平成２７年１０月３０日
募集説明書等に関する質問について、以下のとおり回答致します。

№

1

資料名

募集説明書

ページ

質

問

事

項

回

答

2ページ

2.8 受注者の収入
消費税率が平成29年4月1日から10％に変
更予定となっていますが、建設工事及び
維持管理・運営業務に係る対価につい
て、これによって金額が増加する場合
は、町の負担と理解してよろしいでしょ
うか。

・ご理解のとおりです。

・応募時点で技術者を配置する必要はあり
ませんが、工事請負契約を締結した時点で
建設業法第２６条の規定による専任の技術
者の配置が必要となります。

2

募集説明書

5ページ

5.1応募者の備えるべき参加資格要件につ
いて監理技術者等の配置技術者の条件は
特にないものと考えて宜しいでしょう
か。

3

募集説明書

9ページ

6.5提案書の提出について、提出部数は15
・電子データを添付したものが正本、それ
部とありますが、正本/副本の区別があり
以外は副本と考えて下さい。
ましたらご教示願います。

募集説明書

8.4.2 予算の確保
①債務負担行為の金額は、紫波町議会
ホームページの本会議〈平成27年〉 定
例会９月会議 「議案59号 平成27年度
紫波町一般会計補正予算（第3号）」の5
ページで公開されている、下記のとおり
の金額と理解してよろしいでしょうか。
①ご理解のとおりです。
12ページ 建設事業 1,765,000,000円に物価変動、
②公表しません。
賃金変動及び税制度変更に伴う増減額を
加算して得た額
運営事業 1,425,000,000円に物価変動、
賃金変動及び税制度変更に伴う増減額を
加算して得た額
②また、予定価格は事前に公表されない
のでしょうか。

4

5

6

優先交渉権者
5ページ
選定基準

別紙
評価基準の欄に、「下水道投入量・助燃
剤製造量及び処理費用については順位法
とする」とありますが、”順位法”とは
どのような方法で採点されるのかご教示
願います。

・評価点の算出方法のＡＢＣＤを順位に置
き換えた形で算出します。
（投入量・製造量は量が少ない提案順
処理費用は安価となった提案順）

優先交渉権者
9ページ
選定基準

4.1 試運転
試運転期間は30日とありますが、引渡性
能試験結果も含まれるのでしょうか？
試運転期間は30日以上と考えてよろしい
でしょうか？

・要求水準書（建設工事編）８ページ
4.1 試運転 に関する質問と理解して回答
いたします。
・工期内に全てを完了していることが必要
です。
・試運転期間の３０日は、目安として下さ
い。
①施設整備範囲内の解体及び発掘調査の完
了時期は、平成２８年７月末、その他の解
体については３０年度の予定です。
②遺跡の分布図等の資料は提示しません
が、必要であれば紫波町教育委員会事務局
の生涯学習課で縦覧することができます。
なお、発掘調査は、施設整備範囲内の通路
及び西側の緑地帯を除く内側部分の調査を
予定しています。放流管の埋設ルート等、
さらに調査が必要な部分については、採用
された計画に合わせて調査する予定です。

7

要求水準書
（建設工事
編）

2ページ

1.7 工期
①既存施設の解体と発掘調査の終了時期
はいつでしょうか。
②遺跡の分布図等の資料を提示されない
のでしょうか。

8

要求水準書
（建設工事
編）

4ページ

第１章 2.5.4 敷地周辺設備（２）生活用
・組合の仮設事務所工事に伴い、南側門柱
水について、上水の取り合い位置につい
の内側に量水器を移設する予定です。
てご教示願います。

№
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質

問
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項

回

答

5ページ

第１章 2.5.4 敷地周辺設備（２）既存の
井戸2本について、切替えて引き続き利用
・現状の運転に支障がないようにするた
できるよう配管を行うとの記載がありま
め、新設井戸を優先的に利用する方向とし
すが、新設井戸も含めた運転方法につい
て下さい。
てご要望がございましたらご教示願いま
す。

