
厚木愛甲環境施設組合 ごみ中間処理施設整備運営事業

番号 資料名
頁/
枝番

項目名 質問・意見の内容 回答

1 実施方針 6 1 2.2 3) 運営業務
余剰電力売却先である電気事業者等と契約を締結するのは貴組
合との理解でよろしいでしょうか。

電気事業者等との契約は民間事業者が締結することを
基本としますが、詳細は協議によるものとします。

2 実施方針 5 １ 2.3 1)
民間事業者の収
入

施設整備費として建設請負事業者に出来高に応じて支払うとの
記載がありますが、前払金の支払いはあ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。
厚木愛甲環境施設組合契約規則第30条を御参照くださ
い。

3 実施方針 6 １ 2.3 1)
民間事業者の収
入

支払条件は出来高での支払いとなっていますが、前払金の有無
や出来高払いの時期についてご教示願います。

No.2に回答のとおりです。
また、時期については協議となります。

4 実施方針 6 2.3
ごみ中間処理施
設の運営に係る
対価

組合様からの委託料は毎月のお支払いと理解してよろしいで
しょうか。また、維持補修費は一般的に運営開始初期より後期
に行くほど増加いたしますので、固定費は平準化ではなく、年
度毎に変動してもよいと理解してよろしいでしょうか。

四半期払いとします。詳細は入札公告時に提示しま
す。

5 実施方針 7 １ 3.3
本事業のモニタ
リング

「組合は、〜工事の監理並びに監督を行う。」とありますが、
工事監理業務を貴組合が行うと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 実施方針 7 １ 3.5
災害廃棄物一時
保管場所の管理

運営期間にわたり平時の公園管理業務も貴組合の所掌との理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 実施方針 8 2 1
民間事業者の募
集及び選定方法

民間事業者の選定は総合評価方式による一般競争入札により実
施されるものとされておりますが、他地域のDBO案件では入札
参加者の過剰な価格競争が生じ施設の施工・運営におけるサー
ビスレベルや雇用環境の確保が難しくなる事例があったとのこ
とから、構成市町村内における最低制限価格の設定状況を踏ま
え、総合評価方式における適切な失格基準の設定をいただくこ
とにより過剰競争を招かないようにしていただくべきではない
でしょうか。

御意見として承ります。

8 実施方針 10 3 3.1
入札参加者の構
成等

設計・施工業務の実施に際し、特定建設工事共同企業体（建設
JV）を構成する場合は特定建設工事共同体（乙型）、特定建設
工事共同体（甲型）いずれも組成可能と理解してよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

9 実施方針 10 2 3.1 7）
入札参加者の構
成等

建築土木の施工を行う企業について、構成員又は協力企業を
「構成市町村内に本社又は本店がある企業1社以上」とされて
いますが、施設利用の広域性と構成市町村内事業者の育成等に
かんがみ、「構成市町村内に本社又は本店がある企業について
厚木市及び愛甲郡（愛川町・清川村）よりそれぞれ1社以上」
としていただくべきではないでしょうか。

経営事項審査結果の総合評定値による条件設定の中
で、構成市町村ごとに見ると条件を満たす企業の数に
大きく差があり、「厚木市及び愛甲郡よりそれぞれ１
社以上」とした場合、厚木市と愛甲郡との企業の間に
おける受注機会の公平性が損なわれるおそれがあるこ
とから、「構成市町村内」という条件にしておりま
す。
また、請負事業者が多くなることで、当該事業者間に
おける調整等に支障を来す可能性もあることから地元
企業を「１社以上」としたものでありますが、当然、
事業者の判断で地元企業を２社以上とすることを妨げ
るものではありません。
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10 実施方針 10 2 3.1 7）
入札参加者の構
成等

プラントの設計・施工、建築土木の施工を行う企業について、
所定の工種に係る経営事項審査結果の総合評定値を求めており
ますが、「最新の」総合評定値を用いるのではなく、募集・選
定スケジュール期間内の年度における構成市町村の「競争入札
参加資格認定時の」総合評定値を用いるべきではないでしょう
か。

