
 入札説明書等に関する質問回答書（2回目）

1 入札説明書に対する質問（2回目）

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1 12 第1部 第3章 5
運営事業者の
設立に関する
要件(2)

運営事業者の本店所在地について、無償で本施設内に
設置することを認めるとのことですが、建設期間中は
枚方市東部清掃工場もしくは京田辺市甘南備園に無償
で設置できるという理解でよろしいでしょうか。

不可とします。

2 24 第6章 3 入札提案書類
技術提案書抜粋は誤記で提出不要と考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

3 24 第6章 3
提出書類（表）に「技術提案書抜粋」とございます
が、本項含めて様式集などでも特段の要領の記載がご
ざいませんので、様式をご提示頂けますでしょうか。

№2をご参照ください。
提出は不要です。

4 25 第6章 3 (4) 施設計画図書
イ（イ）jについては、必要に応じ設置する場合のみ
記載するとの理解で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 25 第6章 3 (4) 施設計画図書
イ（イ）kにおける「排ガス処理装置」は、有害ガス
除去設備、ダイオキシン類除去設備、及び窒素酸化物
除去設備を指すと理解して良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 28 第7章 4 (8)
提案書データについて、PDFデータの基となる様式集
（Word版）は不要と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



2 要求水準書に対する質問（2回目）

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1 20 第1部 第4章 3.3
環境影響評価
の遵守

工事期間中のオオタカの繁殖期間について「異
常行動が確認された場合には速やかに監督職員
に報告し、その指示に従うこと。」とございま
すが、工期延長指示となり、且つ事業者の過失
が無い場合について、事業者は免責と理解して
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 28 第2部 第1章 2.1 (1)電気

要求水準書に対する第１回質問回答No.43につ
いて、各社の経験により工事負担金額を見込ん
だ上で、実際の負担金額が想定を上回る場合は
精算の協議をさせていただけると理解してよろ
しいでしょうか。

精算協議は見込んでいません。

3
168
169

第2部 第3章 2.3.1

②オペレー
ターズコン
ソール
(2)プラント系
データ管理
サーバ

ハードディスクはRAID1との記載があります
が、データ保存、監視・操作機能について、複
数台設置による冗長化を行うことで、信頼性の
高いシステムの構築を計画しております。
ハードディスクのRAID1につきましては、必要
に応じて実施とさせて頂けないでしょうか。

落札者と本組合との間で行う実施設計協議の際
に決定します。

4 207 第2部 第4章 5.4.1 電話設備

(4)構内PHS電話機にて、「PHS電話機により、
本施設内の全ての箇所で通話できるように計画
すること。」とございますが、PHSは2021年1月
末で一般向けのサービスが終了しており、後継
機種の情報もありません。携帯電話などの携帯
型通信設備をPHSの代替品として採用してもよ
ろしいでしょうか。

可とします。

5 214 第3部 第1章 2.2
本施設運営の
ための有資格
者の配置

工事前から必要となる有資格者（P23にて規
定）を含め、全ての運営職員は本施設への専任
配置が必要と理解してよろしいでしょうか。

本事業を実施するうえで、支障がないよう配置
してください。（専任指定しているものは除
く。）

6 233 第3部 第2章 8.6
施設見学者対
応

行政視察（議員含む）の申し込み受け付け、及
び日程調整は貴組合対応でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。



3 落札者決定基準に対する質問（2回目）

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

質問はありませんでした。



4 様式集に対する質問（2回目）

No. 様式 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1
第14号（別紙1）
第14号（別紙2）
第14号（別紙3）

念のための確認ですが、左記の3様式は入札書に同封
になっているので、提案書（電子データ含む）には
添付不要と解釈してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2
第15号
1-1-1
(別紙1)

運転基準・
要監視基準値

停止基準が、30μg/㎥Ｎの停止基準値の計測項目が
空白になっていますが、水銀でよろしいでしょう
か。

ExcelシートB-11の欄は水銀としてくだ
さい。

3
第15号
3-3
（別紙1）

点検修繕計画

点検修繕計画のR8～R27年度までの年度の維持補修費
は、様式第16号(別紙2)の費用明細書（固定費ⅲ（補
修費用））と整合させるとの解釈してよろしいで
しょうか。

