
福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業 様式第1-5-3号

平成２９年　８月　８日

No. 頁 条 項 号 回答

1 1 1 1

質疑及び意見書の回答は，落札者決定基準等
を補完するものです。質疑及び意見書の回答
等を踏まえて，修正した落札者決定基準等に
基づくため，本項のとおりとします。

2 1 1 12

維持管理・運営業務委託契約書（案）のとお
りとします。

3 1 1

変更についても提示条件に含まれます。

4 3 4 1 （3）

ご理解のとおりです。

5 3 4 1 3

ご理解のとおりです。

6 3 4 (4)

ご理解のとおりです。

総則

総則

「～この契約書及び基本契約に基づき、提示条件及び本件提案に従い、」と
ありますが、工事（設計・施工一括）請負契約 に基づき設計図書及び設計成
果物の変更があった場合、これらの変更も提示条件に含まれるとの理解でよ
ろしいでしょうか。提示条件の定義をご教示ください。

契約の保証
「この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注
者が確実と認める金融機関の保証」とありますが、保証事業会社の保証も含
まれるとの理解でよろしいでしょうか。

契約の保証

履行保証保険について、保険の契約期間は事業者が選定する保険会社の規定
に従うことでよろしいでしょうか。選定する保険会社にもよりますが、履行
保証保険は1つの契約が最長5年間程度が限界であるため、事業期間全ての履
行保証には最低4回の契約更新が必要となります。

維持管理・運営業務委託契約書（案）に関する質疑及び意見書に対する回答

契約の保証について

　維持管理・運営業務委託契約書（案）第４条第１項第３号に、「この契約
による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と
認める金融機関の保証」とありますが、この「発注者が確実と認める金融機
関の保証」には、保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律
（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう）の保
証も含まれると解釈してもよろしいでしょうか。
　なお、工事（設計・施工）請負仮契約書（案）第６条第１項第３号におい
ては、「保証事業会社の保証」が認められております。

質疑及び意見の内容項　目　名

総則

本項では基本契約、本契約、提示条件、本件提案の順に優先されるとありま
すが、落札者決定基準等に関する質疑及び意見書の回答は、特定事業契約を
構成する各契約の齟齬等に関する当事者間の合意事項となりますので、落札
者決定基準等に関する質疑及び意見書の回答を最優先に解釈することとして
いただけないでしょうか。

本項では、「受注者は、提示条件に記載された情報及びデータのほか、この
契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、こ
の契約を締結したことをここに確認する。」とありますが、利用しうる全て
のデータについて熟知義務を負うことは受注者にとって負担しえないリスク
となりますので、要求水準書等に記載のデータ以外については義務を負わな
いこととさせてください。



福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業 様式第1-5-3号

平成２９年　８月　８日

No. 頁 条 項 号 回答

維持管理・運営業務委託契約書（案）に関する質疑及び意見書に対する回答

質疑及び意見の内容項　目　名

7 8 16 3

原則として，リスク分担表No.47のとおりで
すが，協議で決定します。

8 8 16 3

回答No.7と同じです。

9 10 21

ご理解のとおりです。

10 13 31 3

誤記です。維持管理・運営業務委託契約書
（案）を修正します。

11 15 35 1

「業務委託料として予定されていた総額を20
で除した額の10分の1に相当する額」に修正
します。

契約が解除された場合等の違約金

本契約解除に対する違約金は「各会計年度における支払予定額のうち最も高
い額の10分の1」と定められていますが、「維持管理・運営委業務委託契約の
業務委託料として予定されていた額の総額を２０で除した額の10分の1に相当
する額」に変更していただけますでしょうか。

不適合の場合の補正義務

要求水準等の未達の場合の業
務委託料の減額等

不適合の場合の補正義務

「供給泥質が提示条件の水準を大幅に下回るため業務の遂行が困難である場
合、～供給泥質の改善又は提示条件を満たさない供給泥質に対応するための
施設の改善その他の措置について協議を行うものとする」とありますが、
基本契約書 別記1 「リスク分担表」№47費用増加リスクに記載のとおり、事
業者の費用増加分（調査費用を含む）は発注者負担、との理解でよろしいで
しょうか。

損害賠償
「第30条に定める場合を除くほか～」とありますが、参照条項は第28条の誤
りではないでしょうか。

本条の「周辺住民からの苦情等」について、本契約２８頁別記２では「周辺
環境、周辺住民等に悪影響を及ぼしている場合」のペナルティが課せられて
おりますが、当該の苦情や悪影響については本契約第２８条第３項を適用
し、受注者の善管注意義務を前提とした業務上避け得ない事象についてはペ
ナルティは課せられないとの理解でよろしいでしょうか。また、施設設置そ
のものに対する周辺住民からの苦情等については、基本契約書（案）７頁別
記１のリスク分担表No.10に基づき、受注者はその責めを負わないという理解
でよろしいでしょうか。

「脱水汚泥の性状又は成分（以下「供給泥質」という。）が提示条件の水準
を大幅に下回るため業務の遂行が困難である場合、発注者及び受注者は、
（中略）供給汚泥の改善又は提示条件を満たさない供給泥質に対応するため
の施設の改造その他の措置について協議を行うものとする。」とあります
が、脱水汚泥の供給は発注者の業務範囲であり、本項に規定する「供給泥質
が提示条件の水準を大幅に下回るため業務の遂行が困難である場合」とは、
発注者に起因して受注者が業務を履行できない場合であると思料します。そ
のため、供給汚泥の改善又は提示条件を満たさない供給汚泥に対応するため
の施設の改造その他措置に要する費用は、全て発注者にてご負担いただくこ
ととさせて下さい。



