
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 6 第2章 8 (2)②

生活環境影響調査の実施している。「生活環境影響調査」の内容を遵守
することとありますが、入札時には調査結果がわからないため計画に反
映できないことが考えられます。その場合、調査結果公表後、その内容
を遵守するために仕様や設備に変更が生じた場合は、金額の増減に対応
をしていただけますでしょうか。

生活環境影響調査と要求水準書における環境保全対策や性能保証事項は
同様で、仕様や設備に変更が生じることは想定していません。

2 11 第三章 4 (3)

過去3年間、地方自治法令第167条の4の項目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は入札参加者となる
ことができないとありますが、その行為が行われたエリアに指定はない
と理解してよろしいでしょうか。もし指定がある場合は組合殿の規則集
をご教示下さい。

地方自治法施行令第１６７条の４に記載のとおりであり、特段、各項目
に該当するに至った区域は指定されていないものと考えています。

3 13 第三章 8 (2)

予定価格及び入札書比較価格は、現在価値換算前の実績ベースの金額と
記載がありますが、物価高騰及び働き方改革の推進により施設建設費が
予算内に収まらない場合は運営・維持管理業務委託費との合計で入札価
格が入札書比較価格を超過しないことでご配慮頂けないでしょうか。

入札公告時にお示しした内容ですので、質問の内容に記載されているこ
とは認められません。

4 20 第5章 1 (8)
「正本1部と副本2部」とありますが、提案書の改善の際に、提出済みの
正本1部と副本2部は返却されるでしょうか。

返却はしません。

5 27 第6章 3 (5)
添付資料の様式、体裁などのご指定は無いと考えてよろしいでしょう
か。

様式第15号の次から添付する書類に様式や体裁は特段指定しておりませ
ん。

6 27 第6章 3 (5) 添付資料は評価対象外と考えてよろしいでしょうか。
添付資料は添付資料以外の提案書を補完するための書類になりますの
で、評価対象となります。

7 27 第6章 3 (5) 添付資料の枚数制限は無いと考えてよろしいでしょうか。 添付資料の枚数制限はありませんが、簡潔にまとめてください。

8 40 別紙4

「事業者が実施する調査、建築、運営等の業務において第三者に及ぼす
損害」のリスク負担者は事業者となっていますが、業務において第三者
に及ぼす損害のうち、不可抗力や法令変更、発注者の指示等によるもの
その他事業者の責に帰することのできない事由に起因する場合の損害
は、その帰責性に従ってリスク分担につき協議されるという理解でよろ
しいでしょうか。

リスク分担表のとおり、「第三者賠償」については、「事業者が実施す
る調査等において第三者に及ぼす損害」は事業者が主分担となります。
「不可抗力」については、本組合が主分担、事業者は従分担となりま
す。

リスク分担表
（共通／第三者賠償）

構成企業の制限

留意事項

項目名

生活環境影響調査の実施

④提出部数

添付資料

添付資料

添付資料
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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 3 第Ⅰ編 第1章 1
RDF施設は焼却施設の竣工及び引き渡し時までは稼働し続けると考えてよ
ろしいでしょうか。

RDF施設の運転は、令和７年９月末まで運転する予定です。

2 5 第Ⅰ編 第1章 1

質問回答書（第1回）添付資料1にてご提示頂いた現施設竣工図PDFデータ
ですが、文字が読み取れないなど一部不鮮明な箇所があるため、当該各竣
工図について元データであるCADデータ、もしくは鮮明なPDFデータをご提
供頂けないでしょうか。

11月7日～11月11日の期間に竣工図を貸与します。

3 5 第Ⅰ編 第1章 1

現給水ポンプの能力的に、当該ポンプから上水の引き込みが可能か確認す
るため、現管理棟・現燃料化施設・現資源化施設それぞれにおける設計上
の上水使用量（時間当たりまたは1日あたり）をご教示頂けますか。もし
くは、それぞれのピーク時の実際の使用量（時間当たりまたは1日あた
り）をご教示頂けますか。仮に現給水ポンプの能力を増強必要と判断した
場合は、現給水ポンプを更新することでよろしいでしょうか。

