
■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 種別 質問又は意見 回答
1 1 Ⅰ １ （４） 事業目的 意見 効率的な事業実施を図るため、民間事業者の創意工夫が最大限に

発揮できるよう仕様の指定等についてはご配慮頂きたくお願い申し
上げます。

出来る限り配慮します。

2 2 Ⅰ １ （５）ア 処理棟 質問 処理方式にストーカ炉＋灰溶融炉を選択した場合、灰溶融炉の施設
規模、基数のご指定はおありでしょうか。

事業者提案に委ねる予定です。

3 2 Ⅰ １ （６）イ 事業期間 質問 平成25年4月からの運営開始となっておりますが、事業者提案に
よっては操業を前倒しされることをお考えでしょうか。

早期開業は想定していません。

4 2 Ⅰ １ （６）ウ 事業期間終了
後の措置

質問 「事業期間終了後も本施設を継続して公共の用に供する予定」とあ
りますが、事業期間終了後の供用期間は何年程度を想定しておら
れるかご教示ください。

現段階では５年程度を想定しています。

5 2 Ⅰ １ （６）ウ 事業期間終了
後の措置

意見 事業期間終了時点での施設の引き渡し条件について、可能な限り
事前の条件提示をお願いします。
また、事業期間終了後の性能保証については、トラブル発生時の帰
責事由の判定が難しいことから（特に運営主体が交代すると施設瑕
疵か運転ミスか判断できない）、組合殿のリスク負担としていただくよ
うお願いします。

要求水準書に示します。

6 2 Ⅰ １ （６）ウ 事業期間終了
後の措置

質問 「事業者は、事業期間終了時に本施設を組合の定める明け渡し時に
おける施設の要求水準を満足する状態を保って、組合に引き継ぐも
のとする。」とありますが、施設の要求水準を満足する状態とは、具
体的にどのようなものか明示いただけますようお願い致します。

要求水準書に示します。

7 2 Ⅰ １ （６）ウ 事業期間終了
後の措置

意見 本事業期間中及び運営業務終了時の引継業務において、建設請負
事業者又は運営事業者が提供した情報、書類、図面等について第
三者に公開される場合には、公開される情報の内容は、事前に市と
建設請負事業者又は運営事業者が協議の上、合意した内容にして
いただくようお願いいたします。また、その際に建設請負事業者又は
運営事業者の競争上の地位その他正当な利益を害するような内容
については公開しないようにお願いいたします。

原則として、競争上の地位その他正当な利益を害する可能性があ
る事項については、著作権者に確認します。ただし、運営業務の
引継において必要となる情報等については、公開せざるを得ませ
ん。

8 3 Ⅰ １ （６）エ 事業の対象と
なる業務範囲

質問 造成工事が事業者業務、粗造成が貴組合業務となっていますが、両
者の工事範囲、責任区分をご教示ください。

要求水準書に示します。

9 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）①
2）

本施設の設計
に関する業務

意見 「平成19年度組合実施済みの生活環境影響調査再評価等」につい
て貸与頂きたくお願い致します。

平成19年度組合実施済みの生活環境影響調査の結果は、入札
公告時に示します。

10 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）①
2）

本施設の設計
に関する業務

質問 生活環境影響調査は工事期間中（ピーク時）と施設竣工後の2回実
施するものと考えてよろしいでしょうか。

施設の設置に必要となる調査を事業者が実施します。

11 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）①
2）

本施設の設計
に関する業務

質問 貴組合にてご指定の許認可がありましたらご教示ください。 特に組合から指定するものはありません。本事業を進めるにあた
り必要な許認可全てを指します。

12 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）①
2）

本施設の設計
に関する業務

質問 施設設置の申請および生活環境影響調査の実施は組合で行い、事
業者はその支援を行うという理解でよろしいでしょうか。

本事業はBTO方式により実施しますので，設置許可申請及び生
活環境影響調査は，事業者が実施します。循環型社会形成推進
交付金については組合が受給者となるため，申請は組合が行い，
事業者は組合が行う申請の支援を行います。

13 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
1）

本施設の建設
に関する業務

質問 造成工事を着工するうえで用地の開発許可等は取得済みとの認識
でよろしいでしょうか。

開発許可を含め、本事業を進めるにあたり必要な許認可は事業者
が取得します。

14 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
1）

本施設の建設
に関する業務

質問 「1)本施設用地の造成工事」の実施条件を具体的にお示しください。
（組合の業務範囲に定義される「粗造成工事」の実施範囲や事業者
への用地引渡し条件等）。

要求水準書に示します。

15 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
1）

本施設の建設
に関する業務

質問 （イ）事業者が行う業務のうち、①　２の粗造成工事との区分、範囲に
ついて明示いただけますようお願い致します。

要求水準書に示します。

16 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
1）

本施設の建設
に関する業務

質問 造成後の地盤レベルに制約はないものと考えてよろしいでしょうか？ 要求水準書に示します。

17 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
2）

本施設の建設
に関する業務

質問 「2)本施設の建設（井水を含む）」について、井水の仕様や要求水
準、井水の水枯れリスク等に関する条件等をご教示ください。

井水に関するデータ、要求水準については、入札公告時に示しま
す。井水の水枯れリスクは組合負担とします。

18 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
2）

本施設の建設
に関する業務

質問 井水工事の工事範囲を明示していただきますようお願い致します。 要求水準書に示します。

19 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
3）

本施設の建設
に関する業務

質問 「所有権移転手続等」について詳細をご教示ください。 要求水準書等に示します。

20 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）②
3）

本施設の建設
に関する業務

質問 所有権移転手続き等とありますが、どのような手続きを想定していま
すか。

要求水準書等に示します。

21 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
1）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 「一般廃棄物等受入れ業務」について、計量業務は事業者の業務範
囲に含まないとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

22 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
1）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 具体的にどのようなものか明示していただきますようお願いいたしま
す。

要求水準書に示します。

23 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
3）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 処理不適物、溶融不適物、飛灰処理物（組合に引き渡す場合）等の
運搬等は事業者の業務には含まれないと理解してよろしいでしょう
か。含まれる場合、引き渡し場所の位置及び本施設建設場所からの
距離をご教示下さい。

