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実施方針に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

1
P.14
P.17

4 2 別紙1

　P.17リスク分担表の「住民合意」について、『運営計画の
不備等により住民よりクレームがあった場合」のリスクは民
間事業者の責任分担とされていますが、貴組合の承諾を得た
運営計画へのクレームに対するリスクは貴組合の責任分担に
なると考えますが、民間事業者の分担となる理由をご教示く
ださい。

　P.17リスク分担表の「住民合意」については、「民間事業
者の不備等により住民よりクレームがあった場合」のリスク
は民間事業者の責任分担と訂正します。

2 P.17 4 2 別紙1

　P.17リスク分担表の「施設損傷」について、「事故、火災
等による修復等にかかるコスト増大リスク」のリスクは民間
事業者の責任分担とされていますが、民間事業者の責めに帰
すべき事由でない場合は補償の必要はないと理解してよろし
いでしょうか。

民間事業者の責めに帰すべき事由でない場合（不可抗力を含
む。）には、組合及び民間事業者の協議によるものとしま
す。
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要求水準書（案）に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

1 P.7 1 2 (15)

　表1.2.2処理対象ごみと搬出物のなかの焼却残さ等（水銀
化合物）とは何のことでしょうかご教示をお願いいたしま
す。

加熱脱塩素化装置の運転により発生する水銀化合物を指しま
す。

2
P.7
P.9 1 2 (16)

　イ　⑧水銀濃度 50μg/ Nm
3
以下（O２ 12％換算）とありま

すが本施設は大気汚染防止法の既存施設として扱われると理
解してよろしいですか。
　また、P7　２一般事項　(14)基本性能の「設備によって備
え持つ施設としての機能であり、完成図書において保証され
る内容である。」のなかに水銀の項目は入っていないと理解
してもよろしいでしょうか。

前段及び後段について、お見込みのとおりです。

3 P.8 1 2 (16)

　ア処理基準
　「④煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度　30ppm以下(O2
12％以換算値の４時間平均)」とありますが、本施設管理機
器は１時間平均値しか計測できません。
　どのように対応すればよろしいでしょうかご教示願いま
す。

年２回以上行うばい煙の法定点検時における処理基準となり
ます。本施設管理機器は、「イ 排出ガス基準」の計測に用
いてください。

4 P.17 1 3 (5)

　「カ　事業期間中の運転データ、用役データ、公害防止に
係る各種データ、機能検査結果等を照らし合わせ、事業終了
時の施設の性能が事業開始時と同程度と認められること。」
とありますが、機能検査結果とは、具体的にどのような内容
を想定されていますでしょうか。また、事業期間中の日時等
を貴組合が指定されるのでしょうか。
　運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データは別
途検査を行うのでしょうか。
　　事業終了時の施設の性能とは、P54　第9章４．(2)運営
事業終了時にある機能検査のこと
と理解してよろしいですか。

機能検査結果とは、要求水準書（案）第４章維持管理業務に
示す点検・検査の結果です。
日時等については、民間事業者の計画によります。
運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データ及び機
能検査結果等により、事業終了時の施設の性能が事業開始時
と同程度と認められる場合は、別途検査を行う必要はありま
せん。

5 P.19 2 1 (5)

　表2.1.1　有資格者一覧表にあるリサイクル施設の小型車
両系建設機械運転特別教育では運転ができない車両がありま
すが、免許の必要はないですか。

本事業を行うに当たり必要な有資格者を配置してください。

 2



要求水準書（案）に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

6 P.25 3 2 (4)

　「カ　民間事業者は、直接搬入者による事故等による機器
の破損等が発生した場合、組合と協議の上、原則として民間
事業者が主体となって対応を行うこと。」とありますが、施
設の所有者は貴組合であり施設内で生じた事故等を起こした
直接搬入者との間で民間事業者が協議を調整することは困難
なため、協議に必要なサポートは行いますが主体は貴組合で
お願い致します。

