
◆様式集に対する質問への回答
№ ページ 項目 項目名 質問 回答

97 3 様式3 入札参加表明書 代表企業代表者は様式5で委任された代表企業の代理人名を記
載することで宜しいでしょうか。

当該様式においては代表企業代表者を記載してください。

98 3 様式3 入札参加表明書 構成企業の代表者欄には、代表企業を含む各構成企業の本社
代表取締役（社長）を記載することで宜しいでしょうか。

原則としてお見込みのとおりですが、設計企業、建設企業につい
ては、組合の入札参加資格を登録している営業所等の支配人で
もかまいません。

99 3
～
5

様式3～
様式4［2/2］

入札参加表明書 プラント担当企業が入札説明書p6の（2）、ウ、エの条件を全てク
リアしていれば、設計企業、建設企業（建築担当）、建設企業（プ
ラント担当）は、プラント担当企業が全て兼務できると考えて宜し
いでしょうか？

お見込みのとおりです。

100 4 様式4［1/2］ 構成員表 各構成企業の欄には、代表企業を含め各構成企業の本社代表
取締役（社長）を記載が必要でしょうか。もしくは委任状を添付す
れば支店長等の代理人の記載でも問題ないでしょうか。

当該様式には、代表取締役（社長）を記載してください。ただし、
設計企業、建設企業については、組合の入札参加資格を登録し
ている営業所等の支配人でもかまいません。（その場合、特に委
任状を添付する必要はありません。）

101 6 様式5 委任状（代表企業） 各構成員の欄には、代表企業を除く各構成企業の本社代表取締
役（社長）を記載が必要でしょうか。もしくは委任状を添付すれば
支店長等の代理人の記載でも問題ないでしょうか。

当該様式には、代表取締役（社長）を記載してください。ただし、
設計企業、建設企業については、組合の入札参加資格を登録し
ている営業所等の支配人でもかまいません。（その場合、特に委
任状を添付する必要はありません。）

102 8 様式7［1/5］ 入札参加資格確認申請書 会社概要を示すものとして会社パンフレットでよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

103 8 様式7［1/5］ 入札参加資格確認申請書 納税証明書については、原本の提出が必要でしょうか。 お見込みのとおりです。

104 9 様式7［2/5］ 類似工事等の実績調書 『構造形式等』には処理方式を記載する（例：ストーカ方式）という
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

105 9 様式7［2/5］ 類似工事等の実績調書 ・注4に記載のある『契約書の写し』については、押印欄のある
ページの抜粋でよろしいでしょうか。
・構造形式、規模寸法が確認する資料については例えば仕様書
の抜粋等の添付の必要がありますでしょうか。

・お見込みのとおりです。

・仕様書の抜粋、パンフレット、発注者による証明書など各参加
資格要件を証明、確認できる書類を添付してください。

106 9 様式7［2/5］ 類似工事等の実績調書 構造形式、規模寸法が確認する資料については例えば仕様書
の抜粋等の添付の必要がありますでしょうか。または客先作成
のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の添付でも宜しいでしょうか。

仕様書の抜粋、パンフレット、発注者による証明書など各参加資
格要件を証明、確認できる書類を添付してください。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
107 9 様式7［2/5］ 類似工事等の実績調書 入札説明書P.7 (2) 入札参加者の資格要件 エ ④

b)ストーカ方式において１５年以上の建設稼動実績を有するこ
と。
c)ストーカ方式においては１炉１系列あたり９０日連続安定稼動
の実績を有すること。
上記２点につきましては、どの様な資料をもって証明すればよい
か御教示下さい。

発注者による証明書などを添付してください。また、可能であれ
ば運転管理日誌も添付してください。

108 9
10

様式7［2/5］
様式7［3/5］

類似工事等の実績調書
類似施設での運転管理等の
実績調書

本調書に記載する内容を補足させることを目的とした様式への
項目追加や変更は可能でしょうか。
例えば、様式下段に記載されている「注1～5」の文章を削除し、
余白とした上でその部分に補足事項を記載するなど。

お見込みのとおりです。

109 10 様式7［3/5］ 類似施設での運転管理等の
実績調書

『規模寸法等』には処理量を記載する（例：100ｔ/日×2炉）という
理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

110 10 様式7［3/5］ 類似施設での運転管理等の
実績調書

１つの実績で入札説明書中の「Ⅳ１（２）オ②a)～e)」の条件に全
て該当する場合は、当該実績のみ（１件のみ）の提示でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

111 10 様式7［3/5］ 類似施設での運転管理等の
実績調書

運転管理実績を証明する書類として、契約書の写しを添付する
場合、契約件名・契約施設・契約当事者（捺印部）等の主要部分
が判断できる部分のみを提出すればよろしいでしょうか。

