
◆実施方針に対する質問・意見への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見 回答
1 共
通

本実施方針は特定事業契約内容の一部となると理解
してよろしいでしょうか。

実施方針に示した事項に基づき、入札説明書、要求
水準書等を定めますが、実施方針自体が特定事業契
約内容の一部を構成することはありません。

2 1 Ⅰ １ （４） イ契約の形
態

本契約に係わる組合の事業者に対する債務は、組合
の構成各市町が連帯して保証するものと理解してよろ
しいでしょうか。

構成市町で議決された組合規約において、かかる経
費を構成市町が負担することが定められています。

3 1 Ⅰ １ （４） イ契約の形
態

設計企業は貴組合と契約を締結するものと理解して
よろしいでしょうか。

建設請負契約は、設計企業、建設企業によるＪＶと締
結します。設計企業と建設企業が同一の場合は、当
該企業と締結します。

4 2 Ⅰ １ （４） エ事業終了
後の措置

明け渡し時の要求水準とありますが、この内容は要求
水準書にて提示されるものと理解してよろしいでしょう
か。

ご質問のとおりです。

5 2 Ⅰ １ （４） オ　③　（ア）
一般廃棄物
等受入れ業
務

ごみ処理手数料金の徴収は、貴組合の業務範囲と考
えてよろしいでしょうか。
また、料金徴収業務の再委託は可能でしょうか。

入札説明書等に示します。

6 2 Ⅰ １ （４） オ　③　（カ）
その他関連
業務

本施設の運営・維持管理業務で、見学者対応が事業
者の業務範囲になっています。
見学には、小学生、一般者、行政視察者など色々あり
ますので、見学者毎の対応内容（事業者と貴組合の
役割分担など）を取り決めることが必要と考えます。

入札説明書等に示します。

7 3 Ⅰ １ （４） カ　②　（ウ）
本施設への
一般廃棄物
等の搬入

本施設への一般廃棄物等の搬入とありますが、一般
廃棄物の他に搬入されるものをご教示願います。

一般廃棄物のみを想定しています。

8 3 Ⅰ １ （４） カ　②　（ウ）
本施設への
一般廃棄物
等の搬入

一般廃棄物等の搬入のみが貴組合の業務になってい
ますが、搬入禁止物や有効利用先がない安定化灰等
の運搬・処分も貴組合の業務ではないでしょうか。
また、当該業務の運営・維持管理企業への再委託は
可能でしょうか。

搬入禁止物や安定化灰については、保管までが業務
範囲となります。なお、搬入禁止物や安定化灰の運
搬・処分については、構成市町の業務です。

9 3 Ⅰ １ （４） カ　②　（エ）
本施設の見
学者対応の
支援

見学者対応の支援につきまして、具体的にご教示下
さい。
例えば、見学申込の受付、スケジュール調整、見学説
明室への誘導、組合構成自治体のごみ処理行政説
明、等々

入札説明書等に示します。

10 3 Ⅰ １ （４） キ　事業者
の収入

本事業における事業者の収入は以下のとおり。
①本施設の整備に係る対価
②委託料
と記載がありますが、運営期間において発生が予測さ
れる売電収入や、溶融物の売却による収入、破砕金
属売却による収入等は、組合様の収入という理解でよ
ろしいでしょうか。

入札説明書等に示します。

11 3 Ⅰ １ （４） キ　①本施
設の整備に
係る対価

「支払いは、基本的に出来高に応じて年度毎に支払
う」とありますが、たとえ保証事業会社の保証があった
としても、前払金が支出されることはないのでしょう
か。

前払いは想定しておりません。

12 3 Ⅰ １ （４） キ　①本施
設の整備に
係る対価

・本施設の整備に係る対価については、交付金の交
付の有無にかかわらず、貴組合が確認した出来高に
応じて支払われるものと理解してよろしいでしょうか。
・また、「基本的に出来高に応じて」とありますが、出来
高以外の支払となるものがありましたら、具体的にご
教示していただけないでしょうか。

・ご質問のとおりです。

・完全には、出来高と一致しない場合があることを意
味しているものです。

13 3 Ⅰ １ （４） キ　②委託
料

委託料の財源の構成に関しては、入札公告時に提示
されるものと理解してよろしいでしょうか。

内訳を提示する予定はありません。

14 3 Ⅰ １ （５） 事業スケ
ジュール（予
定）

運営・維持管理契約に係るＳＰＣの業務は、本施設の
建設期間中の初期段階においては発生しないものと
考えます。そこで、ＳＰＣの設立時期を遅らせることに
よってＳＰＣの無用な管理コスト削減するために、基本
契約の当事者からＳＰＣを除外するとともに、運営・維
持管理契約の締結時期を遅らせていただけないでしょ
うか。

基本契約では、ＳＰＣが果たす債務（運営企業に運営
を委ねることなど）を規定する予定であるため、実施
方針に示したとおりＳＰＣを契約の相手方に含めま
す。運営・維持管理契約の締結時期については、入
札説明書等に示します。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見 回答
15 3 Ⅰ １ （５） （イ）仮契約