水道使用量については、質問回答書（第２回）添付資料１を参照してくだ
さい。

増強についての判断は、使用量を調査の上、提案してください。

4 6 第Ⅰ編 第1章 2
生活系ごみ及び事業系ごみの1日平均搬入量及び月変動について、搬入量
実績のデータを提供いただけないでしょうか。

質問回答書（第２回）添付資料２を参照してください。

5 7 第Ⅰ編 第1章 2

ウ．搬出入車両にて直接搬入車両の計量回数2回とありますが、可燃ごみ
と不燃ごみの混載でも2回でよろしいでしょうか。それとも、可燃ごみ
（もしくは不燃ごみ）を下ろした後での計量を含めて3回計量となるで
しょうか。

混載の場合でも2回計量です。

6 7 第Ⅰ編 第2章 2 資源化施設残渣は資源化施設のどの出入口から搬出されるでしょうか。 質問回答書（第２回）添付資料３を参照してください。

7 8 第Ⅰ編 第1章 2

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、下水道
料金は無料と考えてよろしいでしょうか。
無料では無い場合、下水道使用料は上水使用量にて既存施設と案分するの
でしょうか。

下水道料金は掛かりません。

8 40 第Ⅰ編 第2章 2

(ｵ)特記 j.「赤外線ピット火災検知装置及び放水銃を設置し、発火位置の
検知を自動で行い､放水銃で消火が行えるよう計画すること。」とありま
すが、火災検知のみ自動で行い、放水銃での消火操作は遠隔手動で行うと
考えてよろしいでしょうか。

実施設計時の協議によるものとします。

9 49 第Ⅰ編 第2章 3

入札説明書等に関する質問（第1回）No.52にて、立ち上げ時に850℃まで
昇温した後にごみ投入するかは設計協議によるものとのご回答をいただき
ました。
運営・維持管理業務委託料における用役使用量の算出条件として、立ち上
げ時の灯油使用量は、燃焼室温度が850℃になるまで助燃装置にて昇温し
た後に、ごみ投入を実施するものと考えてよろしいでしょうか。

提案者の実績等に基づき判断してください。

項目名

(4)事業期間

(1)処理能力
②計画ごみ量及び

計画ごみ質

(1)処理能力
②計画ごみ量及び

計画ごみ質

(1)処理能力
②計画ごみ量及び

計画ごみ質

(8) ⑤敷地周辺設備

(8) ⑤ イ.用水

(4)ごみピット

(5)主要設備方式
②設備方式

ク．排水処理設備

（4）助燃装置
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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

10 52 第Ⅰ編 第2章 4

質問回答1回目にて、減温用空気圧縮機及び計装用空気圧縮機との兼用不
可とありましたが、一方で、要求水準書p52ではガス冷却用空気圧縮機
は、空気の圧力変動の影響を受けないことを条件に他の空気圧縮機と兼用
することは可能とされています。従って、ガス冷却用空気圧縮機と雑用空
気圧縮機は互いに圧力変動を受けないよう考慮することを条件に兼用可能
としてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、故障リスクに備えた計画としてくださ
い。

11 68 第Ⅰ編 第2章 7
煙突高は【59】m以下とありますが、煙突高さは生活環境影響調査で設定
されている高さのとおりとする理解でよいでしょうか。生活環境影響調査
で設定されている煙突高さをご教示頂けますか。

生活環境影響調査における煙突高さは決定していませんが、５９ｍを超えること
は想定していません。

12 84 第Ⅰ編 第2章 11

現管理棟及び現資源化施設の受電に関しては添付資料(4)を参照のこと。
とありますが、現在の契約内容（契約電力量、契約メニュー）をご提示い
ただけないでしょうか。また、契約電力量のうち、現管理棟、現資源化施
設、現燃料化施設の配分をご教示ください。

契約種別　高圧電力Ｂ
契約電力量　1000キロワット

配分実績は、質問回答書（第２回）添付資料４を参照してください。

13 137 第Ⅱ編 第2章 １

入札説明書等に関する質問(第1回)No.104にて、資源化施設の車両に関す
る受付が本業務範囲内とのご回答をいただきました。直接搬入車が可燃ご
みと不燃ごみの混載で来場した場合の計量は、可燃ごみと不燃ごみの合算
値のみを管理すればよいという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
市町の収集車は混載することはありません。
一般の持込みで混載の場合は、主なごみの内容によりごみ種（可燃ごみ・資源ご
み・不燃ごみ・粗大ごみ）を決定しています。