事業者の業務範囲に含まれます。位置につきましては要求水準
書に示します。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
24 3 Ⅰ １ （６）エ

（ア）③
4）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 本施設の情報管理業務とはどのような業務をご想定でしょうか。 要求水準書に示します。

25 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
4）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 具体的にどのようなものか明示していただけるようお願いいたしま
す。

要求水準書に示します。

26 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
5）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 具体的にどのようなものか明示していただけるようお願いいたしま
す。

要求水準書に示します。

27 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
6）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 「溶融飛灰等について、事業者による有効利用が困難な場合は、組
合に引き渡すこと。」とありますが、以下についてご教示ください。
①溶融飛灰等は「事業者による有効利用」を優先して想定されてい
るのでしょうか。
②溶融飛灰だけでなく、溶融スラグや金属類（メタル等）についても、
事業者による有効利用が困難な場合は、組合に引き渡すことが可能
と考えてよろしいでしょうか。
③ストーカ＋灰溶融を提案し飛灰溶融を行わない場合の飛灰の有
効利用も、同様に事業者にご要求と考えてよろしいでしょうか。
④組合への引渡しは無償と考えてよろしいでしょうか。
⑤事業者が提案した有効利用量を、実際に達成できなかった場合に
は、ペナルティが課されると考えてよろしいでしょうか。

①お見込みのとおりです。
②溶融飛灰以外については、事業者による有効利用を想定してい
ます。
③ストーカ＋灰溶融において、飛灰溶融を行わないことは想定し
ていません。
④入札説明書等に示します。
⑤提案内容によっては債務不履行となる場合があります。

28 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
6）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 具体的にどのようなものか明示していただけるようお願いいたしま
す。

要求水準書に示します。

29 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
6）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 「溶融飛灰等について、事業者による有効利用が困難な場合は、組
合に引き渡すこと」とありますが、運搬費、処分費については貴組合
が負担するものと考えてよろしいでしょうか？

溶融飛灰の運搬費は事業者負担です。処分費については入札説
明書等に示します。

30 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
6）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 副生成物の資源化業務について、溶融飛灰等の特記があります
が、何か想定されている有効利用方法があるのでしょうか。

事業者の提案に委ねる予定です。

31 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
7）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 事業者の業務範囲である近隣対応とは具体的にどのような内容で
しょうか。

要求水準書に示します。

32 3 Ⅰ １ （６）エ
（ア）③
7）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 事業者の瑕疵によるものでは無い近隣対応につきましては、組合殿
主導の下、事業者が対応支援を行うという解釈で宜しいでしょうか。

瑕疵の有無によらず、必要な近隣対応を実施いただくことを想定
しています。

33 3 Ⅰ １ （６）エ
（イ）①
1）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 仮に事業用地で土壌汚染が確認された場合は、その処置も貴組合
にて行われるものと考えてよろしいでしょうか？

土壌汚染など事業用地の瑕疵に関するリスクは、組合が負担しま
す。

34 3 Ⅰ １ （６）エ
（イ）①
2）

本施設の運営・
維持管理に関
する業務

質問 粗造成工事の実施予定工期をご教示下さい。 平成21年度に実施する予定です。

35 3 Ⅰ １ （６）オ
（ア）

本施設の整備
に係る対価

質問 ご予定の建設一次支払金、引渡支払金、当該対価の残余分（割賦
料）の比率をご教示ください。

本施設の整備に係る対価の内訳については、入札説明書に示し
ます。

36 3 Ⅰ １ （６）オ
（ア）

本施設の整備
に係る対価

質問 本施設の整備に係る資金について、民間事業者にて資金調達しな
ければならない範囲をご教示ください。民間資金のボリュームによっ
ては、事業への参画判断やコンソーシアム組成の考え方等に影響を
及ぼすことから、目安だけでも早期にご提示ください。

本施設の整備に係る対価の内訳については、入札説明書に示し
ます。

37 3 Ⅰ １ （６）オ
（ア）

本施設の整備
に係る対価

質問 特別目的会社設立に要する費用や特別目的会社を建設期間中に維
持するための費用は、建設期間中にお支払いいただけるものと理解
してよろしいでしょうか？

割賦料による支払いを想定しています。

38 4 Ⅰ １ （６）オ
（ア）

本施設の整備
に係る対価

質問 建設工事期間に受領できる工事対価は４ページ に記載される組合
が受領する交付金相当額との理解でよろしいでしょうか。１６ページ
には組合が有する組合ごみ処理施設建設基金の記載もあるようで
すが、当該基金からも対価が支払われるのでしょうか。

建設一時支払金は、交付金相当額が該当します。引渡時支払金
は、組合ごみ処理施設建設基金からの取崩し相当額及び起債相
当額が該当します。

39 4 Ⅰ １ （６）オ
（ア）

本施設の整備
に係る対価

意見 本施設の整備に係る資金については最大限の民間資金活用を強く
希望します。PFIの最大のメリットは、民間に投資回収のリスクを移転
することで、事業者に適切な事業遂行に対する強いインセンティブを
付与しつつ、民間ノウハウを引き出すところにあります。これにより経
済性を追求しつつも、長期で無理のない健全な事業計画を実現（＝
公共事業目的に合致）することが可能となります。建設一時金等に
より民間資金の割合が小さくなると、こうしたPFI特有のメリットを生か
すことができません。VFM評価においてリスク調整の必要性が指摘
されるのは、正に上述のような数字に表しにくいPFIスキームの特性
を評価することの重要性を示すものと考えます。

ご意見として承ります。本事業においては、組合ごみ処理施設建
設基金が存在するという特性等を勘案し、入札公告時に示しま
す。

40 4 Ⅰ １ （６）オ
（イ）

本施設の運営・
維持管理に係
る対価

質問 委託料、割賦料の支払い額は平準化する必要がありますか。 委託料については、固定料金と変動料金を併用し、割賦料につい
ては、元利均等返済を行う予定です。

41 4 Ⅰ １ （６）オ
（イ）

本施設の運営・
維持管理に係
る対価

意見 運営期間における資材・労務費・経費等の支払いは毎月発生するの
に対し、市からＳＰＣへの業務委託費の支払いが2回／年等に設定
された場合、ＳＰＣに運転資金の調達が必要となり、必要以上の資
金コストが発生する場合があります。従って、市から運営事業者へ
の業務委託費の支払いは毎月の支払いをお願いします。

