
羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

1 入札説明書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答

1 2 用語の定義
特定建設工事共同企業体の構成員の企業数に上限は無く、プラント建設企
業、建築物建設企業とも複数の企業で結成してよろしいでしょうか。

9頁、第3章 入札参加に関する条件等 1．入札参加者の構成等 (3)に示す
とおり、構成企業の企業数の上限は任意としますが、プラント建設企業及
び運営企業については、代表企業1者とします。
本施設の建築物の設計・建設工事の行う者の要件は、10頁、第3章 入札参
加に関する条件等 2．設計・建設工事を行う者の要件 (2)に示すとおり、
企業数に上限はありません。

2 5 第2章 6

本施設の設計・建設業務については、「循環型社会形成推進交付金」の
「エネルギー回収型廃棄物処理施設（交付率1/3）を活用して実施する
と、ありますが、発電効率又は熱回収率の計算方法については、「エネル
ギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（平成26年3月（令和3年4月改
訂））環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課」P34の記載に
したがい、本施設設置場所が豪雪地域に該当することを考慮し、平成25年
度までの「エネルギー回収推進施設」と同様であると考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

3 6 第2章 8 (1)
建築基準法上の工事監理業務は事業者側で行うと考えて宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

4 6 第2章 8 (1)
イ.に「処理手数料の収受を代行すること。」と記載がありますが、自動
精算機の導入や手数料振り込みの外部委託は認めていただけますか。

「処理手数料の収受を代行すること。」は誤記でした。
処理手数料の収受及び収受した現金の管理は発注者側で行います。
建設工事においてセルフレジを納入することは要求水準書のとおりとしま
す。詳細な仕様は設計協議によるものとします。

5 6 第2章 8 (1)
イ.に「処理手数料の収受を代行すること。」と記載がありますが、1日当
たりの金額規模をご教授願います。

No.4の回答を参照してください。

6 6 第2章 8 (1)
キ.に「施設の見学を希望する者の対応を行う。」と記載がありますが、
見学を希望される方は事前予約が必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。

7 6 第2章 8 (2)
生活環境影響調査の内容を遵守とありますが、生活環境影響調査書をご提
示頂けますか。

生活環境影響調査書は作成中です。完成した書類は事業者に提示します。
事業者とは入札説明書に示すとおり、本事業を実施する者として選定され
た落札者及び運営事業者の総称です。

8 6 第2章 8 (2) 「生活環境影響調査」の結果をご貸与ください。 No.7の回答を参照してください。

9 9 第3章 1 (2)

『入札参加者は、｢２．(1)本施設のプラント設備の設計･建設工事を行う
者の要件｣及び「３．運営･維持管理業務を行う者の要件」の全ての要件を
満たす１者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるもの
とする。』とありますが、特定JVの自主結成が認められておりますので、
全ての要件を満たす1者を含む特定JVを代表企業と定めてよろしいでしょ
うか？

No.1の回答を参照してください。
全ての要件を満たす1者を含む特定JVを代表企業と定めることは認めませ
ん。

10 9 第3章 1 (3)
「(3) 構成企業の企業数の上限は任意とするが、プラント建設企業及び運
営企業については、代表企業１者とする」とありますが、特定JVの自主結
成が認めれておりますので、代表企業は特定JVでもよろしいでしょうか。

No.9の回答を参照してください。

②生活環境影響調査
の実施

項目名

31 特定JV

事業方式

事業者が実施する業務範囲

②運営・維持管理業務

②運営・維持管理業務

②運営・維持管理業務

②生活環境影響調査の実施

本施設のプラント設備の設
計･建設工事を行う者の要件

入札参加者の構成等
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

1 入札説明書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

11 9 第3章 2 (1)

「本組合の競争入札参加資格者名簿で「清掃施設工事」に登録されている
プラント建設企業とし、次の①～④の要件を全て満たすこと」とあります
が、特定JVの自主結成が認められておりますので、①～④の要件を全て満
たす企業と部分的に満たす企業で特定JVを設立し、代表企業として定めて
もよろしいでしょうか。

No.9の回答を参照してください。

12 10 第3章 2 (2)

「少なくとも１者は、次の①～⑤の要件を全て満たすこと」とありますの
で、①～⑤の要件を全て満たす会社と部分的に満たす会社で結成された特
定JVが建築物の設計･建設工事を行うことは可能と考えてよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

13 10 第3章 2 (2)
本施設の建築物の建設工事を行う監理技術者の専任配置期間は、本工事着
工から引渡しまでの間と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14 10 第3章 2 (2)

「本施設の建築物の設計・建設工事を行う者の要件」として、『建設業法
の規定による「建築工事業」に係る監理技術者資格者証を有し、かつ監理
技術者講習を受けている者を専任で配置できること。』との記載がござい
ますが、この要件は本施設の建築物の建設工事に対するものであり、設計
を行う者の要件ではないとの理解でよろしいでしょうか。なお、この場合
は建築物の建設工事を行う協力企業から、建築工事業に係る監理技術者資
格を有する者を配置できることでよろしいでしょうか

本要件は本施設の建築物の建設工事に対するものであり、設計を行う者の
要件ではないとの理解でよろしいですが、建築工事業に係る監理技術者資
格を有する者の配置は協力企業の要件ではなく、建築物建設企業の要件で
す。

15 10 第3章 3 (1)
運転管理業務実績は本事業と同様のDBO方式で運営･維持管理（運転､点検
管理､補修･更新工事、用役管理等を含む）に係る業務実績を指すと理解し
てよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

16 10 第3章 3 (2)

3-(2)-②の「一般廃棄物処理施設（全連続燃焼式又は准連続燃焼式焼却施
設（ストーカ方式、48ｔ/日以上（24t/日・炉以上×2炉以上））の現場総
括責任者としての経験」は同(1)と同様に複数年の実績を有する者である
必要があるとの理解でよろしいでしょうか

複数年とは記載していませんので、複数年は要件となりません。

17 11 第3章 4 (3)

「過去３年間、地方自治法施行令第167条の4の各項の記載に類する行為を
関連又は資本関係にあるものも含め行っている者」とありますが、「関
連」とは当該入札参加の為に結成したコンソーシアムの構成員や協力企
業、特定JVの構成員として係わった法人との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

18 15 第4章 2 (4)

基本協定書案の第4条3に「本事業に関し、受注者のいずれかが次の各号の
いずれかに該当する場合」と明記されておりますので、本項目においても
「本事業に関して」ご規定の条件に該当したときのみ適用されると理解し
てよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 15 第4章 2 (4)

「落札者決定日の翌日から事業契約の締結日までの間に」と対象期間が明
記されておりますので、当該期間内においてア～エの事象が確定した場合
のみ本項目が適用され、対象期間以前に確定した場合は適用外と理解して
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

運営･維持管理業務に係る者
の要件

運営･維持管理業務に係る者
の要件

構成企業の制限

②不公正入札

②不公正入札

本施設の建築物の設計･建設
工事を行う者の要件

③監理技術者

本施設のプラント設備の設
計･建設工事を行う者の要件

本施設の建築物の設計･建設
工事を行う者の要件
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

1 入札説明書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

20 19 第5章 1 (5)
参加資格確認申請書類は、正本１部、副本１部を提出することとあります
が、副本は正本の写しでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

21 17 第4章 2 (6)

運営事業者は「契約締結日までに納付」とありますが、運営・維持管理業
務委託契約書（案）第４条には「当該事業年度の開始日までに」とありま
す。
契約締結日までとすると、運営事業者は設立直後で納付が難しく、また、
当該保証すべき対象は、運営事業開始後の委託業務であるため、契約書案
にある「当該事業年度の開始日までに」が正であると考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

22 20 第5章 1 (8)

提案書の提出部数について、当該頁では「正本1部と副本2部とする」とあ
りますが、入札説明書P.25「3.入札提案書類」の表中では提案書部数は
「各15部（正本1部、副本14部）」となっております。
令和4年12月2日（金）必着で提出する提案書の部数を正本1部と副本2部、
改善通知等を踏まえ令和5年1月20日（金）必着で提出する改善提案書の部
数を正本1部と副本14部とするとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

23 20 第5章 1 (8)

