質疑書（質疑回答書）
件

名：衛生センター施設整備・運営事業に係るアドバイザリー及び生活環境影響調査業務

資料名
実施要領

該当頁
P1

質

疑 事 項

現在施設運営は民間委託で行っ
ているのでしょうか。

回答事項
施設運営の委託は行っておりません
が、自家用電気工作物保安管理等一部
業務委託を行っています。

実施要領

P5

「平成 19 年 4 月～平成 29 年 3

併記で記入をお願い致します。その

５） 審査書類

月に国または地方公共団体が発

場合、業務内容欄に DBO、PPP/PFI 方式

提出

注した汚泥再生処理センターの

等の詳細が分かるように記載して下さ

③ 発注支援

地域計画、基本計画、基本設計、 い。

業務等の整備

発注支援業務等の整備計画の実

計画の業務実

績について記入すること」及び

業務内容

績（生物処理

「DBO、PPP/PFI 方式、長期包括

業務：事業者の選定に係る支援業務

を行わない下

的民間委託等の発注支援業務の

事業方式：PPP（DBO 方式）

水道投入方式

実績についても記入すること

ただし、DBO、PPP/PFI 方式等の記入

の実績は除

（施設の種別は問わない）
」との

においては、施設の種別は問わないた

く）

記載があります。両者の入力す

め、汚泥再生処理センターに限るもの

る様式が同じですが、両者の併

ではありません。

※業務内容欄の記載例

記との認識でよろしいでしょう
か。また、その場合、両者の違
いが分かるようにするために、
どのように記載すればよいか、
ご教示願います。
実施要領

P5

「DBO､PPP/PFI 方式、長期包括的

５） 審査書類

民間委託等の発注支援業務の実

提出

績についても記入すること（施

③ 発注支援

設の種別は問わない）
」の実績に

業務等の整備

ついても、
「平成 19 年 4 月～平

計画の業務実

成 29 年 3 月に国または地方公共

績（生物処理

団体が発注した」実績と考えて

を行わない下

よろしいでしょうか。

よろしいです。

水道投入方式
の実績は除
く）
実施要領

P5、P6

管理技術者（アドバイザリー業

7 実施要領等

務生活環境影響評価業務とも）

の配布

の実績ついて、管理技術者及び

5）審査書類提

担当技術者として従事した実績

出

を記載することでよろしいでし

⑤⑥管理技術

ょうか。

者の実績

1

よろしいです。

実施要領

P6

「履行が確認できる書類」は具

業務契約書の写し又は TECRIS 登録

7 実施要領等

体的にどのような書類を提出す

書の写し等の履行が確認できるものを

の配布

（必要に応じて業務委
ればよいのか、ご教示願います。 添付して下さい。

5）審査書類提

託仕様書等を添付して下さい。
）

出

⑥⑦については、TECRIS に登録され

③④⑥⑦

ていない実績を記載した場合は、その
業務を担当したことを証する業務計画
書又は業務報告書等の該当部分の写し
を添付して下さい。

実施要領

P7

ヒアリング会場へ入場できる、1

１社当たり４人以内とします。

社当たりの人数に制限はありま
すか。
実施要領

実施要領

P7

P7

ヒアリングにおいて、管理技術

実施要領 P７

６）(2) プロポーザ

者以外の照査技術者、担当技術

ル・ヒアリング

の手順等に記載され

者による質疑応答は可能でしょ

ているとおり管理技術者が対応して下

うか。

さい。

生活環境影響調査の現地調査外
注は「本業務の主たる部分を再

本業務の主たる部分に該当しなけれ
ば抵触しません。

委託してはならない」との規定
に抵触しませんか。
実施要領

P7

「19 部は無記名とし、社名が類

７実施要領書

推できないように作成するこ

⑩提案書については、

等の配布

と」とありますが所在地、管理

・管理技術者及び照査技術者の所属企

5）審査書類提

技術者及び照査技術者の氏名・

出

所属住所・登録番号などは記載

（２）提出部

してよろしいでしょうか。

数
実施要領

よろしいです。

業名は記載しないで下さい。
・担当技術者は、提案書の提出者以外
の企業に所属する場合のみ所属企業
名を記載して下さい。

P7

「履行が確認できる書類を添付

「１部記名、19 部無記名」は審査書

７実施要領書

すること」とありますが添付書

類⑩の提案書です。審査書類③④⑥⑦

等の配布

類は１部でよろしいでしょう

については、20 部共添付して下さい。

5）審査書類提

か。もしくは、19 部全てにすべ

出

ての添付書類が必要でしょう

（２）提出部

か。

数

また、19 部添付する際には添付
書類に会社名の氏名等が記載さ
れることになりますがよろしい
でしょうか。

仕様書

P2
（４）基本計
画骨子
① 事業方針

施設整備の内容が明記されてい

既存の新棟施設及び設備を利活用し

ませんが、リニューアル方式に

た今回の更新となります。詳細は本業

よる汚泥再生処理センター整備

務で決定を行います。

（新棟施設の土木建築設備は既
設補修、機械・配管・電気計装
は全面更新）と理解してよろし
いでしょうか。
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仕様書