入札説明書に示します。

42 4 Ⅰ １ （６）オ
（ウ）

副生成物の売
却収入

質問 「スラグ等」には、処理方式によっては資源として売却が可能なメタ
ル・鉄・アルミも含まれますか。

お見込みのとおりです。

43 4 Ⅰ １ （６）オ
（ウ）

副生成物の売
却収入

質問 「副生成物の売却収入を事業者の収入とすることができる」となって
おりますが、副生成物の有償販売は必須条件ではないと理解してよ
ろしいでしょうか。

原則として、有償で販売していただきますが、市場性を配慮するこ
とも考えています。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
44 4 Ⅰ １ （６）オ

（ウ）
副生成物の売
却収入

質問 副生成物の所有権は貴組合に属するのか、民間事業者に属するの
かご教示下さい。

有償でＳＰＣに購入していただくことにより、所有権を組合からＳＰ
Ｃに移す予定です。

45 4 Ⅰ １ （６）オ
（ウ）

副生成物の売
却収入

質問 「溶融飛灰等について、事業者による有効利用が困難な場合は、組
合に引き渡すこと」とありますが、具体的な条件等についてご教示お
願いいたします。

要求水準書等に示します。

46 4 Ⅰ １ （６）オ
（ウ）

（エ）

副生成物の売
却収入

売電収入

意見 副生成物の売却収入・売電収入（以下、売電収入等、といいます）は
いずれもごみ量変動により増減する収入と理解しております。
関連して、別紙－４のリスク分担では「ごみ量変動リスク：施設許容
量以下のごみの受け入れリスク」が民間負担となっておりますが、こ
れらに伴う売電収入等の減少はSPCの経営に著しい影響を及ぼす
可能性があると考えます。
ごみ量減少に伴う売電収入等の減少リスクを民間が全て負担するこ
とは過大なリスク負担と考えており、例えば以下のような仕組みを講
じることをご検討願います。
①組合にて最低ごみ量保証を頂く
②組合にて売電収入等の減少を補償頂く
③ 事業者に売電収入等を考慮した変動料金を提案させる

いずれも想定していません。固定料金と変動料金から構成される
委託料で対応できるよう提案してください。

47 4 Ⅰ １ （６）オ
（エ）

売電収入 質問
意見

「本施設の運営に必要な電力を自らの責任と費用で確保」とあります
が、新規に敷地外から電力を引込む場合、電力会社への工事費負
担金が発生することがあります。見積段階では電力会社との交渉が
困難であり工事費負担金の見積ができないため、電力引き込みに必
要な工事費負担金を入札公告時に明示下さい。もしくは、既に敷地
内の浸出水処理施設等に給電されており、本施設の運営に必要な
電力は既設からの高圧分岐で引込可能であるため、電力会社への
工事費負担金は不要との認識でよろしいでしょうか。

工事費の負担方法については、入札説明書等に示します。

48 4 Ⅰ １ （６）オ
（エ）

売電収入 質問 「売電」の記述がありますが、発電設備の設置が必須条件ということ
でしょうか。

お見込みのとおりです。

49 4 Ⅰ １ （６）オ
（エ）

売電収入 質問 売電先のご指定はない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。

50 4 Ⅰ １ （７）イ 事業スケジュー
ル（予定）

質問 「仮契約の締結」とありますが、これは特定事業契約を構成する基本
契約、建設請負契約、運営委託契約、設計委託契約のそれぞれの
仮契約のことと理解してよろしいでしょうか？

ＰＦＩ事業契約書の仮契約です。

51 4 Ⅰ １ （７）イ 事業スケジュー
ル（予定）

意見 落札者の選定を受けて、SPC設立や資金調達先等との調整など仮
契約までに必要な協議が多数発生します。予定されているスケ
ジュールでの実行は難しいと思われます。

組合も可能な限りの協力を行いますので、ご理解をお願いしま
す。

52 4 Ⅰ １ （７）オ 事業スケジュー
ル（予定）

質問 試運転中に発生した余剰電力の取扱につきご教示ください。 試運転中においても事業者の収入とします。

53 5 Ⅰ ２ （２） 選定方法 質問 現在価値に換算する際の割引率をご教示ください。 ４％を適用します。

54 5 Ⅰ ２ （２） 選定方法 質問 入札時に入札参加者が提示する金額も、現在価値換算した金額を
提示することになるのでしょうか。

提示を求めます。

55 5 Ⅰ ２ （２） 選定方法 意見 「組合の財政負担見込額の算定にあたっては、将来の費用と見込ま
れる財政負担の総額を算出のうえ、これは現在価値に換算すること
により評価を行う。」とありますが、20年間分の運営業務費用の算定
根拠となる諸条件の詳細（ごみ量・ごみ質の変動判定基準や方法及
び物価改定の基準や方法等）が示されなければ、受託者は適切にリ
スクを見込むことができないことから過剰なリスクプレミアムを見込ま
ざるを得ず、結果として請負金額が高騰してしまいます。また、各受
託者が請負金額を算定する前提の条件について各受託者毎に解釈
が異なる可能性があり、結果として公正な競争入札が行なわれなく
なる可能性があります。従いまして、これらの諸条件の詳細に関して
は、入札前に示され、また入札者の意見を反映したうえで合理的なリ
スク分担がなされるよう、お願い申し上げます。

諸条件の詳細については、入札説明書、要求水準書等に示しま
す。

56 5 Ⅰ ２ （２） 選定方法 質問 「公共サービスの水準については、できる限り定量的な評価を行うこ
とととするが、定量化が困難な場合には客観性を確保した上で定性
的な評価を行う。」とありますが、定性的な評価基準等は、ご提示頂
けますでしょうか？

特定事業の選定結果については、評価の内容とともに公表する予
定です。

57 6 Ⅱ ２ （１） 事業者の募集・
選定スケジュー
ル（予定）

質問 平成21年4月中旬予定の入札公告時には、入札予定価格が公表さ
れると考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

