
様式集に関する質問回答

頁 章 項 様式 タイトル

1 様式集

No.6のとおり、事業者にて任意の業務を設定した場合で、資格者
名簿に登録がない企業の場合、別添様式については全体共通様
式のみをご提出することでよろしかったでしょうか。また、工事、委
託、物品のどの業種として登録すべきか判断がつかない場合、ど
の項目を回答したらよろしいでしょうか。

実施する業務に最も近い業種で資格者名簿に登録してください。
なお、「設計・建設に当たる者」及び「維持管理・運営に当たる者」
以外の業務を行う者については、資格者名簿に登録されている又
は登録予定であることを参加資格要件とし、「工事」「委託」「物品」
の業種を問いません。入札説明書を修正します。

2 様式集 7 第2 2 (2) (キ) 会社概要
様式任意となっておりますが、入れておくべき情報等がございまし
たらご教示ください。

一般的な会社概要がわかる情報で問題ありません。パンフレット
等があれば併せて提出してください。

3 様式集 7 第2 2 (2) (ク) 営業経歴書
様式任意となっておりますが、入れておくべき情報等がございまし
たらご教示ください。

業績についてアピールできるものを提出してください。

4 様式集 8 第2 2 (5) ①

各分冊内で本編に加えて添付資料を挿入する場合、本編と添付資
料でページ番号を区切ることでもよろしいでしょうか。

本編と添付資料でページ番号を区切ったので問題ありませんが、
目次やインデックスでそれぞれがわかるようにしてください。

5 様式集 31 3-2
入札参加グループ
構成表

「設計・建設に当たる者」、「維持管理・運営に当たる者」、「未利用
用地利活用事業に当たる者」以外の立場、例えば「汚泥燃料有効
利用業務に当たる者」という立場で構成員として参画したい場合、
この名目で入札参加グループ構成表に追記することでよろしい
か、ご教示願います。

ご理解のとおりです。

6 様式集 31 3-2
入札参加グループ
構成表

1～4で指定されている業務とは別に、事業者で任意に業務を設定
することが可能という理解でよろしかったでしょうか。事業者で任意
に業務を設定する場合、注意すべき事項があればご教示くださ
い。

第1文は、ご理解のとおりです。
第2文は、No.9の回答を参照ください。

7 様式集
34
35

3-4
3-5

競争入札参加有資
格者名簿の登録

該当欄には、有資格者名簿への登録の有無のみを記入することで
よろしかったでしょうか。登録業種や業者番号の記入など、他に記
入すべき事項があればご教示ください。

登録業種及び業者コードを記入してください。
入札説明書等に関する質問（第1回）の回答公表と合わせて、様式
3-4及び3-5の修正版を公表します。

8 様式集
34
35

3-4
3-5

業務実績の内容

利用用途とは、どのような内容を記載すべきかご教示ください。 汚泥有効利用を行う事業の場合に有効利用用途をご記入くださ
い。
入札説明書等に関する質問（第1回）の回答公表と合わせて、様式
3-4及び3-5の修正版を公表します。

9 様式集
34
35

3-4
3-5

入札参加資格申請
書

No.6のとおり、事業者にて任意の業務を設定した場合に、本入札
参加資格申請書の提出要否をご教示ください。
また、提出要の場合、以下をご教示ください。
①業務実績の内容については、どのような内容を記載すべきで
しょうか。
②実績要件は課されないと理解しておりますがよろしかったでしょ
うか。
③添付書類として、必要なものがございましたらご教示ください。

様式3-4及び3-5を流用し、設定した業務に対する入札参加資格申
請書を提出してください。
①業務実績の内容は、実施される業務に関する内容を記載してく
ださい。
②実績要件は課しません。
③添付書類は特に必要ありません。

該当場所
No. 資料名 質問 回答
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該当場所
No. 資料名 質問 回答

10 様式集 34 3-4
入札参加資格申請
書

「設計・建設に当たる者」、「維持管理・運営に当たる者」、「未利用
用地利活用事業に当たる者」以外の立場、例えば「汚泥燃料有効
利用業務に当たる者」という立場で構成員として参画したい場合、
入札参加資格審査申請書の提出は不要と理解しますが、この理
解でよろしいか、ご教示願います。

No.9の回答を参照ください。

11 様式集 34 3-4 業務実績の内容

施設規模のかっこ書きには、固形燃料化設備の記載がございませ
んが、記載漏れと理解しましたがよろしかったでしょうか。

ご理解の通りです。様式集を修正します。
入札説明書等に関する質問（第1回）の回答公表と合わせて、様式
3-4及び3-5の修正版を公表します。

12 様式集 64 6-2-2 財務安定性

評価項目として「1．SPCの資本構成における安定性の確保」が挙
げられていますが、一方で入札説明書P18-19にて構成員等の変
更が落札者決定日の翌日以降において、事業者が構成員等の追
加を申請した場合に、その理由が合理的であると貴公営企業局が
認める場合に限り、これを承認することがあるとされています。この
場合、SPCの資本構成が提案評価時と落札者決定日以降におい
て異なる可能性が発生するものと考えます。評価項目である「資本
構成における安定性の確保」とは具体的にどのようなことを求めら
れているのかご教示いただきたく存じます。

