
平成28年10月31日
No 頁 項目番号 項目名 意見・質問 回答
1 2 Ⅰ.1.5) 事業概要 小動物の死骸の搬入について、どのような受入方法を

計画されているかご教示ください。
募集要項にて示します。

2 2 Ⅰ.1.5) 事業概要 小動物の死骸に大型犬、鹿、イノシシ等の大型の動物
は含まれないと考えてよろしいでしょうか。

募集要項にて示します。

3 2 Ⅰ.1.5) 事業概要 約30年間のプラント使用を前提として…とありますが
運営期間内での大規模改修、基幹改修は必要でしょう
か。

運営期間内での大規模改修及び基幹改修の実施は事業
者の提案によるものとします。
なお、事業期間終了の引き継ぎ時における本施設の要
求水準は募集要項にて示します。

4 8 Ⅱ.2.1) 応募者の構成
等

(1)にプラント建設を行う企業及び本施設の運営業務を
行う企業のうち主たる業務を担う企業とありますが、
主たる業務の定義をご教示ください。

主たる業務とは、可燃ごみ処理に係るプラントの設
計・建設を行う業務及びプラントの運転・維持管理を
行う業務です。

5 8 Ⅱ.2.1).(3) 応募者の参加
資格要件

地元業者とＪＶ可能については大変感謝しています。
下記の組み合わせは良いか判断願います。
質疑
①プラントメーカー+市内Ａ業者
②プラントメーカー+市内Ａ業者+市内Ｂ業者
③プラントメーカー+市内Ａ業者+市外業者
意見
①に関しては問題ないと思いますが②は市内全般業者
にも配慮して欲しいと思います。
③については市外業者が入る必要性が低く、市内業者
で十分施工できる。（市内業者の中にも協力会社とし
ての実績もあります。）
意見
代表企業、構成員及び協力企業を明らかにするとあり
ますが特に協力企業に関しては設計書もない状態で克
明に明記出来ないこともあり得ます。

ご質問のとおり、参加資格要件を満足すれば①、②、
③の構成による応募は可能です。
後段については、ご意見として承ります。

6 9 Ⅱ.2.3) 本施設の設
計、建設を行
う企業

同一業務を複数の企業で実施する場合は、少なくとも
主たる業務を担う１社が次の該当する用件を満たすこ
ととありますが、主たる業務の定義をご教示くださ
い。

No.4の回答を参照ください。
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7 10 Ⅱ.2.3).(4) 応募者の参加
資格要件

意見
経審評価点1,000点以上の業者とありますが、今回の第
一目標は前回（既存施設）の失敗を繰返さないという
ことが一番の前提と考えます。
1,300点未満の会社を考えると実績その他の観点から知
名度も無く、信用性の疑われる会社が多々有るように
思います。せっかく地元企業とのＪＶ可能なのに不安
材料が有ります。やはり安全安心及びＪＶ体制の精神
論等しっかりした考え、実績を持つ大手ストーカー
メーカーとのＪＶ体制をとって頂ければ良いと思いま
す。
（経審評点の格上等）
また総合評価方式においても国交省並みの基準で金額
よりも経験実績（80％以上の割合比率）が高評価基準
になるような方式にしてもらいたい。
※経験実績‥設計・施工・実績・地域貢献度、経審点
数等
意見
上記と同様の部分も有りますがPFI・DBO事業実績3年以
上は良いと思いますが複数件実績（例えば3件以上等）
と付記して頂ければ安心して代表会社と地元会社のＪ
Ｖ施工ができると考えます。

ご意見として承ります。

8 10 Ⅱ.2.3).(5) 本施設の設
計・建設を行
う企業

納入実績として、「１炉あたり20t/日以上の規模かつ
熱回収設備」を求められていますが、貴市の計画内容
と同等の全連続運転施設「１炉あたり20t/24h以上」の
実績を求め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。

9 10 Ⅱ.2.4).(1) 本施設の運営
を行う企業の
要件

同一業務を複数の企業で実施する場合は、少なくとも
主たる業務を担う１社が次の用件を満たすこととあり
ますが、主たる業務の定義をご教示ください。

No.4の回答を参照ください。
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10 10 Ⅱ.2.4).(1) 本施設の運営
を行う企業の
要件

