設稼動後、速やかにごみ処理施設性能指針に基づ
いた90日以上の連続運転を実施することとします。

25 15 第1章 第7節 表2 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・分析でよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

26 16 第1章 第7節 表2 燃焼ガス
温度

温度計の校正については、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よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 17 第1章 第7節 表2 緊急作動
試験

「電力会社の受電、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
と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

28 17 第1章 第7節 表2 ごみ焼却
施設　性
能保証項
目

炉室内温度の排気口とは、建築換気設備の排気口と解
釈してよろしいでしょうか。

各部の温度の測定箇所は、炉室内、電気関係諸室内、
機械関係諸室内の主要部とします。

29 19 第1章 第8節 4(2)2) 火格子部
分

火格子のかし確認基準については、各請負者のノウハ
ウがあるため、請負者にて提案させていただけないで
しょうか。

要求水準書のとおりとします。

30 20 第1章 第8節 5 かしの改
善、補修

「市の指定する時期に建設請負者が無償で改善、補修
すること」とありますが、時期については、事前に貴市と
請負者による協議があるとの理解でよろしいでしょう
か。

市の承諾を前提として、実施時期は協議とします。

31 21 第1章 第9節 － 業務範囲 「参考資料　添付２　電気第１柱位置図  添付3　埋設配
管図」より、建設敷地内に埋設管、電線が通っており、
既設の盛替え工事が必要かと思われます。
業務範囲内に既設の盛替え工事がございませんが、別
途工事と考えてよろしいでしょうか。

埋設管、電線を含み、本施設の整備のために必要とな
る一切の既設の盛替え工事は業務範囲とします。

32 23 第1章 第10節 5 実施設計
図書の提
出

実施設計図書としてご提出する電子データ内のCAD原
版について、CADソフトの種類はAutoCADでのご提出を
考えておりますが、よろしいでしょうか。

CADソフトの種類は、Jw_cadとしてください。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
33 26 第1章 第11節 1(4) 建設業務

の基本的
な考え方

「各年度の出来高における工事着工は、防衛省補助金
の交付決定後とし、事前着工は出来ないものとする」と
ありますが、ごみ焼却施設の建設は、年度をまたがり継
続したものとなります。
建設が始まれば継続して、工事ができるものと考えてよ
ろしいでしょうか。

平成31年度～平成32年度国債の対象は実施設計費分
及び一部工事費、平成32年度～平成33年度国債、平
成33年度～平成34年度国債の対象は工事費とします。
対象工事は当該国債の交付決定後でないと着手できな
いこととします。

34 26 第1章 第11節 1(6) 建設業務
の基本的
な考え方

「市の行う敷地周辺設備工事等で本工事への取り合い
がある部分の調整について」とありますが、貴市の行う
敷地周辺設備工事等とは、具体的にどのような工事か
ご教示願います。

既存施設の補修工事等を想定しています。

35 27 第1章 第11節 3(2)2)
⑤

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、
監督職員との協議によっては敷地外についても使用可
能とありますが、使用可能な敷地をご教示願います。

敷地外とは、添付01に示す建設計画位置以外を指して
います。敷地南側の空き地を使用可能とすることを想定
しています。具体的な場所については監督員との協議
によります。

36 27 第1章 第11節 3 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、建設請負者の責任において
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。
変更事由が発注者側の起因による場合は、工期延長
及び請負金額の増額が行われると理解してよろしいで
しょうか。

原因者問わず、原則、工期延長及び請負金額の増額
は認めません。

37 29 第1章 第11節 7(1)(2) 残存工作
物等
地中障害
物

予期せぬ大規模な工作物が発生した場合は、別途協
議の上、別途精算していただくものと考えてよろしいで
しょうか。
また、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。

前段について、予期せぬ大規模な工作物に関する工事
金額の変更については、要求水準書等より、かかる工
作物の存在が予見できないことを請負者自らが明らか
にした場合に限り、別途協議とします。
後段について、提示している資料等から存在が予見で
きず、且つそのことを請負者自らが明らかにできたもの
を指します。

38 29 第1章 第11節 7(3) 建設発生
土の処分

「本工事に伴って、残土が発生し、埋戻土として使用す
る場合は、原則として場内の適切な位置に運搬し仮置
き保管する」とありますが、建設計画地外で保管する場
所がありましたらご教示願います。

No.35を参照願います。

39 30 第1章 第11節 7(8) 工事用車
両の搬入
出経路

仮設道路の仕様について、ご教示願います。 既存施設の管理運営に支障がないようなものとします。

40 30 第1章 第11節 7(10)2) 仮設物 仮設事務所及び工事用車両の駐車スペース、待機ス
ペースは敷地内に設置のことですが、敷地内のどの部
分を使用できるのか、ご教示願います。

No.35を参照願います。

41 31 第1章 第11節 7(13) 作業日及
び作業時
間

作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時まで
とありますが、一般的な施工サイクルである朝礼開始を
午前８時からとし、朝礼終了後から作業時間としてもよ
ろしいでしょうか。