直接搬入者による事故等による機器の破損等が発生した場
合、窓口等の対応は、原則として民間事業者の主体としま
す。
なお、責任の主体は組合のため、直接搬入者との間で民間事
業者が協議を調整することが困難な場合には、組合にて対応
します。

7 P.25 3 2 (4)

　「キ 民間事業者は、組合の指示した時期・内容に従い展
開検査を実施し、報告すること。」とありますが、展開検査
を行う対象者は委託業者と許可業者が主であると思われま
す。
　これらの事業者は貴組合あるいは構成市町様が委託または
許可を出された事業者であり、民間事業者が直接展開検査を
指導、実施する権限は無いと考えております 。
　この項目は、貴組合から委託業者または許可業者に展開検
査日時等を指示し、民間事業者が展開検査を行うという理解
でよろしいでしょうか。
　また、上記の展開検査については貴組合が主体で行い、民
間事業者は協力することでお願い致します。

要求水準書には、展開検査における指導についての記載はご
ざいません。つきましては、組合の指示した時期・内容に従
い実施をお願いします。
また、お見込みのとおり展開検査の主体は組合となるため、
基本的に立会は行います。

8 P.28 3 3 (2)

　処理対象粗大ごみの最大寸法の記載がありません。
　粗大ごみが処理できる最大の大きさは、通常切断機のベッ
トの大きさに従うことになり、それ以上の大きさのごみは処
理不適物になると考えます。
　処理不適物が搬入された場合は、貴組合御指定の保管場所
に保管し、貴組合が処分すると理解してよろしいでしょう
か。

搬入物の最大寸法が想定できないため記載しておりません。
大きさにより処理が困難な廃棄物が搬入された場合は都度組
合と協議の上、処分方法について決定します。

9 P.32 3 3 (4)

　「カ 民間事業者は、組合の指示した時期・内容に従い展
開検査を実施し、報告すること。」とありますが、質問7と
同様でよろしくお願い致します。

NO.7の回答を参照ください。

 3



要求水準書（案）に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

10 P.32 3 3 (4)

　「ケ 民間事業者は、搬入された粗大ごみについて、処理
不適物の混入を防止すること。」とあり、「コ 民間事業者
は、搬入された粗大ごみに処理不適物が混入されていないこ
とを確認すること。」とあります。
　搬入された粗大ごみについて、処理不適物の混入を防止す
ることは不可能ですので努力義務とすることでお願い致しま
す。

搬入された粗大ごみについて、善良なる管理者の注意義務を
もって処理不適物が混入されていないことを確認してくださ
い。

11 P.38 4 1 (8)

　補修に関する考え方
　「ア 維持管理業務に含まれる補修（契約期間満了までに
行う修繕、更新等の工事）とは、民間事業者が施設の基本性
能を維持するために必要な設備・機器の修繕や更新（設備・
機器により耐用期間が異なる。）である。
　イ 現在使用している設備・機器が，劣化や陳腐化した場
合には、新たに設備・機器を取り替える事で合理的かつ長期
的な維持管理ができるようにすること。
　ウ 維持管理業務に含まれる補修とは、基本的に、事業期
間に必要な補修の内、施工契約におけるかしを除くすべての
補修を対象とする。」とあります。
　本施設は平成21年10月竣工後13年6か月が経過しているこ
とから、運営期間中に 現在使用している設備・機器が，劣
化や陳腐化することが考えられるため、新たに設備・機器へ
の更新が必要となると考えます。
　このことから、民間事業者は更新費用を見込むと理解して
よろしいでしょうか。
　それとも、組合で別途、大規模補修工事等を見込んでいる
と理解してよろしいでしょうか。

運営期間である6年7ヵ月間の各種運営条件を満たし、維持管
理するにあたり必要な費用を見込んでください。
なお、大規模補修工事等については、本事業に関する質問で
はないため回答しません。

12 P.40 4 1 (14)

　改良保全
　「民間事業者は積極的な提案をするとともに、組合が改良
保全を計画する場合には、その検討に協力すること。」とあ
りますが、民間事業者は検討協力のみを行うと理解してよろ
しいでしょうか。

