
No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答
1 2 4 1)(8) 事業概要 平成28年10月発刊の実施方針では事業方式、３年以上の

地方団体発注のＰＦＩ・ＤＢＯ事業の運営事務委託を受
諾した実績業者と記載されていますが案内文書では事業
方式…公設民営（ＤＢＯ方式）とあります。ＰＦＩ方式
はどうなっているのでしょうか。

実施方針の部分は、運営を行う企業の要件を記載したも
のであり、本事業の事業方式については、入札説明書に
記載のとおりです。

2 14 8 2) 応募者が提出
をする資格審
査申請書など

『…なお、様式内に別途指示がある場合を除き、提出書
類に応募者を直接的に特定できる記述を行わないものと
する。』の書類については、8-2)-(13)における概要書
とし、出資企業ならびに協力企業などの資格者要件を直
接確認する書類はこの限りでは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。

3 15 8 2)(8) 納税証明書(市
税・国税)

納税証明書(市税・国税)は様式第2号に記載の応募者全
てが提出を行うことでよろしいでしょうか。
市税は証明書を提出する企業の糸魚川市殿へ入札参加登
録を行っている事業所(委任先)のものでよろしいでしょ
うか。(東京都内であれば法人都民税)
納税証明書は『未納のない証明』(国税であればその３
の３)でよろしいでしょうか。

前段については、国税は応募者全てが納税証明書を提出
することとしますが、市税は市内に本店を有する者のみ
納税証明書を提出してください。
後段についてはご理解のとおりです。

4 15 8 2)(9) (1)⑤に示す実
績

『…（…1炉90日以上の連続稼動の実績については、事
務局が直接照合する)』
貴市で照合される90日以上の連続稼動の実績につきまし
ては、連続運転の期間内に計画停止をした期間を含む場
合は計画停止をした日数を差し引き、運転を行った延べ
期間を90日とする理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 15 8 2)(6)(10) 工種ごとに配
置できる専任
の監理技術者

ＪＶの役割に応じて工種ごとに配置できる専任の監理技
術者の専任を行う予定としておりますが、資格審査申請
書類の提出から着工までが長期に渡ることから複数の配
置予定技術者を選任することは可能でしょうか。
また、申請時に複数の選任が困難な場合は技術者の変更
を行う(役割に応じて工種の条件を満足する)ことは可能
でしょうか。

可とします。
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6 15 8 2)(13) 概要書 提案概要書の書式は自由、一部に図等を用いたカラー印
刷とし、提出様式はA3片面印刷の簡易製本としてよろし
いでしょうか。
また、処理フロー、配置・動線計画、各階配置図等は、
文章による説明書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。

7 15 8 2)(14) 特定共同企業
体の協定書(写
し)

プラントの設計・建設を行う企業と建築物の設計建設を
行う企業で構成する『特定共同企業体協定書(乙型)』の
『特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定
書』の分担施工額はJVの設計・積算に基づき算出される
ことから、『特定建設工事共同企業体協定書第8条に基
づく協定書』は入札書の提出期日に合わせて提出を行う
ことでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 17 9 2) 入札書類の提
出方法

様式第7号～10号は提出部数が同じとなりますが、全て
別冊にて綴じ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。全て別冊としてください。

9 18 10 (4) 予定価格等 ごみ処理施設整備運営事業ですが厳密に言うと機械器具
＋土木工事＋建築工事の工事であり、事業ではなく工事
として受け取れると思いますが毎年の入札説明会に於い
て制限付き一般競争入札には最低制限価格（工事の時は
９１％、コンサル等は６０％）を設けると説明を受けて
います。ですが今回は設けないと記載されています、規
定として設けていただきたいと思います。
制限付き一般競争入札を始めて以降、最低制限価格を設
けていない事は無かったように思われます。

