
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番

1 様式集
3～5
他

第3号
第4号
第5号
他

①代表企業が使用印鑑(第9号様式)の届出をした場合、
第3号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、第8号
様式、第12号様式、第13号様式-1,第13号様式-2に記載
する所在地、商号又は名称、代表者氏名、印鑑について
は使用印鑑の使用者の所在地、商号又は名称、部署名、
役職、氏名、を記載し、使用印鑑を押印するものと理解
してよろしいでしょうか。
②構成員及び協力企業が使用印鑑の届出をしない場合に
ついては第4号様式、第7号様式、第8号様式に記載する
所在地、商号又は名称、代表者氏名、印鑑については市
殿の入札参加資格申請における申請者と同一のものでよ
ろしいでしょうか。

①お見込みのとおりです。
②印鑑届及び印鑑証明書は、代表企業だけでなく、構成
員、協力企業についても提出してください。使用印鑑に
ついては、市の競争入札参加資格申請に届出している印
鑑と同一のものとしてください。

2 様式集 4,5 第4号

応募者が市の競争入札参加資格審査申請時に，自社内の
営業所・支店に年間委任状を提出し認められている場合
においても，（受任者ではなく）委任者自らが応募者と
して申請することは認められるという理解でよろしいで
しょうか。

年間委任状を提出している場合であっても、市の競争入
札参加資格に登録している者が応募者として申請してく
ださい。

3 様式集 4,5 第4号

ﾒﾝﾊﾞｰ構成表について複数頁となる場合でも袋とじする
必要はないと考えてよろしいでしょうか。

メンバー構成表について複数頁となる場合でも袋とじす
る必要はありませんが、第4号様式に通し番号が振られ
ておりますので、重複・欠番のないよう調整してくださ
い。

4 様式集 6 第5号

添付書類として『直前営業年度』とありますが，連結納
税を実施している場合，法人税については納付期限は
H22.7.31であり未納の場合が考えれられますが，その場
合，H20年度に関して未納でないことを証することで足
りるでしょうか。

納税証明書については、納税証明書（その3の3「法人
税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額の
ない証明用）の提出となります。納税証明書（その3の
3）は年度に関わらず、未納がないことを証明するもの
ですので、納期限が到来していないものがあったとして
も構いません。

5 様式集 7,8 第6号 1

実績を有していることを証する書類は契約書の鑑並びに
施設概要がわかる仕様書の抜粋もしくは施設パンフレッ
トを添付することでよろしいでしょうか。

契約当事者が確認できる部分の契約書写し（業務上の守
秘義務に係る部分は不要）を添付し、他に自治体が発行
した、建設又は運営の実績がわかる内容が掲載されてい
るパンフレットや仕様書があれば添付してください。

6 様式集 7,8 第6号 1

受注形態とありますが，記載例をご教示願います。
（EX.単独あるいはＪＶということが判明すればよろし
いでしょうか）

お見込みのとおり、単独企業又は共同企業体などの記載
を願います。

7 様式集
7,8,
9

第6号 1,2

実績を有していることを証する書類は、契約書のコピー
および施設の概要が記載されているパンフレット等でよ
ろしいでしょうか。

契約当事者が確認できる部分の契約書写し（業務上の守
秘義務に係る部分は不要）を添付し、他に自治体が発行
した、建設又は運営の実績がわかる内容が掲載されてい
るパンフレットや仕様書があれば添付してください。
第6号様式-2について、運営が終了しているものにあっ
ては、自治体が発行する履行実績報告書も添付してくだ
さい（現在、運営中のものについては不要）。

8 様式集 9 第6号 2

①表中に”建設期間”とありますが、同施設の建設期間
を記載することでよろしいでしょうか、もしくは運営の
契約期間を記載することでよろしいでしょうか。
②実績を有していることを証する書類は、運営の契約書
の鑑および契約概要のわかる仕様書の抜粋、施設の概要
がわかる仕様書の抜粋もしくは施設パンフレットを添付
することでよろしいでしょうか。

①運営契約期間と読み替えてください。
②お見込みのとおりです。

9 様式集 9 第6号 2

「建設期間」とありますが「運転期間」と読み替えてよ
ろしいでしょうか。
また、期間の表記については、現に委託契約継続中の施
設については、「平成○○年○○月○○日～現在委託契
約継続中」という表記でよろしいでしょうか。

No.8①の回答をご参照ください。表記方法についてはお
見込みのとおりです。

10 様式集 9 第6号 2

「上記の実績を有していることを証する書類を添付する
こと」とありますが、
①：証明書類は、契約書の写し、仕様書の写しでよろし
いでしょうか。
②：契約書は”契約当事者が明示されている部分”を抜
粋したもの、仕様書は”施設概要が明示されている部
分”を抜粋したものを提示すればよろしいでしょうか。
また、契約上の守秘義務に係る部分についてはブランク
にして提示してもよろしいでしょうか。
③：契約書等は、代表として直近年度のものを提示すれ
ばよろしいでしょうか。

①No.7の回答をご参照ください。
②お見込みのとおりです。
③お見込みのとおりです。

11 様式集 9 第6号 2

「ストーカ＋灰溶融炉」を提案する場合は、灰溶融炉の
運転実績を別に提出すると考えてよろしいでしょうか。
その場合、灰溶融炉の運転実績についても最大３件まで
の運転実績を提出すると考えてよろしいでしょうか。