の締結
「仮契約の締結」とありますが、これは特定事業契約
に含まれる基本契約、建設請負契約及び運営・維持
管理契約全ての仮契約の締結のことと理解してよろし
いでしょうか？

建設請負契約のみを想定しています。

16 6 Ⅱ ２ （２） イ　実施方
針に対する
質問・意見
及び質問へ
の回答

実施方針への質問に対する回答は、本実施方針の一
部を構成するものと理解してよろしいでしょうか。
また、この場合、入札説明書、要求水準書、事業契約
書、本実施方針及び本実施方針への質問に対する回
答の記述内容に矛盾が生じた場合、優先順位はどの
ようになるのでしょうか。

ご質問のとおりです。ただし、実施方針に示した事項
に基づき、入札説明書、要求水準書等を定めますが、
実施方針及び実施方針への質問回答が特定事業契
約内容の一部を構成することはありません。

17 6 Ⅱ ３ （１） ア 設計企業と建設企業は同じであってもよろしいので
しょうか。

ご質問のとおりです。

18 7 Ⅱ ３ （１） エ 入札参加者の構成員は全てＳＰＣに出資することと
し、入札参加者の構成員以外のものの出資は認めな
い。また、代表企業の出資比率は出資者中最大とす
ると記載がありますが、例えば構成員が2社である場
合、代表企業の出資比率は５０％でも可であるという
理解でよろしいでしょうか。

出資比率が最大となる構成員が複数存在することは
ないようにしてください。

19 7 Ⅱ ３ （２） 各業務を行
う者の要件

ウ ②に「釜石市、～のいずれかの平成１９年度建設
工事等請負資格等を有していること。」、エ ③に「建屋
の建設を実施する企業にあっては、釜石市～のいず
れかの平成１９年度建設工事等請負資格等を有して
いること。」、エ ⑥に「プラントの建設を実施する企業
にあっては、釜石市～のいずれかの平成１９年度建設
工事等請負資格等を有していること。」及びオ ①に
「釜石市、～のいずれかの平成１９年度建設工事等請
負資格等を有していること。」とあります。この点、当社
は釜石市の平成１９年度建設工事等請負資格者名簿
に登録しておりますが、この登録をもってウ ②、エ
③・⑥、オ ①に定める要件を満たすものと理解してよ
ろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

20 7 Ⅱ ３ （２） エ　⑦ 「地方公共団体の一般廃棄物処理施設について」とあ
りますが、この地方公共団体の中には地方公共団体
が出資し設立した法人等も含まれるものと理解してよ
ろしいでしょうか。また、この一般廃棄物処理施設につ
いては、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理施設も
含まれるものと理解してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

21 8 Ⅱ ３ （２） オ　③　ａ） 「一般廃棄物を対象とした連続式のシャフト式ガス化
溶融炉」に、一般廃棄物及び産業廃棄物を対象とした
連続式のシャフト式ガス化溶融炉も含まれると解釈し
てよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

22 8 Ⅱ ３ （２） オ　③　ａ）
ｂ）

ａ）及びｂ）については、同一施設でなくても2件以上有
していればよいという解釈でよろしいでしょうか。（具体
的にはａ）の対象施設はＡ工場とＢ工場、ｂ）の対象施
設はＡ工場とＣ工場で要件を満たしているという解釈
でよろしいでしょうか）

ご質問のとおりです。

23 8 Ⅱ ３ （２） オ　⑤ 本施設の運営にあたり、事業者の責務を達成するた
めに必要な資格者を配置できることと記載があります
が、貴組合で何らかの資格者を配置される予定があり
ましたら御教示下さい。

入札説明書等に示します。

24 10 Ⅱ ４ （２） ウ 落札者決定基準については、できるだけ早い段階で
ご提示いただけますでしょうか。

平成19年10月下旬に落札者決定基準（案）を公表し
ます。

25 12 Ⅳ ２ （１） 受入廃棄物 本処理対象物の年間計画処理量のご提示がありませ
んが、具体的な年間計画処理量については、今後公
表される要求水準書等においてご提示があるものと
理解してよろしいでしょうか。

入札説明書等に示します。

26 12 Ⅳ ２ （１） 受入廃棄物 処理対象物の収集形態等（局集・直接搬入・事業系・
中継基地経由・他）及び当該収集形態ごとのごみ搬入
量の月変動係数等については、今後公表される要求
水準書等においてご提示があるものと理解してよろし
いでしょうか。

提示できるものについては入札説明書等に示します。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見 回答
27 12 Ⅳ ２ （１） 受入廃棄物 破砕処理施設の処理対象物の種類（不燃ごみ、可燃