SPCが事業期間を通して継続して安定的経営が行える資本構成を
想定しています。

13 様式集 64
6-2-2
別紙
②

長期収支計画表

金額単位は円単位ですが、円単位だと数値の表示が小さくなり読
みづらいかと存じますので千円単位に変更していただけないでしょ
うか。なお、提出するデータには円単位まで金額を入力をいたしま
す。

原文のままとします。

14 様式集 67 6-2-5
温室効果ガス排出
量

補助燃料使用量に影響する為、計算で用いる消化ガス発熱量
（WETベース）の明示をお願いします。

本計算条件として、高位発熱量＝24MJ/㎥、低位発熱量＝22MJ/
㎥とします。様式集を修正します。

15 様式集 71 6-2-7 地域貢献

「松山市内に本店を有する業者」への発注額(設計・建設費)の割合
が評価対象とされていますが、落札決定後に行う実施設計の内容
により発注額・発注割合が変動する可能性があろうかと存じます。
実施設計の内容により合理的な理由がある場合において、提案時
点の発注割合と実際の発注割合の差異についてはペナルティ対
象外、との理解でよろしいでしょうか？

原則として、事業提案書に記載した発注割合を守れなかった場合
はペナルティの対象になります。ただし、合理的な理由がある場合
は協議することとします。

16 様式集 71 6-2-7 地域貢献

物価変動等により提案書記載の金額から増減又は相違する可能
性がありますが、参加する市内業者の発注額の割合が変わらなけ
れば差支えないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 様式集 72 6-2-8 地域貢献

松山市内居住者の継続雇用に関する費用は市内居住者の人件
費との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 様式集 77 6-3-4
受入設備・貯留設
備能力

下表のA,Bを記載し、とありますが、表にはBしかありません。誤記
と思われます。

ご理解のとおりです。様式集を「下表のA,B」から「下表のB」に修正
します。

2



様式集に関する質問回答

頁 章 項 様式 タイトル

該当場所
No. 資料名 質問 回答

19 様式集 78 6-3-5 排水負荷

排水負荷は給水温により変動する為、計算で用いる基準水温の
明示をお願いします。

本計算条件として、二次処理水・砂ろ過水の水温は25℃とします。
様式集を修正します。

20 様式集 78 6-3-5 排水負荷

「通常運転時における最大排水量を記載すること」とありますが、
一時的もしくは貴局事由により、上限1,500m3/日を超える事象が
発生する場合には、お認めいただけると理解しておりますが、よろ
しいでしょうか。

公営企業局の事由により上限値を超えた場合は、帰責事由にはな
りません。

21 様式集 78 6-3-5 排水負荷

排水負荷は消化槽加温熱量（排水側から見て冷却）も影響するた
め、計算で用いる消化槽加温の基準熱量の明示をお願いします。

消化槽加温に要する熱量は加味しない最大排水量としてください。

22 様式集 78 6-3-5 排水負荷

排水負荷は再生水質も影響する為、再生水質の明示もお願いしま
す。

二次処理水または砂ろ過水の水質は、試料を採取して確認してく
ださい。
試料の入手方法は、要求水準書に関する質問No.19を参照くださ
い。

23 様式集 83 6-4-3
固形燃料化物有効
利用

有効利用先企業への販売単価（円/T)の欄がありますが、有効利
用先企業との販売契約は事業開始前に締結することを想定してお
りますので、予定販売単価でよろしいでしょうか。

予定販売単価でも可とします。

24 様式集 97 7-4-4
費用内訳（固形燃
料化物買取価格）

本様式では、貴局からＳＰＣに固形燃料化物を販売する提案買取
単価を記載する様式との理解でよろしいでしょうか。
本事業は、貴局から事業者が固形燃料化物を全量買い取るため、
費目（受入れ先等）欄には事業者以外の受入先は存在しないとの
理解ですが、よろしいでしょうか。
また、現段階でSPC未設立のため費目欄の記載は「特別目的会
社」でよろしいでしょうか。

第1文は、ご理解のとおりです。
第2文は、費目については、SPCからの受け入れ先を記載してくだ
さい。

25 様式集 98 7-5
公営企業局支払い
対価整理表

金額単位は円単位ですが、円単位だと数値の表示が小さくなり読
みづらいかと存じますので千円単位に変更していただけないでしょ
うか。なお、提出するデータには円単位まで金額を入力をいたしま
す。

原文のままとします。

26 様式集 98 7-5
公営企業局支払い
対価整理表

計画年間最大処理量に対して、維持管理運営業務に係る対価を
算出することでよろしいでしょうか。事業者で任意に設定する場
合、事業者各々で処理量の前提が異なることとなり、価格点の公
平な評価を妨げる可能性がございます。

ご理解のとおり、対価の算出に用いる処理量は、計画年間最大処
理量です。
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