14 137 第Ⅱ編 第2章 １

入札説明書等に関する質問(第1回)No.104にて、資源化施設の車両に対す
る受付が本業務範囲内とのご回答をいただきました。資源化施設における
直接搬入車の持込動線および1日あたりの平均来場台数および最大来場台
数をご教示ください。また同様に、熱回収施設における最大来場台数ご教
示ください。

搬入動線は、質問回答書（第２回）添付資料５を参照して下さい。

直接班入車の実績は次のとおりです。
ごみ資源化施設令和3年度実績
最大搬入台数　１４３台（５月３日）
1日平均台数　 ３７台

現ごみ燃料化施設令和3年度実績
最大搬入台数　１７台（５月６日）
1日平均台数　６台

なお、令和２年度の混雑時の状況は、組合ホームページに掲載してあります。
http://www.hakuikouiki.jp/kankyou/cleancle/cleancle-top.htm

15 137 第Ⅱ編 第2章 1

質問回答書（第1回）にて料金徴収業務は削除となりましたが、「毎月末
に許可業者等を対象とした後払い請求分の関係書類を作成すること。」と
ありますが、当該関係書類とは、請求のための根拠資料（計量の記録等）
であって、請求書類そのものの作成を行うものではない（請求書類の作成
及び請求は組合が行う）との理解でよろしいでしょうか。

料金徴収業務の削除に伴い、「毎月末に許可業者等を対象とした後払い請
求分の関係書類を作成すること。」も削除とします。

① 計量棟における計量と料
金徴収等

(7)(ウ)B.煙突高

（1）受入供給設備の運転管
理

(1)水噴射式燃焼ガス冷却設
備

⑤ガス冷却用空気圧縮機

電気設備

（1）受入供給設備の運転管
理
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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

16 153 第Ⅱ編 第7章 8

入札説明書等に関する質問（第1回）No.121にて、5月連休や年末繁忙期に
は、管理棟前で駐車場等への誘導が必要になることがあるとのご回答をい
ただきました。増員が必要な繁忙期は、年間何日程度を想定しています
か。また、繁忙期の直接搬入車の待車台数の目安をご教示ください。

年間６日～７日程度です。
令和３年度の直接搬入車の実績は次のとおりです。このほかに市町の収集車が計
量器を通過します（）はその日の市町の収集車の台数
４月２９日　５２台（８１台）
５月３日　１６４台（３０台）
５月４日　１２６台（３９台）
５月５日　　４７台（４１台）
１２月２９日　８７台（１７台）
１２月３０日　１２１台（２４台）

17 153 第Ⅱ編 第7章 8

入札説明書等に関する質問（第1回）No.121にて、5月連休や年末繁忙期に
は、管理棟前で駐車場等への誘導が必要になることがあるとのご回答をい
ただきました。この繁忙期の渋滞には、熱回収施設に荷下ろしする車両と
資源化施設に荷下ろしする車両のいずれもが含まれているという認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
利用者の安全管理のため混雑時は、的確に誘導してください。

18 添付資料 （5）

入札説明書等に関する質問（第1回）No.98にて、運営開始後の現管理棟と
原資原価施設の電気の想定使用量については、設計協議によるものとする
とのご回答をいただきました。
添付資料（5）において、平成15年～令和2年の管理棟の電気使用量の月平
均値は、657.2kWh～2317.0kWh、資源化施設の電気使用量の月平均値は
19959.8kWh～30897.8kWhと年度ごとの変動が大きいため、運営開始後の電
気使用量を事業者にて定めることは困難です。
運営・維持管理業務委託料における用役使用量の算出条件として、管理棟
および資源化施設の電気使用量を定め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。
近年５年程度を参考にしてください。

19 添付資料(5)
受電に関す
る資料

本図の負荷のうち、現管理棟及び現資源化施設の対象負荷をご教示願いま
す。

すべて管理棟の負荷になります。

20 添付資料(6) 工事手順 2)
新ごみ処理施設から現資源化施設への配線ルートは現燃料化施設及び現燃
料化施設と資源化施設間の渡り廊下内を通してもよろしいでしょうか。

渡り廊下を通すことは認められません。

21
添付資料
(10)

