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入札説明書等に対する質問への回答（第２回）

平成２９年１２月１８日
志太広域事務組合



■入札説明書に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 14 Ⅳ 7 (2) 本施設の運営

業務に対する
対価

50,187kl/年における、し尿及び浄化槽汚
泥の内訳について、御教示をお願いしま
す。
施設規模（し尿 5kl/日、浄化槽汚泥
155kl/日）による比率をもとに、し尿
1,568kl/年、浄化槽汚泥 48,619kl/年と判
断してよろしいでしょうか。

変動料金は内訳毎の支払いを想定していま
せんので、入札価格の算定には50,187kl/
年（し尿1,339kl/年、浄化槽汚泥
48,848kl/年）を用いてください。なお、
実際の処理量を定めているものではありま
せん。

2 15 Ⅳ 7 (5) 保険 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.31において「全国自治共済会(建物
災害共済)からの求償に備えるため加入を
求めている」とありますが、どのような場
合に、誰(貴組合・受注者・他)に対して、
何を求償されると想定されてるのでしょう
か。御教示をお願いします。

例えば、事業者の過失による火災時に、全
国自治共済会が組合に支払いをした場合、
全国自治共済会が原因者である事業者に求
償権行使することを想定しています。



■要求水準書（設計・建設編）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
3 4 1 1.3 1.3.3(2)7) その他 入札説明書等に対する質問への回答（第1

回）No.43において、河川区域界を起点と
した範囲を示されていますが、現地にある
白い支柱が境界杭と理解してよろしいで
しょうか。

河川区域界につきましては、別紙11に示し
ます。

4 4 1 1.3 1.3.3(4)1) 敷地周辺設
備 電気

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.45,185 において既設処理場への電
力供給の御指示を頂きましたが、既存処理
場での受電は既設処理棟受変電設備での高
圧受電と考えてよろしいでしょうか、低圧
受電の場合は送電先と容量の御教示をお願
いします。

ご理解のとおりです。

5 4 1 1.3 1.3.3(4)1) 敷地周辺設
備 電気

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.45,185 において既設処理場への電
力供給の御指示を頂きましたが、新施設の
試運転完了を以て、既存処理場の供用は終
了すると理解してよろしいでしょうか。
また、既存処理場の残液処理、槽内残渣清
掃等は本事業範囲外と考えてよろしいで
しょうか。

前段及び後段ともご理解のとおりです。
試運転期間に残存汚泥の一部受入と処理を
お願いします。

6 4 1 1.3 1.3.3(4)1) 敷地周辺設
備　電気

質疑回答書No.45で既設処理場への電力供
給が必要とのことですが、想定される既設
処理場での電力使用量をご教示願います。
また、既設処理場への電力供給により料金
プランが変更となった場合、運営期間の単
価差損分は組合殿の精算対象となると考え
てよろしいでしょうか。

平成28年度の電力消費量（2,950,464kwh/
年）を基に計画してください。
後段につきまして、既設での電力消費量は
組合が支払いをしますので、受電時に子
メーターの設置をお願いします。また、基
本料金については、変更有無に関わらず組
合との按分し、支払うこととしてくださ
い。

7 4 1 1.3 1.3.3(4)1) 敷地周辺設
備 電気

1回目質疑回答No.45にて、 既設処理場へ
の配電を可能とすることと回答がございま
したが、送電容量は何ｋW(kVA)見込めばよ
ろしいでしょうか。なお、送電は高圧
(6.6kv)とし、受電盤改造と配電ケーブル
布設も本工事範囲内で宜しいでしょうか。

前段につきましては、No.6に示すとおりで
す。後段ともご理解のとおりです。

8 4 1 1.3 1.3.3(4)5)
③

その他 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.47,49において、放流管の定期点
検、補修及び内部清掃は、地上部の点検清
掃が可能な範囲に限るものと判断してよろ
しいでしょうか。
また、配管途中に点検・清掃口等が設けら
れている場合は、御教示をお願いします。
（別紙7には記載はないようです。）