令和4年12月2日に提出する提案書には、価格に関する項目については、入
札金額に関連するため提出不要とさせていただけないでしょうか。具体的
には以下と考えます。
・各企業の役割分担・実施体制「様式第14号-1-9（別紙）」
・事業収支計画「様式第16号-4-1（別紙1）」
・費用明細書「運営･維持管理業務委託料Ａに関する提案単価1（別紙
2）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ａ①変動費用（別紙3）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ｂ①固定費用（別紙4）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ｂ②補修費用（別紙5）」
・SPC の出資構成「様式第14 号-4-1（別紙6）」
・付保する保険の内容「様式14 号-5-4（別紙1）」

令和4年12月2日に提出する提案書について、入札書（様式13号）に関連す
る以下の書類は提出不要とします。
・各企業の役割分担・実施体制「様式第14号-1-9（別紙1）」
・事業収支計画「様式第14号-4-1（別紙1）」
・費用明細書「運営･維持管理業務委託料Ａに関する提案単価（別紙2）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ａ①変動費用（別紙3）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ｂ①固定費用（別紙4）」
・費用明細書「運営・維持管理業務委託料Ｂ②補修費用（別紙5）」

24 28 第7章 4 (1)

技術提案書について、1ページに概ね1,600字程度と、とありますが、提案
内容をより伝わりやすくするために、図表を活用した結果、文字数は変動
いたしますので、1,600字は、あくまで目安との理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

25 36 第8章 別紙2 4

「なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及
び妥当性があると本組合が認める場合、協議を行い見直すことができる」
とありますが以下の項目についても落札者決定後に落札者より見直し方法
や計算式等を提案可能と理解してよろしいでしょうか。
①運営・維持管理業務委託料Ａ「光熱水費」
②運営・維持管理業務委託料Ｂ「電力等の基本料金」

お見込みのとおりです。

参加資格確認申請書類

④提出部数

提案書

物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標

②運営・維持管理業務に係る
対価

②運営・維持管理業務期間に
おける保証
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

1 入札説明書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

26 40 第8章 別紙4

「施設供用開始前のインフレ･デフレ（建設費等に関するもの）」は事業
者負担と記載されておりますが、建設工事請負契約書（案）の「第25条
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更」が規定されているため、
施設供用開始前と同様に「一定程度までの変動は事業者の負担であり、そ
れ以上は貴組合が負担する」と読み替えてよろしいでしょうか？

契約締結前の協議によるものとします。

27 41 第8章 別表4

「事業者が実施した測量・地質等調査に関する物」は事業者負担と記載さ
れておりますが、調査により組合殿より示されない地中埋設物、汚染土壌
等が確認された場合は、それらの処理、処分、これに伴う設計変更および
工期の変更とその費用についてはご協議いただけないでしょうか。

都度の協議によるものとします。

28 41 第8章 別紙4
注4の「計画ごみ量に対して著しい変動があった場合は、本組合と事業者
の協議を行う」とありますがこの場合の著しい変動について具体的にご教
示ください。

契約締結前の協議によるものとします。

29 41 第8章 別紙4
注5の「計画ごみ質に対して著しい変動があった場合は、本組合と事業者
の協議を行う」とありますがこの場合の著しい変動とは要求水準書に記載
の計画ごみ質の範囲を逸脱した場合と理解してよろしいでしょうか。

契約締結前の協議によるものとします。

リスク分担表
物価・金利の変動

リスク分担表

リスク分担表

リスク分担表
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答

1 1 第1編 第1章 １

「エネルギー回収率：10％以上」は、基準ごみで達成することでよろしい
でしょうか。また熱回収率の計算方法は、エネルギー回収型廃棄物処理施
設整備マニュアルにおける、半島地域等に適用される平成25年までのエネ
ルギー回収施設と同様の計算方法でよろしいでしょうか。

エネルギー回収率：10％以上は、要求水準書に示すごみ質の範囲におい
て、実際のごみ質（その時の計測制御システム（ＤＣＳ）の運転データ）
で熱回収率１０％以上を達成する施設を設計していただくことになりま
す。
エネルギー回収率の計算方法については、お見込みのとおりです。

2 2 第1編 第1章 1
建設工事の期間は令和5年7月から令和7年9月とありますが、p3に事業契約
の締結が令和5年4月上旬、設計・建設着手が令和5年4月上旬とあります。
建設工事の期間は令和5年4月上旬からの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 3 第1編 第1章 1
拡幅予定地は造成工事により形成された地形と見受けられますが、その履
歴や詳細が分かる資料等をご提示頂くことは可能でしょうか。

拡幅予定地は、リサイクルセンターの造成工事が行われた平成12年度に造
成されたと推測されますが、民有地であり詳細が分かる資料等はありませ
ん。土質等についてはボーリングデータ（要求水準書：添付資料（3））
を参考にして下さい。

4 3 第1編 第1章 1
公害防止基準（騒音、振動、悪臭）の測定対象となる敷地境界線をご提示
願います。

実施設計時に生活環境影響調査書を踏まえ協議するものとします。

5 3 第1編 第1章 1. (5)
建設用地7,800m2の範囲および建設工事で占有可能な範囲について、図示
願います。

概ね、現管理棟から西側の範囲となります。

6 4 第Ⅰ編 第1章 １

ク．見学者動線に関して、現管理棟の２階にある研修室は土足入室でしょ
うか。それとも玄関で、上履きに履き替えるのでしょうか。
また、現管理棟から工場棟までの見学動線は、３階の渡り廊下とするか屋
外を往来するなど、何か想定されているものがあるでしょうか。

現管理棟は土を落とした上で土足入室可とします。
現管理棟から工場棟までの見学者動線は屋外を想定していますが、自由提
案とします。

7 5 第1編 第1章 1 計画地は都市計画区域外の理解でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

8 5 第1編 第1章 1
取合い点については「現施設竣工図ＰＤＦデータ」を公表するとあります
が、いつ公表予定でしょうか。

本回答に合わせて公表します。
質問回答書(第1回)添付資料1を参照してください。

9 5 第1編 第1章 1. (8)
ユーテリティ取合い点確認のため、「現施設竣工図ＰＤＦデータ」をご貸
与ください。

No.8の回答を参照してください。

10 5 第1編 第1章 1. (8)
工事用仮設ユーテリティについても、上記取合い点から分岐できるものと
考えて宜しいでしょうか。

現時点で分岐できるかは不明です。本組合及び電力等と都度の協議が必要
です。工事用仮設ユーテリティについては、全て事業者の責任と費用負担
で調達しなければならないとお考えください。

11 5 第1編 第1章 1. (8)
工事用仮設ユーテリティを現施設から分岐させて頂ける場合、事業者はそ
の使用量を負担すると考えて宜しいでしょうか。

仮設費（諸手続、仮設工事費、使用料及び撤去・復旧工事費等全て）は事
業者の負担です。

12 5 第1編 第1章 1 上水の水質データをご提示下さい。

水質（浄水）は配水系ごとに、給水栓（蛇口）で、かつ末端で検査するの
が本来、基本と思われます。しかし、リサイクルセンターの水道について
は、直接の配水系からの浄水の水質検査はされていません。

現在給水されているクリンクルの蛇口の水に一番近い水質の検査情報が必
要です。
どうしても、詳細な水質データが必要であれば、リサイクルセンターの受
水槽へ入る前の配水管直結給水栓から採水し、水質検査する必要がありま
す。

(8) ⑤ イ.用水

項目名

(1)一般概要

(4)事業期間

(5)建設用地

(8) ③ 都市計画事項

(8) ⑤敷地周辺設備

(5)建設用地

⑤建設用地

①全体計画

⑤敷地周辺設備

⑤敷地周辺設備

⑤敷地周辺設備
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

13 5 第Ⅰ編 第1章 1
「生活排水は、現浄化槽にて処理後、新側溝に接続」とありますが、見学
者・来場者を含め施設の人数の増加はないと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14 5 第Ⅰ編 第1章 1
「生活排水は、現浄化槽で処理後、新側溝に接続」とありますが、現在の
放流先を変更される場合、接続点をご指示ください。