仕様書の抜粋、パンフレット、発注者による証明書など各参加資
格要件を証明、確認できる書類を添付してください。

112 10 様式7［3/5］ 類似施設での運転管理等の
実績調書

運転管理実績を証明する書類として、契約書の写しを添付する
場合、契約金額等は伏せて提出させて頂いてよろしいでしょうか
（契約上の守秘義務の遵守）。

契約金額が守秘義務の対象になっている場合は伏せてもかまい
ませんが、それ以外の場合（既に公知の場合を含む）は記載して
ください。

113 11 様式7［4/5］ 類似施設での運転実績調書 「類似施設」との記載がありますが、本様式は、セメント化企業が
所有するセメント化施設を記載すると考えて宜しいでしょうか。

当該様式は、セメント化企業の運転実績を確認するものです。

114 12 様式7［5/5］ 類似施設の施設所有予定調
書

(様式7[4/5])の施設を所有しており、本事業で排出される焼却主
灰を同施設で有効利用する予定の場合は、本様式は不要と考え
て宜しいでしょうか

(様式7[4/5])と同一施設であっても、当該様式を提出してくださ
い。

115 16 様式11 委任状（入札） 本様式における委任は「入札に関する一切の権限」とあります
が、実際には「平成21年3月27日に入札書類を提出する行為」及
び「開札時の立会い」に関して代理人を立てる場合に必要な書類
と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
116 17 様式12 事業実施体制図 ご提示頂いている様式には留意点を四角で囲み、記載頂いてお

りますが、提案にあたっては形式上、本囲み記載は省略するとい
う理解でよろしいでしょうか。（他様式についても同様でしょう
か。）

お見込みのとおりです。

117 18 様式13以降 「様式13」以降の提案書の作成にあたり、下記についての制約が
あれば御指示願えますでしょうか。
① 文字の大きさ
② 文字のフォント
③ 文字間、行間
④ 図表、写真等の挿入の可否
⑤ 着色の可否
⑥ 参考資料の添付の可否。
⑦ 上記⑥より添付可能な場合の各様式における枚数制限の考
え方
⑧ 図表等が使用可能な場合、10.5pt以下のフォントの使用は可
能でしょうか。

文字の大きさ（特に指定のない限り10.5pt）、用紙サイズ及び枚
数の他には制約ありません。なお、参考資料として、制限枚数を
超過して添付されたものについては、制限枚数内の提案事項の
根拠として確認する場合がありますが、審査の対象には該当しま
せん。

118 21 様式16 （２）環境対策 CO2低減対策など、提案書内でごみ質によって変動する数値を
提示する場合は、「要求水準書（設計・建設編）P2-3、P2-4」に示
されている年間の処理対象量の処理および基準ごみ質を想定し
て算出した数値を提示するものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

119 24 様式19 （５）実績 設計・建設における各項目について実績内容を記載する様式と
なっておりますが、各実績内容の証明が別途必要ではないでしょ
うか。
必要な場合、証明するための資料内容について、御指示願いま
す。
なお、証明書類の添付が必要な場合、添付資料となりますが、本
提案項目の枚数制限とは別に、添付可能と考えて宜しいでしょう
か。

入札参加資格審査における実績確認と同様に、別府市、杵築
市、日出町発注以外の工事実績については、証明するものを添
付してください。添付資料は、制限枚数に含みません。

120 27 様式20［3/3］ 設計・建設費用内訳書 『施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは事業者負担
であるため、』と記載がありますが、建設工事請負仮契約書第25
条の規定は有効であると理解致します。

お見込みのとおりです。建設工事請負仮契約書（案）第２５条が
適用されない範囲について事業者負担としているものと解釈して
ください。

121 29 様式22 全体計画説明書 「維持管理業務に関する全体計画説明として・・・」とありますが、
ここでいう「維持管理業務」には「運転管理」を含まないと解釈し
てよろしいでしょうか。

運営・維持管理業務の全般について記載してください。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
122 31 様式24 （２）運転・維持管理 「緊急時（災害時）の対応」とありますが、過去の災害発生デー

タ・被害状況等をご教示願います（地震・落雷・津波・台風等の被
害等）。

特に大きな災害は発生していません。

123 34 様式27 （５）最終処分場の運営・維
持管理

「埋立量（焼却飛灰[入札額以外で検討する焼却飛灰の資源化は
除く]・覆土等）の減量」とありますが、「提案した入札価格内で実
施可能な方策」を記述す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。

124 35 様式28 （６）実績 「施設規模60ｔ/炉以上かつ2炉以上のストーカ方式の運転実績」
と「ボイラータービン式の発電設備の運転実績」とで、同施設の
実績について記述することは可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