前段につきましては、ご理解のとおりで
す。
後段につきましては、土手越流部がＵ字溝
につき蓋はありますが、配管そのものの点
検・清掃口はありません。

9 4 1 1.3 1.3.3(4)5)
③

その他 放流管維持管理について、過去に実施され
た内容の御教示をお願いします。

平成28年度に土手越流部のＵ字溝蓋板の交
換及び同配管外部の点検を実施していま
す。
なお、平成29年度中に、大井川用水右岸を
起点に約70.6ｍの区間で、配管の改修を実
施する予定です。

10 10 1 1.6 1.6.4(2) 地中障害物 質疑回答書No.60で地中障害物について協
議によると回答がありますが、構造体の残
置や大量のコンクリートガラなど想定でき
ない量の地中障害物があった場合は貴組合
でご負担願います。

協議によります。

11 26 2 2.1 2.1.8(3) 耐震設計 構造体について、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類が定め
られていますので、構造体以外はＡ類もし
くは甲類と考えますが、要求水準書通りな
のでしょうか。

「構造体以外」は、「構造体」に修正しま
す。

12 26 2 2.1 2.1.8(3) 耐震設計 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.75において、要求水準書に示す通
りと示されておりますが、官庁施設に求め
られる耐震性能での耐震安全性の分類で
は、①構造体、②建築非構造部材、③建築
設備になっております。よって、「構造体
以外」の表現は「構造体」の誤記と判断し
てよろしいでしょうか。

No.11をご参照ください。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
13 28 2 2.2 2.2.2(1)1) 搬入時間、

運転時間
1回目質疑回答№76にて、各装置の稼働日
は「受入貯留設備 6日/週、汚泥処理設備
5日/週」と記載があります。当社の前脱水
設備は受入貯留工程の中の [きょう雑物除
去]＋[固液分離] の機能を有しております
ので、前脱水設備の稼働日は受入貯留設備
同様、6日/週 となりますが宜しいでしょ
うか。

提案を可とします。

14 28 2 2.2 2.2.2(1)1) 搬入時間、
運転時間

質疑回答書No.76で受入貯留設備は6日/週
とありますが、受入がない土曜日を考慮す
ると5日/週で計画すべきと考えますが、い
かがでしょうか。

受入がない土曜日は、5日/週での稼動を可
とします。

15 28 2 2.2 2.2.2(1)1) 搬入時間、
運転時間

質疑回答書No.76で汚泥処理設備は5日/週
とありますが、焼却設備は5日/週で汚泥脱
水機は6日/週と計画してもよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。なお、汚泥処理設備
のうち焼却設備の稼動時間は、要求水準書
のとおりとしてください。

16 28 2 2.2 2.2.2(3)3) 焼却残さ搬
出車両

質疑回答書No.78では脱却式コンテナで8.5
ｔ程度の積み替えとありますが、No.138で
は10ｔダンプ車で搬出と記載があります。
どちらを正とすればよろしいかご教示願い
ます。

前者を正としてください。

17 28 2 2.2 2.2.2(3)3) 焼却残さ搬
出車両

車両として、①～④の記載がありますが、
入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.77, 78に記載されている車両を使
用すると判断してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 28 2 2.2 2.2.2(3)3) 焼却残さ搬
出車両

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.78において、「空のコンテナ（別
紙8）」を示して頂きましたが、別紙8に2
種類のコンテナが記載されております。本
施設では、どちらのコンテナを利用される
のでしょうか。或いは併用される計画で
しょうか。

併用を計画しています。

19 30 2 2.3 2.3.2 排出ガス 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.84において、水銀及び水銀加工物
の混入想定量（設計条件）が不明とのこと
ですが、混入量の多寡により除害設備の設
備仕様及びランニングコストが大きく変更
となるため、設備仕様及びランニングコス
トの御提示に際し、不適切なものとなる可
能性がございます。
想定以上の水銀混入により、排出ガス基準
値を上回る場合や放流水、資源化物、焼却
残渣等の性状に悪影響を及ぼす場合には、
搬入物に起因するものとして、免責される
ものと理解してよろしいでしょうか。