10

要求水準書
（建設工事
編）

5ページ

第1章 2.5.4(3)電話
ここでいう回線につきましては、貴町に
て使用されるものと考えてよろしいで
しょうか。また、その場合、回線使用料
は貴町ご負担と考えて宜しいでしょう
か。
また、民間事業者が独自で電話、イン
ターネット等の回線を敷設することは許
可いただけると理解して宜しいでしょう
か。

・施設の連絡用に確保すべき最低限の回線
で、本町が使用するものではありません。
・それ以外に独自で回線を接続する場合は
ご提案下さい。

11

要求水準書
（建設工事
編）

8ページ

第1章 4.2(3)運転指導員
運転指導員が試運転員を兼務することは
可能と理解して宜しいでしょうか。

・ご理解のとおりです。

12

要求水準書
（建設工事
編）

2.1 し尿等の搬入時間
19ページ し尿、浄化槽汚泥の一日当たりの搬入車
両台数をご教示願います。

・農業集落排水施設の清掃時に最大１００
kLの搬入を見込んでいますので、３０台前
後が想定されますが、通常は１５台前後を
想定しています。

13

要求水準書
（建設工事
編）

第3章1.1.3自動ドアについて、受入室へ
の車両の進入・退出の容易さを考慮し、
28ページ 自動ドアより開閉速度が速く、他施設で
納入実績のあるアルミ製のスパイラルド
アを選定しても宜しいでしょうか。

・事業者の提案に委ねます。
・本施設の立地条件(降雪・低温対応等)を
考慮下さい。

14

要求水準書
（建設工事
編）

第4章2.1.3低濃度活性炭吸着塔につい
41ページ て、弊社納入実績のある充填接触方式を
採用しても宜しいでしょうか。

・事業者の提案によります。
・カードリッジ式と同等からそれ以上の性
能/維持管理の容易さを証明して下さい。

15

要求水準書
（建設工事
編）

第5章1.3高圧引込線工事について、今回
工事で新規に高圧受電を行いますが、新
44ページ 設処理施設受電から、既設処理設備運用
停止までは高圧2回線受電と理解して宜し
いでしょうか。

・東北電力の考え方は、１宅地１供給が原
則ですが、今回の場合は契約者が異なりま
す。
・建築確認申請書の出し方にも関係するか
も知れませんが、別受電になるよう、東北
電力と協議して下さい。

16

要求水準書
（建設工事
編）
、（維持管
理・運営業務
編）

（建設）
46ペー
ジ、
（維持管
理）27
ページ

・維持管理に係る事項となりますので、事
業者により考え方を提案して下さい。
・具体的な設置・運用の段階については本
町との協議によります。
・設置等に関する費用は、見積りに含めて
下さい。

17

要求水準書
（建設工事
編）

第５章 2.2.1.1(２)表ー１、項目にばっ
気空気風量が記載されていますが、本方
47ページ
式では水処理設備がない為不要と考えて
宜しいでしょうか。

18

要求水準書
（建設工事
編）

第5章 2.1.4 テレビ監視装置（１）テレ
ビカメラ設備
48ページ テレビカメラは電動雲台は設置せず、カ ・事業者の提案に委ねます。
メラ本体のパンーチルト機能による操作
としても宜しいでしょうか。

19

要求水準書
（建設工事
編）

50ページ

20

要求水準書
（建設工事
編）

・４～５名程度で図面を広げて協議できる
第6章土木・建築、その他工事1.2.2(5)監 スペースに図面等を保管できる書棚等を配
52ページ 督員事務所の大きさと収容人員をご教示 置して下さい。
願います。
・全体の工程会議等を行うスペースは、別
に考えて下さい。