58 6 Ⅱ ２ （１） 事業者の募集・
選定スケジュー
ル（予定）

質問 予定価格は公表されますでしょうか？ お見込みのとおりです。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
59 7 Ⅱ ３ （１） 入札参加者の

構成等
質問 「構成員」の定義についてご教示願います。

①入札参加者を構成する全ての企業が「構成員」となるのでしょう
か。
②それとも、Ⅱ-4-(1)の後段また書きに「入札参加者の構成員また
は協力企業が…」との記載があることから、入札参加者のうち、SPC
への出資を行うものを構成員（代表企業含む）、SPCへの出資を行
わないものを協力企業、と理解すればよろしいでしょうか。
③①の場合、Ⅱ-3-(1)-エにあるように入札参加者を構成する全ての
企業が「構成員」としてSPCへの出資を求められるのでしょうか。
④①の場合、Ⅱ-3-(2)の規定から、「設計企業」「建設企業」「運営企
業」は全て「構成員」で、SPCへの出資を行わなければならないので
しょうか。
⑤②の場合、SPCへの出資は代表企業１社の100%出資でもかまわ
ないでしょうか。
⑥②の場合、Ⅱ-3-(1)-イにおいて、協力企業の変更は認められると
考えてよろしいでしょうか。
⑦②の場合、Ⅱ-3-(1)-ウにおいて、入札参加者の協力企業も他の
入札参加者の協力企業になることはできないと理解してよろしいで
しょうか。
⑧②の場合、Ⅱ-3-(4)において、入札参加者の協力企業が参加資
格要件を欠くような事態が生じた場合には当該入札参加者は失格と
ならないと理解してよろしいでしょうか。

①お見込みのとおりです。
②協力企業は、ＳＰＣ又は構成員を支援する企業であり、入札参
加資格申請を行わない企業です。
③お見込みのとおりです。
④お見込みのとおりです。

60 7 Ⅱ ３ （１）イ 入札参加者の
構成等

質問 構成員の変更に関して、「やむを得ない事情が生じた場合」とありま
すが、どのような場合を想定されているのでしょうか。ご教示願いま
す。

構成員については、企業の方針変更や、入札参加資格喪失の可
能性が高まる等の場合において、事前に代表企業が知り得なかっ
たことを条件に、認める場合があると考えています。なお、代表企
業の変更は、一切認められません。

61 7 Ⅱ ３ （１）イ 入札参加者の
構成等

質問 入札参加者の構成員の変更について、参加表明書提出以降、構成
員間での代表企業の変更は可能でしょうか。

認められません。

62 7 Ⅱ ３ （１）イ 入札参加者の
構成等

意見 指名停止等のやむを得ない事情で、代表企業、構成員もしくは協力
企業を変更することは可能でしょうか？

構成員については、企業の方針変更や、入札参加資格喪失の可
能性が高まる等の場合において、事前に代表企業が知り得なかっ
たことを条件に、認める場合があると考えています。なお、代表企
業の変更は、一切認められません。また、協力企業は、ＳＰＣ又は
構成員を支援する企業であり、入札参加資格申請を行わない企
業です。

63 7 Ⅱ ３ （１）エ 入札参加者の
構成等

質問 「エ　落札者は、仮契約締結時までに特別目的会社（以下「ＳＰＣ」と
いう。）を御殿場・・・設立し、・・」とありますが、平成21年12月上旬に
落札者の決定及び公表、平成22年1月中旬に仮契約締結と1ヶ月程
度しかなく、指定場所でのＳＰＣの設立は困難です。有効期間の見直
しをお願いいたします。

組合も可能な限りの協力を行いますので、ご理解をお願いしま
す。

64 7 Ⅱ ３ （１）エ 入札参加者の
構成等

質問 例えば事業マネジメント等を行う企業の出資参画は可能と理解して
よろしいでしょうか。また、その企業が代表企業となることは可能で
しょうか。

構成員として参画するのであれば、お見込みのとおりです。

65 7 Ⅱ ３ （１）エ 入札参加者の
構成等

質問 指名停止等やむを得ない事情で、代表企業、構成員もしくは協力企
業を変更することは可能でしょうか？

構成員については、企業の方針変更や、入札参加資格喪失の可
能性が高まる等の場合において、事前に代表企業が知り得なかっ
たことを条件に、認める場合があると考えています。なお、代表企
業の変更は、一切認められません。また、協力企業は、ＳＰＣ又は
構成員を支援する企業であり、入札参加資格申請を行わない企
業です。

66 7 Ⅱ ３ （１）エ 入札参加者の
構成等

質問 代表企業の持株比率は出資者中最大であれば良く、その他の特段
のご指定（ex.○○%以上）は無いものと理解してよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

67 8 Ⅱ ３ （２） 入札参加者の
要件

質問 土木工事に関する資格要件は不要と考えてよろしいでしょうか？ 本事業においては設定しない予定です。

68 8 Ⅱ ３ （２） 入札参加者の
要件

質問 構成員(出資を要請されている者)以外の入札参加者の記載がありま
せんが認められるのでしょうか。

ＳＰＣ又は構成員を支援する協力企業を活用することは可能です
が、協力企業は入札参加資格申請を行わない企業です。

69 8 Ⅱ ３ （２）ウ
（イ）

入札参加者の
要件

質問 設計企業の用件で、貴組合の平成21年度測量・設計コンサルタント
の資格を有していることとありますが、これは貴組合の一般競争（指
名競争）参加資格（測量・建設コンサルタント等）を有しているものと
の認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

70 8 Ⅱ ３ （２）
ウ
エ

入札参加者の
要件

質問 設計企業と建設企業は同じであってもよろしいでしょうか？ お見込みのとおりです。

71 8 Ⅱ ３ （２）エ 入札参加者の
要件

質問 ｢建築を実施する企業｣及び「プラントの建設を実施する企業」は、要
件を満たしていれば、単独企業での実施と複数企業による実施のい
ずれの場合も認められ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。

