
平成30年5月16日

No 資料名 頁 タイトル 質問内容 回答

1
要求水準書

3 第1章 1-1 2) (4) 敷地

全体の敷地境界線についてご教示ください。 「入札説明書添付資料-1」事業実施区域をご参照ください。

2 要求水準書 3 第1章 1-1 2) (4) 敷地

浸出水処理施設躯体工事の掘削土の仮置場として、計画用地
の西側もしくは北側、東側の空地を使用することは、可能で
しょうか。

浸出水処理施設用地の粗造成（+103mまで）、最終造成（+107mま
で）は別途工事（造成工事）範囲です。仮置場が必要な場合、別途
工事（造成工事）と調整ください。

3 要求水準書 5 第1章 1-1 5) (4) 搬出入道路

「当該県道は、施設稼働までに右折専用ﾚｰﾝを設ける予定であ
る」とあります。時期的なこと以外で、何か条件等があれば
ご教示ください。

特にありません。

4 要求水準書 5 第1章 1-1 5) (5) ① 電力

「埋立地等に設置するｶﾞｽ検知設備の情報等に必要な設備を設
置すること」とありますが、取合い点のｶﾞｽ濃度監視制御盤か
らもらうﾃﾞｰﾀを表示、記録する設備という解釈でよろしいで
しょうか。

ガス濃度監視制御盤からのデータを表示、記録する中央監視盤は
別途工事（最終処分場）範囲です。本工事では、最終処分場に設置
されるガス濃度監視制御盤から浸出水処理施設内に設置予定の
中央監視盤までの配管配線工事が工事範囲です。

5 要求水準書 5 第1章 1-1 5) (5) ② 用水

「埋立地等に設置する場内散水設備へ用水を給水すること」
とありますが、時間当りの散水量をご教示ください。

散水量は30,000L/日、運転は散水ヘッド10個を3系統で順次散水す
る計画です。ポンプ送水量は1系統当たり水量840L/min（散水ヘッ
ド280L×3個）、散水時間は約36分（30,000L/日÷840L/min）で計
画しています。

6 要求水準書 5 第1章 1-1 5) (5) ② ③ 用水、上水(生活用水)

取合い点のB.BOXは、設置していただけるという解釈でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおり、別途工事（最終処分場）範囲です。

7 要求水準書 5 第1章 1-1 5) (5) 敷地周辺設備

電力、用水等各種の取合い点について、最終処分場の実施設
計図・配置図を参照となっていますが、図面配布時期は、い
つごろになりますでしょうか。

「要求水準書　添付資料リスト」をご参照ください。
入札参加資格審査に合格した応募者に提供します。

8 要求水準書 6 第1章 1-1 5) (5) ⑤ 電話

電話の引込みは、浸出水処理施設で個別に引き込むという解
釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 要求水準書 13 第1章 1-3 2) (5) ⑥ 建設発生土の処分

「事業実施区域内で有効利用を図る」とありますが、浸出水
処理施設の工事から発生する残土を、利用できる計画等があ
ればご教示ください。

原則、場内利用を考えています。

10 要求水準書 14 第1章 1-3 2) (5) ⑨ e 仮設工事

「組合の管理者と施工監理用の仮設事務所を別室にして設置
すること」とありますが、別途ご発注予定の新最終処分場建
設工事の請負業者と協議の上、合同で設置するとの解釈でよ
ろしいでしょうか。それとも、本工事において設置が必要で
しょうか。

別途発注予定の新最終処分場建設工事請負業者と合同で設置す
ると想定してください。

11 要求水準書 14 第1章 1-3 2) (5) ⑨ i 仮設工事

「仮設物の建設場所は最終処分場建設用地内を原則とする」
とありますが、仮設現場事務所も該当するのでしょうか。駐
車場等も考慮すると広い敷地が必要となります。敷地外での
設置は可能でしょうか。

仮設現場事務所は、全体敷地範囲（約20万m2）の中で設置可とし
ます。
なお、敷地外で設置する場合は別途協議の上、決定します。

12 要求水準書 14 第1章 1-3 2) (5) ⑨ j 仮設工事

「2車線程度の仮設道路を工事着手後早期に建設すること」と
ありますが、この仮設道路の建設は別途工事との解釈でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、浸出水処理施設用地内の仮設道路は本工事の範囲としま
す。なお、要求水準書を修正予定です。

