
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（1/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

1 -

代表企業の資本金、従業員数を明示願いたい。

■

代表企業
　●資本金　  ：　1,000百万円
　●従業員数  ：　●●●名（2010年4月1日現在）
                　●●●
  ●●●

●●●
●●●

2 -

①ごみ処理施設に関するＰＦＩ運営実績の件数を明示願いたい。
②ごみ処理施設に関するＰＦＩ応募実績の件数を明示願いたい。

■

①ごみ処理施設に関するＰＦⅠ運営実績件数
・●●件●●
②ごみ処理施設に関するＰＦⅠ応募実績件数
・●●件●●

3 -

会社が目指すコンセプトを明示願いたい。

■

地球と人類のサステナビリティ（持続可能性）に対し，人々に感動を与える
ような技術とものづくりの情熱によって，安全・安心で豊かな生活を営むこ
とができるたしかな未来を提供していくという意志を込め、代表企業グルー
プは事業活動を行う際の共通の心構えとなる行動指針を定めています。

代表企業グループCSR行動指針（2007年7月制定）
（添付図1参照）

わたしたちは、この地球にたしかな未来を実現するために、

地球との絆
緑あふれる地球を環境技術と環境意識で守ります。

社会との絆
積極的な社会参画と、誠実な行動により、社会との信頼関係を築きます。

次世代への架け橋
夢を実現する技術で、次世代を担う人の育成に貢献します。

●●●

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（2/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

4 -

他都市のごみ処理施設の運営のＳＰＣに資本参加している場合、
資本金、資本割合を明示願いたい。

■

5 -

メガ・ソーラー設備の仕様を明示願いたい。

■

定格出力　　　　　：●●MW

設置面積　　　　　：●●m
2

モジュール枚数　　：●●枚
アレイ数　　　　　：●●基
年間発電電力量　　：●●MWh/年（想定）
アレイ角度　　　　：●●
　　　　　　　　　　　　　　　●●

6 -

・建築構造仕様を明示願いたい。
・屋根の結露防止対策を明示願いたい。

□

＜建築構造仕様＞
　地下躯体及びごみピット隔壁：鉄筋コンクリート造
　地上躯体構造●●
　　　　　　　　●●
　　　　　　　　　　　　　　：鉄骨鉄筋コンクリート造及び
　　　　　　　　　　　　　●●鉄骨造

＜屋根の結露防止対策＞
　換気による積極的な空気循環
　折板屋根部：裏側に断熱材施工
　陸屋根部　：外断熱施工

7 第14号様式-2 -

敷地内緑化面積及び緑化率についてご教示ください。

□

入札公告時公表別添資料5に記載の緑化エリア範囲において，以下の緑化面積
及び緑化率を確保しています。
●●●
　緑化面積    ●●㎡（＞30,900㎡）
　緑化率　    ●●％

自治体 資本金 資本割合

A組合 490百万円 90%

B連合 80百万円 90%

C公社 10百万円 38%

D市 30百万円 70%

E市（予定） 100百万円 85%

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（3/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

8 第14号様式-3 -

発電量と排熱量と排熱回収量を定量的に示し、電気と熱の有効利
用（エネルギー効率）の観点から、積雪・寒冷地対策に関する計
画を定量的に明示願いたい。

□

発電量と排熱量と排熱回収量の計画値について下表に示します。
一般的には，特に大容量な熱利用を考えた場合，熱をそのまま利用する方
が，電気に変換して利用するよりもエネルギー効率は高くなります。但しエ
ネルギー使用が少量や間欠の場合には，移送時の放熱・送電損失や発停時の
即応性・損失等を勘案すると，必ずしも電気利用のエネルギー効率が低いと
も限りません。
また積雪・寒冷地においては，蒸気タービンの排気圧力を低くし，排熱量を
低減することが可能であり，電気として利用する際にも，温暖な地域と比較
し，エネルギーの有効利用を図ることが可能です。

一方，積雪・寒冷地においては，大規模に常時融雪を行う場合には，電気を
利用するよりも熱をそのまま利用した方が，エネルギー効率向上が図れるも
のと考えます。但し，本提案では，建設事業要求水準書質問回答（その1）
No.397及び御市内や既設ごみ処理施設の実態を勘案し，大規模な融雪装置は
設置せずに適切な除雪にて積雪に対応する提案としており，本施設に設置の
比較的小規模な融雪装置においては，システム構成がシンプルで運転管理が
容易な電気式を採用しています。
●●●

