
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２）

運営事業要求水準書

章 節 1 (1) ア (ア) ①

1
運営事業
要求水準書

10 2 2 1 (6) カ

①今回ﾊﾞｲｵﾏｽ由来の燃料(ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ，ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等）
の使用を前提とした提案は認めて頂けますでしょうか。
②またその場合，当該提案はCO2削減に効果あるものと
評価頂けるでしょうか。

①本提案では、バイオマス由来燃料などを使用せず、従
来の化石燃料（灯油など）の使用を前提とした提案を基
本としてください。
なお、バイオマス由来燃料などを使用することを提案さ
れる場合は、提案の際に、石油燃料の代替であることを
明記し、考え方や数量が分かるよう提案してください。
その場合、様式集第14号様式-1には、従来の化石燃料の
みを使用した場合と、バイオマス由来の燃料を使用する
場合の両方のCO2排出量を併記ください。
②バイオマス由来の燃料の使用を提案する場合、様式集
第14号様式-1にある「年間燃料使用量」及び「燃料使用
に伴うCO2排出量」の欄には、バイオマス由来の燃料を
使用してもなお使用する灯油等の燃料使用量及びそれに
伴うCO2排出量を記載ください。なお、提案書参考資料
には、バイオマス由来の燃料を使用することによって削
減される灯油等の「年間燃料使用量」及び「燃料使用に
伴うCO2排出量」をご提案ください。
なお、評価方法に関する質問には回答しません。

2
運営事業
要求水準書

10 2 2 1 (6) カ

ﾊﾞｲｵﾏｽ由来の燃料(ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ，ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ等）は，そ
の長期安定供給性については見通しが困難な状況です。
ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料の使用を前提とした提案を認めて頂けた場合
において，実運営段階で弊ｸﾞﾙｰﾌﾟ外の供給側企業の事情
等により，ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料の必要量の確保が行えないような
事態が発生した際に，通常燃料により施設の運営が可能
であれば，提案の履行義務（固定費削減等のﾍﾟﾅﾙﾃｨ）を
免れることが可能と考えてよろしいでしょうか。万一，
ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料使用量不足に対する従量ﾍﾟﾅﾙﾃｨを御想定の場
合には，当該内容について教示下さい。

バイオマス由来燃料の使用を提案される場合には、必要
量を確保することも当該提案の一部と考えます。そのた
め、ご質問の事態に至った場合については、運営業務委
託契約書（案）第58条、第59条などに定める乙の債務不
履行に該当するものと考え、当該条項の規定に基づき対
処します。

3
運営事業
要求水準書

10 2 2 1 (6) ク

①運営事業者の警備管理の範囲としては，市道から本施
設までの取付道路は含まず，ITV等による監視等が可能
な本建設工事敷地内（新設門扉まで）と考えてよろしい
でしょうか。
②尚，警備管理の計画立案する上で必要ですので，市道
から最終処分場への入口部に設置してある門扉の構造
図，訪問者との連絡方法の有無，開錠・施錠時刻，施錠
方法（鍵の種類及び管理実施者）についてご教示賜り度
お願い致します。

①運営事業者が行う警備管理の範囲として、市道から本
施設までのアクセス道路は含みません。
②ご質問にある門扉については、最終処分場の門扉のこ
とと理解します。この門扉の開錠は8：30、施錠は16：
00とします。本事業で設置する門扉は、これとは別に市
道境界と接した取付道路の門扉のことであり、事業者の
施工となるものです。

4
運営事業
要求水準書

17 3 1 3
(1)
(2)

運営事業要求水準書に対する質問回答（その１）№35に
おいて、「年末年始については、必要に応じて搬
入・・・協議によります。」とありますが、既設におけ
る年末年始の搬入日を拝見しますと、年末搬入最終日が
12/31まで、年始搬入開始日が1/4からとなっておりま
す。従って、貴市が想定する本施設における年末年始の
搬入日についても現状とほぼ同日という考えのもとで、
詳細の日時について、運営事業者との協議に応じて頂け
ると理解してよろしいでしょうか。年末年始の受入対応
に係る費用が発生しますので、事業者間における公平性
を担保するうえでも年末年始の搬入日について貴市のご
意見をお聞かせ願います。

お見込みのとおり、「年末　12月31日」、「年始　1月4
日」とします。年末年始の搬入の具体的な日時について
は、協議によるものとします。

5
運営事業
要求水準書

21 3 1 7 (1)

運営事業要求水準書に対する質問回答（その１）№37に
おいて、「原因者負担の原則によります。」とあります
が、事業者または貴市の責めにも帰さない事由（第三者
である他企業による過失等）により、地下水汚染が顕在
化し、追加費用が発生した場合については、民間企業間
とのトラブル防止のため、運営事業者は一義的に貴市に
訴求できる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。

6
運営事業
要求水準書

30 4 4 2

運営事業要求水準書に対する質問回答（その１）№51に
おいて、「新ごみ処理施設から・・・公道を走行しない
ことを条件として、可とします。」とありますが、下記
の事項についてご教示願います。
①公道を走行しない搬出経路及び走行距離をご教示願い
ます。（貴市よりご提示頂いております「募集要項　別
添資料一覧　別添資料3施設配置計画（案）」からは、
公道を走行しない搬出経路が確認できません。）
②「当該要求水準書　31ページ　（7）最終処分条件
イ受入可能車輌」に最大積載重量：30t、積載台寸法：
長さ7.5m×幅3.0mとありますが、当該条件は、公道を走
行しない搬出経路の車輌仕様（受入可能車両）にも準用
されると理解してよろしいでしょうか。
③公道を走行しない搬出経路にも②の受入可能車輌が準
用される場合、搬出経路の道路（最終処分場内道路）拡
張工事については、本事業の範囲外となっていることよ
り、貴市にて実施して頂けると理解してよろしいでしょ
うか。
④もし②が準用されない場合、公道を走行しない搬出経
路の搬出車両仕様または道路幅をご教示願います。