「ストーカ＋灰溶融炉」を提案する場合は、「ストーカ
＋灰溶融炉」としての運転実績がある施設を第6号様式
－2を用いて記載ください。

12 様式集 9 第6号 2

受注形態とありますが，記載例をご教示願います。
（EX.長期包括委託等の記載でしょうか。）

直接受託、下請などの記載を願います。長期包括委託の
場合はその旨記載ください。

13 様式集 10 第7号

複数頁となる場合でも袋とじする必要はないと考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

回答質問等資料名 頁
項目

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 1/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

14 様式集 12 第9号

①第9号様式に記載する所在地、商号又は名称、代表者
氏名は市殿の競争入札参加資格申請における申請者と同
一のものでよろしいでしょうか。
②使用印鑑は市殿の競争入札参加資格申請の使用印鑑届
で提出している印鑑でよろしいでしょうか。
③市殿の競争入札参加資格申請の使用印鑑届には使用印
以外に社印も提出していますが、社印についても提出図
書に押印する必要があるでしょうか。

①第9号様式に記載する所在地、商号又は名称、代表者
氏名は当市の競争入札参加資格申請における申請者と同
一で結構です。
仮に所在地、商号又は名称、代表者氏名に変更があった
場合は、入札参加資格審査申請書記載事項変更届等を契
約課に提出した上で、変更後の所在地、商号又は名称、
代表者氏名を記載してください。
②使用印鑑は、当市の競争入札参加資格申請の使用印鑑
届で提出している印鑑と同一のものとしてください。
③競争入札参加資格申請の使用印鑑届に社印を届出して
いる場合には、社印についても提出図書に押印してくだ
さい。

15 様式集 12 第9号

印鑑届については代表企業のみ提出するという理解でよ
ろしいでしょうか。
（構成員，協力企業も提出を要するという理解でしょう
か。）

応募者を構成する全ての企業について必要です。

16 様式集 13 第10号

①リスクワークショップ参加者について人数制限はござ
いますか。
②資格審査申請時に本申込書を提出しますが、参加者の
変更は認めていただけるものと考えてよろしいでしょう
か。

①一応募者につき、8名まで可とします。
②変更があった場合は速やかに市にご連絡ください。市
にて判断いたします。

17 様式集 13 第10号

「リスクワークショップ申込書」について、必要に応じ
て参加者欄を増やして記入してもよろしいでしょうか
（それとも事業者側の出席者上限は５名までというお考
えでしょうか。
（貴市にて検討されている出席人数を確認させて下さ
い。）

No.16の回答をご参照ください。

18 様式集 16 第13号 1

入札書の委任代理人氏名の記載の際には、”委任状”で
提出している代理人使用印鑑を合わせて押印することで
よろしいでしょうか。

第13号様式-1　入札書に押印する印鑑は、第13号様式-2
委任状で委任した代理人の代理人使用印鑑のみで結構で
す。

19 様式集 18 第14号

各様式における制限枚数は、市殿ご指定の表（各社が記
入することとしている表）を含めての枚数と考えてよろ
しいですか？

お見込みのとおりです。

20 様式集 18 第14号

非価格要素提案図書において数値等を記載する部分は、
下記条件と考えて宜しいでしょうか。
条件：基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056t（可燃ごみ、
破砕後可燃残渣、下水汚泥等及びし尿汚泥等の平成27年
度における合計量）

本質疑回答にて、各様式に対応した条件を示していま
す。

21 様式集 18 第14号

各様式にお示し頂いた「記述要領」・「評価の視点」は
削除して、事業者提案を記述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。

22 様式集 19 第14号 1

①各社提案の場合、評価が難しくなると思います。
算定根拠とする運転条件(ごみ質、運転炉数(全炉、1
炉、休炉)×各日数)及び外気温度条件をご提示くださ
い。
②最終処分場浸出水処理施設への送電電力量は日毎、時
間毎の変動はないものとして、毎時153kWとすることで
よろしいでしょうか。

①第14号様式-1には両施設（可燃ごみ処理施設及び破砕
選別処理施設）から発生するCO2排出量の合計量を記載
ください。
また、各施設ごとに発生するCO2排出量は、提案図書参
考資料に記載ください。
なお、算出条件は以下のとおりとしてください。
○可燃ごみ処理施設
・計画ごみ質：要求水準書に記載の計画ごみ質（基準ご
み）
・年間計画処理量：102,056ｔ/年（可燃ごみ、破砕後可
燃残渣、下水汚泥等及びし尿汚泥等の合計量）
・操炉計画：各社提案による（立ち上げ立ち下げ回数を
含む）
・外気温：10℃（年間平均気温）
○破砕選別処理施設
・計画ごみ質：要求水準書に記載の計画ごみ質
・年間計画処理量：10,348ｔ/年（不燃ごみ及び粗大ご
みの合計量）
②お見込みのとおりです。

23 様式集 19 第14号 1

電力と燃料の使用に伴うCO2排出量を計算されています
が、溶融炉では、石灰石・黒鉛電極からもCO2が発生し
ます。
そのため、CO2削減量の正確かつ公平な比較とするた
め、これらの使用量を算定対象に含めるようにお願いし
ます。

本提案では、環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マ
ニュアル（Ver.2.4）」に基づくこととしており、原案
どおりとします。

24 様式集 19 第14号 1

各プロセスにおけるCH4とN2Oの濃度を図示するとのこと
ですが、具体的には、どの部分での濃度を図示すればよ
ろしいでしょうか。

各設備における濃度を、処理フローシート上にて図示し
てください。

25 様式集 19 第14号 1

本様式で算出するCO2排出量は、ごみ質によって値が異
なります。
提示する値は、様式14-8と同様に、基準ごみベースでの
年間計算値でよろしいでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 2/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