9

要求水準書
（建設工事
編）

防犯警報装置は貴町と協議の上決定する
となっていますが、設置等に関する費用
は見積外と考えて宜しいでしょうか。ま
た、詳細仕様についてご教示願います。

放流流量計は、放流量が確認できるもの
で宜しいでしょうか。

・事業者の提案に委ねます。

・お見込みのとおりです。

№
21

22

資料名
要求水準書
（建設工事
編）
要求水準書
（建設工事
編）

ページ
52ページ

質

問

事

項

第6章 最終残土については場外自由処分
と理解して宜しいでしょうか。

第6章 2.1 整地工事（２）計画地盤高に
57ページ ついて、現況GLの標高をご教示願いま
す。

回

答

・ご理解のとおりです。
・基準等の計算には、要求水準書(建設工
事編)７３ページの９３.９を使用してくだ
さい。

・建物の計画が見込まれる部分について
は、埋蔵文化財の発掘調査を予定していま
すので、建物周辺については、本施設の運
2ページに外構工事は本工事とは別に施工 営に支障をがないよう本工事において整備
するとなっています。また、５７ページ して下さい。
ではその他工事の門・囲障工事は本工事 ・発掘調査は、施設整備範囲内の通路及び
とは別に施工となっておりますが、外構 西側の緑地帯を除く内側部分の調査を予定
工事（場内道路等工事・門・囲障工事・ しています。
場内整備工事）は本工事範囲外として理 ・全体計画は、要求水準書（維持管理・運
解して宜しいでしょうか。また、場内雨 営業務編）３１ページの業務対象範囲を見
水の取り合いについてご教示願います。 据えた計画として下さい。
・場内雨水排水は、施設整備範囲の北東側
の通路部分にある既存の排水路に接続して
下さい。

23

要求水準書
（建設工事
編）

2、57
ページ

24

要求水準書
（建設工事
編）

第6章2.3.3放流管(7)②配管材質につい
62ページ て、他の材質を採用しても宜しいでしょ
うか。

・具体例が無いので回答できませんが、提
案に際しては、要求水準を満たしていない
と評価されないよう注意して下さい。

25

要求水準書
（建設工事
編）

第7章 2.4 希釈水給水設備（さく井工
事）について、新設1台との記載がありま
62ページ
すが、施設整備範囲内と理解して宜しい
でしょうか。

・施設整備範囲内ではなく、現処理場の敷
地内とします。
・井戸から施設整備範囲までの配管は、仮
設配管として計画して下さい。

要求水準書
（建設工事
編）

2.4.1 さく井工事
① さく井工事について、井戸設置位置は
施設整備範囲内となりますでしょうか。
62ページ ②また、範囲外の場合、既存施設の埋設
管等もあるかと思われますが、施設整備
範囲までの配管ルートについて制限等は
ありますでしょうか。

①施設整備範囲内ではなく、現処理場の敷
地内とします。
②施設整備範囲外に埋設するためには、埋
蔵文化財の発掘調査が必要になりますの
で、本工事では仮設配管として、現処理場
の運営に支障にならないよう計画して下さ
い(質問24も参照)。

27

要求水準書
（建設工事
編）

第7章 2.4 希釈水給水設備（さく井工
事）について、既設2台を本工事において
更新するとの記載がありますが、水中ポ
62ページ
ンプ、配管などの更新工事範囲及び5号井
戸の施設整備範囲までのルートをご教示
願います。

・更新は水中ポンプのみとします。
・配管は、最終的に埋設しますが、埋蔵文
化財の発掘調査が必要になりますので、本
工事では仮設配管として、現処理場の運営
に支障にならないよう計画して下さい(質
問24・27も参照)。

28

要求水準書
（建設工事
編）

第7章3.3.2試験室設備（１）について
は、維持管理・運営業務で行う場内での
63ページ
測定分析項目に応じた設備として宜しい
でしょうか。

・事業者の提案に委ねます。
・外注により対応する場合は、費用を維持
管理費に見込んで下さい。

29

要求水準書
（建設工事
編）

添付資料-3について、既存施設の撤去工
71ページ
程をご教示願います。

・７２ページに示す施設整備範囲内の解体
及び発掘調査の完了時期は、平成２８年７
月末、その他の解体については３０年度の
予定です。(質問7も参照)