可とします。

42 35 第2章 第1節 1(2)1) ごみの概
要

用役収支を算出するための計画処理量は、本項目の
合計値14,113t/年で算出すればよろしいでしょうか。

災害廃棄物分を除いたものとします。

43 35 第2章 第1節 1(2)2) 計画ごみ
質

可燃分元素組成の合算値が100%となっていないため、
回答書にて訂正版をご提示願います。

可燃分元素組成を100％換算した場合、以下の通りで
す。
炭素：57.14％
水素：7.93％
窒素：1.53％
酸素：32.81％
硫黄：0.01％
塩素：0.58％

44 35 第2章 第1節 1(2)2) 計画ごみ
質

計画ごみ質の組成、発熱量等の値は「1)ごみの概要」に
記載の各ごみ種類が全て含まれた値と考えてよろしい
でしょうか。

No.42を参照願います。

45 36 第2章 第1節 (3) 搬出入車
両

搬出入車両に記載されている各車両の主要諸元をご教
示願います。①全長②全幅③前高④車輪距離・前⑤車
輪距離（後)➅ホイールベース⑦最小回転半径

一般的な仕様を想定願います。

46 37 第2章 第1節 5(2) 設備方式 生活排水の工事範囲は管理事務所近傍の集水升まで
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、既存の集水枡が不足する場合
は、集水枡の整備も請負者の業務範囲となります。

47 47 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」とありま
すが、製作工場にて中塗り上塗りまで実施し、現地タッ
チアップ塗装とした方が、品質確保ができると考えられ
ます。
したがって製作工場にて中塗り上塗りを行ってもよろし
いでしょうか。

製作工場での塗装前の品質が確保できる場合は可とし
ます。

48 49 第3章 第1節 10(1) 地震対策 「感振器1基及び地震計（記録可能なもの)1基を設置し」
とありますが、感振器の複数設置での対応でもよろしい
でしょうか。

要求水準書のとおりとします。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
49 51 第3章 第2節 1 ごみ計量

機
設置位置は、原則、既存管理棟計量機解体前に計量
機能を確保できるようにとありますが、仮設計量機を設
置する場合は、新設焼却施設建設に合わせて設置する
ことでよろしいでしょうか。

ごみ計量機は既存管理棟計量機解体前に設置する必
要はありません。
また以降は、「仮設計量機を設置しない場合は、既存管
理棟計量機解体前に整備すること。」に修正します。

50 51 第3章 第2節 1(4)
10)

特記事項 計量室に自動料金徴収装置を設置することとあります
が、本施設運営に当たって、料金の授受が発生すると
解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

51 51 第3章 第2節 1(4)
14)

特記事項 床はフリーアクセスとしとありますが、床の仕様に関して
は、請負者提案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。詳細は、実施設計時に協
議とします。

52 52 第3章 第2節 3(5)5) 特記事項 最大で12ｔ車にも対応することと記載ありますが、12ｔ
ウィング車では具体的にどのような搬入物を想定してお
りますでしょうか。

大型車両で搬出される可燃物を想定しています。

53 52 第3章 第1節 2(5)1) 特記事項 出入口扉はステンレス製とありますが、請負者の提案と
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。

54 53 第3章 第1節 4(3)6) 開閉時間 開閉時間が10秒とありますが、必要な扉幅を確保して
10秒以内での開閉することは通常できません。15秒程
度としていただけないでしょうか。

10秒程度とします。

55 53 第3章 第1節 4(5)1) 特記事項 出入口扉はステンレス製とありますが、請負者の提案と
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。

56 53 第3章 第1節 4(5)9) 特記事項 車両入退場の案内表示盤については、看板などの標識
を設置することでよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

57 55 第3章 第2節 7 ごみピット 11)14)底部の遇各部の角切は14)を正としてよろいいで
しょうか。

底部の形状については、請負者提案にとします。

58 55 第3章 第2節 7(3) ごみピット 二段ピットを採用した場合、貯留ピット部のごみ比重に
ついては、圧密されることを考慮し、0.25ｔ/m3程度を採
用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。

59 55 第3章 第2節 7(5)6) 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よ
ろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

60 57 第3章 第2節 8(4)2) 稼働率算
出用

稼働率算出用の単位体積重量0.15t/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、請負者の実績に基づく提案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。

61 57 第3章 第2節 8 (5) 各速度及
び電動機

各速度については、施設の機能を十分に満足する上
で、請負者にて変更提案可と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

62 58 第3章 第2節 8(12)
9)

特記事項 クレーンの点検歩廊は、クレーン等安全規則に則ること
でよいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

63 58 第3章 第2節 9 自動窓拭
き装置

自動窓拭き装置の設置については、施設の機能を十分
に満足する上で、請負者提案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。詳細は、実施設計時に協
議とします。

64 60 第3章 第2節 14(4)
5)