26 様式集 19 第14号 1

浸出水処理施設への送電量は、”売電”として計上して
よろしいでしょうか。
それとも消費電力として計上するのでしょうか。
（あるいは、施設の運転状況により、買電はしている
が、浸出水処理施設への送電がなければ売電となる場合
は、”売電”とし、そうでないときは"買電”として集
計する方法もあります）

売電として計上ください。

27 様式集 19 第14号 1

浸出水処理施設の消費電力は、別添資料10では、各年度
ごとに異なります。
この場合、入札条件上は、各社同一の数値となるもので
すので、公平性を保つために、条件を統一いただけるよ
うお願いします。
（例　年間○○kWh、毎時○○kwh×24×365日）

新ごみ処理施設（可燃ごみ処理施設及び破砕選別処理施
設）のみで消費する電力量で試算ください。
浸出水処理施設における消費電力は対象外となります。

28 様式集 19 第14号 1

消費電力には、可燃ごみ処理施設だけでなく、破砕選別
施設、管理棟、計量棟、ストックヤード分を含むと考え
てよろしいでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

29 様式集 19 第14号 1

「各プロセスにおけるＣＨ4、Ｎ2Ｏを図示」とあります
が、温暖化物質としては排ガスとして外部へ放出される
部分が評価対象であるので、排ガス中の濃度を記載する
ものと考えてよろしいでしょうか。

No.24の回答をご参照ください。

30 様式集 19 第14号 1

年間の電力量、燃料使用量、ＣＯ2排出量等を記載する
ことになっていますが、算出条件は「第１４号様式-8の
※条件」に記載の基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056ｔ
と考えてよろしでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

31 様式集 19 第14号 1

「各プロセスにおけるＣＨ4、Ｎ2Ｏを図示」とあります
が、温暖化物質としては排ガスとして外部へ放出される
部分が評価対象であるので、排ガス中の濃度を記載する
ものと考えてよろしいでしょうか。

No.24の回答をご参照ください。

32 様式集 19 第14号 1

「第14号様式－１豊かな自然環境と周辺環境との共生を
目指す施設①（温室効果ガス排出量の削減計画）」にお
いては、立上げ・立下げ時も考慮するものと理解して宜
しいでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

33 様式集 19 第14号 1

「第14号様式－１豊かな自然環境と周辺環境との共生を
目指す施設①（温室効果ガス排出量の削減計画）」にお
いては、「各プロセスにおけるCH4とN2Oの濃度を図示す
ること」とありますが、データを持ち合せていない場合
は環境省公表のデフォルト値で宜しいでしょうか。

出典を明記の上で、数値等を提案ください。

34 様式集 19 第14号 1

「第14号様式－１豊かな自然環境と周辺環境との共生を
目指す施設①（温室効果ガス排出量の削減計画）」にお
いては、「各プロセスにおけるCH4とN2Oの濃度を図示す
ること」とありますが、①CH4とN2Oの濃度をどのように
評価されるのでしょうか。
②具体的な図示の仕方をご教示ください。

①評価方法に関する質問には回答しません。
②No.24の回答をご参照ください。

35 様式集 19 第14号 1

本項目については、最もCO2排出量の小さい事業者をＡ
評価、最もCO2排出量の大きい事業者をＥ評価とし、他
の事業者についてはCO2排出量に応じて比例配分で評価
がされると考えてよろしいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

36 様式集 19 第14号 1

本項目の数値記載の箇所については、第１４号様式－８
と同様に、基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056tにおける
値を記載すればよろしいでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

37 様式集 20 第14号 2
鳥瞰図、パース等の図面については、A3判のA4折込とし
てもよろしいでしょうか。

可能な限り指定の様式及び枚数でご提案ください。

38 様式集 23 第14号 5

本項目の「利活用量／売却量（年間）」については、第
１４号様式－８と同様に、基準ごみ、年間ごみ搬入量
102,056tにおける値を記載すればよろしいでしょうか。

第14号様式-5には両施設（可燃ごみ処理施設及び破砕選
別処理施設）から発生する資源化物の合計量を記載くだ
さい。
また、各施設ごとに発生する資源化物の量は、提案図書
参考資料に記載ください。
なお、算出条件はNo.22①の回答を参照ください。

39 様式集 23 第14号 5

各種資源化物の発生量は、ごみ質によって値が異なりま
す。
提示する値は基準ごみベースでの計算値でよろしいで
しょうか。

No.38の回答をご参照ください。

40 様式集 23 第14号 5

各種資源化物の発生量は、可燃ごみ処理施設と破砕選別
処理施設からのそれぞれについて、分けて記載すればよ
ろしいでしょうか。

No.38の回答をご参照ください。

41 様式集 23 第14号 5

年間の副生成物の利活用量/販売量等を記載することに
なっていますが、算出条件は「第１４号様式-8の※条
件」に記載の基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056ｔと考
えてよろしでしょうか。

No.38の回答をご参照ください。

42 様式集 24 第14号 6

本項目の「用役使用量」については、第１４号様式－８
と同様に、基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056tにおける
値を記載すればよろしいでしょうか。

第14号様式-6には両施設（可燃ごみ処理施設及び破砕選
別処理施設）における年間用役使用量を年間計画処理量
で除した数値をご提案ください。
数値は施設別でご提案ください。
なお、算出条件はNo.22①の回答を参照ください。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 3/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

