
千葉市最終処分場長期責任型運営維持管理事業

　実施方針に関する意見・質問への回答

令和４年１月２８日

千　　　葉　　　市



No. 頁 項目 箇所 内容 回答

1 1 第1 1 (2) 施設概要
計画流入水質・水量については要求水準書にて提示される
でしょうか。

計画流入水質及び計画処理量については、入札公告時に
公表予定の要求水準書において提示致します。

2 7 第1 1 (5) 事業方式
補修（小修繕、定期補修、計画修繕等）とありますが、それぞ
れの考え方、定義をお示しください。

小修繕とは、小型機器類の更新、修理、配管改修や消耗品
の交換等です。
定期修繕とは、機器のオーバーホールや更新等です。
計画修繕とは、事業期間中に計画している要求水準書に示
す修繕です。
補修は小修繕、定期修繕、計画修繕等としておりますが、今
後、施設の維持管理に要するすべての修繕です。

3 8 第1 1 (7)
事業スケジュール

（予定）
イ 入札公告令和4 年4 月とありますが、本事業の予定価格
は公告時に公表されるのでしょうか。

入札公告時に、予定価格の事前公表の有無について提示
致します。

4 11 第1 2 (2) ア (イ) 脱水汚泥搬出業務
「発生した汚泥の運搬先は市清掃工場」とありますが、運搬
費の積算に当り、本施設から近い方の清掃工場を優先して
良いと考えてよろしいでしょうか。

清掃工場のオーバーホール等、状況により、必ずしも近い方
の清掃工場とはならないことがあります。詳細は入札公告時
に公表予定の要求水準書において提示致します。

5 11 第1 2 (2) ア (イ) 脱水汚泥搬出業務

脱水汚泥の搬出先の、貴市清掃工場の受け入れ曜日、受
入時間を御教示願います。
また、搬入車種の寸法などの規制があれば、御教示願いま
す。

清掃工場の受け入れ曜日、受入時間及び搬入車種の寸法
については、受注者決定後の協議と致します。

6 11 第1 2 (2) ア (イ) 脱水汚泥搬出業務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規
定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて
（通知）」（環境省課長通知：環廃対発第 16033010 号 平成
28 年 3 月 30 日）に基づき、貴市、特別目的会社及び脱水
汚泥の運搬業者との間で、当該一般廃棄物の運搬に係る三
者契約を締結することは可能でしょうか。

可能ですが、三者契約にあたっては適正な処理が行われる
ことを確認します。

7 11 第1 2 (2) ア (ウ) 維持管理業務
工作物・建築物等の維持管理について、水槽構造物の破損
や屋根防水不良など大規模な修繕は、当該業務対象外と
考えてよろしいでしょうか。

入札公告時に公表予定の事業契約書案において提示致し
ます。



8 11 第1 2 (2) ア (ウ) c 水質分析業務
「原水及び処理水の含有放射性セシウム（Cs134、Cs137）濃
度の分析」は不用と考えてよろしいでしょうか。

入札公告時に公表予定の要求水準書において提示致しま
す。

9 11 第1 2 (2) ア (ウ) d 計画修繕業務
施設の老朽化にともない、計画修繕の範囲は現状より広範
囲になると予想されますが、建築・受電設備に関する工事は
範囲外と考えてよろしいでしょうか。

入札公告時に公表予定の要求水準書において提示致しま
す。

10 11 第1 2 (2) ア (エ)
電気工作物保守管

理業務
電気主任技術者は５ヶ所の施設を一括して、１名としてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

11 12 第1 2 (2) ア (キ) 警備業務

警備業務について、事業を受託するSPCに警備業法第4条
の認定は求められず、警備業務を再委託する企業が警備業
法第4条の認定を取っていれば差し支えないとの理解でよろ
しいでしょうか。