特記事項 太さ20cm程度の木材を処理可能なものとすることとあり
ますが、本設備の処理対象物は木材のみを考えてよろ
しいでしょうか。また、その場合投入寸法については、
請負者にて選定した破砕機に合わせた寸法としてよろ
しいでしょうか。

木材、剪定枝及び家具等を想定しています。投入寸法
は要求水準書のとおりとします。

65 61 第3章 第3節 1(4)3) 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」に従うものとしてよろしいでしょう
か。

要求水準書のとおりとします。

66 62 第3章 第3節 3(4)1) 容量 貯留時間60min以上は、基準ごみ時と見込んでよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

67 63 第3章 第3節 3(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、請負者側で設置の有無を決定してもよろ
しいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

68 63 第3章 第3節 3(6)8) 特記事項 ブリッジ検出装置とレベル計について、弊社の実績とし
て兼用しており、問題ないことを確認しておりますので、
兼用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。詳細は、実施設計時に協
議とします。

69 63 第3章 第3節 3(6)10) 特記事項 「ホッパ摺動部には、6mm以上のライナープレートを張
ること」とありますが、ベース板厚を摩耗に十分な厚さを
採用する前提で、ライナープレート設置は請負者提案と
してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
70 65 第3章 第3節 6(4)1)

6(4)2)
油圧ポン
プ
駆動電動
機

本体台数、ポンプ台数については、施設の機能を十分
に満足する上で、請負者の提案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。

71 68 第3章 第3節 9(3)1) 材質 「灰押出装置から装置の2ｍ上まではSUS304とするこ
と」とありますが、請負者の実績としてSS400でも問題な
い実例がございます。ＬＣＣを考慮し、請負者提案として
よろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

72 68 第3章 第3節 9(4)1) 特記事項 「炉内に入る場合の専用足場を計画し、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よ
ろしいでしょうか。

安全性の確保を前提としたうえで、請負者提案を可とし
ます。

73 71 第3章 第5節 1(6)1) 特記事項 能力の余裕率については、請負者提案としてもよろしい
でしょうか。

要求水準書のとおりとします。

74 71 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
ブルダンパなど請負者提案としてよろしいでしょうか。

シール方法の詳細は協議によります。

75 71 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請負者提案で選定して
よろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

76 72 第3章 第5節 1(6)12) 特記事項 「内部の点検・保守のため必要な個所に点検口及び内
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、内部点検については請負者
提案としてよろしいでしょうか。

安全性の確保を前提としたうえで、請負者提案を可とし
ます。

77 73 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、請負者提案としてよろ
しいでしょうか。

供給配管内の閉塞防止機能は設けてください。詳細は
請負者提案とします。

78 73 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、請負者提案としてよろ
しいでしょうか。

ブリッジ防止対策機能は設けてください。詳細は請負者
提案とします。

79 74 第3章 第5節 3(5)7) 特記事項 脱硝薬剤に尿素水を使用の場合、アンモニアと異なり
人等に害を与える化学物質でないため、大気放出も可
能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。

80 74 第3章 第5節 3(5)9) 特記事項 レベル計や流量計を設置して使用量や貯留槽量管理し
ますので、ロードセルの設置の要否は請負者にて決定
可能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。

81 74 第3章 第5節 4(5)5) 特記事項 薬剤貯槽のブリッジ防止対策は、請負者提案としてよろ
しいでしょうか。

No.78を参照願います。

82 75 第3章 第6節 1(5)3) 特記事項 「臭気漏洩防止のため、空気はごみピット室クレーン
ガータ階付近から吸引すること」とありますが、吸引口
の清掃の作業性を考慮し、ホッパステージレベルより上
部において、請負者にて提案してもよろしいでしょうか。

可とします。

83 77 第3章 第6節 4(4)7) 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、請負者提案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。

84 78 第3章 第6節 6(3) 材質 「接ガス部は耐硫酸塩酸露点腐食鋼」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
等を採用してもよろしいでしょうか。

腐食耐性が、要求水準書で指定している材質以上であ
ることを明らかにできる場合は、請負者提案を可としま
す。

85 78 第3章 第6節 7(3)4) 内筒材質 ノズル部は外部に接し、厳しい腐食環境であるため
SUS316Lを採用し、、その下部の内筒部分（外気に直
接触れる環境ではない部分)はSUS304を採用してもよ
ろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

86 79 第3章 第6節 7(4)1) 特記事項 煙突頂部まで意匠壁内側に階段とありますが、防水の
観点から、頂部の数メートルはラダーを提案してもよい
でしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

87 80 第3章 第7節 3 飛灰貯槽
切出し装
置

定量的に未処理のままジェットパッカー車へ切出すため
の装置とありますが、本施設運営において未処理のま
まで搬出する可能性があるのか、ご教示願います。

現時点で、具体的な計画はありません。定量的に未処
理のままジェットパッカー車へ切出すための装置を設置
する必要はありません。

88 82 第3章 第7節 5(4) 主要部材 主要部材については、請負者提案可能と考えてよろし
いでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