現有敷地（現駐車場）の雨水は現在道路側溝に接続されていますが、洪水
調整地に接続している最寄の枡に接続することとします。
拡幅予定地側の雨水は極力プラント用水として使用することとしますが、
場外に排水する必要がある場合は、流量調整をしつつ最寄の道路側溝に排
水するものとします。流量調整の詳細については設計協議によるものとし
ます。

15 5 第1編 第1章 1
雨水はやむを得ず放流する場合は流量を調整すること、とありますが、流
量調整の条件はありますか（雨水貯留槽の容量等）。また放流先の既存側
溝の場所について条件があればご教示下さい。

流量調整の条件は設計時の関係部局との協議等により、設計していただく
ことになります。
放流先の既存側溝の場所についての条件も設計時に現場確認や関係部局と
の協議等によります。

16 6 第1編 第1章 2
事業系ごみについては、事業系一般廃棄物以外に産業廃棄物は含まれます
か。含まれる場合、種類および量をご教示下さい。

産業廃棄物は含みません。

17 6 第1編 第1章 2 過去5年のごみ質データ（処理対象ごみ種ごとに）をご教示下さい。 質問回答書(第1回)添付資料2を参照してください。

18 6 第Ⅰ編 第1章 2
ア.計画ごみ量において、処理対象ごみが明記されていますが、「なぎさ
環境保全対策事業」の具体的なごみの内容についてご教示願います。

なぎさ環境保全対策事業のごみは、海岸に漂着した可燃性のごみを人の手
で集め、45リットルの袋に入れた物です。

19 7 第1編 第1章 2
事業者からの直接搬入車両のトラック等について、トラック等の種類およ
び最大車両の仕様（全長、全幅、全高）をご教示ください。

質問回答書(第1回)添付資料3を参照してください。

20 7 第1編 第1章 2

「※収集車両について、災害時は10tダンプ車を使用する」とあります
が、搬入時は処理不適物は事前に取り除かれた状態で、投入扉へ直接ダン
ピングする想定でしょうか。また車両の仕様（全長、全幅、全高）をご教
示下さい。

搬入方法についてはお見込みのとおりです。
全長780㎝、全幅249cm、全高340cm程度の車両を想定していますが、荷下
ろし（ダンプ）、転回、補助器具（コボレーン等）、後部扉の開扉・固定
に伴う扉厚等を考慮し、余裕をもった規格とします。全長については、
100～200cm程度長い規格も考えられ、全高についても40cm程度高い規格も
想定されます。
なお、ごみ投入口の扉についても、扉厚、ヒンジ厚等を考慮し、有効開口
幅、高さ等を提案して下さい。

21 7 第Ⅰ編 第1章 2
②ウ.搬入出車両について、計量回数が記載されていますが、合理的な計
量システムの提案を前提に、収集車や灰搬出車両の計量回数を変更しても
よろしいでしょうか。

要求水準書のとおりとします。

22 7 第Ⅰ編 第1章 2
②ウ．搬出入車両について、洗車対象となるパッカー車の台数をご教示願
います。

現ごみ燃料化施設において日常洗車する車両はありません。今後も日常的
に洗車する車両は見込まれませんが、ひどく汚れた車両があった場合やプ
ラットフォーム床などの洗浄に使用することから高圧洗浄機等を想定して
います。

23 8 第Ⅰ編 第1章 2
「生活排水は、現浄化槽で処理後、新側溝に接続」とありますが、ガス冷
却噴霧水等の場内再利用をしてもよろしいでしょうか。

生活排水をガス冷却噴霧水等に利用する提案は要求水準（法令、性能、環
境等）から逸脱しない内容であればよろしいです。

(1) ② ウ.搬出入車両

(1) ② ウ.搬出入車両

②計画ごみ量及び計画ごみ質

(1)処理能力

(1)処理能力

(5)主要設備方式

(8) ⑤ オ.その他

(1) ② ア.計画ごみ量

(1) ② イ.計画ごみ質

(8)立地条件

(8)立地条件
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

24 8 第Ⅰ編 第1章 2
②排水基準値について、公共水域への排水は現浄化槽による処理後のた
め、本工事の保証外と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

25 9 第1編 第1章 2
騒音、振動の基準値は各時間帯で同じ数値となっていますが、当該数値は
何に基づき決められたのでしょうか。

既設のごみ燃料化施設と同じ数値です。

26 14 第Ⅰ編 第1章 4

「海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記を原則とし、事前に本組
合の承諾を受けるものとする。①本要求水準書で要求される機能(性能・
耐用度を含む)を確実に満足できること。」とありますが、事業者が国内
の一般廃棄物処理施設に納入し稼働させた実績を有することを条件に、海
外での製造をご承諾いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

設計協議時に要求水準書を満足することを証明する図書を提出し、本組合
が承諾した場合とします。

27 14 第Ⅰ編 第1章 4

「②原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等で
あること。」とありますが、ボイラ非耐圧部材やプラント鉄骨等について
は国内の一般廃棄物処理施設に納入し稼働した実績があれば成分・強度が
JIS規格と同等の海外規格材を海外で調達し使用できるものと理解してよ
ろしいでしょうか。

No.26の回答を参照してください。

28 14 第Ⅰ編 第1章 4

「②原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等で
あること。」とありますが、ボイラの耐圧部材に関しては「発電用火力設
備の技術基準」で認められているJIS材と同等のASME材を海外で調達し使
用できるものと理解してよろしいでしょうか。

No.26の回答を参照してください。

29 14 第Ⅰ編 第1章 4

「③検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において
本組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。」とありま
すが、検査立会を要する機器・材料についてご想定があればご教示願いま
す。

設計協議によるものとします。

30 14 第Ⅰ編 第1章 4

「③検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において
本組合が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。」とありま
すが、お立会い検査に必要な費用を事業者が負担することで海外工場でも
検査を実施できるものと理解してよろしいでしょうか。

海外工場での検査は認めません。

31 17 第Ⅰ編 第1章 6
焼却灰の熱灼減量サンプリング場所が「焼却灰搬出装置出口」とあります
が、水分の影響が懸念される場合は乾灰での採取も可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

32 18 第Ⅰ編 第1章 6
３日以上連続して行うととありますが、試験・分析日は、その内の１日と
理解してよろしいでしょうか。

設計協議によるものとします。

33 19 第1編 第1章 6
（ア）～（オ）に示す数値については完成図書で提示する数値を保証値と
するのでしょうか。また、本項は引き渡し後2年目にのみ適用される保証
事項でしょうか。

確認の主旨は、引渡し後２年間のデータから実施設計どおりの性能が保た
れているかを確認することです。

(7)
③ 騒音基準値
④ 振動基準値

(2) ②
イ.その他実績データ等によ

る性能確認試験項目

(7)公害防止基準

(1)引渡性能試験

④引渡性能試験

(1)使用材料規格

(1)使用材料規格

(1)使用材料規格

(1)使用材料規格

(1)使用材料規格
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

34 21 第Ⅰ編 第1章 7

「かし担保期間（３年間）は、年１回引渡性能試験と同等のかし検査を実
施し、その結果を報告すること。かし検査にかかる費用は建設事業者の負
担とする。」とあります。
一方要求水準書144頁に運営事業者が最低限実施する計測項目、回数が明
記されています。
かし担保期間において、運営事業者が実施する計測項目とかし検査項目が
重複する場合は、かし検査の検査結果を運営事業者の計測結果と兼ねるこ
とは可能と考えてよろしいでしょうか。

引渡性能試験と同等のかし検査は定格運転で実施するものとします。運営
事業者の計測結果が定格運転で実施したものであれば、お見込みのとおり
です。

35 22 第Ⅰ編 第1章 8
土壌汚染はないものとし、調査および対策費は別途と考えて宜しいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

36 26 第Ⅰ編 第1章 10

「指定主要機器、材料の検査及び試験は、本組合の立会いのもとで行うこ
と。ただし、本組合が特に認めた場合には建設事業者が示す検査（試験）
成績書をもってこれに代えることができる。」とありますが、貴組合にご
承諾頂いた検査要領書に基づいて検査を実施することで、試験成績書を貴
組合の立会検査に代えることができると理解してよろしいでしょうか。