43 様式集 24 第14号 6
各数値は2炉基準ごみ時での数値を記載すればよろしい
でしょうか。

No.42の回答をご参照ください。

44 様式集 24 第14号 6
用役使用量、地下水揚水量の条件は基準ごみ質における
全炉定格運転での使用量と考えてよろしいでしょうか。

No.42の回答をご参照ください。

45 様式集 24 第14号 6
用役使用量、地下揚水量を定量的に評価いただけるもの
と考えてよろしいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

46 様式集 24 第14号 6

用役使用量は、ごみ質によって値が異なります。
提示する値は基準ごみベースでの年間計算値でよろしい
でしょうか。

No.42の回答をご参照ください。

47 様式集 24 第14号 6

用役使用量の内、電気は、可燃ごみ処理施設と破砕選別
処理施設及び管理棟の合計値を記載して、浸出水処理施
設の消費電力は含まないことでよろしいでしょうか。

No.27の回答をご参照ください。

48 様式集 24 第14号 6

用役使用量の内、燃料は、可燃ごみ処理施設と破砕選別
処理施設の合計値を記載すればよろしいでしょうか。
また、不燃残渣および処理灰等の最終処分場までの輸送
用車両の燃料も含むと考えてよろしいでしょうか。

No.42の回答をご参照ください。
輸送用車両の燃料は含みません。

49 様式集 24 第14号 6

①用役使用量の内、副資材とは、溶融炉炉本体で消費す
る薬品以外の資材と考えればよろしいでしょうか。
②また、窒素や酸素を電気を使って製造する場合も、こ
れらは副資材として計上することでよろしいでしょう
か。

①お見込みのとおりです。
②計上してください。なお、その際は自ら製造したもの
か、購入したものかについて明記願います。

50 様式集 24 第14号 6

ごみｔあたりの用役使用量等を記載することになってい
ますが、算出条件は「第１４号様式-8の※条件」に記載
の基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056ｔの場合の年間用
役使用量を年間ごみ量で割った平均的値と考えてよろし
いでしょうか。
それとも、基準ごみ質時定格運転時のごみｔあたりの用
役使用量を記載するのでしょうか。

No.42の回答をご参照ください。

51 様式集 24 第14号 6

※薬品は、排ガス処理に係る品目について提案とありま
すが、灰処理等の薬品は記載不要と考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

52 様式集 25 第14号 7

本項目については、最も最終処分量の小さい事業者をＡ
評価、最も最終処分量の大きい事業者をＥ評価とし、他
の事業者については最終処分量に応じて比例配分で評価
がされると考えてよろしいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

53 様式集 25 第14号 7

本項目の「最終処分量」については、第１４号様式－８
と同様に、基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056tにおける
値を記載すればよろしいでしょうか。

第14号様式-7には両施設（可燃ごみ処理施設及び破砕選
別処理施設）から発生する飛灰処理物、余剰砂以外の、
他の最終処分品目についてもご提案ください。
数値は施設別でご提案ください（提示様式は変更可とし
ます）。
なお、算出条件はNo.22①の回答を参照ください。

54 様式集 25 第14号 7

最終処分量の記載個所には、飛灰、飛灰処理物、余剰砂
のみ記載欄がありますが、それ以外の最終処分物(破砕
不適物、不燃物、破砕後不燃残渣、処理不可能物)につ
いては記載不要と考えてよろしいでしょうか。

No.53の回答をご参照ください。

55 様式集 25 第14号 7
最終処分量の条件は基準ごみ質における全炉定格運転時
での発生量と考えてよろしいでしょうか。

No.53の回答をご参照ください。

56 様式集 25 第14号 7
最終処分量を定量的に評価いただけるものと考えてよろ
しいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

57 様式集 25 第14号 7

飛灰等の最終処分量は、ごみ質によって値が異なりま
す。
提示する値は基準ごみベースでの年間計算値でよろしい
でしょうか。

No.53の回答をご参照ください。

58 様式集 25 第14号 7

「第14号様式-７資源循環型社会の構築を目指す施設③
（最終処分量削減計画）」には、破砕不適物、不燃物、
破砕後不燃残渣、処理不可能物の記入欄がありません。
最終処分物としては、飛灰処理物や余剰砂の他、破砕不
適物や不燃物、処理不可能物も対象になります。
最終処分場の負荷を公正に評価するため、これらの量も
提案し、評価されるものと考えてよろしいでしょうか。

No.53の回答をご参照ください。

59 様式集 25 第14号 7

ごみｔあたりの最終処分量等を記載することになってい
ますが、算出条件は基準ごみと考えてよろしいでしょう
か。

No.53の回答をご参照ください。

60 様式集 25 第14号 7

最終処分量の欄に飛灰、飛灰処理物とありますが、飛灰
処理後に最終処分する場合は飛灰処理物の欄に記載する
ことで、よろしいでしょうか。

「飛灰」の欄は削除し、薬剤等で処理した後の量（＝飛
灰処理物）をご提案ください。

61 様式集 26 第14号 8

本項目については、最も発電効率の大きい事業者をＡ評
価、要求水準書レベルである発電効率18.5％をＥ評価と
し、他の事業者については発電効率に応じて比例配分で
評価がされると考えてよろしいでしょうか。
また、その場合について場内消費電力、売電電力量等の
数値はどのような評価がされるのでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 4/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

62 様式集 26 第14号 8

発電効率の算定にあたっては、「高効率ごみ発電施設整
備マニュアル」（環境省）に従うと考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

63 様式集 26 第14号 8

①各社提案の場合、評価が難しくなると思います。
算定根拠とする運転条件(ごみ質、運転炉数(全炉、1
炉、休炉)×各日数)及び外気温度条件をご提示くださ
い。
②最終処分場浸出水処理施設への送電電力量は日毎、時
間毎の変動はないものとして、毎時153kWとすることで
よろしいでしょうか。
③発電効率はタービンの設計ポイントでの数値を記載す
ればよろしいでしょうか。