125 35 様式28 （６）実績 現在、廃炉となっている施設における実績も記述可能でしょう
か。

お見込みのとおりです。

126 35 様式28 （６）実績 運営・維持管理における各項目について実績内容を記載する様
式となっておりますが、各実績内容の証明が別途必要ではない
でしょうか。
必要な場合、証明するための資料内容について、御指示願いま
す。
なお、証明書類の添付が必要な場合、添付資料となりますが、本
提案項目の枚数制限とは別に、添付可能と考えて宜しいでしょう
か。

入札参加資格審査における実績確認と同様に、別府市、杵築
市、日出町発注以外の運転管理実績については、証明するもの
を添付してください。添付資料は、制限枚数に含みません。

127 35 様式28 （６）実績 セメント化の運転実績とありますが、セメント原料として、焼却主
灰を排出している焼却施設の運転実績との解釈で宜しいでしょう
か。

焼却主灰を排出している焼却施設の運転実績は、セメント化の
運転実績になりません。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
128 36

39

42

様式29

様式31

様式33

運営等業務委託料内訳書
(熱回収施設)
運営等業務委託料内訳書(リ
サイクルセンター)
運営等業務委託料内訳書
(既存最終処分場)

本様式は各施設における固定料金・変動料金を合わせた運営費
総額の半期分の費用を計上するとの解釈でしょうか。
その場合、運営費の算出につきましては、入札説明書P.22「表
搬入廃棄物の将来推計値」に基づき算出するものと解釈しており
ますが、運営開始後、各年度の搬入量が異なっております。よっ
て変動費につきましては、各年度の廃棄物搬入量に基づき算出
した１５年間の費用の1/30の額を計上すれば宜しいのでしょう
か。
或いは、入札説明書P.22「表 搬入廃棄物の将来推計値」を採用
せず、入札説明書 P.19に記載の「計画処理量」が１５年間に発生
するものとして、費用算出するのでしょうか。
また、固定料金は事業期間中、定額でお支払い頂けると考えて
宜しいでしょうか。その場合、本表への計上は１５年間の固定費
の1/30の額を計上すれば宜しいでしょうか。

固定料金、変動料金による収入の総額ではなく、平均的な半期
（または全期間の半期平均）における支出構成を記載してくださ
い。

129 36

39

42

45

様式29

様式31

様式33

様式35

運営等業務委託料内訳書
（熱回収施設）
運営等業務委託料内訳書
（リサイクルセンター）
運営等業務委託料内訳書
（既存最終処分場）
セメント処理業務委託料内
訳書

各費目のうち「委託費」とは具体的にはどのような費用を想定さ
れていますか。

運営企業、セメント化企業が外部に委託する費用で、例えば点検
費が該当します。

130 37

38

様式30[1/2]

様式30[2/2]

固定料金１内訳書(熱回収施
設)

変動料金１内訳書(熱回収施
設)

脚注に「様式38と整合（一致を求めるものではありません。）する
よう記述してください。」とあります。固定料金、変動料金とも一致
する必要があると思料します。

脚注のうち、ご指摘の部分について、「様式29と整合（一致を求
めるものではありません。）するよう記述してください。」に修正し
ます。様式29は、ある半期の支出構成を確認するものであり、必
ずしも構成員やＳＰＣの利益を記載することを求めていないこと
と、搬入廃棄物量の将来推計値が年度によって異なることから、
一致しない場合があると考えています。

131 37

40

43

様式30［1/2］

様式32[1/2]

様式34[1/2])

固定料金1内訳書(熱回収施
設)
固定料金２内訳書 (リサイク
ルセンター)
固定料金３内訳書(既存最終
処分場)

・本様式へは、１５年間の固定料金総額の1/30の額をそれぞれ、
(様式29)・(様式31)・（様式33）に記載する費目毎に計上する考え
方で宜しいでしょうか。
・なお、運営等業務委託料には、事業者の利益が含まれると考え
ますが、事業者利益は固定料金に含むと考えて宜しいでしょう
か。

・お見込みのとおりです。

・固定料金、変動料金の双方に含まれると想定しています。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
132 37

40

43

様式30［2/2］

様式32[2/2]

様式34[2/2])

変動料金1内訳書(熱回収施
設)
変動料金２内訳書 (リサイク
ルセンター)
変動料金３内訳書(既存最終
処分場)

・変動料金は、電力会社からの売電収入を考慮した貴組合支払
額と考えて宜しいでしょうか。
・また、費目欄がございますが､変動費は各種用役費用の合計を
廃棄物処理量で除した単価を設定することから、個々の費目毎
に廃棄物処理量で除した単価を算出すると、実際の単価と整合
が取れない可能性があります。
本様式では、実際の変動料金単価とは異なる各費目の単価を算
出し、算出した各費目の単価合計を合計欄に計上するとの解釈
で宜しいでしょうか。