89 82 第3章 第7節 6(3)3)
①

排出ゲー
ト

駆動方式として請負者の実績に基づき、電動シリンダを
使用する提案してよろしいでしょうか。

請負者提案を可とします。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
90 82 第3章 第7節 6(4)3)

6(4)4)
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、請負者提案してよろしいでしょうか。
請負者提案を可とします。

91 83 第3章 第7節 8(1) 型式 形式について、コンベヤによる冷却方式を提案してよろ
しいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

92 83 第3章 第7節 8(4)3) 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、
請負者提案としてよろしいでしょうか。

浮上スカム対策機能は設けてください。詳細は請負者
提案とします。

93 83 第3章 第7節 9(2) 数量 数量については、実績等を考慮した上で、請負者提案
してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

94 84 第3章 第7節 10(3)① 排出ゲー
ト

駆動方式として請負者の実績に基づき、電動シリンダを
使用する提案してよろしいでしょうか。

請負者提案を可とします。

95 84 第3章 第7節 10(4)3)
10(4)4)

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、請負者提案してよろしいでしょうか。

請負者提案を可とします。

96 87 第3章 第8節 2(1) 水槽類仕
様
水槽類リ
スト

「材質はステンレス製とする」とありますが、水槽の形式
について請負者提案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。

97 87 第3章 第8節 2(1)表
22

給水水槽
類リスト

1次受水槽とありますが、井水ラインより直接プラント用
水受水槽に送水することとしてよろしいでしょうか。

プラント用水として使用することに問題がない水質であ
ることを請負者自らが明らかにした場合のみ、請負者提
案を可とします。

98 87 第3章 第8節 2(1)表
22

給水水槽
類リスト

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
てよろしいでしょうか。

災害時対応を踏まえ、非常用発電機の負荷としたうえ
で、請負者提案を可とします。

99 87 第3章 第8節 2(1)表
22

給水水槽
類リスト

プラント用水受水槽に消火用ポンプ30分以上の容量を
見込むこととのご指定がありますが、1次受水槽などそ
の他の適切な水槽に容量を見込むこととしてよろしいで
しょうか。

要求水準書のとおりとします。

100 87 第3章 第8節 2(1)表
22

給水水槽
類リスト

消火水槽について60m3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60m3未満の場合、所轄消
防との協議結果の容量としてよろしいでしょうか。

容量については、所轄消防署と協議の上決定すること
とします。

101 87 第3章 第8節 2(1)表
22

給水水槽
類リスト

所轄消防署と協議により建屋内とすることも可としてよ
ろしいでしょうか。

設置場所については、所轄消防署と協議の上決定する
こととします。

102 90 第3章 第9節 2(2)2) 数量 「数量2基（交互運転)」とありますが、予備機を環境の悪
い水中に設置することを避けるため、予備機について
は倉庫予備とする提案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。

103 90 第3章 第9節 2(3)2) 数量 「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基としてよろしいでしょう
か。

請負者提案を可とします。

104 92 第3章 第9節 4(4)9) 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
能を装備すること」とありますが、漏電を検知できる保護
装置を設置するとの解釈でよろしいでしょうか。

絶縁状態を把握し得る機能は、請負者提案とします。

105 94 第3章 第10節 1(3) 電源計画 『原則として「出入自由」を前提として計画し』とのご指定
ですが、常用発電機の施設の計画がありませんので、
本施設においては、本項は対象外であると解釈してもよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

106 101 第3章 第10節 16(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』とのご指定ですが、本規模の施設において、
高圧非常用発電機を施設するには経済的な観点から
適性ではないと考えられます。
また、低圧非常用発電機では並列運転はできませんの
で、本要求事項は対象外と解釈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。詳細は、実施設計時に協
議とします。

107 101 第3章 第10節 16(3)
5)③

特記事項 「燃料貯槽は、助燃油貯槽との兼用を基本とし、電力会
社の復旧に要する日数（7日程度)を連続運転できる容
量とする」と記載がありますが、本文には、焼却炉を安
全に停止するために設置とあります。
燃料の貯留容量については、焼却炉を安全に停止する
ために必要な稼働時間を条件に決定することとしてよろ
しいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

108 110 第3章 第13節 2(5)1) 特記事項 ごみピット室空間とは、ごみピット及びホッパステージの
上部空間から、ごみピット有効容量を除外したものと解
釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 111 第2章 第13節 4 洗車装置 洗車装置はパッカー車や搬出車のタイヤ周り等外部を
洗浄対象と考えてよろしいでしょうか。

テールゲート含む、パッカー車の内部を洗浄することを
想定しています。

110 112 第3章 第13節 5(4) 説明用パ
ンフレット

外国人用は英語のみでよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
111 113 第3章 第13節 8 エアシャ

ワー
装置

設置基数については、配置を考慮した上で、請負者に
より決定してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