設計協議によるものとします。
設備機器毎に立会検査・社内検査・自主検査全て行うもの、社内検査・自
主検査でよいもの、自主検査のみでよいものに区分することになります。

37 26 第Ⅰ編 第1章 10

「指定主要機器、材料の検査及び試験は、本組合の立会いのもとで行うこ
と。」と記載ありますが、本要求水準書に記載されている機器で、貴組合
における指定主要機器、材料をご教示願います。

No.36の回答を参照してください。

38 26 第Ⅰ編 第1章 10

「公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機
器については、検査及び試験を省略する場合がある。」とありますが、
「電気工作物の溶接部に関する民間製品認証規格(火力)」を活用したボイ
ラ製作の際は、認証機関の発行する証明書を提出することで検査及び試験
を省略できるものと理解してよろしいでしょうか。

No.36の回答を参照してください。

39 33 第Ⅰ編 第2章 1
①歩廊・階段・点検床及び通路の構造について、「グレーチング、必要に
応じてチェッカープレートを使用」とありますが、エキスパンドメタルも
適宜使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。

40 33 第Ⅰ編 第2章 1

①歩廊・階段・点検床及び通路の幅について、「その他【900】mm 以上」
とありますが、煙突外筒内の階段など部分的に 900mm 以下（600mm 以上
とします）となりえる通路・階段がある場合には別途発注者と協議した上
で、許容いただけないでしょうか。

設計協議によるものとします。

41 33 第Ⅰ編 第2章 1

「外装材は、炉本体、集じん器等の機器は鋼板製」とありますが、炉本体
は耐火物の内張りされたケーシングを指し、集じん機は、鋼製ケーシング
に取り付けた保温材を覆うカラー鉄板を指すと理解してよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

42 37 第1編 第2章 2

「既設を流用する。システムは更新する。」とありますが、計量機本体の
みを流用し、それ以外の「(エ)付属機器」を更新すると考えてよろしいで
しょうか。また既設計量機の機械図面・電気図面をご提示頂けないでしょ
うか。

計量機本体は既存のものを流用し、システムは更新します。更新の内容に
は計量ポスト（操作ボタン及び信号表示灯含む）も含まれます。
現計量機の仕様は、秤量30,000kg、最小測定量200kg、目量10kgです。
図面については、質問回答書(第1回)添付資料4を参照してください。

43 37 第Ⅰ編 第2章 2
プラットホーム幅員（有効）は16m以上とありますが、幅員は投入扉前の
車止めから対面の柱の通り芯までの長さと理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
(2)プラットホーム

①プラットホーム（土某建築
工事に含む）

(1)立会検査及び立会試験

(3)査及び試験の省略

(1)歩廊・階段・点検床など

(1)歩廊・階段・点検床など

(2)防熱、保温

(1)計量機

(2)かし検査

工事範囲

(1)立会検査及び立会試験
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2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

44 38 第Ⅰ編 第2章 2
投入扉前に導水設備を設けることとありますが、収集車からのごみ汚水を
ごみピットに導入するための配管等を設置す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。

45 39 第Ⅰ編 第2章 2
ダンピングボックスの型式が〔シャッター〕とありますが、これはダンピ
ングボックス用投入扉の型式との理解でよろしいでしょうか。また、ダン
ピングボックス本体の型式はメーカ提案でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

46 40 第Ⅰ編 第2章 2
「H.ピットの奥行は自動運転を考慮し、クレーンバケットの開き寸法に対
して3.5倍以上とする」とありますが、通常2.5倍が多く提案は可能でしょ
うか。

要求水準書のとおりとします。

47 41 第Ⅰ編 第2章 2
K.操作方式  【遠隔手動、半自動、全自動】は、【遠隔手動、半自動】ま
たは、【遠隔手動、全自動】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。

48 42 第Ⅰ編 第2章 2
「風量は、ごみピット室（プラットホーム床面レベル以上）」とあります
が、ごみピット室とはごみピットの投影上部で、ホッパレベル空間は含ま
ないと理解してよろしいでしょうか

臭気が滞留する空間とお考えください。よって、ホッパレベル空間も含む
とご理解ください。

49 42 第Ⅰ編 第2章 2
(ｳ)主要項目
E.車両検知方式は、２重検知方式であれば光電管＋ループコイル以外の方
式を提案してもよろしいでしょうか。

要求水準と同等以上のご提案なら提案可とします。

50 43 第Ⅰ編 第2章 2
(ｵ)特記
D.車両検知方式は、２重検知方式であれば光電管＋ループコイル以外の方
式を提案してもよろしいでしょうか。

No.49の回答を参照してください。

51 45 第Ⅰ編 第2章 3 ブリッジ解除装置とホッパゲートを兼用してもよろしいでしょうか。
ブリッジ解除装置とホッパゲートは兼用してもよろしいです。ただし、ブ
リッジ検出装置は設置してください。

52 49 第Ⅰ編 第2章 3
本装置のみで燃焼室温度が850℃を保てる能力を有することとあります
が、立上げ時にも助燃装置で850℃まで昇温した後にごみ投入を開始する
こと、と理解してよろしいでしょうか。

設計協議によるものとします。

53 52 第Ⅰ編 第2章 4
④噴射水槽
噴射水槽は再利用水受水槽にて兼用としてもよろしいでしょうか。

噴射水槽は再利用水受水槽にて兼用としてもよろしいです。

54 52 第Ⅰ編 第2章 4

「（オ）その他  pH 計、電気伝導度計を設置しデーター処理装置に送信
することで、水質管理を行うことができるよう計画する。」とあります
が、水質管理値はメーカ提案とし、その管理値によってはpH 計、電気伝
導度計を設置しないこととしてよろしいでしょうか。

適切な水質管理計画を提案していただけるのであれば、ｐH計、電気伝導
度計は設置しなくても結構です。

55 - 第Ⅰ編 1)
現資源化施設（グリーストラップ）から新焼却施設へ流入するフローと
なっていますが、排水処理設備の仕様検討のため水量と水質をご教示くだ
さい。

設計協議によるものとします。

56 69 第1編 第2章 8
灰冷却装置（半湿式法）、形式 灰押出装置は、弊社実績により水封コン
ベヤ（湿式法）を提案してもよろしいでしょうか。

水封コンベア（湿式法）の提案は認めません。

(1)水噴射式燃焼ガス冷却設
備

(1)水噴射式燃焼ガス冷却設
備

.プラント給排水

(6)脱臭装置

(2)プラットホーム
②プラットホーム出入口扉

(3)投入扉

(1)ごみ投入ホッパ・シュー
ト

(4)助燃装置

(1)灰冷却装置（半湿式法）
(ア)形式

(2)プラットホーム

(3)ダンピングボックス

(4)ごみピット

(5)ごみクレーン
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

57 69 第Ⅰ編 第2章 8
「(ｱ) 形式 〔灰押出装置〕」とありますが、維持管理費の低減のため
に、灰搬出装置と兼用可能な水封コンベヤの提案は可能でしょうか。

No.56の回答を参照してください。

58 70 第Ⅰ編 第2章 8

搬出車両が10tアームローダの為、直接コンテナに貯留する方式とし、灰
バンカを無くす計画を提案してよろしいでしょうか。
その場合、コンテナ交換時は排出コンベヤを一時停止させます。灰バンカ
が無い為、その清掃・メンテナンスが不要となります。
なお、10tコンテナは約4日分の容量になります。
10tアームロール車のコンテナサイズ（〇㎥などでも結構です）をご教示
ください。

要求水準書のとおりとします。

59 72 第Ⅰ編 第2章 8
⑤薬剤タンク
薬剤の使用量が小さい場合、搬入方式をローリー車ではなくドラム缶また
はポリ容器での手動搬入で計画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。

60 73 第1編 第2章 8
弊社実績より、希釈水はプラント用水供給ポンプより供給するものとし、
⑦希釈水タンクを除外してもよろしいでしょうか。

左記の提案は認めます。

61 73 第Ⅰ編 第2章 8
⑦希釈水タンク
維持管理費低減のため、希釈水はプラント用水供給ポンプより供給するも
のとし、除外しても宜しいでしょうか。

No.60の回答を参照してください。

62 74 第Ⅰ編 第2章 8

搬出車両が10tアームローダの為、直接コンテナに貯留する方式とし、処
理物バンカを無くす計画を提案してよろしいでしょうか。
その場合、コンテナ交換時は排出コンベヤを一時停止させます。処理物バ
ンカが無い為、その清掃・メンテナンスが不要となります。
なお、10tコンテナは〇日分の容量になります。