維持補修費は、様式第16号(別紙2)の費
用明細書（固定費ⅲ（補修費用））に
記載してください。
本様式の整備スケジュール欄は、該当
する年度に○印をつけてください。本
様式への維持補修費の記入は不要とし
ます。

4
第15号
5-5
（別紙1）

事業収支計画

③提案書記載要領にて、事業収支計画書を本様式の
後に挿み、製本することとなっています。
念のための確認ですが、この様式は入札書に同封す
るのでなく、提案書に添付でよろしいでしょうか。
それとも提案書に添付せず入札書に同封でしょう
か。

指示どおり提案書に添付してくださ
い。SPCの経営の安定性を確認すること
が目的です。

5 第16号
（別紙
4）

2 -
年度別計画搬

入量

変動費用の令和8年3月31日分を令和8年4月分に含め
てお支払い頂くために、令和8年度の年間処理量に令
和8年3月31日分の処理量を含めて提示するものと理
解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 第16号 添付資料

添付資料の①～④費用明細書（別紙1、別紙2、別紙
3、別紙4）、⑤SPCの出資構成（別紙5）は、事業提
案書の添付資料として、製本することとなっていま
す。
念のための確認ですが、別紙1～5は、入札書に同封
するのでなく、提案書に添付でよろしいでしょう
か。それとも提案書に添付せず入札書に同封でしょ
うか。

指示どおり提案書に添付してくださ
い。SPCの経営の安定性を確認すること
が目的です。



5 リスク管理方針書に対する質問（2回目）

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

質問はありませんでした。



6 基本協定書（案）に対する質問（2回目）

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

1 4 第6条 第１項 第5号
談合その他不
正行為に対す
る措置

不正行為によって契約を締結しない場合について、具体
的事由として、第1項第5項において競争入札参加資格の
停止措置を受けたときが掲げられておりますが、各自治
体の指名停止事由には、必ずしも悪質な不正とは限らな
い、労働災害等も含まれております。
不正に対するペナルティを課す関連条文の趣旨に鑑み、
第1項第5項は、全ての指名停止事由を対象とするもので
はなく、談合やこれに準じる、公正な競争を害する行為
があった場合に適用されると理解してよろしいでしょう
か。

事象発生時に、指名停止事由を確認の上で、組合
にて判断します。



7 基本契約書（案）に対する質問（2回目）

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

1 1 第4条 第1項
入札説明書等
の優先順位

基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約
の解釈を補う内容の質疑回答のある場合、質問回
答書の内容がこれらに優先して適用されるものと
理解してよろしいでしょうか。

質問回答書（入札説明書等に関する質問への回答書（第
１回）、入札説明書等に関する質問への回答書（第２
回））に記載のある基本契約（案）、建設工事請負契約
（案）、運営業務委託契約（案）の解釈を補う内容であ
るなら、質疑回答は基本契約書（案）第4条のとおりで
す。
基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約の契約
締結協議時に確認した事項の取扱いは落札者と協議のう
えで決定します。

2 5 第15条 第2項

運営事業者の
損害賠償義務
等の履行の保
証

運営事業者が運営業務委託契約上の債務不履行に
起因して発注者に対して損害を与えた場合、構成
員が運営事業者と連帯して責任を負う損害賠償義
務については、他の条項によらず本条に定める上
限が適用されると理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。



8 建設工事請負契約書（案）に対する質問（2回目）

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

質問はありませんでした。



9 運営業務委託契約書（案）に対する質問（2回目）

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

1 12 第39条 第1項
運営業務委託
料の減額又は
支払停止等

別紙2（入札説明書別紙4）の内容のうち提案売電電力量
未達成時における減額について、この委託料の減額は入
札説明書別紙2に定めらたインセンティブと対を成す概
念であると考えられ、かつ当該インセンティブは10％ま
では支払を要しない旨が定められていることから、10％
までの提案売電電力量未達成について受注者は発注者に
対し賠償を行う必要はなく、当該委託料の減額は、提案
売電電力量未達成に対する損害賠償額の予定として定め
たものであると理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。