P2
（４）基本計
画骨子
① 事業方針

計画処理量が「98kL/日」となっ

含まれておりません。

ていますが、工事発注前には最
新実績を考慮し、計画処理量を
見直す必要があると考えており
ます。今回の業務に計画処理量
の見直しは含まれておりますで
しょうか。

仕様書

仕様書

P2
（４）基本計
画骨子
① 事業方針

資源化方式は「堆肥化」はとな

基本計画においては、既存の標準脱

っていますが、水処理方式の記

窒素処理方式+高度処理方式の検討（下

載がありません。
「過年度策定さ

記）のみであり、決定ではありません。

れた衛生センター施設基本計

標準脱窒素処理設備→凝集分離設備→

画」により決定した、水処理方

砂ろ過設備→活性炭吸着設備→消毒設

式をご教示願います。

備→放流

P2

衛生センター整備・運営事業の

平成 30 年度末：整備事業者契約

（４）基本計

想定している事業期間をご教示

平成 31 年度当初：設計施工着手

画骨子

ください。

平成 32 年度末：工事完了・施設稼働

① 事業方針
仕様書

平成 33 年度：旧棟施設解体撤去

P7

「過年度策定された衛生センタ

施設基本計画の内容におきまして

第2章 １

ー施設基本計画」の本編、資料

は、実施要領 P1 ３「衛生センター施

編、根拠資料等を貸与ください。 設整備・運営事業」について 及び仕
様書 P1 ３）本業務の概要(1)～(4)に
明記されています。
希望者には以下の資料閲覧を行いま
すので、事前にご連絡下さい。
1.資料名：衛生センター施設基本計画
（事業費等に関する部分を除く）
2.場所：小松加賀環境衛生事務組合
衛生センター事務所 2 階 会議室
3.期間：平成 29 年８月 18 日（金）～
平成 29 年８月 25 日（金）
※閲覧時間帯は、平日午前９時から午
後５時まで
4.連絡先：実施要領 P10 の 10 問合せ
先・資料提出先をご参照ください。
仕様書

P7

事業手法を選定するための資料

第 2 章 1)事

の作成において、
「衛生センター を行います。

業手法の検討

施設基本計画」でのアンケート

既存資料を参考に今回の業務で検討

結果等の既存資料を基にまとめ
るものと考えてよろしいでしょ
うか。
仕様書

P7

現在、維持管理は組合が直営管

第 2 章 1)事

理をされていますが、検討候補

含む直営管理です。P7

業手法の検討

に含まれていません。今後は直

事業手法の検討 公設公営（運転委託）

営をやめるとの認識でよろしい

方式は、現行方式も含むとご理解くだ
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現在の運営方式は、一部業務委託を
第２章

1.1)

でしょうか。
仕様書

P7
第 2 章 1)事
業手法の検討

さい。

プロポ実施要領 p.2 4 (2)で、

ここでいう資金調達は施設建設のこ

「資金調達・施設の所有は公共

とであり、建設と一括発注をしない場

であること」との記載がありま

合等の運営については幅広く検討する

（コンセッション方式の
すので、
「PFI 方式は検討対象外」 ものとします。
と理解してよろしいでしょう

導入可否の検討等）

か。
仕様書

仕様書

P7
第 2 章 1)事
業手法の検討

「長期包括委託方式」は「公設

P7
第 2 章 1)事
業手法の検討

事業手法の選定結果に応じて、

よろしいです。

＋長期包括委託方式」と読み替
えてよろしいでしょうか。
よろしいです。

業務量が変化します。
例えば「公設公営方式」が選定
された場合、「実施方針（案）、
特定事業の評価・選定、運転管
理に係る要求水準書または発注
仕様書の印刷・製本、選定委員
会支援、事業者契約締結支援等」
が不要となり当初見込みより安
価となりますが、その分の委託
金額の減額処理になると理解し
てよろしいでしょうか。

仕様書

P10
9）

事業者選定方式に、総合評価及

本業務の中で検討を行います。

びプロポーザル方式の 2 方式の
資料についての記載があります
が、方式の決定はいつの時期を
予定しているのでしょうか。そ
れとも本業務の中で検討するの
でしょうか。

仕様書

仕様書

P11
13）都市計画
決定（変更）
支援

「都市計画審議会に出席し」と

１回程度を想定しております。

P12

「風向・風速に関する調査時期

原則、一番悪臭の影響がある箇所及

と期間は本組合に確認の上、最

び時間帯で調査を行います。測定方法

終決定すること」と記載されて

等の詳細については、委託業務契約後

おりますが、通常の気象観測（高

に、一般廃棄物処理施設設置届出先で

ありますが、その開催頻度はど
の程度を想定されているか、ご
教示願います。

さ 10m、期間 7 日程度）で宜しい ある石川県、本組合及び本業務契約事
でしょうか。

業者で協議を行った上で決定する予定
です。

4

様式集

全体

申請者は本社ではなく、入札参

よろしいです。

加資格者名簿に登録されている
事業所名で統一して宜しいでし
ょうか。
様式集

様式４

「会社概要調書」は共同提案体

よろしいです。

の構成員毎の作成で宜しいでし
ょうか。
様式集

様式６－２

「アドバイザリー業務の管理技

記入しないで下さい。

術者の発注支援業務実績」には
汚泥再生処理センター以外の廃
棄物処理施設における発注支援
業務実績も記入して宜しいでし
ょうか。
様式集

様式５－１
様式５－２
様式６－２
様式６－３
様式６－４

「
（注３）記入欄は、適宜調整す

実施要領 P8 ７）
(2)総合的評価 実

ること。」と記載がありますが、

績を評価する意図であり、記入に上限

入力欄の番号が「10」となって

はありません。10 件を超える場合は、

おります。上限は 10 件との認識

２枚以上にわたって記載して下さい。

でよろしいでしょうか。また、

様式６－４は、全てを記載して下さ

記載件数により評価が変わるの
か、ご教示願います。

5

い。