　　　　　表　提案施設における発電量と排熱量と排熱回収量

9 第14号様式-3 -

ロードヒーティング範囲（要求水準書にて指定している箇所及び
貴応募者提案箇所の両方）について、図示願います。

□

建設事業要求水準書質問回答（その1）No.397にて定義される御市ご指定の場
所に該当する『見学者・市職員出入口部』には，階段及びスロープを設けな
い計画としており，かつ当該範囲は広範囲に渡り全て屋根つきの計画として
いるため，ロードヒーティングは設置しない計画です。
一方，ツララ・雪対策として，見学者・市職員出入口部に設けた庇には軒先
融雪ヒーターを設置しております。
範囲に関しては，添付図2を参照下さい。

2炉 1炉

発電量 kWh/h 5,390 2,290
発電量 GJ/h 19.4 8.2
排熱量 GJ/h 50.9 29.8
排熱回収量 GJ/h 16.2 1.1

基準ごみ質時

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（4/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

10 第14号様式-3 -

各施設の屋根上への積雪に対する対策（落雪対策など）につい
て、提案がありましたらご教示ください。

□

構造的には十分な積雪荷重を見込んだ設計としています。
尚，屋根からの落雪対策としては，以下を織込んだ提案としています。
　・パラペット設置
　・雪止めアングル設置：L-60×60×6（溶融亜鉛メッキ）３段
　　　　　　　　　　　　水下最下段　バレーガード付
　・出入口部への庇設置
　・出入口部の庇勾配を動線側に向けず落雪やツララ被害の防止
　・見学者・市職員出入口近傍屋根に軒先融雪ヒータ設置

11 第14号様式-4 -

工事中の排水対策について、提案がありましたら具体的にご教示
ください。 □

工事中の排水対策として，仮設調整池内に設置されている濁水防止工（バイ
オログ）とは別に，汚濁防止膜工を１箇所追加することで濁水が直接二股川
に流入しないようにします。（添付図3参照）

12 第14号様式-5
13
16

応募者の希望により非公表とします。

□

応募者の希望により非公表とします。

13 第14号様式-8 ｐ24

外部燃料を除く、ごみ由来の熱量のみから算出した発電効率及び
その根拠資料をご提示ください。

□

第14号様式-8において，高質及び基準ごみ時は，外部燃料を含まない発電効
率及び算出根拠を記載していますので，当該算出根拠を御質問に対する回答
として参照下さい。
また，低質ごみ時においては，外部燃料（灯油）なしでは運転が困難，すな
わち発電出力及び効率の算出が出来ませんので，御質問に該当する根拠資料
の提出はご容赦下さい。

14 第14号様式-8 -

電気と熱のベストミックス利用計画を明示願いたい。

□

本提案においては●●●を採用し，●●●を●●●等適所のプロセスに熱と
して利用することで，発電効率向上を図っています。これら電気と熱をベス
トミックスした●●●システム構成により，本施設規模では国内最高レベル
の発電効率●●●％を達成しています。

尚，本施設の給湯・冷暖房については，比較的小規模であることや間欠運用
となるため，システム構成がシンプルで運転管理が容易な電気式を採用して
いますが，将来場外施設への熱供給等，比較的大きな熱利用先が安定して見
込まれる場合には，エネルギー利用効率の観点から熱供給を行うことが可能
なように，蒸気だめへの予備座設置も行っています。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（5/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

15 第14号様式-9 -

システム全体において、熱有効利用率を含めた計画を明示願いた
い。

■

熱回収率を向上する方策を以下の通り織り込み，●●％を超える熱回収率を
達成しています。
　　①●●●
　　②節炭器によるボイラ給水の加熱
　　③スートブローによるボイラ伝熱効率の維持

また，●●●熱を以下用途にカスケード利用しています。
　　①●●●
　　②●●●
　　③●●●
　　④●●●

これら●●の●●熱利用と発電を含めた熱有効利用率は，●●％（2炉高質ご
み時）となります。

16 第14号様式-10 ｐ33

青森市における冬季の積雪深約2ｍから考えると、発電パネルが
雪に埋もれてしまうことが懸念されます。具体的な積雪対策をご
教示ください。

□

●●●アレイ設置高さを最下端で●●●mと設定しております。また発電パネ
ルは，●●●の角度とし堆雪を抑制する運営計画であり，集光時の発熱によ
る融雪効果等もありますので，通常発電パネルが雪に埋もれてしまう可能性
は低いものと考えております。
尚，発電パネル自身は●●●積雪に耐えられる強固な構造としており，万一
の積雪があった場合にも問題はありません。