水銀及び水銀加工物の混入想定量（設計条
件）につきましては、脱水汚泥中の水銀濃
度0.8mg/kg（底質調査方法による）とし、
実施設計にあたり、その他の測定が必要な
場合は事業者による必要な箇所と検体の調
査を可とします。
また、上記設計条件に基づく対策を施して
もなお、想定以上の水銀混入により、排出
ガス、放流水、資源化物、焼却残渣等の性
状に悪影響を及ぼす場合の対応につきまし
ては、協議により決定するものとします。

20 65 3 3.3 3.3.4(5) 膜分離装置 膜分離装置について採用する装置は信頼性
の高いことが重要と考えております。提案
する膜の更新耐用年数以上の使用実績のあ
る装置を採用することが条件として宜しい
でしょうか。

運営期間終了時に、竣工当初の性能が確保
されていることを前提に提案によるものと
します。

21 84 3 3.6 3.6.3(7)4) 灰貯留設備 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.78において、「脱着式コンテナ１
つ分に相当する灰ホッパの設置」とされて
いますが、 大17㎥程度と大型になるた
め、圧密によるブリッジ（詰まり）及び排
出時間増大等の懸念がございます。
No.78回答でお示し頂きました通り１回当
たり概ね8.5ｔ程度での搬出が可能であれ
ば、コンテナでの貯蔵も見込んだ運用をご
提案することは可能でしょうか。

提案を可としますが、貯留室内における灰
の飛散防止策を十分に講じ、屋外への流出
を厳に防ぐ計画としてください。

22 84 3 3.6 3.6.3(7)4) 灰貯留設備 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.138において、「10ｔダンプ車が搬
出するために適した計画（貯留ホッパ）」
と共に、回答No.78において、「脱着式コ
ンテナにより１回当り概ね8.5ｔ程度」と
記載があります。回答No.78により灰貯留
設備を計画することでよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
23 100 4 4.1 4.1.1(3)3) 電圧等 1回目質疑回答№148にて、「大容量の負荷

は400V系としてください」とご指示があり
ますが、具体的に何kW以上の負荷を想定さ
れていますでしょうか。

低圧200Vにて受電できないプラント機械設
備（400V系）を対象としてください。

24 118 5 5.7 5.7.3(1) 門及び門扉 質疑回答書No.163では「既設門扉は撤去し
新設…」、No.164では「門の塗装補修及び
門扉更新」、No.166では「既設門及びフェ
ンスのいずれも更新」と記載があります。
門及び門扉の工事範囲、工事内容について
再度ご教示願います。

西側及び南側の既設門及びその周辺のフェ
ンスはすべて新設してください。なお、南
側フェンスについては、勤労体育館へ続く
フェンスも新設対象に含めます。

25 118 5 5.7 5.7.3(2) 囲障 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.166において、「既設門及びフェン
スのいずれも更新」とありますが、回答
No.163～164において、「門柱は塗装補
修、門扉は撤去し新設」と異なります。ど
のように判断すればよろしいでしょうか。

No.24をご参照ください。

26 118 5 5.7 5.7.4(2)1) 駐車場工事 一般車用駐車場について、乗用車15台は来
客者用で、その他に運営事業者用駐車場を
設けるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 119 5 5.7 5.7.5(1) さく井工事 プロセス用水の使用量が井戸1か所程度で
対応できる場合、使用しない井戸は休止も
しくは廃止としてよろしいでしょうか。
併せて、休・廃止に係る届出等の必要がご
ざいましたら、御教示をお願いします。
また、使用しない井戸及びポンプの撤去工
事は、貴組合所掌との理解でよろしいで
しょうか。

井戸の休止もしくは廃止はできません。

28 119 5 5.7 5.7.6 藤枝勤労者
体育館の排
水処理

藤枝勤労者体育館の排水は、浄化槽設置に
より処理水が移送されているものと理解し
てよろしいでしょうか。

浄化槽ではなく、専用の貯留槽からポンプ
により圧送しています。

29 119 5 5.7 5.7.6 藤枝勤労者
体育館の排
水処理

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.173において、別紙10にポンプがあ
る旨が記載されております。既設ポンプの
吐出圧が不足し、移送ポンプの更新が必要
な場合、貴組合にて更新されると判断して
よろしいでしょうか。