112 115 第4章 第1節 1(1) 工事範囲 ストックヤードとありますが、設計条件をご教示願いま
す。

プラットホーム内に、直接搬入される資源物（紙・布）を
保管できる面積を確保することとします。（紙・布合わせ

て10m2程度、袖壁付）

113 115 第4章 第1節 1(2)2) 仮設事務
所

監督職員用事務所の備品、什器、事務機器等は、何人
分を想定すればよろしいでしょうか。
また、大会議室については、請負者の打合せでも使用
できると考えてよろしいでしょうか。

前段について、10名程度が利用することを想定してくだ
さい。
後段について、ご理解のとおりです。

114 117 第4章 第1節 3(2)4) 工場棟平
面計画

「空気圧縮機、油圧装置室、送風機室、誘引通風機室
等の騒音の発生する設備については、密閉した部屋に
収納し騒音、振動の遮断を配慮すること」とありますが、
炉室全体で騒音対策を講じることを条件に、油圧装置、
送風機類の配置については、請負者提案してよろしい
でしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

115 117 第4章 第1節 3(2)6) 工場棟平
面計画

見学者の使用する通路の有効幅は建築基準法23条3
項に示す有効幅を確保するという理解でよろしいでしょ
うか。

要求水準書のとおりとします。

116 117 第4章 第1節 3(2)6 ) 工場棟平
面計画

歩廊・及び階段幅は、見学者・一般者の使用する部分：
2.4m以上 主要通路：1.2m以上とありますが、階段幅に
ついては、法規制でも1.2m以上です。またP127 5 建築
仕様（管理機能) 10)通路階段 に記載の通り、「主要な
通路の幅員は最低1.6m以上」とありますので、階段幅
については1.6m以上を正として考えますがよろしいで
しょうか。
また有効幅は建築基準法23条3項に基づく有効幅を確
保するという理解でよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

117 118 第4章 第1節 3(4)2) 炉室、選
別装置室

「炉室には…トップライトを設けること」とありますが、冬
季は積雪により採光が遮られてしまうことや、開口部か
らの漏水が懸念されてしまいます。
外壁面に窓を設けることで採光を取ってもよろしいで
しょうか。

請負者提案を可とします。

118 118 第4章 第1節 3(4)4) 炉室、選
別装置室

「排水処理室、炉下コンベヤ室等の水洗いする部屋は
防水仕上げシンダー押え」と記載がありますが、機能上
問題なければ塗布防水でもよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

119 118 第4章 第1節 3(7)1) 薬剤貯留
室

薬剤貯槽について、専用室に収納しとありますが、粉塵
対策を十分に行うことを条件に、炉室内での配置を提
案してよろしいでしょうか。

請負者提案を可とします。

120 120 第4章 第1節 4(2) 構造計算 すべての建物を「高さ31mを超え、60m以下の建築物」
に指定された計算手順＝「保有水平耐力設計」を行うよ
う指定があります。
したがって、一次設計にI=1.25を考慮不要と考えてよろ
しいでしょうか。

一次設計から考慮してください。

121 122 第4章 第1節 4(5)2)
①

外壁 S造部分の外壁材は、機能を損なわない範囲で請負者
提案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。詳細は、実施設計時に協
議とします。

122 123 第4章 第1節 4(5)5)
⑤

建具 「見学者が立ち入る部屋のガラスは強化ガラスとする」
と記載がありますが、強化ガラスとしなければならない、
見学者が立ち入る部屋のガラスとは、見学窓を指すと
いう理解でよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。詳細は、実施設計時に協
議とします。

123 128 第4章 第2節 1(1) 山留・掘削
工事

「残土は原則として場外処分とし」と記載ありますが、
P29 7(3)建設発生土の処分 にて「本工事に伴って残土
が発生し、埋戻し土として使用する場合は、…」とあり、
また解体撤去工事 P152（4)基礎解体にて、「埋め戻し
は締固めを充分行うように注意する」と記載がありま
す。
解体工事及び建設工事における発生残土の埋め戻し
土利用は可能と考えてよろしいでしょうか。

本工事では、できるだけ残土が発生しない計画としてく
ださい。残土が発生し、埋め戻しを行う場合は、締め固
めを十分に行うよう注意してください。万一、余剰な残土
が生じた場合は、場外適正処分として下さい。

124 128 第4章 第2節 2(1)2) 車路及び
駐車場

駐車場は一般車20台以上、大型バス2台以上とありま
すが、添付資料01建設計画位置に示す赤枠範囲内で
は計画が難しいと思われますので、請負者の提案とし
てよろしいでしょうか。

最適な配置計画が困難な場合は、敷地内でご提案くだ
さい。

125 128 第4章 第2節 2(2) 構内排水
設備

設計降雨強度をご教示願います。また採用する設計降
雨強度として、既存施設の設計時の設計降雨強度条件
がありましたら、ご提示願います。

構内排水設備にかかる降雨強度は、流域貯留施設等
技術指針（雨水貯留浸透技術協会）で定められている７
０mm/hrです。

126 128 第4章 第2節 2(2)2) 構内排水
設備

余剰雨水は雨水調整池に接続排水することとあります
が、雨水調整池がないと思われます。よって添付8の排
水取り合い点を正としてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

