
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２回）への回答

平成３０年１０月２３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 3 Ⅱ 4 （5）イ
（イ）④

市側が行う
業務

市側が行う管理運営に関する業務に本施設からの焼却
残さ等の運搬・処分がありますが、本施設から運搬する
際の積込み作業（バンカの開閉等）も、貴市が行う業務と
解釈してよろしいでしょうか。

積込み作業は事業者の業務範囲とします。

2 13 Ⅳ 3 （9）エ
（オ）③
8）

入札書類 建築仕上図と記載ありますが、一般的な建築意匠図 内
外仕上表を指すという理解でよろしいでしょうか。異なる
場合はどのような資料か、ご提示願います。

ご理解のとおりです。



■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

3 2 第1章 第2節 6 敷地面積
（建設計
画位置）

約0.4haと記載ありますが、添付資料01 建設計画位置に
記載の赤枠内は04haに未満と思われます。
どの範囲を指しているのか、図示願います。

添付1では既存施設及び粗大ごみ処理施設の運転、業
務に支障のないと市が考える範囲を赤枠で示していま
す。赤枠を超えることも可能であり、詳細については協議
によります。

4 2 第1章 第2節 6 敷地面積
（建設計
画位置）

添付01の建設計画位置外にある本事業敷地の敷地境
界線の位置、及び敷地面積を敷地測量平面図上でご教
示願います。

敷地境界線については、添付11.2～11.4及び追加で公
表する添付11.5地籍図の「101-1016」を参照のうえ、ご
検討ください。敷地面積については、都市計画区域は添
付11.1に示すとおりですが、詳細については協議により
ます。

5 2 第1章 第2節 6 敷地面積
（建設計
画位置）

今後提出することになる確認申請上の敷地境界の位
置、敷地面積が敷地測量平面図上でどこを示している
か、ご教示願います。

敷地境界線については、添付11.2～11.4及び追加で公
表する添付11.5地籍図の「101-1016」を参照のうえ、ご
検討ください。敷地面積については、都市計画区域は添
付11.1に示すとおりですが、詳細については協議により
ます。

6 2 第1章 第2節 7(4) 敷地周辺
設備

電気・電話の引き込み時の取り合い点をご教示願いま
す。

電気・電話の引き込み時の取り合い点については、添付
2に示す「構内引込第１柱」を参照願います。

7 2 第1章 第2節 7(4)2) 敷地周辺
整備

さく井工事について、本建設予定地のさく井深さは既設
同等程度と考えてよろしいでしょうか。

左記の提案でも可としますが、請負者の責任において提
案してください。

8 21 第1章 第9節 - 業務範囲 第1回質疑回答No32より、本施設の整備に際して、工事
期間中も既存焼却施設の運転を継続するために、地中
埋設管等の盛替え工事が必要となると思われます。
給排水・電気・通信・雨水排水設備の盛替えするときの
既存焼却施設側の取り合い点をご教示願います。

給排水および既設浄化槽、電気の埋設管については、
添付3を参照願います。既設井戸より取水している井水
は受水槽から各施設（管理棟および排水処理棟と焼却
処理施設および粗大ごみ処理施設等に分岐）へ送水さ
れています。電気については、焼却処理施設とその他施
設（粗大ごみ処理施設、管理事務所（市職員用）等）の2
系統受電となっています。その他については、添付3およ
び添付5.2を参照願います。

9 37 第2章 第1節 5(2) 設備方式 生活排水を送水する集水枡への放流条件をご教示願い
ます。
また、集水枡以降の維持管理については、本事業の所
掌範囲外と解釈してよろしいでしょうか。

入札説明書等に関する質問（第1回）への回答No.46に加
え、要求水準書P39の浄化槽に係る排水基準値を遵守し
てください。
また、集水枡以降の維持管理については、ご理解のとお
りです。ただし、集水桝以降の容量等が不足する場合
は、維持管理も含めて請負者の業務範囲となります。な
お、可能な限り、集水桝以降の変更が不要となるよう計
画してください。

10 51 第3章 第2節 1 ごみ計量
機

施設見学時に、既設の焼却施設の計量機データが、貴
市管理棟に送信されていることを確認しましたが、新設
炉建設中に使用する計量機からのデータ送信は不要と
考えてよろしいでしょうか。

新設炉建設中に使用する計量機についても、管理事務
所（市職員用）へのデータ送信が可能となるよう計画して
ください。

11 82 第3章 第7節 6(3)1) 飛灰処理
物バンカ
容量

10t車での搬出に適正な容量と記載がありますが、施設
見学時に確認したところ、既設の搬出車両は4t車で、新
設においても変更はないとのことでした。
容量は4t車での搬出に適正な容量としてよろしいでしょう
か。

4t車としてください。

12 84 第3章 第7節 10(3)1) 主灰バン
カ　容量

10t車での搬出に適正な容量と記載がありますが、施設
見学時に確認したところ、既設の搬出車両は4t車で、新
設においても変更はないとのことでした。
容量は4t車での搬出に適正な容量としてよろしいでしょう
か。

4t車としてください。

13 101 第3章 第10節 16(3)5) 非常用発
電機

電力会社の復電に要する日数(7日程度)に必要な動力
は、焼却炉を安全に停止した後に必要な建築保安動力
及び保安照明と解釈してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