必要な場合、事業者が更新してください。

30 121 6 6.5 (2) 説明用パン
フレット

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.177において、「供用開始時点にお
いて1,000部を揃える」とありますが、そ
の後の増刷は貴組合にて準備されると判断
してよろしいでしょうか

事業者より毎年1,000部を上限に組合の指
示に従うようにしてください。

31 別
紙6

井戸 側管深として80,101となっていますが、井
戸ポンプの吸込深さと理解してよろしいで
しょうか。
尚、当該数値は地表面を基準とした深さ
（単位:ｍ）と考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。なお、101は深さと
は関係ないコードです。

32 別
紙6
別
紙7

井戸ポンプ 井戸6か所について、藤枝勤労者体育館敷
地内3か所（No.3,4,5）及びトラックス
ケール近傍1か所（No.2）は現地確認でき
ましたが、その他2か所（No.1,6）につい
ては、撤去済みと理解してよろしいでしょ
うか。
別紙7では、大井川側敷地境界付近（東角
部及びスロープ部）に2か所示されており
ますが、井戸ポンプは現地確認できません
でした。
ポンプが現存する場合、別紙7に位置をお
示し頂けますでしょうか。

№1、№2、№6は現在使用できない状況で
す。
№1はポンプは撤去済につきフェンスのみ
の状態です。
№2は故障により汲み上げができない状態
です。
№6はポンプ、フェンスともに撤去済で
す。№3、№5は施設内の受水槽に入り、冷
却やプロセス用水として使用しています。
№4は受水槽には入らず、希釈水として使
用しています。
おおよその位置は、別紙12に示すとおりで
す。

33 別
紙6
別
紙7

井戸ポンプ 井戸ポンプの動力及び制御回路は、既存処
理場内に設置されているものと理解してよ
ろしいでしょうか。

井戸の動力は井戸の中の水中ポンプにあ
り、制御回路は現処理棟の電気室にありま
す。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
34 別

紙7
井水配管 既存の井戸を利用する場合、井水移送配管

についても可能な範囲で継続利用できるも
のと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35 別
紙7

上水配管 本工事用地内に「大井川河川敷の給水設備
のための占用管」が埋設されております
が、必要に応じて移設することは可能で
しょうか。
また、移設等に係る届出等の必要がござい
ましたら、御教示をお願いします。

前段につきましては、ご理解のとおりで
す。
後段につきましては、設置者である藤枝市
との協議が必要となります。

36 別
紙7

放流管 放流管図面 3枚（平面、断面、詳細）が示
されていますが、図中の仮配管については
現存しないものと理解してよろしいでしょ
うか。

本年度、放流管の改修工事を予定してお
り、一時的に仮配管をしますが、平成30年
度以降は、仮配管はございません。

37 － － － － 旧施設 旧施設（現在解体されているもの）の図面
を閲覧させて頂くことは可能でしょうか。

希望者に対し閲覧を許可します。



■要求水準書（運営・維持管理編）に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
38 12 2 2.3 2.3.2 排出ガス 入札説明書等に対する質問への回答（第1

回）No.84において、「水銀大気排出規制
については、新設炉の規制値：30μg/N㎥
が適用される。」とのご回答でしたが、排
出される水銀の濃度を確認するために本項
(6)その他の項目において、水銀濃度を分
析するとの判断でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 14 2 2.4 2.4.1
2.4.4

沈砂
焼却残渣

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.210において「事業者が貴組合の用
意する車両に積み替え後、貴組合が搬出し
処分する」とのご回答ですが、積み替え作
業における事前の準備対応における注意事
項、見込まなければならない資材等がござ
いましたら御教示をお願いします。

貯留設備からコンテナへ移送する際、周辺
への飛散防止対策を十分に行ってくださ
い。

40 14 2 2.4 2.4.3 汚泥 水槽清掃で発生した汚泥は一般廃棄物にな
りますが、場外搬出及び処分は事業者また
は受注者どちらの負担と考えられておりま
すでしょうか。