本業務範囲
焼却灰の搬出先がリサイクル工場となっていますが、受入先は検討されて
いるのでしょうか。その場合、受入先の基準値等をご教示願います。

具体的な受入基準は確認していませんが、セメント製造工場等を想定していま
す。

車両誘導

車両誘導

現管理棟と現資源化施設の受
電に関する資料

屋内キュービクル
単線系統図

電気工事
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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

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
第13号

（別紙1）
設計・建設業務

に係る対価

「入札説明書35頁 3.対価の支払い方法」に記載の支払い限度額の割合は
あくまで参考値であり、本様式の各年度の設計・建設業務に関わる対価及
びその割合は事業者が任意に設定することでよろしいでしょうか？

入札説明書35ページの別紙２　３．(1)①に示す「各会計年度における設
計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合」と整合がとれる出来高とな
るよう提案してください。なお、令和５年度及び令和６年度の支払限度額
は出来高の１０分の９で、差額は令和７年度に支払われるという前提で計
算してください。

2
第13号

（別紙1）

「網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。」とありますが、
各年度の支払い限度額割合のセルには数式が無いため記載は不要と考えて
よろしいでしょうか。

「各年度の支払限度額　　割合」のセルは空欄（未入力）で結構です。

3 第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

第1回質問No.11にて、『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』との質問に対し、添付資料1（「現施
設竣工図ＰＤＦデータ」）を回答としてご提示いただきましたが、資料中
に各種動線が示された資料が見当たらないため、あらためてご教示いただ
けないでしょうか。

質問回答書（第２回）添付資料６を参照してください。

4 第14号-6-1

地元企業への発注予定金額は二重計上とならない場合、代表企業（運営時
はＳＰＣ）からの二次下請けまで計上可能と理解してよろしいでしょう
か。評価の公平性から、計上額算出にあたり、ルールを確認するもので
す。

一次下請けまでとし、二次下請け以降は計上してはいけないことをルール
とさせていただきます。

5 第14号-6-1

代表企業から地元企業と地元外企業により設立された特定建設工事共同企
業体（甲型JV、一次下請け）に対して発注する場合、地元企業への発注予
定金額は以下の考えにより算出するものと理解してよろしいでしょうか。
①地元企業の出資比率相当分を貢献金額として計上（JVの受注額×
地元企業の出資比率）
②本JVから下請けの地元企業への発注予定金額は、JVにおける地元企業の
出資比率分を除く金額を計上
{下請け地元企業への発注額×(100％－地元企業の出資比率)}

No.4の回答のとおり、質問の内容に記載されている①は計上可とします
が、②は計上不可となりますことをルールとさせていただきます。

6 第14号-6-1

地元企業が通常の事業活動で取り扱っていない商品に対して、本事業に限
定して中間流通の商社行為を行う場合、地元企業への発注金額としては計
上不可と考えてよろしいでしょうか。地元企業が通常の事業活動を通じて
取り扱っている商品の場合は除きます。評価の公平性から、計上額算出に
あたり、ルールを確認するものです。

お見込みのとおりです。

7 第14号-6-2

第１回質問回答「4.様式集に関する質問回答」No.14について、地元雇用
者の定義を問う質問で、No.12を参照と回答がございましたが、No.12は地
元企業の定義に関するものと思慮いたします。そのため、定義を改めて確
認いたします。第１回質問回答「2 要求水準書に対する質問」No.102のご
回答が地元雇用者の定義と解釈してよろしいいでしょうか。

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

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 5

会計監査人は、会社法上で公開会社及び大会社に設置義務が求められるも
のであり、本事業で設立される運営事業者の規模では、設置義務のないも
のと考えます。
会計監査人の設置は任意として頂けないでしょうか。

基本協定締結の事前協議によるものとします。

項目名

運営事業者の設立
（監査役並びに会計監査人）
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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

6 基本契約書(案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 質問の内容 回　　　答

1 3 6 7
「発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができ
る」とありますが、この「必要がある」とはどういうケースで、どのよう
な形で「公表」されることを想定されているものでしょうか。

組合議会から特別目的会社の経営状況報告を求められた場合等を想定して
います。公表方法は都度の検討によるものとします。

項目名

運営事業者の運営
（財務諸表等）
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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