No.58の回答を参照してください。

63 76 第1編 第2章 9
防火用水槽は消火水槽と考え、プラント用水受水槽と兼用としてもよろし
いでしょうか。

左記の提案は認めます。

64 75 第Ⅰ編 第2章 9
プラント用水受水槽は、機器冷却水受水槽、防火用水槽と兼用としてもよ
ろしいでしょうか。

左記の提案は認めます。

65 80 第Ⅰ編 第2章 10
プラント系排水は、排ガス冷却に使用する水に比較し少量の為、十分に希
釈され、クローズド処理となります。その特性を利用し、合理的で経済的
な排水処理システムを提案してよろしいでしょうか。

左記の提案は認めます。

66 89 第1編 第2章 11
非常用負荷の内訳に「現管理棟事務室」とありますが、必要な負荷の種
類・点数・容量をご教示ください。

管理棟における非常用負荷は、分電盤結線図にある計量機制御盤、計量器
照明、排水ポンプ、警備保障盤の４点です。このほかに10KVA～15KVAのコ
ンセント回路を想定し、全体の発電機容量を見込んで下さい。また、機器
の起動電流に耐えられるものとして下さい。なお、システム更新に伴い負
荷容量が変わる場合は、それらを考慮した提案をして下さい。分電盤結線
図については、質問回答書(第1回)添付資料5を参照してください。

(1)灰冷却装置（半湿式法）

(4)灰バンカ

(6)⑦希釈水タンク

(2)水槽

(6) ② (エ)非常用負荷内訳

(6)飛灰処理設備

(6)飛灰処理設備

(6)飛灰処理装置　⑩処理物
バンカ

(2)水槽類仕様

(2)プラント系および生活系
排水
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

67 93 第Ⅰ編 第2章 12
（ｲ）大気質測定機器　数量がすべて1基となっていますが、1炉当たり1基
と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

68 93 第Ⅰ編 第2章 12
（ｲ）大気質測定機器　追加で測定装置を提案してもよろしいでしょう
か。

左記の提案は認めます。

69 101 第Ⅰ編 第2章 12
オイルフリー式の御指定ですが、オイル式＋オイルミストセパレータにて
提案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。

70 102 第Ⅰ編 第2章 13
減温用空気圧縮機及び計装用空気圧縮機と兼用としてもよろしいでしょう
か。

兼用は認めません。

71 102 第Ⅰ編 第2章 13 使い勝手の良い可搬式掃除機を複数納入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。

72 103 第1編 第2章 13 ごみ搬入用車両の1日あたりの洗車台数をご教示ください。 №22の回答を参照して下さい。

73 108 第Ⅰ編 第2章 13
要求水準書  P126「④ 給湯設備工事  熱源は電気式（オール電化）と焼
却余熱利用の併用によるものとする。」とありますので、補助温水ボイラ
は、電気式の提案は可能でしょうか。

左記の提案は認めます。

74 109 第Ⅰ編 第2章 13
作業衣類等の洗濯設備は p111①工事範囲の「特記する什器備品工事」に
含まれるでしょうか。

洗濯乾燥機は洗濯・乾燥室に設置する備品に含むものとします。

75 111 第Ⅰ編 第3章 1. (1)
本工事における造成工事の範囲は、拡幅エリアの全範囲を対象とすると考
えて宜しいでしょうか。建設工事着手時の状態と造成後の完成イメージに
ついて、ご教示ください。

造成工事の範囲は、拡幅予定地の全範囲ではなく、当該施設（外構含む）
を建設するために必要な範囲とします。

76 111 第Ⅰ編 第3章 1. (1)
解体する現有施設について、基礎形状、杭の有無、埋設配管などがわかる
資料をご貸与ください。

No.8の回答を参照してください。

77 111 第1編 第3章 1
計画上問題が無ければ、既設の門扉を存置でもよろしいでしょうか。また
囲障は敷地拡幅部を追加することでよろしいでしょか

計画上問題が無ければ、既設の門扉を存置でも構いません。
囲障については、お見込みのとおりです。

(1)雑用空気圧縮機

(3)真空掃除装置

(7)補助温水ボイラ

(9)エアシャワー室設備

①工事範囲

(4)洗車装置

(1) ①工事範囲
門・囲障

(3)計装機器

(3)計装機器

(6)計装用空気圧縮機

①工事範囲

11／22



羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

78 111 第1編 第3章 1

現資源施設からの本施設への排水管の敷設とありますが、この排水は添付
資料(6)工事手順「プラント排水」に示される、グリーストラップからの
排水のみという理解でよろしいでしょうか。また本排水について以下をご
教示頂けますか。
・1日あたりの排水量および排水の水質データ
・取合部の配管材質・径
・既設排水送水ポンプの吐出量・揚程
・敷設する排水管の施工上の条件（埋設の可否、架空の場合現燃料化施設
等の既存建築物からサポートをとれるか否か等）

排水管の敷設については、ごみ資源化施設のプラント排水のみで、お見込
みのとおりです。
工事にあたっては、将来ごみ燃料化施設の解体工事を行う際、干渉しない
位置を選定してください。
ごみ燃料化施設からのサポートは取れません。

プラント排水
 １日平均排水量　1.6㎥/日（年間393.4㎥/稼働日数244日）
 ポンプ　口径50ｍｍ
 吐出100ℓ/分
 揚程10ｍ
その他
　排水管はポンプ配管が立上ったところにあるエルボで配管径が50ｍｍか
ら65ｍｍに変わっています。

79 112 第1編 第3章 1
除雪に用いる重機は貴組合所有の重機を使用するという理解でよろしいで
しょうか。その場合、使用する重機の種類等ご教授願います。また燃料代
は貴組合負担でしょうか。

運営・維持管理業務に含む除雪は、新ごみ焼却施設に係る範囲であること
から、重機及び燃料に係る費用は運営事業者の負担とします。

80 112 第Ⅰ編 第3章 １
貴組合監督員用事務所に必要な備品・消耗品等、ご用意する対象人数につ
いてご教示ください。

10人分の下足箱・ヘルメットホルダー・ロッカー、打合せ用机・椅子、書
棚、コピー・プリンター複合機、冷蔵庫、流し台、消火器、照明設備・空
調設備、Wi-Fi環境、清掃用具・ゴミ箱等です。

81 112 第Ⅰ編 第3章 1
現有敷地内の雪をすべて拡幅予定地の傾斜地へ排雪できるように計画する
との理解でよろしいでしょうか。また、排雪先は敷地境界内に限られるの
でしょうか。

排雪先は、敷地内とします。敷地内のどこに貯留するかは提案によるもの
とします。

82 116 第Ⅰ編 第3章 2
②工場棟平面計画　ク.運転員関係諸室について、「浴室（原則一人利
用、ユニットバス相当）」とありますが、管理が容易なユニットシャワー
に変更してもよろしいでしょうか。

左記の提案は認めます。

83 117 第Ⅰ編 第3章 2
③管理棟平面計画　ア．研修室　本施設からの動線について、安全性等に
配慮した計画とすることとありますが、現有施設から本施設までの動線は
屋外歩道と考えてよろしいでしょうか。

No.6の回答を参照してください。

84 120 第1編 第3章 1
建築物の基礎底盤は凍結帯より下部に設ける、とありますが、p5に「凍結
震度：設定なし」とあるため、基礎底盤レベルは構造条件によって決定し
て良いと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

85 122 第Ⅰ編 第3章 3 敷地造成に際し、開発許可申請は不要と考えてよろしいでしょうか。
開発許可は不要です。
ただし、組合での手続きとなりますが、石川県の雨水排水協議が必要とな
ります。

86 123 第Ⅰ編 第3章 3
③駐車場に関し、「現施設運転員用駐車場15台分」とはRDF施設運転員の
駐車場のことでしょうか。その場合、建設工事中の仮設駐車場のことと考
えてよろしいでしょうか。

要求水準書は本設についての記載です。工事中の仮設駐車場については提
案してください。

87 122 第1編 第3章 3

「積雪時、臨時措置により閉鎖可能なこと」、「休日・時間外の進入防止
として、埋込支柱を設置すること」とありますが、門扉と進入防止支柱が
二重で必要ということでしょうか。（日常は埋込支柱の上げ下げのみ、積
雪時のみ門扉で閉鎖、ということでしょうか）

既設の門扉のほかに搬入口を設ける場合は、通常の閉鎖は門扉で行い、積
雪により門扉の開閉が困難と想定される場合は、進入防止用ロープ等で閉
鎖します。なお、埋込支柱の設置は削除します。

③イ.仮設事務所

(2)施設配置計画

(1)全体計画

(1)全体計画

(2)施設配置計画
①一般事項　カ.