検討協力のみならず、民間事業者からの積極的な提案を期待
しております。
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要求水準書（案）に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

13 P.41 4 2 (8)
　質問11と同様に、民間事業者は更新費用を見込むと理解し
てよろしいでしょうか。

NO.11の回答を参照ください。

14 P.43 4 2 (14)

　質問12と同様に、改良保全
「民間事業者は積極的な提案をするとともに、組合が改良保
全を計画する場合には、その検討に協力すること。」とあり
ますが、民間事業者は検討協力のみを行えばよろしいでしょ
うか。

NO.12の回答を参照ください。

15 P.46 4 3 (10)
　質問11と同様に、民間事業者は更新費用を見込むと理解し
てよろしいでしょうか。

NO.11の回答を参照ください

16 P.47 4 3 (14)

　質問12と同様に、改良保全
　「民間事業者は積極的な提案をするとともに、組合が改良
保全を計画する場合には、その検討に協力すること。」とあ
りますが、民間事業者は検討協力のみを行うと理解してよろ
しいでしょうか。また、組合が改良保全を計画した場合の費
用負担は、現時点では想定できませんので、貴組合で負担し
て頂けると理解しよろしいでしょうか。

NO.12の回答を参照ください。

17 P.52 8 2

　２ 事業継続計画（BCP）の作成
　「民間事業者は、大規模災害（大規模地震、長期停電等）
の発生により、事業の中断や施設の操業の極端な低下が生じ
た場合に備えて、事業継続計画（BCP）を作成・運用し、早
期の事業再開に努めること。計画は組合の承諾を得るこ
と。」
とありますが、 事業継続計画（BCP）の作成は施設の操業
（受入困難、処理困難等）に関して構成市町様との協議も必
要となります。
　民間事業者が作成するのではなく、貴組合も協議に参加し
て頂く必要があると考えますが如何でしょうか。

本事業の運営における事業継続計画（BCP）の作成を想定し
ておりますが、仮に構成市町が協議に参加する必要がある場
合には組合も協議に参加します。
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要求水準書（案）に関する質問・意見への回答

番号 頁 大項目 中項目 小項目 質問内容 回答

18 P.54 9 4 (2)

　運営期間終了時
　「運営期間終了時には、組合は民間事業者から提示された
各種計画の実施状況を確認し、事業者による本件施設の機能
検査などの結果を踏まえて本件施設の現状の確認を行い、適
切な状況にあることの確認を行う。」とありますが、機能検
査とは第三者による精密機能検査と理解してよろしいです
か。　また、検査内容はどのような項目が必要でしょうかご
教示ください。

No.4の回答を参照ください。

19 P.54 9 4 (2)

運営期間終了時
　イ 本件施設の耐用度
　ウ 事業継続に係る経済性評価
とありますが、どのような指標、確認方法で行うのでしょう
かご教示ください。

民間事業者にて想定してください。

20 P.56

　表 維持管理業務範囲概要２ ソフト面
　第三者による損害賠償が民間事業者への委託範囲とされて
いますが、施設の所有者は貴組合であることから、第三者が
起こした事故等の損害賠償を民間事業者が受けることはでき
ません。本項目は貴組合が主となり、民間事業者は協力をす
ることでお願い致します。

第三者が起こした事故等の民間事業者の責めに帰す事由によ
らない場合の損害賠償の責任に関しては、組合が主となりま
すが、第三者による損害賠償の手続き等は民間事業者が主と
します。

21 P.56

　表 維持管理業務範囲概要２ ソフト面
　住民対応が基本的に民間事業者への委託範囲となっていま
す。民間事業者の責に帰する事項については対応できます
が、その他、問い合わせ等については民間事業者では対応で
きません。
　主として貴組合の業務範囲、民間事業者はその協力をする
ことでお願い致します。

住民対応等の窓口は、原則として民間事業者とします。
なお、民間事業者の責に帰する事項以外の責任の主体は組合
のため、民間事業者の対応が困難な場合には、組合にて対応
します。
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