①算出条件はNo.22①の回答を参照ください。
②お見込みのとおりです。
③お見込みのとおりです。

64 様式集 26 第14号 8
浸出水処理施設への送電量は、売電として計上してよろ
しいでしょうか。

No.26の回答をご参照ください。

65 様式集 27 第14号 9

本項目については、最も熱回収率の大きい事業者をＡ評
価、最も熱回収率の小さい事業者をＥ評価とし、他の事
業者については熱回収率に応じて比例配分で評価がされ
ると考えてよろしいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

66 様式集 27 第14号 9

本項目の「熱回収量」については、第１４号様式－８と
同様に、基準ごみ、年間ごみ搬入量102,056tにおける値
を記載すればよろしいでしょうか。

算出条件はNo.22①の回答を参照ください。

67 様式集 27 第14号 9

熱回収率の算定にあたっては、発電効率と同様に外部燃
料の投入エネルギーを分母に加えると考えてよろしいで
しょうか。

熱回収率は、有効利用される熱量をごみ燃焼熱量（外部
燃料の投入エネルギーを含む）で除した割合としてくだ
さい。

68 様式集 27 第14号 9
記載する熱回収率は基準ごみ質、全炉運転時の発電効率
と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

69 様式集 27 第14号 9

熱回収率は、ごみ質によって値が異なります。
様式14-8と同様に、基準ごみベースでの年間計算値でよ
ろしいでしょうか。

No.66の回答をご参照ください。

70 様式集 27 第14号 9

熱回収率の算定式をご提示願います。
また、脱気用蒸気、排ガス再加熱用蒸気や空気予熱は、
熱回収率の算定対象に含まれるのでしょうか。

No.67の回答をご参照ください。

71 様式集 28 第14号 10
再生エネルギーとは太陽光、風力、地熱、水力エネル
ギーと考えてよろしいでしょうか。

再生エネルギーの範囲や定義についてもご提案としま
す。

72 様式集 28 第14号 10
再生エネルギーの定義と、想定されている対象エネルギ
をご教示願います。

No.71の回答をご参照ください。

73 様式集 28 第14号 10
再生エネルギーの定義は、エネルギー供給構造高度化法
施行令に従うものと考えてよろしいでしょうか。

No.71の回答をご参照ください。

74 様式集 29 第14号 11

1炉当たりの連続運転日数をご提示することでよろしい
でしょうか。
それとも、全炉休止を除く施設全体での運転日数のご提
示でよろしいでしょうか。

1炉当たりの連続運転日数を記載ください。

75 様式集 32 第14号 14

県産材の認定品があればご教示下さい。 市の認定品はありません。
青森県産材認証推進協議会が認定した会員を経由して購
入された、県産財を使用した資材等が県産材となりま
す。

76 様式集 32 第14号 14

地元企業への発注（予定）金額を記載する箇所がありま
すが、記載する金額はあくまで予定金額であり、技術
力、経済性を勘案して、発注先を決定いたします。

お見込みのとおりです。

77 様式集 32 第14号 14
地元企業の定義をご教示願います。 構成市町村に本社又は本店を置く企業とします。

78 様式集 37 第14号 19

「第14号様式-19ごみの適正処理②（ごみ質変動への対
処に関する計画）」において、「将来、プラスチックの
リサイクル率が向上して、…、燃料を増加することなく
通常の運転ができる範囲はどれくらいとして計画してい
るか」とありますが、燃料には購入電力等も含まれると
理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
燃料だけでなく、購入電力の増加分についても見込んで
ください。

79 様式集 37 第14号 19

「第14号様式-19ごみの適正処理②（ごみ質変動への対
処に関する計画）」において、「将来、プラスチックの
リサイクル率が向上して、…、燃料を増加することなく
通常の運転ができる範囲はどれくらいとして計画してい
るか」とありますが、提案の段階で既に、計画ごみ質
（低質ごみ～高質ごみ）の範囲内に自己熱溶融限界が存
在する場合は、自己熱溶融限界のごみカロリーをご提示
すれば宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

80 様式集 37 第14号 19

「第14号様式-19ごみの適正処理②（ごみ質変動への対
処に関する計画）」において、「将来、プラスチックの
リサイクル率が向上して、…、燃料を増加することなく
通常の運転ができる範囲はどれくらいとして計画してい
るか」とありますが、ストーカ炉＋灰溶融炉方式の場
合、ごみ中の灰分によっては電力の購入が必要となりま
す。
可燃ごみ中の灰分は計画ごみ質（可燃ごみ）の低質ごみ
とすべきでしょうか。

基準ごみとしてご計画ください。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 5/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

81 様式集 37 第14号 19

「将来、プラスチックのリサイクル率が向上して、低位
発熱量が下がるなどの変動に対し、燃料を増加すること
なく通常の運転ができる範囲はどのくらいとして計画し
ているか」とのことですが、第6回～第8回事業者選定委
員会の議事録より、ご計画の基準質発熱量は、H27年度
におけるリサイクル率向上による発熱量低下をすでに見
込んでいると理解されます。
この場合、プラスチック類の回収率の変化と発熱量の低
下を、具体的にどれだけ見込んでいるのかご開示願いま
す。