72 8 Ⅱ ３ （２）エ 入札参加者の
要件

質問 例えばプラントメーカーが「建築」と「プラント建設」の両方の要件を満
たしていれば、要件を満たさない企業に建築を実施させることは可
能でしょうか。

例示の場合は、当該プラントメーカーが建築を実施することとなり
ます。部分的に、第三者に委託等することも可能ですが、責任はＳ
ＰＣが負うこととなります。

73 8 Ⅱ ３ （２）エ
（イ）

入札参加者の
要件

質問 経営事項審査結果について、審査基準日が毎年3月31日としている
企業では、平成21年6月上旬の参加表明書受付時には、直近（平成
21年3月31日）の審査結果が通知されていない可能性があります。
その場合には、平成20年3月31日を基準日とした審査結果に基づ
き、資格審査申請を行えばよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

74 8 Ⅱ ３ （２）エ
（ウ）

入札参加者の
要件

質問 「資格等」とございますが、貴組合の一般競争（指名競争）参加資格
（建設工事等）を有しているものとの認識でよろしいでしょうか。記載
の平成21年度建設工事等請負資格の他に条件がございましたらご
教示下さい。

お見込みのとおりです。

75 8 Ⅱ ３ （２）エ
（ウ）

入札参加者の
要件

質問 建設企業の資格要件として、「組合の平成21年度建設工事等請負
資格等を有していること」とありますが、現時点で組合へ資格登録を
行っていない場合は参加申請時までに登録の機会があると考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
76 8 Ⅱ ３ （２）エ

（キ）
入札参加者の
要件

質問 ①②④につきましては、いつまでに稼働した施設が対象となります
か。

平成12年度以降に稼働した施設が対象となります。

77 8 Ⅱ ３ （２）エ
（キ）

入札参加者の
要件

質問 プラントの建設を実施する企業が有すべき実績③の2件以上とは、
①、②および④の要件をすべて満たす施設の実績が2件以上という
理解でよろしいでしょうか。

③のみが2件以上です。

78 8 Ⅱ ３ （２）エ
（キ）③

入札参加者の
要件

質問 「90日以上の連続運転」とあります。本項目はストーカ炉＋灰溶融炉
の場合、ストーカ炉と灰溶融炉のそれぞれについて要求される条件
であると理解してよろしいでしょうか。また、90日以上の連続運転を
証明する方法を御教示下さい。

90日以上の連続運転につきましては、ストーカ炉と灰溶融炉にそ
れぞれに要求しているものとし、「ごみ処理施設整備の計画・設計
要領」に示される考え方を条件とします。
証明する方法につきましては、自治体の証明書等を検討しており
ます。

79 8
9

Ⅱ ３ （２）
エ（キ）
オ（イ）
オ（ウ）

入札参加者の
要件

質問 「1炉あたり50t/日以上、かつ、2炉以上」とは、１施設で50t/日×2炉
構成と解釈して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

80 8 Ⅱ ３ （２）オ 入札参加者の
要件

質問 運営企業については、組合の平成21年度入札参加資格（物品・役務
等）を有する必要はございませんか。

本事業においては設定しない予定です。

81 9 Ⅱ ３ （２）オ 入札参加者の
要件

意見 コンソーシアム構成員が持つそれぞれの強みを最大限引き出す観
点から、運営企業に求める要件については、実質的な事業安定性が
損なわれないことを前提に、民間事業者の多様なスキーム提案に柔
軟に対応していただけるようお願いします。
具体的には、オの要件を満たす運営企業Aと、オの要件は満たさな
いが事業のマネジメント実績を有する企業Bとが出資して新たに設立
する会社Cが、SPCから維持管理・運営業務を受託する形態も認め
ていただきたい。（運営企業Aと事業マネジメント企業BがSPCではな
く実際に運営・維持管理リスクを引き受ける新設会社Cに出資参画
することで、事業運営に対する相互監視機能が働き、確実な事業計
画の立案・遂行が期待されるため。）

事業安定性、履行確実性等が損なわれないことを前提に、例示の
形態について、落札者と協議することは可能と考えています。

82 9 Ⅱ ３ （２）オ
（ウ）

入札参加者の
要件

質問 本事業の現場総括責任者については、（ウ）に挙げられた要件を満
たす技術者であれば途中での交代は可能との理解でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

83 9 Ⅱ ３ （２）オ
（エ）

入札参加者の
要件

質問 「必要な資格者を配置」とありますが、必要な資格者については組合
殿から別途明示されると考えてよろしいでしょうか。

提案施設に応じて事業者判断にて必要な資格者を配置していた
だくことを想定しております。

84 9 Ⅱ ３ （３） 入札参加者の
構成員の制限

質問 当該各号に定められた者は、入札参加者の協力企業及び協力企業
のアドバイザーとなることも不可能であ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。

85 12 Ⅲ ３ 事業の実施状
況のモニタリン
グ

質問 「組合は、・・・モニタリングを行なう。」とありますが、当該モニタリン
グに要する費用は貴組合が負担される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。

86 14 Ⅳ ２ （５） 新エネルギー
施設の整備

意見 自然エネルギーの積極導入が掲げられていますが、一般的に自然
エネルギーはコスト高となり、事業の経済性と相反する結果となりま
す。そのため総合評価にて提案価格以外に自然エネルギーの導入
度合いが加点されるような評価基準の場合、民間事業者側としても
提案の方向性を絞り込むことが極めて困難になります。したがって自
然エネルギーの導入については、設置規模等の明確な基準を設け
ていただくようお願いします。

ご意見として承ります。要求水準及び評価方法について、入札公
告時に示します。

87 14 Ⅳ ２ （５） 新エネルギー
施設の整備

質問 「自然エネルギー（太陽光、風力等）」とありますが、具体的な内容を
ご教示下さい。

要求水準書に示します。

88 14 Ⅳ ２ （５） 新エネルギー
施設の整備

質問 事業目的には財政負担縮減、低廉な施設との記載があります。一
方、施設整備の基本方針には太陽光や風力等の活用とあります。
新エネルギーの活用について何か具体的な想定があるのでしょう
か。