①新ごみ処理施設から最終処分場までの搬入路は、別紙
1（新ごみみ処理施設から最終処分場への経路図）に示
すとおりです。なお、道路幅員は約４～５ｍであり、通
行可能な運搬車両としては４トンダンプを想定しており
ます。
また、質問その1のNo．51の回答で「・・・公道を走行
しないことを条件に可とします。」と回答しましたが、
公道の走行の有無に関わらず、運営事業者が飛灰処理
物、不燃残渣等の一般廃棄物の収集・運搬を他の業者に
委託した場合は、廃棄物処理法上の「再委託の禁止」の
規定に抵触することとなります。従って、飛灰処理物等
を収集・運搬する場合は、運営事業者自ら行なうことが
必要となり、他の業者に委託することは不可となりま
す。
②「イ受入可能車両」にある仕様は、最終処分場の計量
施設の計量最大能力を示しているものです。公道を走行
せず敷地内の道路を走行し最終処分場に搬入する場合は
①にあるとおり運搬車両として４トンダンプを想定して
います。
③②のとおりです。最終処分場内の道路の拡張工事の計
画はありません。
④①のとおりです。

7
運営事業
要求水準書

33 4 5 6 (1)
表
4.5
.1

溶融スラグのダイオキシン類の計測最低頻度について
P36の表に示されている通り、1検体、1回/1年としてよ
ろしいでしょうか？

p33の表4.5.1の計測頻度にて実施してください。
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項目
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8
運営事業
要求水準書

38 4 7 2 (2)

「市は、浸出水処理施設で使用する電力に係る基本料金
を使用電力量に応じて（按分して）運営事業者に支払
う。」とのことですが、貴市ご負担分の基本料金は、通
年で153KW分の固定金額としてよろしいでしょうか。こ
れは、質疑回答　運営業務契約書(案）No.30　他より、
提案書に記載する浸出水処理施設への送電量は、現行の
契約電力である153KWとなりました。これにより、基本
料金を固定費として取扱たいことと、サービス対価の平
準化を考えて、電力会社からの受電の有無に関わらず、
基本料金を固定したいと考えます。

提案書において想定する送電量は、前回質問回答にて示
したとおり、通年で153kW一定としてください。また、
本市負担の基本料金の算出に当たっては、買電力がない
月における割引率等も考慮して算出ください。
なお、実際の基本料金の支払いについては、実際に浸出
水処理施設にて使用した電力量に応じた支払いとなりま
す。

9
運営事業
要求水準書

38 4 7 2 (2)

貴市の負担となる浸出水処理施設で使用する電力代金
は、余剰電力売電（RPS売却単価含む）の当該年度実単
価（物価変動による見直し行ったもの）に浸出水処理施
設使用電力量を乗じたものをご負担いただけると考えて
宜しいでしょうか。

使用電力量料金として市が事業者に対して支払う金額
は、事業者が提案した「余剰電力売却単価（RPS売却単
価を含まない）」に、「浸出水処理施設での使用電力
量」を乗じた金額となります。

10
運営事業
要求水準書

40 8 1

予備品、消耗品の管理について、施設正式引渡し時に納
入した予備品・消耗品を保証期間（消耗品:1年、予備
品:2年）後に実施する定期整備において使用できるもの
と解釈してよろしいでしょうか。

消耗品、予備品の管理については、運営事業者が供用開
始後、点検整備等で使用できますが、使用した分につい
ては、運営事業者が無償で補給するものとします。予備
品及び消耗品の考え方としては、本質問回答　建設要求
水準書No.34をご参照ください。

11
運営事業
要求水準書

41 4 9 2

植栽の管理範囲は,平成22年4月23日募集要項別添資料の
別添資料5「緑化範囲参考図」に示す範囲のうち，本事
業敷地外となる仮設調整池部分を除いた範囲（ごみ処理
施設棟周辺～新設調整池廻り）と考えておりますが，当
該理解でよろしいでしょうか。

入札公告時公表の別添資料５をご参照ください。なお、
本事業に係る緑化面積は、30,900㎡以上です。

12
運営事業
要求水準書

41 4 9 2

本運営事業における本事業敷地範囲外作業としては，取
付道路の除雪及び必要に応じた簡易補修であると理解し
ます。すなわち「保守管理を行う関係する施設」とは，
本事業敷地範囲内に建設事業において設置した施設に限
られるものと理解します。

お見込みのとおりです。「新ごみ処理施設」から「市道
に接する門扉」までを含む一連の施設・設備の保守管理
を想定しています。

13
運営事業
要求水準書

45 4 10 3

別添資料6除雪範囲図に示されたエリアについては，本
件施設の運営のために必要だと考えられる除雪作業を本
運営事業範囲として実施いたしますが，以下の項目につ
いては本建設事業及び運営事業の実施範囲を逸脱してい
るため，御市の責任・費用負担にて対応頂けるものと考
えます。
①本件施設の運用に係らない（最終処分場及び同浸出水
処理施設含む）要求による除雪作業
②本建設事業範囲外である取付道路通行に係る安全対策
（標識、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、融雪剤などの備え付け
等）の実施及び維持管理

①についてはお見込みどおりです。②について、標識、
カーブミラー、ガードレール、融雪剤の備え付け等の道
路付帯設備の整備については業務範囲外ですが、融雪剤
を用意し、散布することについては業務範囲と考えま
す。
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