さらに積雪が多い場合の対策として，●●●積雪に対する十分な対応力を有
した積雪地域対応型のメガソーラー発電所となっています。

17 第14号様式-10 -

再生エネルギーを使用した場合の、利用効果(CO2削減、化石燃料
削減)を定量的に明示願いたい。

□

メガソーラー発電所の年間発電出力●●kWh/年は，全て場内消費または売電
に寄与しますので，利用効果は●●t-CO2/年のCO2削減となります。

なお，化石燃料（灯油）に換算した場合には●●L/年となります。
　　　　※CO2換算係数：0.000473t-CO2/kWh，0.00249t-CO2/L（灯油）

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（6/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

18 第14号様式-11 ｐ35

実績として連続運転可能日数が記載されておりますが、1年間
（365日）から連続運転日数を差し引いた日数が１炉あたりのメ
ンテナンス日数と理解してよろしいのか、ご教示ください。

□

連続運転可能日数については，必要なメンテナンス日数から設定しているも
のでなく，ご提案機種と同機種の連続運転実績より設定していますので，1年
間（365日）から連続運転日数を差し引いた日数が１炉あたりのメンテナンス
日数とはなりません。

実績施設におけるメンテナンス実績より，本計画における必要なメンテナン
ス日数は，全炉停止点検：●●間，各炉停止点検：●●間となります。

尚，本提案においては，当該必要メンテナンス日数等より年間運転計画を立
案しており（第14号様式-31），提案年間運転計画における最長連続運転期間
は●●程度と，連続運転可能日数の範囲内であり運営面においても十分に余
裕の持った運営を行えるものと考えています。
なお，実績施設においても，同等のメンテナンス計画・運転計画において，
原則計画通りの安定的な運営を継続中です。

19 第14号様式-14 ｐ55

屋上緑化の目的はどのようなことか。

□

屋上緑化の目的は以下の通りです。
　・屋上緑化の断熱効果による●●●の低減
　・●●●
　・地球温暖化対策●●●などの観点での環境学習教材としての効果
　・見学者ホールからの景観向上

20 第14号様式-18 -

長期的なゴミ量変動への対応策について、運転性能を保証（維
持）できる実績およびデータを明示願いたい。

□

長期的なごみ量変動への運転性能という観点にたった場合，ごみ量減少時は
運転日数減少等での対応も可能なため，本項ではごみ量増加時の対応のみに
ついて回答します。

ご提案機種と同機種（定格120t/D）における負荷増加実績は下記の通りで
す。
　　　　　　　　　●●t/D（年間平均最大）　●●％
　　　　　　　　　●●●

いずれの期間においても，排ガス性状やスラグ性状等の運転性能を維持しつ
つ運用されております。

当該施設と同じ設計思想で設計を行っている本施設においても，同様な●●
運転は問題なく可能であると考えています。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（7/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

21 第14号様式-26 ｐ89

代表企業、構成員、協力企業の明確な責任体制を明示願いたい。

□

実績SPCで有効性が実証されている●●●を採用し、強固な責任体制を築きま
す。
■●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　●●●
■●●●
■●●●

ステイタス
社長（非常駐）の選任

総括責任者，整備ﾏﾈｰｼﾞｬｰの派遣

協力企業C

協力企業D BT主任の派遣

協力企業E 運営開始1年目 運転ﾏﾈｰｼﾞｬｰ，運転班長（4名）の派遣（実績SPCでの運転習熟者）
運営開始2年目 運転ﾏﾈｰｼﾞｬ ，ー(運転)ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰの派遣

協力企業F 資源管理ﾕﾆｯﾄ要員の派遣

要員出向派遣における責任所掌

運転ﾕﾆｯﾄ，整備ﾕﾆｯﾄ，業務担当要員を派遣する新会社の設立・維持
（協力企業Cが新会社「（仮称）エコム青い森」を青森市内に設立し、同社からの派遣）

代表企業

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者D】 （事前質問）

（8/8）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

22 第14号様式-26 -

人員配置計画（人数）と地元貢献に関する計画中の雇用人数の関
係を明示願いたい。

□

応募者の希望により非公表とします。

23 第14号様式-28 ｐ98

「固定費中の「電気基本料金」の金額（年額）をご教示くださ
い。また、想定されている買電を行わない月数についてもご教示
ください。 □

固定費中の「電気基本料金」の金額（年額）は●●円/年にて計上していま
す。
また，買電を行わない月は●●月で計画しています。●●●

24 第14号様式-32 -
応募者の希望により非公表とします。

□
応募者の希望により非公表とします。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項