14 110 第3章 第13節 1 雑用空気
圧縮機

機器点数削減や設置スペース削減よるメンテナンス性向
上の観点から、雑用空気圧縮機と計装用空気圧縮機を
兼用してもよろしいでしょうか。

要求水準書で指定している数量、主要項目、特記事項を
満たしたうえで、請負者提案を可とします。

15 111 第3章 第13節 4 洗車装置 第1回質問回答No109にて、テールゲートを含むパッカー
車の内部を洗浄することを想定しているとの回答があり
ましたが、施設見学時に確認したところ、外周部及びご
み投入口程度の洗浄を想定し、車両は2～4ｔパッカー車
及び4tダンプとのことでした。
洗車車両は2～4tパッカー車及び4tダンプ（灰搬出用）、
洗車箇所は車両外周部及びパッカー車のごみ投入部を
して計画してよろしいでしょうか。

実際の利用においては、外周部及びごみ投入口程度の
みを洗浄する業者も想定されますが、設備を計画するう
えでは、入札説明書等に関する質問（第1回）への回答
No.109に記載の場合を想定してください。

16 112 第3章 第13節 5(2) 説明用映
写設備

映写設備の形式に100インチ大型ディスプレイ・プラズマ
ディスプレイとありますが、見学者説明方法等の提案内
容拡充のために、形式変更は可能と考えてよろしいで
しょうか。

要求水準書で指定している仕様と同等以上の機能を有
するものとしますが、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
17 115

117
第4章 第1節 1(1)

3(2）
13)

車庫棟 車庫棟内へ駐車させる車両として、ショベル等との記載
がありますが、現地見学にて確認したところ、貴市所有
の車両はユニック車1台とのことでした。車庫棟の対象車
両は現在所有しているユニック車1台と解釈してよろしい
でしょうか。

積載型トラッククレーン1台と公用車2台の計3台及び請
負者が必要と判断する車両を想定してください。

18 117 第4章 第1節 3（2） 工場棟平
面計画

階段幅については、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、階段幅は1.6m以上を正と考えてよ
ろしいでしょうか。

要求水準書P117に記載の主要通路は、プラント階段を
想定しています。なお、P127に関して、見学動線のうち
説明等を行うことが想定される場所については、必要な
スペースを設けてください。

19 121 第4章 第1節 4(3)7) 基礎構造 高炉セメントの使用を基本とする事と記載ありますが、高
炉セメントの使用はマスコンクリートとなる部分を対象と
しているという理解でよろしいでしょうか。

6)については、「ひび割れ対策を考慮すること。」を「ひび
割れ対策を考慮し、低熱ポルトランドセメントまたは中庸
熱ポルトランドセメントの使用を基本とすること。」と修正
します。7)については、「高炉セメントの使用を基本とする
こと。」を削除します。

20 128 第4章 第2節 2(4) 門・囲障
工事

本工事範囲のフェンスの設置範囲について、現況設置さ
れているフェンスに対し、本事業の計画上切り替えが必
要となる箇所のみ新設フェンスを設置するという理解で
よろしいでしょうか。別途フェンス設置範囲を想定されて
いるのであれば、資料のご提示をお願いします。

フェンスの設置範囲については、請負者提案とします。
安全、防犯上の必要性を踏まえて提案してください。

21 128 第4章 第2節 2(4) 門・囲障
工事

新焼却施設と既存焼却施設との間には、跡地利用時の
自由度を考慮し、フェンスは設置しない設計としてよろし
いでしょうか。

No.20を参照願います。

22 128 第4章 第2節 2(4) 門・囲障
工事

新焼却施設と隣接する粗大ごみ処理施設及び管理事務
所（市職員用）との間には、フェンスは設置しないことで
よろしいでしょうか（現況と同様）。

No.20を参照願います。

23 添付資料 添付資料について、現地での資料閲覧させて頂くことは
可能でしょうか。

資料の閲覧は可とします。閲覧を希望する場合は、入札
説明書P24に記載の問い合わせ先までご連絡ください。

24 添付資料
11.1

資料中にある1.5ｈaが貴市が所有する敷地という理解で
よろしいでしょうか。

市有地はこの範囲に限らず、都市計画区域を添付11.1
に示しております。

25 添付資料
11.1

資料中にある1.5ｈaが今後提出される予定の確認申請
上の敷地面積との理解でよろしいでしょうか。その場合、
敷地測量平面図上での敷地境界位置をご教示願いま
す。

添付11.2～11.4及び追加で公表する添付11.5地籍図の
「101-1016」を参照のうえ、ご検討ください。



■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
26 7 第1章 第5節 5(1)1) 本業務期間

終了時の引
渡し条件

大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし継続使
用に支障のない程度の軽微な汚損、劣化は除くとありま
すが、破損、汚損、劣化の状態についての明確な基準を
があれば、ご提示願います。

定常的な維持管理を実施することで、事業終了後10年間
にわたり継続して要求水準書に記載の業務を実施するこ
とに支障のない状態を基準とします。

27 7 第1章 第5節 5(1)2) 本業務期間
終了時の引
渡し条件

大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし
継続使用に支障のない程度の軽微な汚損、劣化は除くと
ありますが、汚損、劣化の状態についての明確な基準が
あれば、ご提示願います。

No.26を参照願います。

28 8 第1章 第5節 5(3)1) 本業務期間
終了時の引
渡し条件

第1回質問回答No140にて、ごみピット、水槽の残留物を
可能な範囲で全て処理するとのことですが、受入を一時
停止する等の措置は必要ないと解釈してよろしいでしょう
か。

現時点において、受け入れ停止は想定していません。



■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

29 5 1 ＪＶの組成 第１回質問回答No154にて、「ＪＶと同等の下請け保護の
対策」について、具体的内容を可能な範囲でご教示願い
ます。

JV協定書において、下請等の債権者に対して連帯して
債務を負う旨規定の上、この協定内容を市に対して表明
保証してください。