本事業は、入札説明書1ページの冒頭に記載のとおり、
平成28年度糸魚川市入札・契約制度と異なるスケジュー
ル及び手続方法となっていることに留意してください。
建設工事については、設計と施工を一括して発注して性
能を保証させる性能発注方式としております。予定価格
の積算方法が一般公共工事と異なるため、最低制限価格
は設けません。

10 21 14 2) 著作権等 「本事業において公表が必要と認めるときは、本市は、
提案書の全部又は一部を無償で使用することができるも
のとする。」とありますが、その場合には事前に協議を
させていただくという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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11 24 添付資料2 競争的対話等
実施要領

資格審査段階で提出した資料のうち、独自提案について
の質問（明瞭化）と安全対策への質問（明瞭化）とあり
ますが、競争的対話の際は説明用資料を追加作成しても
よろしいでしょうか。
また、実施の詳細な要領は改めてご指示いただけるもの
と考えてよろしいでしょうか。

競争的対話については、資格審査を通過した事業者に対
してのみ、実施要領等の詳細を指示します。



No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答
1 5 4 1)(1) 表1 非価格要

素評価項目
本表における評価項目(①全体施設計画など)に対して、
評価の視点が複数(本施設の全体…／景観(外観…など)
ありますが、同項目の配点は評価の視点で按分されると
理解してよろしいでしょうか。

表1 非価格要素審査評価項目のとおりとします。

2 6 4 1)(2) 評価項目の採
点基準

非価格要素の点数化方法は各選定委員が「評価項目の採
点基準」に沿って評価し点数化したものの平均値と理解
してよろしいでしょうか。

点数化方法については、事業者選定委員会で決定しま
す。
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No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答
1 Ⅰ-
1
第1編 第1節 1 一般概要 エネルギー回収率は10％以上を達成するとの記載があり

ますが、入札説明書の20頁にあるように御市は過疎地域
に該当するため、エネルギー回収率は全て熱回収率と読
み替えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、本市は過疎地域に該当するため、エネ
ルギー回収率の定義は発電効率と熱回収率となります。

2 Ⅰ-
5
第1編 第1節 7
3)(10)

全体計画 建築設備の運転は中央管理方式とありますが、管理棟範
囲については個別方式としてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 Ⅰ-
6
第1編 第1節 8
4)(2)

敷地周辺設備 生活用水の取水量に制限はあるでしょうか。 特に制限はありませんが、使用実績を参考にしてくださ
い。
過去3年平均の上水使用量は、場外余熱利用施設への送
湯分を含めて、年間約11,800㎥です。

4 Ⅰ-
6
第1編 第1節 8
4)(2)

敷地周辺設備 既設井戸#1～#4それぞれの取水可能量をご教示願いま
す。
また、添付資料3#2以外の#1、#3、#4の井戸水質をご教
示願います。

特に制限はありませんが、使用実績を参考にしてくださ
い。
過去3年平均の井戸水使用量は、#1は年間約12,000㎥、
#2は年間約90,000㎥、#3は消雪使用で使用量不明、#4は
使用していません。
井戸水の水質検査については、#2以外は実施していませ
んので、#2を参考にしてください。

5 Ⅰ-
6
第1編 第1節 8
4)(6)

敷地周辺設備 下水道放流とありますが下水道の取り合い点をご教示願
います。

敷地西側の既設井戸#1と#4の中間に下水道公共桝を設置
予定です。

6 Ⅰ-
7
第1編 第2節 1
2)(2)

処理対象ごみ
量

動物の死骸について、想定されている大きさがあればご
教示願います。

みかん箱程度の大きさとします。
動物の死骸は、ビニール袋または段ボール箱（若しくは
両方）に入れて受入れします。

7 Ⅰ-
13
第1編 第2節 9 6)植栽計画 植栽を計画するにあたり緑化率のご指定はあるでしょう

か。
指定はありません。
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8 Ⅰ-
25
第2編 第1章 第
4節 1 1)
参考:16