(3) ④ 寒冷地対策 ウ.

(1) ①工事範囲
敷地内現有施設の関連工事

(2) ④門・囲障工事 ア.

(1)土木工事

(1)土木工事
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

88 123 第1編 第3章 3
現施設運転員用駐車場15台分は現管理棟南側に整備し、とありますが、南
側とは既設の貴組合側来客用駐車場および大型バス（見学者用）駐車場の
スペースも含む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。

89 126 第Ⅰ編 第3章 4
中央制御室と管理棟事務室に警報を表示することとありますが、どのよう
な警報を表示すればよろしいでしょうか。閉じ込めであれば、インターホ
ンの設置でよろしいでしょうか。

警報は故障警報と理解してください。閉じ込めはインターホンの設置でよ
ろしいです。あわせてエレベータ会社への通報機能も付帯したものとして
ください。

90 127 第1編 第3章 4
エアカーテン設備の設置場所に「計量出口」とありますが、具体的にどこ
になるでしょうか。

「計量出口」は誤記で、削除します。

91 130 第Ⅱ編 第1章 1
（添付資料(7)参照）とありますが、添付資料(7)は建築内部仕上げが明記
されている資料となります。添付資料（９）試運転期間中の運転教育を参
照す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。添付資料(7)は添付資料(9)の誤記でした。

92 130 第Ⅱ編 第1章 1
現管理棟と合棟の計量棟に関する防災・防犯管理・警備業務については、
貴組合の所掌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。

93 131 第2編 第1章 3
運営事業の対象施設は計量棟と新ごみ焼却施設工場棟であり、資源化施設
や現浄化槽等は範囲外と考えてよろしいでしょうか。

対象施設には、現浄化槽及び受水槽並びに給水ポンプ棟も含まれます。な
お、水道使用量については、使用量により按分を行います。

94 131 第Ⅱ編 第1章 3
「(1) 羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンター 計量棟」とありま
す。当該計量棟とは、「添付資料（４）全体配置動線計画例」に示されて
いる既設の管理棟横の計量機と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

95 131 第Ⅱ編 第1章 3
運営・維持管理業務の対象は計量棟と工場棟であり、リサイクルセンター
等は範囲外と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

96 131 第Ⅱ編 第1章 3
計量と料金徴収業務は、既設の計量機に隣接した形で、管理棟内に設置さ
れていると想定される計量室内にで実施するものと考えてよろしいでしょ
うか。

料金徴収業務は削除となります。
受付・計量業務の実施場所はお見込みのとおりです。

97 131 第Ⅱ編 第1章 3
計量と料金徴収業務を実施する際に運営事業者が使用可能な管理棟のトイ
レ、給湯、休憩室などの設備についてご教授願います。

料金徴収業務は削除となります。
管理棟のトイレ、給湯設備は使用可能です。また管理棟１階の休憩室も使
用可能と考えています。

98 133 第Ⅱ編 第1章 4

①電気
「事業用地において、本組合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。
新ごみ焼却施設の工場棟以外で使用する電気の使用量、及び契約電力量を
設定する上で必要な、時間最大使用量をご提示いただきますようお願いい
たします。
尚、「添付資料(5)現管理棟と現資原価施設の受電に関する資料」におい
て、過去の電気使用量実績が提示されていますが、年度ごと及び月ごとの
変動が大きいため、本資料から運営開始後の現管理棟と現資源化施設の使
用電力量を推定することは困難です。運営開始後の想定使用量及び時間最
大使用量については、貴組合で設定いただき、実際の使用量、最大使用量
と乖離が生じた場合の費用負担については、貴組合とご協議させていただ
きますようお願いいたします。

設計協議によるものとします。

(3) ③駐車場

(5) ③設置場所

対象施設

対象施設

対象施設

(7) 運営時のユーティリティ

(4)エレベータ設備工事

(1) 試運転等の事前準備業務

(11)本施設の防災・防犯管
理・警備業務

対象施設

(1)
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

99 133 第Ⅱ編 第1章 4

①電気
「電気事業者との受給契約は本組合の名義で行うものとする。」とありま
すが、契約する電気事業者は運営事業者にて選定可能と考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

100 133 第Ⅱ編 第1章 4

②用水
「事業用地において、本組合の運営時に必要となる用水のうち、上水の基
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。
新ごみ焼却施設の工場棟以外で使用する上水の使用量をご提示いただきま
すようお願いいたします。また、上水引込管の口径をご教示願います。

水道管の引込口径は40mmです。ただし、敷地内の、10㎥の受水槽を経由し
て給水しています。
令和3年度の使用量は、管理棟82㎥、ごみ資源化施設676㎥です。

101 134 第Ⅱ編 第1章 4
保険への加入にて火災保険とございますが本施設は貴組合の所有物ですの
で貴組合で加入されると考えてよろしいでしょうか。

本組合が建物総合損害共済等の保険に加入する予定はありません。
事業者にて本組合を被保険者として火災保険など必要な保険に加入してく
ださい。

102 134 第2編 第1章 4
地元の定義について組合様の構成団体は「羽咋市・宝達志水町・志賀町」
となっておりますが、求人活動において雇用人数に達しない場合は、通勤
圏内者においても「地元」と解釈して宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

103 136 第2編 第1章 5 どの様な会議・指示を想定されているのご教示ください。

現在、地元との間で環境保全協定について協議していますが、この中で焼
却施設の監視委員会の設置が想定されます。
運転状況の報告説明会を年2回程度開催することを想定しています。その
他、本施設の見学会や県内外の施設見学も必要に応じて実施することも考
えられます。

104 137 第2編 第2章 1

添付資料(10)の本業務範囲では、新ごみ焼却施設の搬入ごみ車両の受入が
業務範囲となっておりますが、資源化施設の車両に関する下記業務は本業
務範囲外と理解してよろしいでしょうか。
①計量棟における計量と料金徴収等
②搬入ごみの管理と異物の除去
③処理不適物の除去と返還
④本組合が行う搬入検査
⑤自己搬入ごみの対応
⑥搬出入車両の誘導
⑦遺失物の調査

資源化施設の車両に関する下記業務は本業務範囲内とします。
①計量棟における受付・計量
②搬入ごみの確認
③行き先案内等

105 137 第Ⅱ編 第2章 1
添付資料(8)は建築設備リストです。添付資料(10)本業務範囲を参照する
と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。添付資料(8)は添付資料(10)の誤記でした。

106 137 第2編 第2章 1
搬入時間について月曜日から金曜日までは午前8:30から午後4:30までと
なっておりますが、計量は昼休みなく搬入すると考えてよろしいでしょう
か。

市町の委託を受けた車両は、昼休み無く搬入します。
個人持込は12時30分から13時の間は、受付を休止していますが、12時30分
までに受付を済ませた場合は、これらが退場するまでの間、対応が必要で
す。

(8)保険への加入

処理対象物の処理（添付資料
(8)参照）

(11)地元雇用

(7) 地元への対応

(1)受入供給設備の運転管理

(1) 受入供給設備の運転管理

(7) 運営時のユーティリティ

(7) 運営時のユーティリティ

14／22



羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

107 137 第Ⅱ編 第2章 1

「①計量棟における計量と料金徴収等」において、運営事業者が行う計量
業務は建設事業者が新設するエネルギー回収型廃棄物処理施設に関連する
ごみ搬入車、灰搬出車両のみが対象であると考えてよろしいでしょうか。
現有施設であるごみ資源化施設に関連するごみ搬入車両等は、計量棟での
計量は実施しないと考えてよろしいでしょうか。