127 130 第4章 第3節 1(3) 熱源 表30熱源中夏季冷房熱源の列に、電気式ユニット型の
記載がありますが、空冷ヒートポンプエアコン式（マル
チ)、または空冷冷専チラー方式（冷凍機)の採用も可と
してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
128 130 第4章 第3節 1(5)8) 基本条件 『箇所24時間、箇別8時間の各所室』とは、箇所24時間

は24hゾーン、箇別8時間は8hゾーンの各居室と理解し
てよろしいですか。

ご理解のとおりです。

129 131 第4章 第3節 2(2)2) 換気、排
煙設備

換気の外気条件は『空調設備と同様』との記載がありま
すが、表2 ごみ焼却施設　性能保証項目(P17)の空調と
換気の外気条件は一致していません。
換気の外気条件は空調設備と同様としてよろしいでしょ
うか。

性能保証項目に準じてください。

130 136 第4章 第3節 5表32 エレベータ
設備
工事

人荷用（炉室用)のエレベータの設置の有無について
は、請負者提案としてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

131 140 第5章 第2節 1 解体撤去
工事の概
要

産業廃棄物混焼施設の解体撤去において、予期せぬ
解体物、ＲＣＦ製品等があった場合は、別途協議の上、
精算していただくものと考えてよろしいでしょうか。

提示している資料から存在が予見できず、且つそのこと
を請負者自らが明らかにした場合に限り、別途協議とし
ます。

132 141 第5章 第1節 3(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出る考えられま
す。各社のレベルを合せるため、条件をご提示願いま
す。

添付資料と現地確認により、請負者の負担として見込
んでください。

133 152 第5章 第5節 4(2) 土木関係
工事

「アスファルト舗装等（縁石、雨水排水側溝、雨水排水
桝等)、植栽、およびコンクリート構造物（ブロック積擁
壁、植樹桝等)の撤去を行い」と記載ありますが、アス
ファルト舗装範囲、雨水側溝、及び地中埋設された雨水
配管、雨水桝、縁石、コンクリート構造物等の現況の仕
様・数量・埋設深さ等が把握できる図面等の資料をご提
示願います。
添付08から読み取れる敷地内を1周している雨水側溝
以外は把握することが困難です。

添付資料以外に提示できる資料はありません。現地確
認により、請負者にて想定してください。

134 152 第5章 第5節 5(2) 廃棄物の
保管方法
及び処分
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は、工期延長も含め別途協
議いただけると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

135 152 第5章 第5節 5(2) 廃棄物の
保管方法
及び処分
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は、
別途協議いただけると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

136 添付資料
03

添付資料03の埋設配管図について、資料の印字が薄
いため、電気・給排水系統の判別、読み取りが困難で
す。鮮明な資料をご提示いただけないでしょうか。
また、本図は現況を示しており、他の埋設管はないと解
釈してよろしいでしょうか。

前段について、提示できる資料がありません。
後段について、添付5.2及び追加で公表する添付12を参
考に請負者にて想定してください。



■要求水準書（管理運営業務編）に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
137 4 第1章 第4節 12 災害発生

時の協力
災害廃棄物の処理費用を、原則変動費で支払うとあり
ますが、ごみ質が要求水準書の範囲外となった場合の
取り扱いに関し、ご教示願います。

定常的に著しく範囲外にあることを明らかにし、市が了
解した場合は協議によります。

138 4 第1章 第4節 13 他施設と
の調整

他施設の廃棄物の処理費用を、原則変動費で支払うと
ありますが、ごみ質が要求水準書の範囲外となった場
合の取り扱いに関し、ご教示願います。

定常的に著しく範囲外にあることを明らかにし、市が了
解した場合は協議によります。

139 8 第1章 第5節 5(1)4)
②

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
な磨耗等がないこと」とありますが、目安としては、引渡
し時後の使用に支障がある状況と理解してよろしいで
しょうか。

要求水準書のとおりとします。

140 8 第1章 第5節 5 (3)1) その他 ごみピット、水相当に残留する廃棄物・排水等はすべて
処理するとありますが、可能な範囲ですべて処理すると
解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。引渡しの詳細条件は市との協議
によります。

141 10 第3章 第2節 3) 受付管理 搬入基準を満たしていない廃棄物を持ち込んだ搬入者
に対して、分別指導等を行うとありますが、貴市の協力
のもと、実施するとの解釈でよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。指導方法の詳細につい
ては、別途協議によります。

142 10 第3章 第2節 3) 受入管理 貴市の定める搬入基準について、十分に対策を行い、
注意を持って監視していたにも関わらず、搬入基準を満
たしていない廃棄物が処理され、故障・事故等が発生し
た場合は、その対応・費用負担等につき貴市と御協議
をいただけるとの理解でよろしいでしょうか。