・お見込みのとおりです。

・合計欄に記載する単価が変動料金単価になるよう作成してくだ
さい。

133 37
38

様式30［1/2］
様式30［2/2］

固定料金１内訳書
変動料金１内訳書

当該内訳書には事業期間全般を考慮した金額ではなく、「平成20
年度価格」を記入すれば良いのでしょうか。

お見込みのとおりです。

134 38 様式30［2/2］ 変動料金1内訳書（熱回収施
設）

変動料金の算出にあたって採用するごみ質は基準ごみと理解し
てよろしいでしょうか。

提案に委ねますが、要求水準書に示した組成を想定することが
適切と考えます。

135 41 様式32［2/2］ 変動料金２内訳書 変動料金として設定する項目がない場合（全て固定料金として提
案）は、本様式は無記入でもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

136 40

41

様式32[1/2]

様式32[2/2]

固定料金２内訳書(リサイク
ルセンター)
変動料金２内訳書(リサイク
ルセンター)

脚注に「様式38と整合（一致を求めるものではありません。）する
よう記述してください。」とあります。固定料金、変動料金とも一致
する必要があると思料します。

脚注のうち、ご指摘の部分について、「様式31と整合（一致を求
めるものではありません。）するよう記述してください。」に修正し
ます。様式31は、ある半期の支出構成を確認するものであり、必
ずしも構成員やＳＰＣの利益を記載することを求めていないこと
と、搬入廃棄物量の将来推計値が年度によって異なることから、
一致しない場合があると考えています。

137 43

44

様式34[1/2]

様式34[2/2]

固定料金３内訳書(既存最終
処分場)
変動料金３内訳書(既存最終
処分場)

脚注に「様式38と整合（一致を求めるものではありません。）する
よう記述してください。」とあります。固定料金、変動料金とも一致
する必要があると思料します。

脚注のうち、ご指摘の部分について、「様式33と整合（一致を求
めるものではありません。）するよう記述してください。」に修正し
ます。様式33は、ある半期の支出構成を確認するものであり、必
ずしも構成員やＳＰＣの利益を記載することを求めていないこと
と、搬入廃棄物量の将来推計値が年度によって異なることから、
一致しない場合があると考えています。

138 46 様式36 変動料金内訳書(セメント処
理業務)

脚注に「様式38と整合（一致を求めるものではありません。）する
よう記述してください。」とあります。一致する必要があると思料し
ます。

脚注のうち、ご指摘の部分について、「様式35と整合（一致を求
めるものではありません。）するよう記述してください。」に修正し
ます。様式35は、ある半期の支出構成を確認するものであり、必
ずしも構成員やＳＰＣの利益を記載することを求めていないこと
と、焼却主灰の将来推計値が年度によって異なることから、一致
しない場合があると考えています。



№ ページ 項目 項目名 質問 回答
139 51 様式40［2/2］ ３．地域や社会への貢献 「地元雇用」以外の提案は評価しないとお考えでしょうか。 当該様式においては、お見込みのとおりです。

140 51 様式40［2/2］ ３．地域や社会への貢献 全応募者の事業費用算出前提条件の公平性を担保するため、
現貴組合施設における地元出身者の運転員等（貴組合職員以
外）に関する下記情報・データを開示願います。
①     施設毎の人数及び体制（焼却施設、粗大ごみ処理施設、
不燃物処理・資源化施設、最終処分場・排水処理施設　その他）
②     労務費（または委託費および委託内容）
③     有資格者数
④     職種
⑤     年齢構成
⑥     その他必要事項

別紙1を参照してください。

141 51 様式40［2/2］ ３．地域や社会への貢献 現藤ヶ谷清掃センターの運転員・選別作業員の雇用は、必須条
件と考えて宜しいでしょうか？　その場合、経歴や保有資格等は
提示して頂けるのでしょうか？

必須条件ではありません。運転員等に関するデータについては
別紙1を参照してください。

142 52 様式41 ＳＰＣの長期収支計画 本内容については、様式としてご提示頂いた項目及び指示に従
いExcelで作成しても宜しいでしょうか。

Excelにて作成してください。

143 52 様式41 ＳＰＣの長期収支計画 その他収入（売電収入）を算出する際の前提条件につきご教示く
ださい。

各事業者の判断に委ねます。

144 52 様式41 ＳＰＣの長期収支計画 備考１に『本様式外で算出根拠を記載したもの以外の項目につ
いては、余白に算出根拠を簡略に明記してください』とあります
が、記載箇所や体裁は任意との理解でよろしいですか。
また、本様式外で算出根拠を記載したものは、別紙で添付すれ
ばよろしいですか。

・お見込みのとおりです。

・お見込みのとおりです。（Excelデータのみでもかまいません。）