№104の回答を参照してください。

108 138 第2編 第2章 1 貴組合が行う搬入検査の頻度をご教示ください。
検査回数については、定期的な実施ではなく不定期な実施を考えていま
す。

109 138 第Ⅱ編 第2章 1
「本組合が、委託収集業者・・・に実施する搬入検査に関して協力するこ
と。」とあります。搬入検査に関する協力内容について、検査の実施頻
度、及び協力内容について教授願います。

回数については、№138の回答を参照してください。
協力内容については、ダンピングボックスにおける展開などを想定してい
ます。

110 141 第Ⅱ編 第2章 8
「(7) 本組合が実施する訓練等に参加、協力すること。」
とありますが、貴組合が実施する訓練等の内容と実施頻度をご教授願いま
す。

年１回以上の避難訓練を想定しています。

111 142 第Ⅱ編 第2章 9

「見学者への対応は、本組合が運営事業者と連携して適切に行うものとす
る（本組合の補助業務、資料の作成等を含む）。」とあります。
見学者への対応は貴組合が主として実施するもので、運営事業者は貴組合
を補助するという理解でよろしいでしょうか。その場合、運営事業者が実
施する補助業務の具体的な内容をご教示願います。

施設見学時に、施設の運転等に関する質問等への応対を想定しています。

112 142 第Ⅱ編 第2章 9
見学者の対応を行う曜日、時間帯をご教示願います。また想定される見学
者の人数、対応が必要な年間日数をご教示願います。

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時を想定しています。祝日につ
いては見学を受付しません。
令和3年度の実績では、回数が11回、人数は188人です。この年度は、すべ
てが小学校４年生の社会科見学です。

113 145 第Ⅱ編 第3章 2
ダイオキシン類の停止基準は、1 回目の測定で基準値を超過し、さらに 2
回目の測定でも基準値を超過した場合と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

114 152 第Ⅱ編 第7章 3

「運営事業者は、植栽管理計画を作成して敷地内の樹木・緑地等を適切に
管理すること。」とあります。運営事業者が管理する植栽の範囲は、拡幅
予定地等において建設事業者が新たに設置する植栽のみと考えてよろしい
でしょうか。
現有敷地内の植栽が運営事業者の管理範囲に含まれる場合、植栽の種類及
び、種類ごとの面積、本数をご教示願います。

拡幅予定地の範囲の植栽です。

115 152 第Ⅱ編 第7章 5
「(1) 防火管理は、本組合の使用区画についても対象範囲とすること。」
とありますが、具体的な貴組合の使用区画をご提示願います。

組合が同一敷地内の建物を一体化した防火管理計画をたてることになりま
す。
それぞれの建物を運営する方々においては、防火管理計画に基づき協力し
あいながら対応していただくことになります。

(2) 見学者対応

(2) 見学者対応

(3)基準値および判断方法

植栽管理

防火管理

(1)受入供給設備の運転管理

④本組合が行う搬入検査への
協力

緊急時の対応

④ 本組合が行う
搬入検査への協力
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

116 152 第Ⅱ編 第7章 5

「(4) 同一敷地内の管理対象外施設からの火災警報発報時には、運営事業
者は協力して～連絡を行うこと。」とあります。「同一敷地内の管理対象
外施設」に関し、該当する施設と管理者、計画されている防火管理体制を
ご教授願います。

No.115の回答のとおり、同一敷地内の全ての施設は、組合が防火管理者に
なります。
要求水準書記載の主旨は、新ごみ焼却施設以外の施設における異常を察知
した場合や緊急時には「善良な管理者の注意義務」に基づき組合に協力し
ていただくとともに、臨機の対応をお願いするということです。

117 152 第Ⅱ編 第7章 6
「(1) 運営事業者は、敷地内警備を実施すること。」とありますが、運営
事業者が警備を実施する対象範囲は工場棟および管理棟と考えてよろしい
でしょうか。

工場棟の警備と工場棟敷地の出入口等の施錠管理を想定しており、管理棟
は除外します。

118 152 第Ⅱ編 第7章 6
「(2) 同一敷地内の管理対象外施設からの警報発報時には、運営事業者は
協力して～連絡を行うこと。」とあります。「同一敷地内の管理対象外施
設」とは現管理棟と考えてよろしいでしょうか。

「同一敷地内の管理対象外施設」とは現管理棟、現ごみ燃料化施設及び現
ごみ資源化施設を指します。
「協力して～連絡を行うこと。」の主旨は、No.116の回答を参照してくだ
さい。

119 152 第2編 第7章 6
運営事業者は、本施設の全面休止時等に施錠を行い施設の管理を実施する
ことについて、全面休止とは具体的にどのような状況でしょうか。

ごみ受入休止と敷地内処理施設全休止が重なる場合を想定しています。

120 152 第2編 第7章 7
「本組合が住民等と結ぶ協定等」とありますが、協定の内容をご教示くだ
さい。

現在、住民等と結ぶ協定等については、協議中です。

121 153 第Ⅱ編 第7章 8

車両誘導について、同一敷地内の他施設に向かう車両の誘導も含まれると
の理解でよろしいでしょうか。
①含む場合、想定する車両の種類や時間毎の台数をご教授願います
②含まない場合、どのように区分けして車両誘導するのかご教授願いま
す。

管理棟の受付において、ごみの種類により搬入先を説明するため搬入経路
における誘導の必要はありませんが、5月連休や年末などの繁忙時には、
管理棟受付前で駐車場等への誘導が必要となることがあります。

122 153 第Ⅱ編 第7章 8

車両誘導を実施する人数を検討するため、日毎、時間毎、搬入車両毎の搬
入台数実績を数年分ご提示いただけないでしょうか。もし日別の台数実績
が無い場合は、想定されている1日当たりの搬入車両毎の最大搬入台数を
ご提示願います。

№121の回答を参照して下さい。

123 153 第Ⅱ編 第7章 9

敷地内道路において、運営事業者が除雪を実施する具体的な範囲をご提示
いただきますようお願いいたします。
また「屋根の除雪作業は～実施すること。」とありますが、運営事業者が
除雪作業を行う屋根の範囲は、建設事業者が新たに建設するごみ処理施設
のみと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりの範囲とします。なお、現ごみ資源化施設の運営会社
でも除雪は行いますが、除雪時間、タイミングなど、双方協議、協力して
除雪を行って下さい。
屋根雪の除雪範囲についてはお見込みのとおりです。

124 153 第Ⅱ編 第7章 9
現施設では、道路等の除雪作業および屋根の除雪作業は、各々年間何日程
度実施されているのかご教示願います。
また、除雪作業時における重機使用の有無についてもご教示願います。

除雪日数は、令和２度が９日、令和３年度は13日でした。
なお、この回数には積雪３ｃｍ程度でも除雪した回数が含まれています。
（20cm以上の降雪は例年1～2回です。）
組合が支給又は貸与する重機はありません。

125 154 第2編 第8章 2
運営事業者側に発生する費用とは、どの様な事項を想定されているかご教
示ください。

本組合がコンサルにモニタリングを委託した場合、コンサルへの委託費用
は本組合の負担ですが、運営事業者とコンサルとのやり取りに要する事務
費等は運営事業者の負担とします。

除雪

除雪

防火管理

施設警備・防犯

施設警備・防犯

車両誘導

車両誘導

運営管理状況のモニタリング

(2)

(3)
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2 要求水準書に対する質問

No. 頁 大項目 中項目 小項目 質問の内容 回　　　答項目名

126 154 第2編 第8章 3
組合が周辺環境モニタリングを行うにあたっては、全面的に協力すること
とありますが、具体的にどのような事項かご教示ください。

作業場所の確保や電源の供給等に協力していただくことを想定していま
す。

127 添付資料 (6)

1)給排水工事において、【竣工後】の給排水のフローが明記されていま
す。本フローにおいて運営事業者が管理する施設は「新焼却施設」のみで
あり、「現受水槽」、「現給水ポンプ室」、「現浄化槽等」の現有施設の
管理は運営事業者の業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。