市の定める搬入基準について、十分に対策を行い、注
意を持って監視していたことを事業者自らが明らかに
し、故障・事故等の原因が、搬入基準を満たしていない
廃棄物に起因することを事業者自らが明らかにした場
合に限り、別途協議とします。

143 10 第3章 第4節 2) 料金徴収 市が定める方法とは、事業者提案を元に協議させてい
ただいた結果、確定した方法と理解してよろしいでしょう
か。
また、現段階で確定した方法がございましたらご教示願
います。

現段階では確定していませんが、市の指示する方法に
よります。

144 10 第3章 第5節 3) 受付時間 「市が指示する一時的な受付管理」とは、具体的にどの
ような内容かご教示願います。

休業日の地域清掃、災害時における搬入時間の延長、
年末年始の特別対応等を想定しています。

145 12 第4章 第4節 6) 搬入管理 搬入検査とは、展開検査のことであり、展開検査の具
体的な方法については、事業者提案とするとの理解で
よろしいでしょうか。
また、搬入検査の対象は、業者、一般者も含むとの理
解でよろしいでしょうか。

前段について、方法は協議により決定します。
後段について、ご理解のとおりです。

146 12 第4章 第7節 1)
2)

搬出物の
保管およ
び積込

有効利用物および不適正処理物の市が指示する保管
量をご教示願います。

紙・布以外の有効利用物の定常的な保管量は把握して
いません。なお、不適物の保管は想定してません。

147 12 第4章 第7節 4) 搬出物の
保管およ
び積込

重機、車両等はリースでの用意と理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

148 21 第8章 第5節 1) 見学者対
応

「事業者は、市が見学者への説明を行う際に、施設の
稼動状況及び環境保全状況等の説明に協力すること。
なお、見学者の受付は市が行う」と記載がありますが、
小学生の社会科見学含む一般者も、見学者対応業務
の所掌は貴市であり、事業者は見学者対応への協力を
行うとの解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。見学者対応業務の詳細は、業務
計画書作成時に協議とします。



■落札者決定基準に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
149 7 Ⅴ 3 入札価格以外の

審査項目、審査
のポイント及び配
点

地元企業は三沢市を本店所在地とする企業とあります
が、支社支店、営業所は地元企業扱いとして、認められ
るのでしょうか。

三沢市内を本店所在地とする企業とは同じではありませ
んが、一定の評価をする場合があります。



■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 質問内容 質問への回答
150 第4号様式 委任状（代

表企業）
1枚に全社分押印するのでなく、1社1枚でもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

151 提案仕様記
載用フォー
マット

フォーマットに記載頂いている文章について、語尾の書
き換えは不要として考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



■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 質問内容 質問への回答
152 5 3 特定事業契約 違約金を貴市に支払う義務の連帯負担について、落札

者各社の責任範囲等が異なる為、各社の協議により負
担割合を決定することについては、認めていただけると
の理解でよろしいでしょうか。

連帯責任とします。なお、構成企業間の負担割合の取決
めについて市は関与しません。



■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 質問内容 質問への回答
153 4 1 （2） 役割分担 「ＳＰＣをして履行せしめる」について、管理運営業務を

遂行する人員を、ＳＰＣ自体への配置に限定されないと
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

154 5 1 JVの組成 「市が認める一定の条件を満たした場合に限り、乙型を
認める」とありますが、乙型JVの条件についてご教示願
います。

下請け発注等でJV名義で行っていただくかそれと同等
の下請け保護の対策を採っていただきます。

155 6 6 SPCの管理運
営

発注者が別途定める様式及び株式担保権設定契約書
の内容について、ご教示願います。

今後の検討によりますが、事業の安定的遂行を目的とし
て、株の散逸防止を主眼に作成されます。

156 12 1 損害賠償 賠償義務の連帯負担について、各事業者の責任範囲等
が異なる為、各事業者間の協議により負担割合を決定
することについては、認めていただけるとの理解でよろし
いでしょうか。

本基本契約の債務不履行等についての規定です。
各事業者の責任範囲等とは原則として無関係です。



■建設工事請負仮契約書（案）に対する質問への回答

№ 約款 条 項 号 項目名 質問内容 質問への回答
157 - 2 4 総則 前項に規定するの「前項」とは、第4項の前段のことを指

すのでしょうか。それとも第3項のことでしょうか。
「前項」を「本項本文に規定する」と契約書において修正
します。

158 - 2 12 総則 入札説明書等の誤記等とありますが、「等」には発注者
の情報及びデータの未提示も含まれると解釈してよろし
いでしょうか。

発注者が提示済みのものに限られます。

159 設計 1 3 （記載位置） 末尾にある「 (協議の書面主義)」は、第2条のタイトルと
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。契約書において修正します。