要求水準書に示します。

89 15 Ⅵ １ 事業者の責め
に帰すべき事
由により事業が
困難となった場
合

意見 事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の場合、事業者が貴
組合に賠償する損害金について具体的にご提示ください。なお、損
害金が多大である場合、事業への参画が困難となりますので適切な
水準を設定していただくようお願いいたします。

事業契約書（案）に示します。

90 15 Ⅵ １ （１） 事業者の責め
に帰すべき事
由により事業が
困難となった場
合

質問 今回の事業においては、施設整備費の一部が事業期間にわたる割
賦料として支払われるスキームとなっておりますが、事業者の責め
に帰すべき事由による契約解除の場合においても、割賦料の支払
は確保されるとの考えでよろしいでしょうか。

原則として確保されますが、損害賠償額との相殺を行う場合もあ
ると考えます。

91 15 Ⅵ １ （３） 事業者の責め
に帰すべき事
由により事業が
困難となった場
合

質問 事業者の責めに帰すべき事由により事業契約が解除された場合、
事業者は組合に生じた損害を賠償することとなっておりますが、この
損害賠償は事業契約解除に伴う違約金を含むのでしょうか。事業契
約解除時における違約金の考え方（計算方法）についてご教示願い
ます。

事業契約書（案）に示します。

92 15 Ⅵ ４ 金融機関と組
合の協議

質問 「事業者に資金提供を行う金融機関」について、具体的な条件指定
はございますか。

特にありません。

93 15 Ⅵ ４ 金融機関と組
合の協議

質問 「事業者に資金提供を行う金融機関」とありますが、本事業の遂行に
必要な資金が確保できる場合、必ずしも金融機関からの資金提供に
よらない資金調達方法（ex. 構成員からの融資、等）を提案してもよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

94 16 Ⅶ １ 法制上及び税
制上の措置に
関する事項

質問 「PFI法に規定する法制上、税制上の措置の支援を予定していな
い。」とありますが、ここでいう「PFI法に規定する法制上、税制上の
措置の支援」とは具体的に何を指していますか。

ＰＦＩ法第１１条の２から第１６条において、組合が講ずることとされ
ている法制上、税制上の措置が該当します。

95 16 Ⅶ ２ 財政上及び金
融上の支援に
関する事項

質問 ・「また、組合が有する組合ごみ処理施設建設基金についても、設
計、建設工事に係る対価の一部として事業者に支払う。」とあります
が、「事業者に支払う対価の一部」に相当する組合ごみ処理施設建
設基金の金額を、現時点の予定額で結構ですのでご教示ください。
・また、建設工事に係る対価としての起債を行うご予定はあるので
しょうか。
資金調達計画を検討する際の参考とさせて頂きたく。

・入札説明書に示します。
・起債も予定しています。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
96 16 Ⅷ １ 議会の議決 意見 ・今年度末にかけて債務負担行為の設定予定が記載されています。

事業費の想定については、物価高騰、資金調達事情など最近の情
勢を十分に勘案していただきたいと思います。
・また、今後の手続きの過程において、事業者として参画可否の重
要な判断材料となる予定価格の公表をお願いします。

・ご指摘を踏まえ、よりよい事業になるよう努めます。
・入札説明書に示します。

97 19 別
紙
－２

計画地位置図 質問 図が小さくて判読できない部分がありますので、データでの公表をお
願いします。

入札公告時に示します。

98 20 別
紙
－３

事業スキーム
図

質問 SPCと組合が締結する契約は事業契約だけであると見受けられま
す。この事業契約の内容には、建設等請負契約及び管理委託契約
の内容も含まれるのでしょうか。例えば、ごみ量変動時の取扱いなど
も事業契約の文面にて規定する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。

99 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

周辺住民対応 質問 「事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟、要望に関
するもの等」が民間事業者の負担となっていますが、騒音・振動・地
盤沈下など、事業者が合理的な注意義務を果たしてもなお生じるも
のに起因する場合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？

法令や要求水準を遵守する限り、事業者に損失は生じないと想定
しています。

100 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

用地リスク 意見 貴組合負担の用地リスクに井水の枯渇リスクを追加願います。井水
工事が事業者負担となっていますが、井水工事は溶岩層を貫通し深
さ100ｍ以上の特殊な井水工事です。見積用発注仕様書の回答書
別紙のとおり貴組合は観測井戸から大きく離れない範囲で地下水は
確保できるとお考えであり、事業者としても入札用資料に用水試験
結果、地下水脈調査結果を提示頂けない限りその前提に立って見
積らざるを得ません。

井水の枯渇リスクは組合負担とします。

101 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

用地リスク 質問 「用地の瑕疵」とありますが、具体例をお示しください。 土壌汚染などが該当します。

102 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

用地リスク 質問 組合殿から提示される資料から予見できない事象により造成工事
（特に基礎工事）のコストが増減した場合、当該コストは組合殿のご
負担という理解でよろしいでしょうか。

募集資料等から予見できない用地の瑕疵によるものについては、
組合負担です。

103 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

第三者賠償リ
スク

質問 「事業者が実施する業務に起因して発生する事故等」が民間事業者
の負担となっていますが、事業者が計画通りの維持管理を行う限り
においては、通常生じうる本施設の性能に直接影響を与えない経年
劣化、消損、磨耗などについては事業者が負うべきリスクとしては相
応しくないものと存じますので、これら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？

事業者負担を想定しています。

104 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

許認可リスク 質問 「事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの」について民間事
業者のリスクとなっていますが、民間事業者が取得すべき許認可の
遅延が行政当局側の帰責事由によるもの等で、民間事業者の帰責
事由によるものでない場合には、免責と考えてよろしいかご教示くだ
さい。

お見込みのとおりです。

105 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

交付金リスク 意見 交付金リスクにつきましては、事業との直接関係の有無に関わら
ず、事業者側での調整は不可能の為、全て組合側でご負担下さいま
す様、宜しくお願い致します。

事業者が実施すべき交付金申請支援業務の不履行など事業者
の責任による場合は、事業者負担を想定しています。

106 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

交付金リスク 質問 「事業者の事由により予定されていた交付金額が交付されない場
合」とは、具体的にどのような状況を想定されているのでしょうか?