重量として可燃ごみ全体の1.5％のプラスチックを回収
し、発熱量として340kJ/kg程度の低下するものとして見
込んでいます。

82 様式集 38 第14号 20
搬入禁止物について、寸法、重量などの規定（現状の市
殿のごみ受入基準）をご教示下さい。

別添資料7を参照の上、ご想定ください。

83 様式集 38 第14号 20

「第14号様式-20ごみの適正処理（搬入禁止物等の対処
計画）」において処理不適物の具体的品目を記載するよ
うになっていますが、破砕不可能についての記載があり
ません。
破砕不適物は粒度選別機の篩目の設定により任意に変更
できるものですので、破砕不適物の大きさ及び発生量も
提案することとしていただけませんでしょうか。

当該様式にて求めるものは、可燃ごみ処理施設及び破砕
選別処理施設における処理不可能物の具体的な品目で
す。

84 様式集 42 第14号 24

停止基準値については、ご指定の基準値通りとし、要監
視基準値・運転基準値のみを提案することでよろしいで
しょうか。
また、各基準値は、O2=12％換算値を記載することでよ
ろしいでしょうか。

いずれもお見込みのとおりです。

85 様式集 42 第14号 24

ダイオキシン類について、運転基準値・要監視基準値の
記載欄がありませんが、これは、連続測定ができないた
めであり、運転基準値、要監視基準値は、評価対象とし
ないことでよろしいでしょうか。

ダイオキシン類の運転基準値及び要監視基準値は提案を
求めず、評価対象としません。

86 様式集 42 第14号 24

「第14号様式-24環境配慮（要監視基準、運転基準の設
定に関する計画）」において、一酸化炭素の判定基準は
瞬間値のピークを極力発生させないように留意するとと
もに、4時間平均値が提案値を逸脱しないことと理解し
て宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

87 様式集 42 第14号 24

本項目については、要監視基準値の最も厳しい提案を
行った事業者をＡ評価、停止基準と同等の提案をＥ評価
とし、他の事業者については提案した数値に応じて定量
評価がされると考えてよろしいでしょうか。

評価方法に関する質問には回答しません。

88 様式集 46 第14号 28

①各社提案の場合、評価が難しくなると思います。
算定根拠とする運転条件(ごみ質、運転炉数(全炉、1
炉、休炉)×各日数)及び外気温度条件をご提示くださ
い。
②最終処分場浸出水処理施設への送電電力量は日毎、時
間毎の変動はないものとして、毎時153kWとすることで
よろしいでしょうか。

①算出条件はNo.22①の回答を参照ください。
②お見込みのとおりです。

89 様式集 46 第14号 28

事業収支は、ごみ質によって値が異なります。
提示する値は基準ごみベースでの年間計算値でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

90 様式集 46 第14号 28

売電収入は、収入欄には、貴市に帰属する10％を控除前
の全売電収入を記載し、固定費の部分に貴市控除分の
10％を記載すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

91 様式集 46 第14号 28

支出欄の固定費部分に、▲スラグ売却収入とあります
が、これはなにを想定して記載すればよろしいでしょう
か。

当該項目は削除願います。

92 様式集 46 第14号 28

収入欄について、各ごみの処理費、各収入の内訳は、個
別品目ごとに記載することでよろしいでしょうか。
（運営事業契約書案　別紙6-1　(2)②の品目ごと）

お見込みのとおりです。

93 様式集 46 第14号 28

「第14号様式-28経済性への配慮①（経営計画・事業収
支計画）」において、「６その金額の根拠となる資料を
提案図書に関する参考資料として添付すること」とあり
ますが、添付資料は「第16号様式提案図書参考資料」に
入れることと理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

94 様式集 46 第14号 28
「提案図書に関する参考資料」はご指定の枚数に含まれ
るものでしょうか。

含まれません。

95 様式集 46 第14号 28

備考5に、表記上は千円未満を四捨五入とありますの
で、実際の収支上において千円未満の端数がある場合、
円単位で記入する入札書記載金額と本表の合計額との間
に誤差が生じることが想定されますが、宜しいのでしょ
うか。

本表ではあくまで表記上、千円未満を四捨五入した金額
の記載を求めているものであり、本表合計額と入札金額
は一致するものと理解します。

96 様式集 46 第14号 28
固定費ⅰ，ⅱ，ⅲ，変動費の処理単価を本フォームで記
載するという理解でよろしいでしょうか。

第14号様式-28の参考資料としてご提案ください。
様式は自由とします。

97 様式集 46 第14号 28

入札価格の算出の前提条件となる処理量は，運営事業
要求水準書2頁，3頁に記載の計画処理量と考えてよろし
いでしょうか。
（統一しなければ，応募者間の競争の公平性が担保され
ないと考えます。）

お見込みのとおりです。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 6/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

98 様式集 46 第14号 28

入札価格の算出の前提条件となるごみ質は，運営事業
要求水準書16頁，17頁，22頁に記載のごみ質と考えてよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

99 様式集 46 第14号 28
Excel版で10億の桁が表示されませんが、文字を小さく
して宜しいでしょうか。

結構です。

100 様式集 46 第14号 28

本項目の溶融スラグ売却収入や売電収入等の数値につい
ては、第１４号様式－８と同様に、基準ごみ、年間ごみ
搬入量102,056tにおける値を記載すればよろしいでしょ
うか。