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 1 1 2 5

「不可抗力」の定義において例示されている事柄の中に「疫病」の記載が
ありませんが、コロナウイルス感染症その他今後発生するかもしれない重
症感染症の蔓延（パンデミック）の事象は、どちらの責にも帰すことので
きない、自然的又は人為的な予見不可能な現象であると考えます。
不可抗力にあたると考えてよろしいでしょうか。

不可抗力とは、天災地変のように人力ではどうすることもできないこと
で、外部から生じた障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くし
てもなお防止得ないものです。
疫病は予防措置医療技術の有無及び予防措置実施の有無により、不可抗力
であるかそうでないかを判断することになり、疫病全てが不可抗力である
という考えは認められません。

2 12 20 1
疫病、パンデミック等の自然的又は人為的な事象により、作業員の確保が
困難になる、感染拡大予防等で特別な措置が必要になる等工事現場の状態
が変動した場合も本項の適用があると考えてよろしいでしょうか。

新型コロナウイルス感染症を例とする場合、感染予防対策を実施したにも
かかわらずの事象であれば適用はあり得ますが、感染予防対策を怠った場
合は適用されないと考えます。よって、都度の調査により判断することに
なります。

項目名

総則
（定義／不可抗力）

工事の中止
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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 1 1 4 3

「不可抗力」の定義において例示されている事柄の中に「疫病」の記載が
ありませんが、コロナウイルス感染症その他今後発生するかもしれない重
症感染症の蔓延（パンデミック）の事象は、どちらの責にも帰すことので
きない、自然的又は人為的な予見不可能な現象であると考えます。
不可抗力にあたると考えてよろしいでしょうか。

不可抗力とは、天災地変のように人力ではどうすることもできないこと
で、外部から生じた障害で通常必要と認められる注意や予防方法を尽くし
てもなお防止得ないものです。
疫病は予防措置医療技術の有無及び予防措置実施の有無により、不可抗力
であるかそうでないかを判断することになり、疫病全てが不可抗力である
という考えは認められません。

2 10 37 2、3

第3項において「前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変
動による委託料の見直しは行わない。」とありますが、第2項における計
画ごみ質の範囲を逸脱した場合の処理によって発生した助燃材及び薬剤等
の増加等の追加費用を根拠として、変動費単価の見直しが行われることが
あるという理解でよろしいでしょうか。

本条項は計画ごみ質の範囲を逸脱した場合の処理費用の増加分を実情に応
じて精算可能であることを記載しているものであり、変動費単価を見直す
ことについての記載ではありません。
変動費単価の見直しは、「入札説明書　別紙2　4．物価変動等による改
定」に基づくものとします。

3 19 63 1
条文内の「本運営・維持管理業務委託契約による契約額」とは「請求の
あった日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額」
と理解してよろしいでしょうか。

本契約書（案）の4　運営・維持管理業務委託料とします。

4 19 63 5
受注者が特別目的会社であり、かつ当該特別目的会社が解散していない場
合においては受注者の代表企業又は運営企業の保証範囲は基本契約書案第
13条第2項の通りと理解してよろしいでしょうか。

本契約による履行が完了した後において当該特別目的会社が解散していな
い場合においても本条項の額は適用されるものとします。請求先は特別目
的会社となり、特別目的会社、代表企業及び運営企業が共同連帯して支払
わなければならないこととします。

5 23 79 2
受注者が発注者に対して提供した知的財産権について発注者の利用する範
囲は発注者である羽咋郡市広域圏事務組合内のみと理解してよろしいで
しょうか。

基本的にはお見込みのとおりです。ただし、内容によっては組合の構成市
町に開示する必要がある場合等は除きます。

6 24 79 4

「開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者
は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする」とありますが本運
営・維持管理業務委託契約の終了後においても同様であると理解してよろ
しいでしょうか。

法律の規定を優先するものとしますが、詳細については都度の協議による
ものとします。

7 29 別紙5
保険は例示との記載がありますので、必ず入らなければならない保険は無
く、事業者の提案により付保して良い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。
入札説明書等に関する質問回答書(第1回)における回答（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。）はそのまま
として、付保する保険はご提案ください。

保険

総則
（定義／不可抗力）

ごみ質

項目名

賠償の予約

賠償の予約

知的財産権

知的財産権
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