運営業務委託受託実績として、「ごみ焼却施設その他
可燃ごみ処理施設」における実績を求められています
が、貴市の計画内容（ストーカ式焼却施設）を鑑み、
同等計画以上（ストーカ式焼却施設で１炉あたり
20t/24h以上）の受託実績を求めるものと理解してよろ
しいでしょうか。

運営業務委託実績においては、処理方式は限定しませ
ん。また、ごみ処理量は20t/日以上であれば良いもの
とします。

11 10 Ⅱ.2.4).(1) 本施設の運営
を行う企業の
要件

運営業務委託受託実績として、「延べ３年以上の」運
営実績を求められていますが、約30年間のプラント使
用を前提とした本事業の選定にあたり、少なくとも連
続５年以上の運営実績を求めることを推奨いたしま
す。

ご意見として承ります。

12 13 Ⅱ.3.3).(2).イ 非価格要素審
査及び価格審
査

P.15「Ⅲ民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ
確実な実施の確保に関する事項」に示されている『本
施設等の機能（性能要件）が十分発揮できるよう、設
計・建設業務及び運営業務まで、サービスの水準を確
保する』ことを目的に、多くの事業で、基準価格方式
（予定価格に対して基準価格を設定し、基準価格以下
の応札額は満点となる）が採用されています。本事業
においても、適切な地域貢献を行うことを含めた事業
サービスの品質が確保されるよう、価格審査点に関し
て、基準価格方式が採用されることを強く希望しま
す。

ご意見として承ります。

13 16 Ⅲ.3.3) 運営期間の終
了時

運営事業者は、・・・施設性能が維持されていること
について、・・とありますが、施設性能とは具体的に
どのような項目を想定されておられますか。

募集要項にて示します。

14 17 Ⅳ.2. 施設規模 48ｔ/日となっていますが、
炉数：１炉又は２炉
稼動時間：24ｈ又は16ｈ
のいずれでの計画を想定されておられますか。

炉数：２炉、稼働時間：24hとして計画してください。
詳細は募集要項にて示します。
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15 17 Ⅳ.2. 施設規模 ごみ質の提示がありますが、各ごみ質の単位体積重量
（kg/㎥）が通常の低位発熱量（kJ/kg）からすると、
軽く設定されているように思われます。本ごみ質で計
画を進めていくものとして考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。ただし、入札公告時に過去の
ごみ質データを開示するものとします。

16 21 参考資料①.
1.1).(2).①

運営事業者の
本店所在地

事業費削減の観点から、運営事業者の本店所在地は、
運営開始後は本施設内におけるようご配慮いただくこ
とを希望します。

ご意見として承ります。

17 21 参考資料①.
1.1)(2)

特別目的会社
の資本金

SPCの資本金は運営に必要な資本となることから、運営
開始前迄に提案書等で提案を行った額に増資を行うこ
とでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

18 21 参考資料①.2 建設工事
請負契約

建設工事請負契約においては、貴市建設工事請負基準
約款が使用されますでしょうか。
また、使用される場合、前払金の支出は予定されてい
ますでしょうか。

募集要項にて示します。

19 22 参考資料①.3 運営業務
委託契約

契約保証金に代わる担保には、保証事業会社（公共工
事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第
１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社）の
保証も含まれますでしょうか。

お見込みのとおりです。

20 22 参考資料①.
3.1).(1)

運営業務委託
契約の契約保
証金

運営業務委託契約における契約保証金は、総額ではな
く、各事業年度の1/10としていただけますようお願い
します。

ご意見として承ります。

21 24 参考資料①.
3.7)(3)

事業期間終了
時の取扱い

運営事業者は、・・性能未達が発生した場合に
は、・・とありますが、別事業者にて性能未達となっ
た場合、本事業者による再試験は可能でしょうか。

募集要項にて示します。

22 26 添付資料①
事業に係るリ
スク分担(2/2)

運営段階　既
存施設への影
響

備考欄に「（既存施設への給電、給熱を業務範囲とし
た場合）」とありますが、詳細について開示いただけ
ますようお願いします。

募集要項にて示します。
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