算出条件はNo.22①の回答をご参照ください。

101 様式集 46 第14号 28
運営準備業務に係る費用は平成26年度の欄に一括計上す
ればよろしいでしょうか（第１７号様式－２も同様）。

お見込みのとおりです。

102 様式集 46 第14号 28
ＳＰＣ設立に伴う創立費や開業費は、本様式にどのよう
に表記すればよろしいでしょうか。

No.101の回答をご参照ください。

103 様式集 46 第14号 28

脚注の備考６に「その金額の根拠となる資料を・・・」
とありますが、第１７号様式－２を更に細分化した内訳
表を参考資料として添付すればよろしいでしょうか。

運営業務委託契約書別紙6-1の表に示す項目に基づいて
内訳表を参考資料として添付ください。

104 様式集 46 第14号 28

脚注の備考８に「また、入札価格との整合についても説
明すること。」とありますが、どのような内容を想定さ
れているのでしょうか。

入札金額と一致する金額がどこに記載されているか、ま
た、当該金額の内訳に不整合な点がないことをご説明く
ださい。

105 様式集 47 第14号 29
地元人員の採用人数は、20年間の累計を記載すれば、よ
ろしいでしょうか。

運営初年度の採用（予定）人数を記載ください。

106 様式集 47 第14号 29
地元人員の採用人数は、20年間の累計を記載すれば、よ
ろしいでしょうか。

No.105の回答をご参照ください。

107 様式集 47 第14号 29

地元企業及び地元人員の定義をご教示願います。 地元企業は構成市町村に本社又は本店を置く企業としま
す。
また、地元人員は構成市町村に住民票がある市町村民と
します。

108 様式集 47 第14号 29

「※地元企業名などは、入札時点で具体的に予定してい
る場合に記入する。」とありますが、入札時点では複数
の候補社がいる場合等、明記が困難な場合は、「Ａ社」
というような表記をしてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

109 様式集 47 第14号 29

「発注（予定）金額」を明示するご指示となっておりま
すが、金額の明示が困難な発注業務がある場合は未記入
とさせて頂いてもよろしいでしょうか。
（未記入をお認め頂けない場合、正式な発注金額につい
ては、当然、落札者決定以降に各発注先業者と協議を
行ったうえで決定するものであるため、概算発注金額で
提示せざるを得ません。
従って、入札書類提出時における非価格提案書内に記載
する発注金額については、あくまで予定であり、確約で
きる金額ではないことをご理解頂きますようお願い致し
ます。）

予定額で結構ですので記載ください。

110 様式集 47 第14号 29

「地元人員の配置」について、脚注に「※上記の表に提
案の概要を記載し、提案の特長について制限枚数以内で
説明すること。」とありますが、表中に提案の概要を記
述することはスペース上困難な場合は、表外に説明文を
付すようにしてもよろしいでしょうか。」

お見込みのとおりです。

111 様式集 50 第14号 32

点検計画、検査計画の記載欄がそれぞれありますが、点
検と検査にそれぞれ定義があれば提示ください。
評価は全体内容に対して行っていただけるもとして、事
業者によってどちらに記載するか若干の差が出ても問題
ないと考えてよろしいでしょうか。

点検及び検査に明確な定義はないため、どちらに記載す
るかは事業者提案とします。

112 様式集 50 第14号 32

補修計画、更新計画の記載欄がそれぞれありますが、補
修と更新にそれぞれ定義があれば提示ください。
評価は全体内容に対して行っていただけるもとして、事
業者によってどちらに記載するか若干の差が出ても問題
ないと考えてよろしいでしょうか。

補修及び更新に明確な定義はないため、どちらに記載す
るかは事業者提案とします。

113 様式集 50 第14号 32
A3版の表は、ご指定のフォームは無く、＜参考＞に基づ
き応募者にて作成することで宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

114 様式集 50 第14号 32

本様式の記載にあたっては、本件施設の主要機器に対し
て点検計画、検査計画、補修計画、更新計画の各項目を
列挙し、該当年度に○印等を記載する形式としてよろし
いでしょうか。

第17号様式-2の内訳として各種計画の詳細項目及び各年
度における必要金額を記載ください。

115 様式集 50 第14号 32

本様式の中で30年間の計画を提案することとなっていま
すが、あくまで想定である為、計画内容が保証項目とは
ならないものと解釈してよろしいでしょうか。

保証項目とはなりませんが、運営事業要求水準書第6章
に記載の内容に基づいてご計画ください。

116 様式集 50 第14号 32

点検、検査、補修、更新計画について、＜参考＞として
お示し頂いた表（A3判2枚）は、応募者にてMicrosoft
Exelで別途作成するものと考えてよろしいでしょうか。
また、点検、検査、補修、更新実施予定年度に費用（税
抜）を明示するものと考えてよろしいでしょうか。

いずれもお見込みのとおりです。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 7/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

117 様式集 53 第15号 2 -

「第15号様式-２施設設計図書の構成」において、用紙
のサイズが規定されていますが、図面等につきまして
は、適宜、適切なサイズ（例えばA3で作成しA4折りで装
入）として宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

118 様式集 54 第15号 2

①(1)施設全体配置計画～(8)その他についてA4判の指定
ですが、各種フローシートと同様にA3サイズとしてもよ
ろしいでしょうか。
②図面の説明書などについてはA4判としてよろしいで
しょうか。
③設計基本数値の第ⅰ号～ⅲ号について、エクセルシー
トはA3サイズですが、A3出力をA4折として提出すること
でよろしいでしょうか。
(2)入札参考資料（第17号様式）エクセルシートの運営
費についてはA3をA4折として提出することでよろしいで
しょうか。

いずれもお見込みのとおりです。

119 様式集 53 第15号 2 1

「１　施設概要説明図書」の用紙はA4判となっています
が、図面についてはA3判のA4折込でよろしいでしょう
か。
また、「２　各種フローシート」についてもA3判のA4折
込で提出することでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