30

要求水準書
（建設工事
編）

72ページ

31

要求水準書
（建設工事
編）

添付資料―5、図面内に（敷地内に接続桝
を設ける）と記載がありますが、本工事
73ページ
・お見込みのとおりです。
は下水道管渠へ圧送して放流する為不要
と考えて宜しいでしょうか。

32

要求水準書
（建設工事
編）

26

―

施設整備範囲内の植栽について、残置す
るものがありましたらご教示願います。

提案書提出前に、し尿・浄化槽汚泥のサ
ンプル採取は可能でしょうか。

・事業者の提案に委ねます。

・採取を希望される場合は、参加資格確認
書類の提出時に希望日時等をお知らせ下さ
い。組合に要請して対応します。

№

資料名

ページ

質

問

事

項

回

答

33

第3章 2.1(2)し尿等の搬入時間等
要求水準書
休業日に”年末年始”とありますが、具
（維持管理・ 20ページ
体的に何月何日から何月何日までかご教
運営業務編）
示願います。

・１２月２９日から１月３日までとしま
す。

34

第3章 4測定分析等業務
「測定分析結果は、計量証明書によるこ
要求水準書
（維持管理・ 23ページ とを原則とする」とありますが、これ
は”定期測定分析”にかかるものとの理
運営業務編）
解で宜しいでしょうか。

・ご理解のとおりです。

建設工事請負
全体
契約書

「事業者提案」（第1条など）、「提案
書」（第3条など）、「事業提案」（第14 ・条文の文意を確認したうえで、必要に応
条など）は、いずれも同義と理解してい じて優先交渉権者との協議時に統一を図り
ますが、いずれかに用語を統一して頂け ます。
ないでしょうか。

建設工事請負
4ページ
契約書

第10条第2項における「同条第3項の決定
及び通知」「同条第4項の請求」「同条第
5項の通知の受理」は、それぞれ、「同条 ・ご理解のとおりです。
第4項の決定及び通知」「同条第5項の請 ・優先交渉権者との協議時に修正します。
求」「同条第6項の通知の受理」の誤りと
いう理解で宜しいでしょうか。

37

維持管理・運
営業務委託契 全体
約書

「本施設維持管理・運営業務」（第9
条）、「維持管理・運営業務」（第10条3
・条文の文意を確認したうえで、必要に応
項など）、「委託業務」（第13条な
じて優先交渉権者との協議時に統一を図り
ど）、「本件業務」（第57条）は、いず
ます。
れも同義と理解していますが、いずれか
に用語を統一して頂ければと存じます。

38

維持管理・運
営業務委託契 6ページ
約書

第20条第2項の「廃棄物処理技術管理者」
・ご理解のとおりです。
は、「廃棄物処理施設技術管理者」を指
・優先交渉権者との協議時に修正します。
すと理解して宜しいでしょうか。

39

維持管理・運
営業務委託契 6ページ
約書

第21条によれば、受注者と建設工事請負
事業者が異なることを想定されているよ
うに見えますが、そのような応募は可能
なのでしょうか。

・募集説明書P5の5.1.1を優先します。
・優先交渉権者との協議時に修正します。

維持管理・運
営業務委託契 6ページ
約書

第22条の「業務計画書類」と「業務実施
計画書」は、要求水準書19ページの「業
務計画図書類」、「業務計画書」を指す
と理解しています。業務遂行の便宜上、
できれば用語を統一して頂ければと存じ
ます。

・ご理解のとおりです。
・条文の文意を確認したうえで、必要に応
じて優先交渉権者との協議時に統一を図り
ます。

41

維持管理・運
営業務委託契 7ページ
約書

第27条第2項の「維持管理業務実施計画
書」とは、第22条第1項第1号の「業務実
施計画書」を指すと理解して宜しいで
しょうか。その場合、「第3号」は「第1
号」に訂正し、用語を統一して頂ければ
と存じます。