関係法令を遵守してください。

12 13 第1 2 (2) ア (ソ) 廃止に関する協議

廃止基準は「一般廃棄物の最終処分場および産業廃棄物
の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「平
成１０年６月１６日(火)一部改正の通知」に基づき、 保有水
（浸出水）の水質が以下の排水基準水質を 2 年間以上保持
していること 、及び 地下水水質が地下水基準に適合してい
ること、埋立地の内部が十分に安定化していると認められる
こと（保有水等の水質検査、ガスの測定、埋立地内部の温度
の測定）」 と考えてよろしいでしょうか。

廃止基準は少なくとも「一般廃棄物の最終処分場および産
業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
（昭和52年総理府・厚生省令第1号）」の規定を満足すること
とし、その他廃止のために必要な事項があれば、市が決定し
受注者と協議致します。

13 15 第1 2 (3)
事業期間終了時の

対応

今後10 年間の運営維持管理に関する計画立案等が事業
終了後の対応で求められていますが、その計画書等の提出
時期についてご教示願います。

それぞれの施設の事業期間の後半を想定しております。

14 20 第2 2 (2) ウ 技術管理者
技術管理者（一般廃棄物最終処分場）を各処分場に置くと
ありますが、５ヶ所の施設において兼務は可能でしょうか。

技術管理者については、兼務は不可とします。

15 24 第1 5 (2)
特別目的会社の設

立

特別目的会社の付保する保険は任意と考えてよろしいで
しょうか。
運営費の積算に必要ですので、御教示願います。

入札公告時に公表予定の要求水準書において提示致しま
す。



16 24 第1 5 (2)
特別目的会社の設

立

弊社は、現契約において、SPC の出資者となっております。
次期事業において、仮に現SPC の出資メンバーで応募～落
札者となった場合は、この現SPCが継続して事業をおこなう
ことは可能でしょうか。

入札公告時に公表予定の入札説明書において提示致しま
す。

17 24 第1 5 (2)
特別目的会社の設

立
特別目的会社の設置場所は千葉市内に限るのでしょうか。 特別目的会社の本店所在地は千葉市内とします。

18 24 第1 5 (2)
特別目的会社の設

立

特別目的会社については、資本金の出資比率（代表企業、
構成員の比率）、出資額（最低限度額等）の規定はないとい
う解釈でよろしいでしょうか。

入札公告時に公表予定の基本協定書案において提示致し
ます。

19 35
添付
資料
⑤

第三者賠償リスク
事業者の委託範囲におけるリスクは事業者となっております
が、不可抗力にて発生したものは免責と理解してよろしいで
しょうか。

入札公告時に公表予定の事業契約書案において提示致し
ます。

20 35
添付
資料
⑤

(9) 第三者賠償リスク
外部よりの侵入者等が第三者へ損害を与えた場合は不可抗
力に該当すると考えてよろしいでしょうか。

入札公告時に公表予定の事業契約書案において提示致し
ます。

21 35
添付
資料
⑤

(13) 法令変更リスク
貴市の法人市民税の変更は、「本事業に直接関連する法
令・税制の変更等」に該当すると考えてよろしいでしょうか。

法人市民税の変更は、「本事業に直接関連する法令・税制
の変更等」には該当しません。

22 35
添付
資料
⑤

(15) 不可抗力リスク
天災・暴動等不可抗力によるものの一定額までは事業者の
負担となる、とありますが、一定額とは具体的にどの程度と想
定されますか。

入札公告時に公表予定の事業契約書案において提示致し
ます。

23 35
添付
資料
⑤

(19) 物価変動リスク
委託費の改定指標及び計算式、有効数字等は、入札公告
時点で公表されると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

24 35
添付
資料
⑤

(25) 事故発生リスク
外部よりの侵入者等による発生事故は不可抗力に該当する
と考えてよろしいでしょうか。

本表No.20の回答を参照してください。



25 35
添付
資料
⑤

※1 不可抗力リスク
追加費用及び損害の「一定額」の金額は、入札公告時点で
公表されると考えてよろしいでしょうか。

本表No.22の回答を参照してください。

26 35
添付
資料
⑤

※2 物価変動リスク
委託費の改定の「一定割合」の数値は、入札公告時点で公
表されると考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。