性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、金属中の鉄・アルミ割
合、他）、当該種類ごとの数量、当該種類ごとのごみ
の組成例、粗大ごみの最大寸法（縦×横×高さ）等に
ついては、今後公表される要求水準書等においてご
提示があるものと理解してよろしいでしょうか。

提示できるものについては入札説明書等に示します。

28 12 Ⅳ ２ （２） その他施設 ごみ搬入車両のごみ種別の車両台数と、搬入時間帯
別車両台数、月別搬入台数等についてはご提示があ
りませんが、今後公表される要求水準書等においてご
提示があるものと理解してよろしいでしょうか。

提示できるものについては入札説明書等に示します。

29 13 Ⅵ １ （３） 事業者の責による履行不能時に、事業者の損害賠償
を担保するための履行保証は必要となるのでしょう
か。
また、必要となった場合、金融機関又は保証事業会社
の保証証書は認められるのでしょうか。

契約保証金の納付を求めます。免除の条件等につい
ては、入札説明書等に示します。

30 13 Ⅵ １ （３） 履行保証が必要になったとして、２つの方法が考えら
れます。
１ 組合を名宛人とする保証契約を、ＳＰＣ（又は建設
企業）が保証事業会社等と締結し、保証証書を組合に
寄託する方法
２ ＳＰＣが、建設企業をして、ＳＰＣを名宛人とする保
証事業会社等との保証契約を締結させる。ＳＰＣに、
保証証書を組合へ寄託させるとともに、保証債務履行
請求権に、損害賠償支払債務を被担保債務とする質
権を、組合のために設定させる方法。
事業者は、これら両方の方法が選択できるようになる
のでしょうか。

入札説明書等に示します。

31 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 第三者賠償
リスク

「調査・建設・運営段階における」とは、事業者が受託
する「設計・建設・運営・維持管理業務における」との
理解でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

32 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 第三者賠償
リスク

調査・建設・運営段階における騒音・振動・地盤沈下・
臭気等とありますが、これは事業者の責めに帰すべき
事由により発生したものとの理解でよろしいでしょう
か。

事業者の行為に伴い生じる騒音、振動、地盤沈下、
臭気等です。

33 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 法令変更等
のリスク

法令等の変更リスクにおいて、本事業に直接関係す
る法令等の新設・変更に関するものは貴組合の負
担、上記以外の法令の新設・変更に関するものは事
業者の負担と記載がありますが、直接・間接を問わ
ず、本事業に関係する法令等の新設・変更による経
済的負担が発生する場合は、事業者が回避できるリ
スクではないため、貴組合の負担として頂けないで
しょうか。

実施方針に示したとおりとします。

34 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 税制度変更
リスク

税制度変更リスクにおいて、本事業に直接関係する
税制度の新設・変更に関するものは貴組合の負担、
上記以外の税制度の新設・変更に関するものは事業
者の負担と記載がありますが、直接・間接を問わず、
本事業に関係する税制度の新設・変更による経済的
負担が発生する場合は、事業者が回避できるリスクで
はないため、貴組合の負担として頂けないでしょうか。

実施方針に示したとおりとします。

35 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 物価変更リ
スク

施設の供用開始前のインフレ・デフレリスクの事業者
負担については、「特殊要因による急激な変動」「急激
なインフレによる変動」時については、事業者にとれる
リスクに限度があることから、負担については協議さ
せて頂きたくお願いいたします。

実施方針に示したとおりとします。

36 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

共通 事故の発生
リスク

設計・建設・運営・維持管理業務における事故の発生
とありますが、これは事業者の責めに帰すべき事由に
より発生した事故との理解でよろしいでしょうか。

事業者の業務遂行に伴い生じる事故です。

37 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

建設
段階

工事遅延リ
スク

工事遅延リスクについては事業者のみの負担とされ
ていますが、貴組合の指示、提示条件の不備・変更及
び法令等の変更、不可抗力による工事遅延について
は、事業者は免責されるものと理解してよろしいでしょ
うか。

工事遅延の原因が明らかである場合は、必ずしも事
業者の負担ではありません。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見 回答
38 19 別紙

－４
リス
ク分
担表

運営
段階

受入廃棄物
の品質リス
ク

受入廃棄物の質に起因する事故に関しては事業者が
従分担するものとされていますが、事業者が善良な管
理者の注意義務（廃棄物の搬入時の目視検査等）を
はたしてもなお発生した事故については、事業者は免
責されるものと理解してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

39 19 別紙
－４

リス
ク分
担表

運営
段階

受入廃棄物
の量の変動
リスク

受入廃棄物の量の変動による運営費用の増大につい
ては事業者が従分担するものとされていますが、受入
廃棄物の量の変動について、事業者はコントロールし
得ないと思料いたします。受入廃棄物の量に関して事
業者の負うべき責任とは具体的にどのような部分を指
すのかご教示いただけますでしょうか。

組合が設定した委託料の算定方法に対し、事業者
は、提案、契約した固定料金及び変動料金により業
務を遂行しなければならないリスクを負担するもので
す。