13 要求水準書 14 第1章 1-3 2) (5) ⑨ 仮設工事

「2車線程度の仮設道路を工事着手後早期に建設すること」と
ありますが、工事範囲内と考えてよろしいでしょうか。

No.12をご参照ください。
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No 資料名 頁 タイトル 質問内容 回答項目

14 要求水準書 17 第1章 1-5 2) (2) 運転指導

「特に浸出水処理施設の脱塩処理システムについて、安全に
管理・運営できるよう、必要に応じて適宜、技術的支援を行
うこと」とありますが、脱塩・蒸発固化処理は特殊な処理で
あるため、貴組合が活用先としてお考えの公社への受入を考
慮すると、請負業者において類似施設の維持管理実績が複数
箇所あり、運用面において多くの経験とノウハウを保有して
いないと運転指導の実施が困難であると考えますが、貴組合
のお考えをお聞かせ願います。

多くの経験があることが望ましいですが、安全に管理・運営できるよ
う適宜、技術的支援をいただければ、維持管理実績は問いません。

15 要求水準書 20 第1章 1-7 1) (2) ④ 施工のかし担保

ﾌﾟﾗﾝﾄ設備のかし担保期間は5年とあります。この期間内の定
期点検費やｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ費用は、維持管理費と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

16 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

濃縮水処理方式は、蒸発固化処理→場外搬出処分との記載が
ありますが、有効活用もしくは処分を行う場合であっても、
蒸発乾燥することは必須との解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

「生成塩の性状や搬出形態等について公社の受入基準に配慮
すること」とありますが、弊社納入箇所で且つ継続稼働を
行っている脱塩設備から発生する乾燥塩の成分分析値（重金
属を含む）との比較を行うため、現在公社が受け入れている
乾燥塩の成分分析データがあればご提示いただけませんで
しょうか。安全性の証明が可能になります。

入札参加資格審査に合格した応募者に提供します。
（重金属成分分析表はありません）
なお、必要に応じて公社に直接ご確認ください。

18 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

「生成塩の性状や搬出形態等について公社の受入基準に配慮
すること」とありますが、濃縮塩水濃度10%の水溶液における
含有成分が「排水基準を定める省令」（昭和46年6月21日総理
府令第35号）別表第一に掲げる27種類の有害物質の内、揮発
性物質を除いた16種類の物質において許容限度以下であるこ
と、また乾燥塩は、土壌散布しても良いとされる「凍結防止
剤の基準の内、異物の混入・有害物質の基準を満たすこと」
（国土交通省 国土技術総合研究所資料第412号）有害物質の
基準16種類の物質において許容限度以下であることを遵守す
るとの考えでよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、健康被害の無い物が条件となります。また、粒状
も国内塩に近い物が理想で、保管時に固まらないような措置に配
慮ください。
荷姿は紙袋25kg・フレコン500kgが適量です。

19 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

「生成塩の性状や搬出形態等について公社の受入基準に配慮
すること」とありますが、受入荷姿や性状、受入側の制約等
（性能保証や受入基準値）具体的なご要望はありますでしょ
うか。

No.18をご参照ください。

20 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

「生成塩の性状や搬出形態等について公社の受入基準に配慮
すること」とありますが、受入基準を確保できないと判断さ
れた場合は、瑕疵に該当するとの解釈でよろしいでしょう
か。瑕疵に該当した場合においては、施設の改善、改善期間
の乾燥塩の処分費及び処分先の確保については、請負業者の
負担となるのでしょうか。

前段、後段ともご理解のとおりです。

21 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

弊社の実績より乾燥塩は吸湿する特性があり、岩塩のように
固結することが予想されます。本施設もしくは有効活用先で
この様な事態が起こると、作業手間と時間の浪費につながる
ため、弊社は本施設内で乾燥塩の吸湿防止加工までを施し、
有効活用先での利便性に配慮した設備を予定価格内でご提案
することを考えております。要求水準書に記載されている有
効活用先へ有価提供するに当り、乾燥塩の吸湿性に対する貴
組合のお考えをお聞かせ願います。