事業者が実施すべき交付金申請支援業務の不履行など事業者
の責任による場合は、事業者負担を想定しています。

107 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

交付金リスク 質問 事業者が負担する交付金にかかるリスクはどのようなことが想定さ
れますか。例示でも結構ですのでご教示ください。

事業者が実施すべき交付金申請支援業務の不履行など事業者
の責任による場合は、事業者負担を想定しています。

108 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

資金調達リスク 質問 資金調達リスクに関しては事業者の負担とされておりますが、組合
殿が起債等により調達を行う施設の整備費の一部支払金の資金調
達リスクは貴組合が負担されると考えてよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

109 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

金利変動リスク 質問 「金利変動に伴う事業者の経費増減によるもの」とは具体的にどの
ようなものを想定されていますでしょうか？

組合は、本施設の整備に係る対価のうち、割賦料については固定
金利による支払いを想定しています。事業者が調達する資金の金
利が変動しても、組合の支払いは変動しないことにより生じるリス
クを想定しています。

110 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

金利変動リスク
物価変動リスク
不可抗力リスク

質問 金利変動リスク、物価変動リスクおよび不可抗力リスクにつきまして
は、負担が両者（○と△）に分けられておりますが、この基準につい
て明示願います。事業者が負担する従分担とはどのようなものをご
想定でしょうか。

具体的には、事業契約書（案）に示します。

111 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

物価変動リスク 質問
意見

物価変動で事業者の従分担とは変動幅が所定値以内（例えば1％
以下）であれば事業者負担、それを超過すれば貴組合負担との認識
でよろしいでしょうか。物価変動は事業者にはコントロールできませ
んので、変動幅に関係なく、事業費の見直しを適用できる契約条件
にして頂きたく。また、物価変動の基準は消費者物価指数でなく、工
業製品、原材料等の物価が反映される指標をご採用頂きたく。

入札説明書等に示します。

112 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

物価変動リスク 質問 物価変動については具体的にどのような指標を判断基準とされるの
かご教示ください。

入札説明書等に示します。

113 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

物価変動リスク
法令変更リスク
不可抗力リスク

意見 ・事業者でコントロールできないリスクですので組合負担が原則と考
えます。
・また、資金調達の条件として、事業者で負担するリスクは少額かつ
負担額が特定されることが必要となります。

・事業者負担を想定しています。
・入札入札説明書に示します。

114 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

法令変更リスク 意見 税制・法令変更リスクにつきましては、事業との直接関係の有無に
関わらず、事業者側での調整は不可能の為、全て組合側でご負担
下さいます様、宜しくお願い致します。

事業者負担を想定しています。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
115 21 別

紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

法令変更リスク 意見 法令変更の一部が民間負担となっておりますが、合理的でないと考
えます。本リスクは、一般的な企業活動では、例えば他の事業から
の利益配分や販売価格への転嫁等によりリスク対応が可能ですが、
本事業においてはそうした対応ができません。そのためリスクが発
現するとSPCの収益性が悪化し、最悪の場合には事業の継続性を
毀損することになります。したがって、本事業が公共事業であること
に鑑み、当該リスクは官側の負担としていただきたい。なお、法令・
税制等の変更により事業者負担が軽減された場合には、その分の
サービス対価を減額することで適切なリスク分担となるものと思慮い
たします。

事業者負担を想定しています。

116 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

法令変更リスク 質問 消費税率の変更があった場合には、貴組合からお支払い頂く委託
費用にも反映されるものとみなしてよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

117 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

不可抗力リスク 意見 本リスク分担の考え方は、不可抗力に起因して発生した損害を最小
化するための、民間への経済的動機付けであると理解しますが、不
可抗力リスクは本来、民間事業者でコントロールできないリスクであ
ることから、民間負担コストの上限額を定めていただくようお願いし
ます。当該リスクを民間負担としても結局はリスクプレミアムの増嵩
を招き、VFMの低下を招くものと思慮いたします。

事業契約書（案）に示します。

118 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

全期間
共通

不可抗力リスク 意見 不可抗力リスクにつきましては、事業との直接関係の有無に関わら
ず、事業者側での調整は不可能の為、全て組合側でご負担下さいま
す様、宜しくお願い致します。

一部を事業者負担とすることを想定しています。具体的には、事
業契約書（案）に示します。

119 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

設計段
階

測量 意見 「事業者が実施した測量、調査に関するもの」は、民間事業者の負
担とありますが、事業者は募集要項に示された情報に基づき計画・
見積を行いますので、募集要項に示されていない事項について生じ
る工程遅延や追加工事等の費用については貴組合にてご負担して
いただけるものと考えます。

用地リスクに関しては組合負担を想定しています。ここでのリスク
は、事業者が実施した測量、調査（の誤り等）によって生じた損失
を想定しています。

120 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

設計段
階

設計変更リスク 質問 組合側事由による設計変更は組合殿の負担となっておりますが、こ
れは設計コストの増減、建設費用の増減、運営・維持管理費用の増
減等、設計変更に伴う費用増減全般を含むものと理解してよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

121 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

建設段
階

工事遅延リスク 質問 「着工後の組合の指示等に関するもの」は、貴組合の負担とありま
すが、着工の前でも御指示による変更が工程に影響を及ぼす場合も
考えられます。要求水準を満たさない事項以外について、貴組合か
らの御指示による変更であり、かつ工程に影響が生じる場合は、着
工の前後に関わらず貴組合の負担としていただきたくお願いいたし
ます。

着工前については、建設着工遅延リスク（設計段階）として想定し
ています。

122 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

建設段
階

工事遅延リスク 質問 「事業者の事由によるもの」は、民間事業者の負担とありますが、法
令等の変更、自然災害等の不可抗力や建築確認申請手続の認可
遅れによる工期の遅延は免責されるものと理解してよろしいでしょう
か？

工事遅延が生じた事由により負担者を定めることとなります。

123 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

建設段
階

試運転・性能試
験リスク

質問 「試運転・性能試験の結果、契約で規定した要求性能の不適合によ
るもの」が民間事業者の負担となっていますが、要求性能の不適合
が、処理対象物に起因する場合等事業者の責めに帰さない事由で
ある場合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？