引渡性能試験

引渡性能試験
方法

JISB8041はガスタービンの受渡試験に適用する規格とな
りますので、当該非常用発電機(ディーゼル機関)では適
用外となります。そのため、消防用設備等試験結果報告
書の様式に準じた試験方法とし、使用開始前の消防検査
の合格をもって性能試験に代え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。

9 Ⅰ-
45
第2編 第2章 第
2節 4 5)(4)

ダンピング
ボックス

ダンピングボックスの腐食対策を講じることと記載があ
りますが、外面の腐食対策と考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。特にごみとの接触面の腐食対策を
講じてください。

10 Ⅰ-
52
第2編 第2章 第
3節 4 4.1

助燃油貯留槽 使用先に予備ボイラの記載がありますが、焼却炉停止時
にも外部温水を作成する必要があるでしょうか。
また、焼却炉停止時は場内温水のみを考慮する場合は、
他方式（電気式等）の採用も可能でしょうか。

焼却炉全炉停止時には、外部へ温水を供給する必要はあ
りません。
場内給湯は、予備ボイラ以外でも可とします。

11 Ⅰ-
52
第2編 第2章 第
3節 4 4.1
3)(1)

助燃油貯留槽 形式は二重殻構造の指定がありますが、地下ピット式を
採用した場合、形式は提案と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。

12 Ⅰ-
53
第2編 第2章 第
3節 4 4.1
5)(4)

助燃油貯留槽 停電時に7日間ごみの受入が継続できる容量とあります
が、非常用発電機は昼間（8時間）のみの運転で計画し
てよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

13 Ⅰ-
59
第2編 第2章 第
5節 1 5)(4)

集じん器 ろ過式集じん器の逆洗はオフライン状態で実施とありま
すが、ダンパ切替えの動作頻度が多くなることから、近
年の実績が多いオンライン式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。ただし、オンライン式の
採用実績を提示いただき、支障がないと判断された場合
は、採用を認めます。

14 Ⅰ-
59
第2編 第2章 第
5節 1 5)(9)

集じん器 複数室設け、1室が閉鎖しても定格運転が継続できるも
のとありますが、通常運転時の余裕率が大きくなること
から、1室での提案は可能でしょうか。
または、複数室設ける場合の閉鎖時の定格運転の条件
は、基準ごみ質と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。

15 Ⅰ-
60
第2編 第2章 第
5節 2 5)(2)

有害ガス除去
装置

使用薬品の使用実績を提示することとありますが、実施
設計段階での提示と考えてよろしいでしょうか。

技術提案書の提出時に使用実績を提出してください。
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16 Ⅰ-
71
第2編 第2章 第
8節 4 4.1
5)(4)

振動コンベヤ 振動コンベヤの篩上に残ったものは、セメント不適物
ピットへ搬送するとありますが、セメント不適物は
100mm以上のもの全てと考えてよろしいでしょうか。
また、不適物の混入量をご教示願います。

ご理解のとおりです。
不適物の混入量の実績はありませんので、貴社の経験に
基づいて提案してください。なお、既存施設での鉄アル
ミ屑の回収実績は、年間10t程度です。

17 Ⅰ-
72
第2編 第2章 第
8節 4 4.3.2

セメント不適
物ピット汚水
槽

振動コンベヤの篩上のものは水分の混入が少ないと想定
されるため、汚水槽は必要に応じて設置するとしてよろ
しいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

18 Ⅰ-
81
第2編 第2章 第
8節 9 9.6
5)(4)

処理物ピット 処理物ピットは灰ピットわきに設けることとあります
が、処理物ピットと灰ピットとの間に灰汚水沈殿槽等を
配置してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

19 Ⅰ-
83
第2編 第2章 第
9節 2

プラント用水
高置水槽

プラント機器や床洗浄時の必要圧力を確保するため、プ
ラント用水はポンプ圧送とし、プラント用水供給ポンプ
を非常用発電機負荷とすることを条件に、プラント用水
高置水槽を無し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。