新施設にて焼却処理するようにしてくださ
い。

41 14 2 2.4 2.4.4 焼却残渣 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.84において、「水銀大気排出規制
については、新設炉の規制値：30μg/N㎥
が適用される。」との御回答でしたが、焼
却残渣においても水銀濃度を分析するとの
判断でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。「要求水準書第二編
運営及び維持管理編　5.6  搬出物の性状
分析　(2)」にもあるように、搬出先が受
け入れ可能となる様に対応してください。
（ばいじん（飛灰）については、別紙13に
定める基準を満たすようにしてくださ
い。）

42 15 3 3.2 資格者の配置 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）、No.211、212において電気主任技術
者については外部委託可と御回答頂きまし
たが、この場合、常駐は不要と考えてよろ
しいでしょうか。

関係諸官庁との協議によります。

43 15 3 3.2 資格者の配置 質疑回答書No.211,212の内容について、電
気主任技術者は施設に常時配置という理解
でよろしいでしょうか。また、配置する電
気主任技術者は外部委託も可という理解で
よろしいでしょうか。

No.42をご参照ください。

44 17 5 5.7 (2) 資源化業務 入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.223において、リン保管を施設内で
計画するものと推察しますが、ストック
ヤードの設定及び保管期間については、御
提案するという判断でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。



■落札者決定基準に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
45 8 Ⅴ 4 入札価格に関

する事項の得
点化方法

本項では「 小の入札価格」となった提案
に対し満点を付与し、他の参加者について
は 低入札価格との比率により算出とあり
ますが、入札価格が「志太広域事務組合新
環境管理センター整備・運営事業に係る低
入札価格調査取扱要領」にある「調査基準
価格」を下回った場合、価格点の算出の基
となる「 小の入札価格」及び「 低入札
価格」については、「調査基準価格」が採
用されるものと考えてよろしいでしょう
か。

「 低入札価格」は、「調査基準価格」に
係りなく、有効（低入札価格調査以外では
失格にならない）な入札参加者の中で 小
の入札価格となった提案が該当します。
なお、志太広域事務組合新環境管理セン
ター整備・運営事業に係る低入札価格調査
マニュアルを作成しましたので、別に示し
ます。



■様式集に対する質問への回答
№ 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
46 様式第14-7号

様式第14-8号
様式第14-9号
様式第15-6号

様式第15－1号は金額の記載が円単位、様
式第15-6号、様式第14－7号、様式第14－8
号、様式第14－9号は金額の記載が千円単
位と規定されていますが、四捨五入により
千円単位での誤差の発生は許容されますで
しょうか。

千円単位としている様式について、千円未
満の金額は切捨てで記入してください。そ
れによる様式間の誤差は問題ありません。
なお、様式第8号と様式第15-1号について
は、金額を一致させてください。



■運営委託契約書（案）に対する質問への回答
№ 条 項 号 カナ等 項目名 質問内容 質問への回答
47 27

別紙3 (2)
保険
火災保険

貴組合が加入する建物災害共済の保証額
は、建設工事請負契約書に記載される金額
になると考えてよろしいでしょうか。

原則として、再調達価額または時価額であ
り、建設工事請負契約の請負代金額ではあ
りません。

48 27
別紙3 (2)

保険
火災保険

事業者が加入する火災保険の付保対象は
「提案による」とのことですので、損傷の
リスクの低い施設部(例：地下水槽等)を除
いた箇所を対象として保険を付保したいと
考えますがよろしいでしょうか。

お見込のとおりですが、付保しなかった箇
所が、事業者の過失等で損傷した場合、事
業者の責任と費用による回復を求めます。

49 31 3 (1) イ 法令変更に
よって発生
した費用等
の負担

入札説明書等に対する質問への回答（第1
回）No.285において、消費税率の変更は本
条の範囲には含まれず、委託料の改定によ
り対応する旨の御回答をいただきました
が、委託料の改定方法は、単純に税率を
8％から10％に変更するものと考えてよろ
しいでしょうか。

お見込のとおりです。適用される税率に基
づき委託料を支払います。