保管時に固まらないような措置が必要であると考えています。

22 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

貴組合が乾燥塩の活用先としてお考えになられている以外
に、活用先や処分先があればそれも含めて提案することとあ
りますが、乾燥塩を本施設外部へ廃棄物として搬出する際、
乾燥塩は一般廃棄物に該当するとの解釈でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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No 資料名 頁 タイトル 質問内容 回答項目

23 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

生成塩以外の汚泥等の排出、処分先について、ご指定等があ
ればご教示ください。

組合の処理施設内で焼却または埋立処分することを想定していま
す。

24 要求水準書 24 第2章 2-2 2) (2) 濃縮水処理方式

生成塩の乾燥塩置場での貯留日数について、ご指定等があれ
ばご教示ください。

約20日間程度（約20t程度）としてください。

25 要求水準書 28 第2章 2-2 4) ① 計画埋立廃棄物の組成

「焼却灰や飛灰処理物の発生量は、処理量やごみ質の変動に
より変わる可能性あり」とありますが、このことにより計画
流入水質が超過し、処理機能に支障をきたす事態になった場
合は、施工業者の責任範囲外との解釈でよろしいでしょう
か。

直ちに「施工業者の責任範囲外」とは言えず、「処理量やごみ質の
変動」の程度によるものと考えられ、実務的には何らかの基準を設
定する、若しくは異常時の都度「誠意を以って組合と協議する」こと
となります。

26 要求水準書 30 第2章 2-2 6) (2) ⑤ 土地利用

「農用地区域、森林地域(地域森林計画対象民有林)」とあり
ます。特別な申請、届け出等があればご教示ください。

土地利用に関する申請、届出は組合にて実施します。建築確認申
請等、建築物及び設備の設計・工事に必要な申請、届出等は本工
事範囲です。

27 要求水準書 32 第2章 2-3 工事内容

浸出水処理施設用地の粗造成（+103mまで）と記載されてお
り、最終的には（+107m）までと理解しておりますが、いずれ
の粗造成も別途工事との解釈でよろしいでしょうか。また、
+103mまでの粗造成後に水槽部を構築し、+107mまでの埋戻後
に建築基礎工事を行うとの解釈でよろしいでしょうか。その
際の建築基礎工事に伴う土工事は工事範囲内でしょうか。ま
た、盛土材は杭・地盤改良杭の施工に影響のない一般土（礫
等を含まない）と考えてよろしいでしょうか。

浸出水処理施設用地の粗造成（+103mまで）、最終造成（+107mま
で）は別途工事（造成工事）範囲です。
最終仕上がり盤+107ｍ盤に対して、浸出水処理施設は半地下方式
（水槽は地下）を想定しています。
粗造成高さを+103ｍとしているのは、浸出水処理施設の基礎及び
地下水槽を構築後に+107ｍ盤まで盛土することにより、土工（掘
削、埋戻し）の２度手間及び工事用進入路への影響を避けるためで
す。
なお、建築基礎工事は本工事範囲とし、+107mまでの埋戻後に行
い、盛土材は一般土としてください。

28 要求水準書 32 第2章 2-3 工事内容

浸出水処理施設用地の粗造成の高さは+103mとあります。最終
的な仕上げ計画地盤高をご教示ください。

No.27をご参照ください。

29 要求水準書 32 第2章 2-3 工事内容

散水設備工事が工事範囲になっています。散水計画及び散水
設備の仕様(散水量、散水時間(ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ等)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・散
水ﾎﾟﾝﾌﾟ等)をご教示ください。

No.5をご参照ください。

30 要求水準書 33 第2章 2-3 2) (4) 地下水送水･移送管工事

地下水送水管の位置、管径、送水方法等の仕様をご教示くだ
さい。

地下水送水・移送管工事は本工事範囲です。
仕様等は提案者にてご検討ください。

31 要求水準書 33 第2章 2-3 5) (1) 地下水集水設備工事

地下水集水ﾋﾟｯﾄの位置、構造等の仕様をご教示ください。ま
た、地下水集水設備工事として必要な機器類等の仕様をご教
示ください。

前段については「要求水準書添付資料-4」⑦をご参照ください。
また、後段については現場の地下水状況を勘案し設定してくださ
い。排水先は計画地内の側溝です。

32 要求水準書 43 第2章 2-9 10) (3) 各室配置等

乾燥塩置場の保管日数について、貴組合の指定はありますで
しょうか。

No.24をご参照ください。

33 要求水準書 43 第2章 2-9 10) (3) 各室配置等

ごみ処理施設側の計画に関連するものと思われますが、見学
者対応として、本施設に会議室もしくは研修室は必要でしょ
うか。必要であれば、収容人数は何名程度をお考えでしょう
か。