20 Ⅰ-
86
第2編 第2章 第
10節 2

ごみピット排
水

ごみピットへの返送処理も可とするとありますが、ごみ
ピット排水は返送処理のみとし、ろ過器～ろ液噴霧ノズ
ルは無し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。

21 Ⅰ-
88
第2編 第2章 第
10節 3 3.2

プラットホー
ム床洗浄排水
移送ポンプ

プラットホーム床洗浄排水は、ポンプを使用せずに直接
ごみピットに排出すること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。

22 Ⅰ-
90
第2編 第2章 第
10節 4 3) 4)

薬液貯槽、希
釈水槽、薬液
ポンプ類

機器名称に薬品名が記載されていますが、本名称は参考
とし、使用薬品は提案とさせていただけないでしょう
か。

性能を満足することを前提とし、貴社の提案とします。

23 Ⅰ-
91
第2編 第2章 第
11節

電気設備 本施設よりし尿処理施設へ配電することになっています
が、配線計画にあたりし尿処理施設平面図（電気室位
置）を提供頂けるでしょうか

参考図書として貸与します。
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24 Ⅰ-
91
第2編 第2章 第
11節

電気設備 現状においても既設炭化施設からし尿処理場へ配電して
いると理解していますが、し尿処理施設電力の本施設へ
の切り替え時期をご教示願います。
また、し尿処理場へ電力供給するにあたっての、し尿処
理場側の電力負荷をご教示願います。

し尿処理施設への電力供給の切り替え時期は、本施設の
受電開始と同時を想定しています。
し尿処理施設の電気設備容量は550kVAです。ただし、し
尿処理施設の下水道接続に伴う整備工事により電力負荷
が減少する可能性があります。

25 Ⅰ-
93
第2編 第2章 第
11節 3
3)(2)(4)

配電設備 200V用動力主幹盤と建築用動力主幹盤とありますが、兼
用盤としてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 Ⅰ-
94
第2編 第2章 第
11節 3 4)(1)

低圧動力制御
盤

形式は鋼板製屋内閉鎖自立型とし、原則としてコント
ロールセンター方式とするとありますが、鋼板製屋内自
立形（電磁集合盤）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。

27 Ⅰ-
102
第2編 第2章 第
12節 7 5)(2)

計装用空気圧
縮機

圧縮機が停止しても、30分間以上計装機器に支障が生じ
ない容量の空気タンク及び除湿装置を計画とあります
が、必要な機器を非常用発電機負荷にすることを条件と
して、容量については提案と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。

28 Ⅰ-
123
第2編 第3章 第
3節 2 5)(3)

外構工事 フェンスを設置する範囲は「添付資料1　現況平面図」
のごみ処理施設建設敷地の西面の敷地境界と考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

29 Ⅰ-
124
第2編 第3章 第
3節 2 6)(6)

外構工事 撤去する消雪管の仕様をご教示願います。 SGP-40白の管を使用しています。

30 添

付-
37

添付資料4 排ガス処理基
本フロー

排ガス処理基本フローについて、減温用空気は煙突前の
排ガスに合流するフローとなっていますが、減温用空気
から必要な温水用の熱を回収した場合、回収後の空気温
度が低くなることが想定されます。
そのため、煙突の低温腐食を考慮して、減温用空気は直
接屋外排気とさせていただ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。ただし、回収後の空気温
度が低くなることが想定される場合は、ご理解のとおり
です。
生活環境影響調査結果に支障の無い範囲で可とします。



No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答

糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業　募集要項（要求水準書）に関する質疑回答書

31 添

付-
43

添付資料10 建築仕上げ表 炉室の構造は鉄筋コンクリート造、鉄骨造及びALC版の
誤記と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32 Ⅱ
－4
第3編 第1章 4
8)(1)

電気 「事業用地において、本市の運営時に必要となる電気の
基本料金及び使用料金については運営事業者の負担とす
る」とありますが、今回事業用地外となる、既設のし尿
処理場に対し一括受電により本施設より配電する計画と
なっております。その際のし尿処理場側の電気料金は発
注者、運営事業者のどちらの負担となるかご教示願いま
す。