福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業 様式第1-5-3号

平成２９年　８月　８日

No. 頁 条 項 号 回答

維持管理・運営業務委託契約書（案）に関する質疑及び意見書に対する回答

質疑及び意見の内容項　目　名

13 19 44

ご理解のとおりです。

福岡市情報公開条例７条１項２号に定める
「公にすることにより，当該法人等又は当該
個人の権利，競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがあるもの」などについて
は，開示対象とならないため，変更は行いま
せん。

業務の引継ぎ等

「～発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で本施設の維持管
理・運営に必要な技術指導を行うものとする。」とありますが、技術指導内
容の詳細については発注者と事業者で協議して定めることができるとの理解
でよろしいでしょうか。

391612

本条では、受注者の守秘義務のみが定められておりますが、受注者から発注
者に対して提供する情報、書類、図面等は、公にすることにより、受注者の
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがありますので、受注者が発
注者に対して開示する情報についても、以下の設計・施工請負契約第69条
（秘密保持）と同様に、相互に秘密保持義務を負う条文に変更をお願いいた
します。なお、受注者が開示する情報は、福岡市情報公開条例の第7条第1項
第2号に定める不開示事由に該当する情報に該当しますので、情報公開の例外
として開示対象とならないと理解しております。
【変更案】
（秘密保持）
第39条 発注者及び受注者は，本件契約又は本事業に関して相手方から提供を
受けた秘密情報を第三者に漏洩しないこと，及び本件契約の目的以外には使
用しないことを各自確認する。
２ 次の情報は，前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事
由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないこと
を書面により合意した情報
３ 第１項の定めにかかわらず，発注者及び受注者は，次の場合には相手方の
承諾を要することなく，相手方に対する事前の通知を行うことにより，秘密
情報を開示することができる。ただし，相手方に対する事前の通知を行うこ
とが，権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は，かかる
事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士，公認会計士，税理士，国家公務員等の法令に基づく守秘義務を
負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに
開示する場合
４ 受注者は，本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し，法令に従う
ほか，発注者の定める諸規定を遵守するものとする。

秘密の保持



福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業 様式第1-5-3号

平成２９年　８月　８日

No. 頁 条 項 号 回答

維持管理・運営業務委託契約書（案）に関する質疑及び意見書に対する回答

質疑及び意見の内容項　目　名

14 21 47 4

維持管理・運営業務委託契約書（案）のとお
りとし，変更は行いません。

15 21

要求水準書P27.3-2-1(12)に記載していま
す。

16 28 別記2

ご理解のとおりです。

17 30

維持管理・運営業務委託契約書（案）のとお
りとします。

18 30 別記3 1 (3)

消化ガスの質の低下による受注者の負担増へ
の対応については，協議で決定します。

19 32 別記5 3

維持管理・運営業務委託契約書（案）のとお
りとします。

受注者が提供する情報、書類、図面等は、受注者がこれまでの事業で培って
きた技術・ノウハウ等の蓄積が含まれているものであり、受注者の競争力の
源泉となりうるものです。当該図面等の著作権及びその他知的財産権を自由
に利用することは、第三者への開示を含め何らの制限なく取り扱えることと
なるため、受注者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがありま
す。
本項の「発注者は、この契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情
報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量に
より利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、
この契約の終了後も存続するものとする。」を、「発注者は、この契約に基
づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその
他の知的財産権に関し、受注者の承諾を得た場合は、発注者の裁量により利
用する権利及び権限を有するものとする。」に変更をお願いいたします。

別記3（第22条関係）
1 消化ガス
(1) 費用負担

「技術提案値内は発注者が無償で提供」とありますが、要求水準書p76 別紙6
2には「無償で利用できる消化ガス利用可能量は、条件に応じて7,890Nm3/日
～13,870Nm3/日となる」との記載があります。つきましては、「技術提案値
内或いは要求水準書に記載された条件の範囲内は発注者が無償で提供」に変
更をお願いいたします。

知的財産権

業務委託料の見直し

業務委託料の見直しに用いる各指標は、各年度の「7月末日において入手でき
る最新の資料」とありますが、7月末日での確報値は5月末日のデータとなる
ことが予想され、翌年度4月～の単価の指数根拠として実態から離れやすくな
ります。指標の調査時期をもう少し後ろに設定されてはいかがでしょうか。

維持管理・運営期間において、事業を円滑に進めるために、発注者・受注者
が集まり情報交換や業務の調整を図る協議会を設置し、定期的に開催する
旨、条文追記いただけますようご検討願います。

要求水準未達の場合の業務委
託料の減額等の措置

未達レベルについて、各レベルの該当事象は、該当事象と判断される前に事
業者へのヒアリングの機会が設けられるとの理解でよろしいでしょうか。

消化ガス

消化ガスの提案値超過単価は1ノルマル立方メートルあたり40円（税抜）と規
程されていますが、基本契約書 別記1 「リスク分担表」№47費用増加リスク
に記載のとおり、消化ガスの質が大きく変動（例：消化槽浚渫工事に伴いメ
タン濃度が年間をとおして低下し、消化ガス使用量が増加する）したことに
よる事業者の費用増加分は発注者負担であり、何らかの補正がなされるとの
理解でよろしいでしょうか。