・ご理解のとおりです。
・条文の文意を確認したうえで、必要に応
じて優先交渉権者との協議時に統一を図り
ます。

42

第55条第2項第7号の「●日」には、「90
維持管理・運
営業務委託契 17ページ 日」と記載されると理解して宜しいで
しょうか。
約書

・優先交渉権者との協議の上決定します。

43

第57条第3項の「やむを得ないと認めるも
の」としては、たとえばどのようなもの
が該当するとお考えでしょうか。
この点は、建設工事請負契約書における
維持管理・運
同趣旨の条文（第47条第2項）との間で違
営業務委託契 19ページ
・優先交渉権者との協議の上決定します。
いを設ける理由がないと思われますの
約書
で、同条項の文言に合わせて、そのよう
な制限をかけることなく、単に「その損
害を賠償するものとする」として頂けな
いでしょうか。

35

36

40
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44

第63条第3項第5号に、「発注者が本施設
の維持管理・運営に関する業務を受注者
維持管理・運
営業務委託契 21ページ 以外の第三者に委託する場合・・・」と
ありますが、具体的にどのような場合を
約書
想定されておりますでしょうか。

・現時点での想定はありません。将来の事
象に備えたものです。

45

第64条に「委託業務が個人情報を含むも
のである場合は」とありますが、実際の
維持管理・運
営業務委託契 22ページ 業務には個人情報が含まれるのでしょう
か。どういう形でどのような個人情報が
約書
含まれることになるのでしょうか。

・現時点での想定はありません。将来の事
象に備えたものです。

46

別紙２処理委託費の支払方法（第44条関
維持管理・運
係）について、２項変動費最後の行の
営業務委託契 27ページ
「固定費単価」は「変動費単価」の誤り
約書
という理解で宜しいでしょうか。

・ご理解のとおりです。
・優先交渉権者との協議時に修正します。

47

提案書様式集

各様式において枚数制限はないとの理解
で宜しいでしょうか。

・原則として各様式１枚以内として下さい
(費用等で項目が増えることによりページ
が増える場合を除きます)。

48

その他
(工事期間
中）

―

工事期間中、車両動線等の制約があれば
ご教授願います。

・既設の運用は継続を予定します。した
がって、既設投入車室への搬入路及びし
渣・汚泥搬出路を確保して下さい。

49

その他
(工事仮設）

―

工場敷地内に、仮設事務所及び駐車場敷
・敷地内の使用は、施設整備範囲内のみと
地（300㎡程度）は無償貸与いただけます
します。
か。

50

その他
（埋設物全
般）

―

井戸・街灯などの埋設配管・配線ルート
をご教示願います。

・埋設するためには、埋蔵文化財の発掘調
査が必要になりますので、本工事では仮設
配管として、現処理場の運営に支障になら
ないよう計画して下さい。

51

その他
（サンプリン
グ）

―

し尿・浄化槽汚泥のサンプリングを別途
させて頂けないでしょうか。

・採取を希望される場合は、参加資格確認
書類の提出時に希望日時等をお知らせ下さ
い。組合に要請して対応します。

施設整備範囲内に、ごみ集積場が有りま
すが、工事中および竣工後の取扱をご教
示願います。

・工事中及び竣工後においても機能を確保
して下さい。集積場の清掃等は、利用者
(周辺住民)により行われるため、維持管
理・運営業務委託対象外とします。
・動線又は放流管等の支障になる場合は、
機能を損なわないよう事業者により移設し
てください。

―

竣工後に予定されている搬入車両台数と
その大きさをご教示願います。

・農業集落排水施設の清掃時に最大１００
kLの搬入を見込んでいますので、３０台前
後が想定されますが、通常は１５台前後を
想定しています。
・搬入車両は４ｔ車とします。
・車両寸法は最大で（長）6920mm×（幅）
2320mm×（高）2650mmとして下さい。

―

駐車場の台数について要望はございます
か。

・要求水準書（維持管理・運営業務編）３
１ページの業務対象範囲内に、乗用車１０
台の駐車区画の他、バス１台が待機できる
よう計画して下さい。

52

その他
（ごみ集積場
取扱い）

53

その他
（搬入車両）

54

その他
（駐車場台
数）

様式4-1
～4-7

―