し尿処理施設側の電気料金は、発注者の負担となりま
す。
なお基本料金については、使用量に応じて按分としま
す。

33 Ⅱ
－7
第3編 第1章 5
10)(3)

運営業務全般
に係る指導

引継ぎに係る教育指導は「本業務期間中」に実施するも
のと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 Ⅱ
－8
第3編 第2章 1
1)(1)

計量室におけ
る計量と料金
徴収

参考までに1日あたりの最大現金徴収金額をご教示下さ
い。

1日あたりの最大現金徴収金額は、約4万円です。年間平
均では、約1万4千円です。

35 Ⅱ
－8
第3編 第2章 1
1)(1)

計量室におけ
る計量と料金
徴収

事業者が徴収した料金の貴市への引渡方法についてご教
示下さい。

現金引渡ではなく、指定金融機関等への納入とします。

36 Ⅱ
－9
第3編 第2章 1
1)(3)

処理不適物の
処理と返還

「さらに、本施設に持ち込まれた燃やせないごみ」とあ
りますが、ここでいう燃やせないごみとは具体的にどの
様なごみかご教示願います。
また、燃やせないごみの1日の持ち込み量はどの程度と
なるかご教示願います。

自己搬入により持ち込まれる1ｍ以下の燃やせないごみ
（埋立ごみ）です。
1日に持ち込まれる量は、日平均で70㎏程度です。

37 Ⅱ
－
25

第3編 第7章 10 除雪 重機が必要な除雪作業が発生した場合には、貸与してい
ただけると考えてよろしいでしょうか

運営事業者で準備をしてください。ただし、既存施設へ
の影響が出るような緊急時は、市が委託している除雪業
者へ依頼します。

38 Ⅱ
－
28

別表２ ごみ処理の基
本フロー

し尿処理場から発生するし渣を本施設で受け入れる計画
となっていますが、し渣搬入車両の大きさ並びに搬入頻
度をご教示願います。

軽トラックで週1回程度です。推計では、平成32年度時
点で年間28t発生する見込みです。。



No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答
1 様

式
集

様式
第2-1号

応募者の構成 本様式に記載する企業は「表※2」の注記に基づき記載
を行うものとし、応募者各社を記載する(建設に係る甲
及び乙共同企業体結成を加味しない)との理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 様
式
集

様式
第７号

技術提案書 技術提案書の提出内容のうち、1)⑤運転管理条件、1)⑧
その他提案内容の補足説明資料に記載する内容、フォー
マット等をご提示いただけないでしょうか。

任意とします。

3 様
式
集

様式
第11号

委任状 本委任状は代表企業の代表者より、代理人を選任し、入
札書類を持参する際に必要との理解でよろしいでしょう
か？

ご理解のとおりです。

糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業　募集要項（様式集）に関する質疑回答書



No 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答
1 5 2章 1節 15条 2 現場統括責任

者
現場統括責任者は試運転開始までに選任することとし、
同20条に記載の打合せ等には現場統括責任者予定の人間
を出席させることでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 9 2章 4節 26条 2 処理対象ごみ
の受け入れ等

公金の管理方法はどのような管理を考えておられるかご
教示願います。

運営事業者で保管して、金額を市へ報告した後、運営事
業者が指定金融機関等へ納入する方法を考えています。
現金での引渡しはしません。

3 12 2章 7節 37条 2.3余熱利用設備
の運転

熱供給先は隣接する健康づくりセンターとなっておりま
すが、設計・建設業務編I-62第6節1.2場外温水供給設備
に記載のプールについては要求水準書記載の供給熱量を
満足すれば良い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、さらに熱回収できる場合
は、余熱利用施設側の設計者と協議します。

糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業　募集要項（運営業務委託契約書案）に関する質疑回答書