120 様式集 53 第15号 2 1

1.施設概要説明図書　(1)～(8)の用紙は、A4とのことで
すが、図面関係は、A3仕様書折りで提出することでよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

121 様式集 53 第15号 2 1

配置図や断面図等Ａ4版のご指定ですが、Ａ3版のほうが
判別しやすいと考えるものがある場合はＡ4に折り込ん
で提出でもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

122 様式集 53 第15号 2 1

「断面図は・・、複数提案・・」とありますが、同一の
配置計画に対して複数の断面図を提出すると考えてよろ
しいでしょうか。
（異なる配置計画を複数提案する意味ではない。）

お見込みのとおりです。

123 様式集 53 第15号 2 1

「第15号様式-２施設設計図書の構成」において、「１
施設概要説明書　(5)広域工場棟断面図」とあります。
工場棟断面図と読み替えて宜しいでしょうか。

ご指摘のとおりであり、工場棟断面図とお読み替えくだ
さい。

124 様式集 53 第15号 2 3

「３　設計基本数値　(2)　熱収支図及び計算書」及び
「(3)　用役収支図及び計算書」にて「2炉,3炉」との記
載がありますが、2炉構成の場合については「1炉,2炉」
と読み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

125 様式集 54 第15号 2 9

各種施工及び管理計画において，(3)工程管理計画に含
む工事工程表と(6)工事工程表の違いについて教示下さ
い。

同一のものですので、(6)工事工程表は削除します。

126 様式集 54 第15号 2 9

各種施工及び管理計画において，建設事業及び運営事業
に係る内容とするとの御指示ですが，工事工程表等運営
事業に関しては作成困難なものもあります。
当該資料に関しては，その旨記載することで省略させて
頂いて宜しいでしょうか。

各項目について、建設事業及び運営事業それぞれに関連
する計画等をご提出ください。

127 様式集 54 第15号 2 11

「11　維持管理計画」に「財務諸表」とありますが、Ｓ
ＰＣ設立年度～運営期間に亘る損益計算書を提出するも
のと考えてよろしいでしょうか。

損益計算書のほか、貸借対照表、キャッシュ・フロー計
算書、株主資本等変動計算書をご提出ください。

128 様式集 55 第16号

①提案図書参考資料は非価格要素提案書の補足添付資料
と考えてよろしいでしょうか。
②A4折とすることで図面などはA3サイズとしてもよろし
いでしょうか。

①②ともお見込みのとおりです。

129 様式集 55 第16号

「提案図書参考資料」は評価対象として頂けるのでしょ
うか。

評価対象はあくまで第14号様式の各様式に記載された内
容で評価を行うこととしており、第16号様式は評価の対
象とはしません。
第16号様式には、表紙に記載のとおり「提案図書を補完
する資料」や「提案図書の算定根拠」を添付ください。

130 様式集 55 第16号

「※提案図書を補完する資料、提案図書の算出根拠な
ど」とありますが、ここでいう提案図書とは、非価格要
素提案書、施設設計図書等の提案書類と考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

131 様式集 56 第17号 1

①建設費はご指示どおり電子データには含まないものと
してよろしいでしょうか。
②”見積額の詳細は別途参考資料に含めること”とあり
ますが、封筒に入れ厳封により提出する本資料((キ)入
札参考資料(第17号様式))に添付する形でよろしいで
しょうか。

①お見込みのとおりです。
②第17号様式（第17号様式-1及び第17号様式-2）は、入
札書（第13号様式-1）とともに封筒に入れ厳封の上ご提
出ください。

132 様式集 57 第17号 2

①各社提案の場合、評価が難しくなると思います。
算定根拠とする運転条件(ごみ質、運転炉数(全炉、1
炉、休炉)×各日数)及び外気温度条件をご提示くださ
い。
②最終処分場浸出水処理施設への送電電力量は日毎、時
間毎の変動はないものとして、毎時153kWとすることで
よろしいでしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

133 様式集 第17号 2
用役費（第●号様式）の意味について教示ください。
Excel版には（第●号様式）の記載ありません。

「（第●号様式）」は削除ください。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 8/9



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その１）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

134 様式集 57 第17号 2
本様式には枚数制限はな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。

135 様式集 57 第17号 2

運営費について、歳出欄にある人件費は運営に係わる人
件費であり、補修工事や点検検査に係わる人件費（作業
費）は補修費に含めるものと解釈してよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

136 様式集
56
57

第17号

①入札書参考資料（第17号様式）用の表紙のフォームが
見受けられませんが、不要と理解して宜しいでしょう
か。
②第17号様式-1、-2（Word版）の備考欄に「別途参考資
料」として添付との記載がありますが、本様式のあとに
添付（様式、枚数指定無）し、入札書とあわせて封筒に
厳封するとの理解で宜しいでしょうか。
③第17号様式-2（Word版）の備考欄に「A4版の様式に
は･･･」とありますが、Excel版に加えWord版を提出する
のでしょうか。
その場合制限枚数は無いとの理解で宜しいでしょうか。

①第17号様式は、第17号様式-1及び第17号様式-2で構成
され、表紙フォームはありません。
②お見込みのとおりです。
③「備考５」は削除ください。

137 様式集 57 第17号

①本様式は、円単位で記載するとの理解で宜しいでしょ
うか。
②Excel版で10億の桁が表示されませんが、文字を小さ
くして宜しいでしょうか。
③行は、必要に応じ追加・削除して宜しいでしょうか。

いずれもお見込みのとおりです。

※網掛け部分は平成22年5月28日に公表した資格審査に係る質問の回答です。 9/9