会議室、研修室は不要です。

34 要求水準書 44 第2章 2-9 10) (4) 各室内部仕上げ

汚泥搬出室・乾燥塩置場の壁、天井の仕上げはｺﾝｸﾘｰﾄ打放し
補修になっていますが、全体の構造は鉄骨ALC造です。ALCﾊﾟﾈ
ﾙ素地であれば、支障はないと考えます。よろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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No 資料名 頁 タイトル 質問内容 回答項目

35 要求水準書 46 第2章 2-10 1) 5 設備および工事概要

非常用の電源(発電機)は、埋立地も考慮するのでしょうか。
また、非常用発電の運転継続時間をご教示ください。

前段についてはご理解のとおりです。
後段については当該施設に最適なものを提案者にてご検討くださ
い。

36 要求水準書 48 第2章 2-10 5) (5) 管理棟電源供給工事

管理棟とは、どの建物のことでしょうか。また、P32(表2-3-
1)工事内容には、管理棟電源供給についての記載はありませ
ん。管理棟にも電源を供給するのでしょうか。ご教示くださ
い。

管理棟電源供給工事は浸出水処理施設の処理棟電源供給工事を
示しています。処理棟への電源供給は本工事範囲となります。
なお、要求水準書を修正予定です。

37 要求水準書 50 第2章 2-11 6) 埋立作業監視装置設備

「埋立地内のITV装置、作業環境装置のﾃﾞｰﾀは、全て組合指定
場所(管理棟、あるいは処理棟内専用ﾓﾆﾀｰ及びﾊﾟｿｺﾝ画面等)に
表示できるものとする」とありますが、どこを想定されてる
のでしょか。

浸出水処理施設の処理棟内中央操作室に設置することとしてくださ
い。

38 落札者決定基準 5 4 1 3 地域貢献

『落札者決定基準』P5 4-1-3 地元貢献において地元企業とあ
りますが、地元企業の定義は、『入札説明書』P14 ④に記載
のある「組合管内に本社又は本店、支店（支社、営業所、事
業所等の本社・本店の出先機関も含む）」がある企業と判断
してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 様式集
様式
6-5

添付
資料

2 ② 対象範囲

「元請が地元外企業と地元企業とのJVの場合、当該地元企業
が請負う分の金額は構成市町内発注予定額の対象とする」と
ありますが、この場合の「様式6-5別紙」の記載方法につい
て、企業名欄はJV、一次下請企業名欄には構成員（地元企
業）と記載し、二次下請け以降の企業名の記載は不要との解
釈でよろしいでしょうか。

下請け企業は全て記載してください。

40 様式集
様式
7-2

浸出水処理施設概算維持
管理費

提案業者の公平性の観点から、維持管理費の需用費に係る各
単価をご提示願います。

どのような「需用費に係る各単価」を設定できるかも、提案者の競
争力に含まれると考えます。

41
要求水準に対する設計仕様書
(様式5-4)

第1章 1-8 14) 遮水構造模型

埋立地の所掌範囲だと思われますので、模型は別途と考えて
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、様式を修正予定です。

42 事業提案書 事業提案書

事業提案内容（維持管理費を含む）と実稼働時のものに大き
な差異が生じた（提案内容の履行が不可能になる）場合のペ
ナルティの有無及び業者決定時に不採用となった業者の取扱
い等について、貴組合のお考えをお聞かせ願います。

どのような「大きな差異が生じた（提案内容の履行が不可能になる）
場合」を想定されているか不明ですが、基本的にはその帰責事由
によってその責任負担が決まります。「工事請負契約書（案）」をご
参照下さい。

43
浸出水処理施設・基本計画書
について

組合殿で計画された浸出水処理施設の基本計画書の提示は、
可能でしょうか。

原則、計画書の提示は行いません。

44 前回の質疑回答書について

HPに開示してあった前回(H29年度)の質疑回答書(H29.11.6及
びH29.12.13)の内容は、今回の工事にも考慮すると判断して
よろしいでしょうか。

今回の工事には適用しません。
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