経営事項審査結果の総合評定値は、入札公告時点の年
度における「かながわ電子入札共同システム」で確認
できる、最新の登録総合評定値となります。よって、
構成市町村の「競争入札参加資格認定時のもの」と同
じになります。

11 実施方針 10 2 3.1 8)
入札参加者の構
成等

代表企業、構成員、協力企業は他の入札参加者が落札した場合
にその構成員又は協力企業の下請負等の形態でも事業に参加す
ることはできないとの理解でよろしいでしょうか。

代表企業及び構成員はお見込みのとおり下請負等を行
えないものとします。
ただし、協力企業の他の入札参加者の下請負について
は制限しません。

12 実施方針 11 2 3.2
入札参加者の参
加資格要件

今後、ご計画を進められるにあたり実施方針で示された内容か
らの変更もあるものと思料いたしますが、応募グループの組成
に関係する入札参加者の参加資格要件に変更がある場合は入札
公告時を待たずに早い段階での公表をお願いします。

御意見として承ります。

13 実施方針 12 2 3.2 2)-(2)
建築物の設計を
行う企業

構成市町村のいずれかに建設コンサルタント等業務の登録があ
ること、とありますが、参加資格参加書類の提出までに営業種
目「建設設計」を登録すればよいとの理解でよろしいでしょう
か。

参加資格審査申請書類の提出時において、構成する企
業の中で、建設コンサルタント業の営業種目「建築設
計」が登録されていることが必要です。

14 実施方針 12 2 3.2 2)-(3)
土木の設計を行
う企業

構成市町村のいずれかに建設コンサルタント等業務の登録があ
ること、とありますが、参加資格参加書類の提出までに土木に
関するいずれかの営業種目を登録すればよいとの理解でよろし
いでしょうか。

参加資格審査申請書類の提出時において、構成する企
業の中で、建設コンサルタント業の本事業に関係する
土木設計営業種目「測量、道路、上水道、下水道、造
園」全てが登録されていることが必要です。

15 実施方針 12 2 3.2 2)
設計・施工に関
する資格要件

「専任の監理技術者」とは、現場に常駐する必要はないとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

16 実施方針 12 2 3.2 2)
設計・施工に関
する資格要件

「専任の管理技術者」とは、現場に常駐する必要はないとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

17 実施方針 13 2 3.2
2)-

(4)-③
建築土木の施工
を行う企業

有資格者(一級建築施工管理技士等)について、JVの場合は構成
企業(プラント・建築)のうち、建築会社の監理技術者が有する
ことでもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

18 実施方針 13 2 3.2 3)-(3)
入札参加者の参
加資格要件

廃棄物処理施設技術管理者（破砕・リサイクル施設）について
は該当しないとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 実施方針 15 6 著作権
応募資料の公表について、組合様が必要な場合と判断された場
合でも、事業者の了解を得た上での公表をお願いいたします。

御意見として承ります。

20 実施方針 19
事業に係るリス
ク分担

「物価変動リスク」において、「一定範囲内の物価変動は従が
負担」とありますが、「一定範囲」の範囲につきご教示願いま
す。

入札公告時に提示します。

21 実施方針 19
事業に係るリス
ク分担

「不可抗力リスク」において、「一定範囲内の費用は従が負
担」とありますが、「一定範囲」の範囲につきご教示願いま
す。

入札公告時に提示します。
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22 実施方針 21
事業に係るリス
ク分担(運営段
階)

売電収入変動リスクについて。売電量減少のリスクを負うに
は、売電収入が事業者に帰属する場合にその一部を充当するこ
とで対応するものです。売電収入が組合様帰属においては、要
求水準を満たすための設備の補修･改善が事業者の負える範囲
であると考えます。

実施方針に記載のとおりですが、詳細は入札公告時に
提示します。

23 実施方針 21
事業に係るリス
ク分担(運営段
階)

余熱供給リスクについて。ごみ処理施設であり、やむを得ない
計画外停止も想定され、熱の供給保証は事業者のリスクとして
過度であると考えます。

実施方針に記載のとおりですが、詳細は入札公告時に
提示します。
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