№93の回答を参照してください。

128 要求水準書の Word データを提供いただけないでしょうか。
要求水準書のWordデータは参加資格を有すると認められた参加希望者の代
表企業に提供します。

工事手順

周辺環境のモニタリング
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

4 様式集に対する質問

No. 様式 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回　　　答

1 様式第5号
予定する建設事
業者の構成

特定建設工事共同企業体を設立しない場合は、本様式の提出は不要と理解
してよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

2 第6号(2/3) 6 添付書類
【プラント設備の設計･建設を行う者】
配置予定技術者について、資格条件を満たすことを前提に、工事実施時の
技術者変更をお認めいただけますでしょうか

原則認めません。特段の事情がある場合は都度の協議によるものとしま
す。

3 第6号(2/3) 6 添付書類

【プラント設備の設計･建設を行う者】
入札参加申請時には監理技術者資格を有する者を候補者として複数人提出
させていただき、実施段階でその中から選任することを、お認めいただけ
ますでしょうか。

認めません。

4 様式７号
委任状（代表企

業）

運営企業について、運営・維持管理業務を行う者が代表企業１社である場
合、運営企業は代表企業のみとなります。この場合、代表企業代表者へ委
任事項を委任する企業は「建築物建設企業」と「協力企業」のみでよろし
いでしょうか。

運営企業は代表企業と同一もしくは代表企業の子会社（会社法に規定され
る）にしてください。

5
様式９号-１
様式９号-２
様式９号-３

添付資料につい
て

実績を確認する書類として、契約書の写しを添付するようご指示がありま
すが、実績を証明できる部分をお示しすることをできることを前提に、契
約書は一部抜粋による提出でよろしいでしょうか。

一部抜粋による提出は不可とします。

6 様式９号-２
施設の運転管理

業務実績

運転管理期間について、記載するようご指示がありますが、入札参加資格
確認申請時（令和４年９月末時点）以降が、契約期間の満了日となってい
る長期契約を締結している場合は、運転管理期間開始日から、入札参加資
格申請〆切日（令和４年９月３０日）までの期間を記載すればよろしいで
しょうか。

契約期間を記載してください。

7 第14号 技術提案書
ページ数がA4版・縦・2ページの様式については、A4版・縦・2ページをA3
版・横・1ページにまとめて作成してもよろしいでしょうか。

ページ数がA4版・縦・2ページの様式については、A4版・縦・2ページとし
てください。A3版・横・1ページにまとめることは不可とします。

8 14号-1-1 技術提案書
安全で安心
した処理

配置動線計
画

屋外配置動線計
画

審査の視点にある
「一般持込や直営車等の多様な搬入・搬出車に対し、安全、快適かつ円滑
な計量システムの構築を期待する。」
「隣接する管理棟、ごみ資源化施設との効率的な連携に対して、計画性と
実効性を期待する。」
とありますが、執筆対象は、運営開始後の内容であると考えてよろしいで
しょうか。
（※工事期間中の対策は様式14-1-7：設計及び施工　にて記載）

お見込みのとおりです。

9 14号-1-4 技術提案書
安全で安心
した処理

施設の安定
稼働

トラブルの未然
防止及び事後対

策

審査の視点にある「設計・建設時のトラブル」とは、施設運転時を対象と
した、設計上あるいは建設上の配慮事項と考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。

10 14号-1-6 技術提案書
安全で安心
した処理

施設の安全
性

災害時の安全確
保

審査の視点にある「設計・建設時の予期せぬ災害」とは、施設運転時を対
象とした、設計上あるいは建設上の配慮事項と考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

4 様式集に対する質問

No. 様式 大項目 中項目 小項目 カナ等 項目名 質問の内容 回　　　答

11 14号-1-7 技術提案書
安全で安心
した処理

施設の安全
性

設計及び施工

審査の視点にある「本施設の建設工事期間中における搬入・搬出車両動線
の設定や工事車両との動線分離」に関する検討実施にあたり、現状の既存
施設への搬入・搬出車両動線、他、各所動線について、その状況をご提示
願います

本回答に合わせて質問回答書(第1回)添付資料1（「現施設竣工図ＰＤＦ
データ」）を公表しますので、参照してください。

12 様式第14号-6-1

地元企業の活用
とローカルコン

テント

地元企業の定義は「石川県内に本社がある企業」と理解してよろしいで
しょうか？

地元企業の定義は、入札説明書の2頁の表中No.23のとおり、「羽咋郡市内
に主たる営業所又は営業所がある者をいう。」です。
羽咋郡市とは、羽咋市、志賀町及び宝達志水町です。

13 様式第14号-6-1

地元企業の活用
とローカルコン

テント

工事の発注において、構成企業等から地元企業A社へ発注、A社より地元企
業B社へ発注する予定の場合、B社の受注金額はA社受注金額に含まれるの
で、A社の受注金額のみを発注予定額として計上できるものとし、B社の受
注予定額を二重で計上することはできないと理解してよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

14 様式第14号-6-2 地元雇用

地域人材の定義は石川県内に住民票を有し、在住
している者と理解してよろしいでしょうか。
また、住民票は取得後一定期間以上経過していること等の
条件はないものと理解してよろしいでしょうか。

地元雇用の「地元」の定義は、No.12の回答を参照してください。
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

5 基本協定書(案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 質問の内容 回　　　答

1 1 3 3 (2)
運営事業者の本店所在地は、羽咋市内とありますが、構成市町である宝達
志水町内、志賀町内は含まないということでよろしいでしょうか。

「羽咋市内」は誤記で「羽咋郡市内」の誤りでした。

項目名

運営事業者の設立
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

7 建設工事請負契約書(案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 質問の内容 回　　　答

1 6 10 2
現場代理人の工事現場常駐期間は、本工事着工から引渡しまでの間と考え
て宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

項目名

現場代理人及び主任技術者等
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羽咋郡市広域圏事務組合新ごみ焼却施設整備運営事業入札説明書等に対する質問への回答

8 運営・維持管理業務委託契約書(案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 質問の内容 回　　　答

1 4 9 3

「受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力
を行うものとする。」とありますが、要求水準書15頁の５．試運転及び指
導期間、(1) 試運転では、「②試運転は、建設事業者が本組合と予め協議
のうえ作成した実施要領書に基づき、運営事業者において運転を行うこ
と。」と記載があります。「必要な協力」を「運転」と置き換えてよろし
いでしょうか。

「必要な協力」には「運転」が含まれますが、置き換えることは認めませ
ん。

2 6 19 3
「受注者は、本施設に対して住民による電話照会又は訪問等があった場合
には、適切に対応しなければならない」とありますが、現施設に対する住
民による電話での問合せ件数（日平均）をご教授願います。

住民からの電話は現管理棟にのみかかってきます。新ごみ焼却施設に住民
から電話がかかってくることは想定していません。
ごみの受付・計量業務の一環として、組合職員が席をはずしているときに
かわって取り次いでいただくことは想定してください。

3 7 24 2
「受注者は、前項に基づき徴収した受入料金を～金融機関等に入金しなけ
ればならない。」とあります。発注者が指示する金融機関等への入金頻度
をご教授願います。

第２４条（受入料金の徴収事務）は削除（運営・維持管理業務から除外）
します。

4 9 31

「建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験
の実施にかかる業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して
行うことができる。」とありますが、要求水準書15頁の５．試運転及び指
導期間、(1) 試運転では、「②試運転は、建設事業者が本組合と予め協議
のうえ作成した実施要領書に基づき、運営事業者において運転を行うこ
と。」とあります。費用は建設事業者の負担と考えてよろしいでしょうか

施設の引渡し、竣工までに実施しなければならない試運転、予備性能試験
及び引渡性能試験、教育訓練等は建設事業者の費用負担となります。

5 10 36

入札説明書41頁注4において、「計画ごみ量に対して著しい変動があった
場合は、本組合と協議を行う。」とあります。
計画処理量が大幅に増減した場合はご協議いただける条項を、本契約書に
も追加していただけないでしょうか。

契約締結前の協議によるものとします。ごみ量

項目名

本業務の範囲

住民への対応

受入料金の徴収事務

試運転、予備性能試験及び引
渡性能試験、教育訓練等

22／22