160 設計 8 1
2

特許権等の使
用

この条項については、発注者の指示その他責めに帰す
る理由により生じたものについては、受注者は責任を負
わないという理解でよろしいでしょうか。

指示があったとしても、受注者の責任と費用で権利関係
を調査し、発注者に報告してください。

161 設計 42 1 発注者の解除
権

「この契約」は、「建設工事請負契約」を示すものとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

162 工事 1 1 総則 契約書第3条、第6条は、建設工事請負仮契約書（案）を
指しているのでしょうか。その場合、その第6条は正しく
は第7条でしょうか。
また第18 条、第19 条は、この工事約款を指しているの
でしょうか。

ご理解のとおりです。「6条」は「7条」と「本約款第18条、
第19条」と契約書においてそれぞれ修正します。

163 工事 8 1
2

特許権等の使
用

この条項については、発注者の指示その他責めに帰す
る理由により生じたものについては、受注者は責任を負
わないという理解でよろしいでしょうか。

指示があったとしても、受注者の責任と費用で権利関係
を調査し、発注者に報告してください。

164 工事 18 6 条件変更等 ただし、入札説明書等、提案書等又は設計図書の訂正
又は変更が第1項第1号に該当することによるか又は入
札説明書等に関して第1項第2号乃至第5号に該当する
ことにより生じたときその他発注者の責めに帰すべきこ
とが明らかではない」場合のリスク（費用負担など）を事
業者が負うことになっています。入札説明書等につい
て、事業者がその誤りや脱漏を確認出来ない事項が
有った場合には、その適用を除外していただけないで
しょうか。

ご指摘の場合であっても、適用除外はありません。

165 工事 19 3 設計図書の変
更

「ただし、発注者の責めに帰すべきことが明らかな場合
でない限り、発注者は、かかる設計図書の変更により受
注者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、発注者による入札説明書の変更による、受注者
の費用の増加については、発注者負担であり、この条文
の適用は除外されると解釈してよろしいでしょうか。

原則として、適用の除外はありません。

166 工事 40 1 瑕疵担保 ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費
用を要するときは、損害の賠償のみを請求することがで
きる」について、民法上は、損害賠償責任をも免責となる
ため、本件では責任が重くなっています。
「ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費
用を要するときは、この限りではない」と読み替えてよろ
しいでしょうか。

民法の特則を定めるものです。ご指摘の読み替えは認
められません。

167 工事 44 1 発注者の解除
権

「この契約」は、「建設工事請負契約」を示すものとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

168 工事 46 1 違約金 10分の【3】となっていますが、管理運営委託仮契約書
（案）では10分の【1】となっているため、10分の【1】に統
一してもらえないでしょうか。

原案のとおりとします。



■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 質問内容 質問への回答
169 1 10 総則 入札説明書等の誤記等とありますが、「等」には発注者

の情報及びデータの未提示も含まれると解釈してよろし
いでしょうか。

発注者が提示済みのものに限られます。

170 4 4 契約の保証 請負代金額は正しくは、第1条第2項で定義された委託
料と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。「委託料」と契約書において修正し
ます。

171 6 3 業務の範囲 前項の協議に相当する事項について、ご教示願います。 「前項の協議」を「当該協議」と契約書において修正しま
す。

172 12 3 業務の基準等 前項の基準等を満たさない、及び要求水準を満たさない
場合の要因が、受注者の責任範囲外にある場合、また
はあると考えられる場合は、発注者と受注者の協議によ
りその責任範囲、及び措置について決定されるものとの
理解でよろしいでしょうか。

協議は予定していません。ただし、受注者の意見をを聞
くこととします。

173 22 1 料金の徴収 「発注者が定める情報」とは、住所、氏名、連絡先（電話
等）、搬入物と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、契約締結後、協議により決せら
れます。

174 23 1 業務の履行責
任

「本施設の性能保証事項（入札説明書等に定める意味
を有する～」について、性能保証事項を記載されている
項目・箇所をご教示願います。

入札説明書等には要求水準書も含まれます。

175 23 3 業務の履行責
任

「前項のいずれかの場合に該当し」に相当する事項につ
いて、ご教示願います。

「前項のいずれかの場合に該当し」を「前項に該当し」と
契約書において修正します。

176 23 3 業務の履行責
任

損害の賠償が無制限と読み取れるため、金銭的上限を
設定していただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

177 29 不可抗力 不可抗力の定義について、具体的に想定される事象に
つき可能な範囲でご教示願います。

建設工事請負契約と同様の定義を設け、契約書におい
て修正します。

178 39 1 協議会の設置 協議会について、発注者、受注者以外の参加を頂く場
合、貴市の事業であるが故に協力を頂ける場合が多い
と考えます。このとから、貴市主体にて運営いただき、受
注者はこれに協力するとの理解でよろしいしょうか。

受注者の責任において協議会を設置して下さい。その旨
明確となるよう、「発注者は、必要に応じ、情報交換や業
務の調整を図る協議会の設置を受注者に行わせること
ができる。」と契約書において修正します。

179 42 5
6

知的財産権 発注者の指示その他責めに帰する理由により生じたも
のについては、受注者は責任を負わないという理解でよ
ろしいでしょうか。

指示があったとしても、受注者の責任と費用で権利関係
を調査し、発注者に報告してください。