要求性能の不適合が生じた事由により負担者を定めることとなり
ます。

124 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ量変動リス
ク

意見 施設許容量の定義をご教示下さい。
また、施設許容量以下のごみ受入れのごみ量変動リスクは事業者
負担となっていますが、事業者側での調整が不可能であり、大幅に
ごみ量が減少すると1炉運転の日数増加や低負荷運転などにより、
効率が悪化し運転費用の増大を招く恐れがあります。例えば年間計
画ごみ処理量の90％を下限ごみ量として保証頂けるなど、下限値を
ご設定くださいますよう、宜しくお願い致します。

施設許容量の範囲内外については、処理能力及びごみピット容量
から合理的に判断します。ごみ量の最低保証は想定していませ
ん。固定料金と変動料金から構成される委託料で対応できるよう
提案してください。

125 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ量変動リス
ク

意見 ごみ量については下限値を設定していただき、ごみ量が当初設定範
囲外となった場合の発現リスク（例えば、ごみ量が減って発電量が減
るリスク等）は組合殿負担ということでお願いします。
なお、下限値はあくまで上記リスク分担上の線引きであるため、施設
許容量以下のごみの受入れを拒むものではありません。

ごみ量の最低保証は想定していません。固定料金と変動料金か
ら構成される委託料で対応できるよう提案してください。

126 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ量変動リス
ク

意見 「施設許容量以下のごみの受入れ」が民間事業者の負担となってい
ますが、処理対象物量が著しく減少した場合等、用役等処理原単位
が大きく変動し、その原単位に処理量をかけて変動費を算出すると
処理費用が不足する可能性があります。従って「計画の範囲」を具
体的にご提示いただくようお願い致します。また、その範囲を逸脱し
た場合には貴組合のリスクとさせていただくようお願いいたします。

ごみ量の最低保証は想定していません。固定料金と変動料金か
ら構成される委託料で対応できるよう提案してください。

127 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ量変動リス
ク

意見 施設でごみ処理が可能か否かの観点で、施設許容量以下のごみの
受入は事業者で対応する分担になっていると理解します。一方、事
業収支の観点では、売電収入が事業者帰属となる場合、ごみ量の
変動は発電量に大きく影響します。よって、ごみ量が減少する場合に
はサービス購入費において調整されるメカニズムがないと事業が成
立しません。今後詳細に事業条件が提示される中で、この点が考慮
されるリスク分担が明確化されるようお願いいたします。なお、公表
されているPFI導入可能性調査報告書ではごみ量変動リスクは組合
となっています。

ごみ量の最低保証は想定していません。固定料金と変動料金か
ら構成される委託料で対応できるよう提案してください。

128 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ質変動リス
ク

意見 想定ごみ質以内の変動の場合に施設で処理可能か否かの観点で、
事業者が対応するリスク分担になっていると理解します。一方、事業
収支の観点では、ごみ質が変動するとユーティリティ消費量や発電
量に大きく影響します。よって、ごみ質が変動する場合にはサービス
購入費において調整されるメカニズムがないと事業が成立しませ
ん。今後詳細に事業条件が提示される中で、この点が考慮されるリ
スク分担が明確化されるようお願いいたします。なお、公表されてい
るPFI導入可能性調査報告書ではごみ質変動リスクは組合となって
います。

ごみ質変動リスクは、原則事業者リスクと考えており、想定ごみ質
と著しく異なる場合においては協議等を設けること等を検討してお
ります。



№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 種別 質問又は意見 回答
129 21 別

紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ質変動リス
ク

質問
意見

想定ごみ質以内のごみ質変動とは、計画ごみ質（低質～基準～高
質）の正規分布がずれない事を指すとの認識でよろしいでしょうか。
定義をご教示下さい。
また、ごみ質は事業者側での調整が不可能であり、処理費及び発電
量などにも影響いたしますので、全リスクを民間事業者が負担する
事は難しいと考えます。想定ごみ質以内であっても、具体的な数値
を設定の上、一定の範囲から外れた場合には組合側がご負担下さ
いますよう、宜しくお願い致します。

ごみ質変動リスクは、原則事業者リスクと考えており、想定ごみ質
と著しく異なる場合においては協議等を設けること等を検討してお
ります。

130 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

ごみ質変動リス
ク

質問 搬入する一般廃棄物等のごみ質が著しく変動したか否かを確認する
具体的な基準及び方法（計測方法、計測時期、実施者等）をご教示
ください。

確認方法について検討し、要求水準書等に示します。

131 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

維持管
理・運
営段階

要求水準不適
合リスク

質問 「契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計、建設の瑕疵
によるものを含む）」が民間事業者の負担となっていますが、処理対
象物に起因する場合及び通常避けられない経年劣化・消損・磨耗
等、本施設の性能に直接影響を与えないもの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？

処理対象物に起因する場合は、その内容によっては組合負担に
なります。通常避けられない経年劣化・消損・磨耗等により、要求
性能の不適合が生じた場合は、事業者負担を想定しています。

132 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

他 施設性能リスク 意見 施設性能リスクは要求水準書をご提示頂かないと、事業者にてリス
ク負担が可能か判断いたしかねます。要求水準書公表時に事業者
の意見をお聞き頂ける機会を設けて頂けるよう、宜しくお願い致しま
す。

入札公告以降、３回（うち１回は対面式）の質問回答機会の設定を
想定しています。

133 21 別
紙
－４

リス
ク分
担表

他 施設性能リスク 質問 「事業の終了時における施設の性能確保に関するもの」が民間事業
者の負担となっていますが、通常避けられない経年劣化、消損、磨
耗等、本施設の性能に直接影響を与えないものについては、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？

事業の終了時における施設の性能確保に関する基準について
は、入札公告時に示します。

134 全般 意見 本案件に関しては民間事業者による資金調達があります。借入金返
済に際しては、組合からの割賦料（手数料含む）の受取方法に準じ
たスキームを組むことになりますので、以下の二点に関してご配慮
願います。
①割賦料の基準金利決定日は施設引渡直前とする。
②20年間という長期事業であることから、金利の見直しを最低1回は
行うこと。
よろしく御願いいたします。

入札説明書等に示します。


