
（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業
事業契約書（案）（平成１６年７月６日公表版）

平成１６年８月２７日

千　葉　県　水　道　局

に対する質問・回答

　・平成１６年７月６日に公表した事業契約書（案）に対する
　　質問及びその回答を公表します。
  ・平成１６年７月６日に公表した事業契約書（案）について、
　　Ｎｏ２、Ｎｏ３、Ｎｏ１８、Ｎｏ３６、Ｎｏ６１、Ｎｏ７２
　　の回答のとおり訂正をします。



事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

1 6 1 12

「・・・本件事業の開始時点で・・・」という表現です
が、(13)１行目の「・・・本契約締結時点で・・・」と同
義と解釈して宜しいでしょか。

お考えのとおりです。

富士電機システムズ株式会社

2 6 1 13

「既存施設」の定義に「並びに要求水準書に示す事業用地
内の管路及び受電設備」とありますが、「既存受電設備」
は事業用地の外にあり、かつ事業者が行う全体施設の維持
管理業務の対象には含まれないと理解いたします。そのた
め、「受電施設」は「既存施設」から除外していただけな
いでしょうか。

検討の結果、「受電設備」を「既存施設」から除外するよ
う訂正します。

電源開発株式会社

3 5 1 30

「消費税相当額」の定義が”割賦元本部分に係るもの”と
解釈できますが、事業契約書全般にわたって前記意味合い
ではなく単に5％相当額として使われているようです。定
義の変更をお願いいたします。

検討の結果、「消費税相当額」の定義を「消費税及び地方
消費税相当額」と訂正します。

ダイヤモンドリース株式会社

4 7 1 55

不可抗力の具体的内容は、当該事象発生の都度、客観的に
判断するとのご回答が既に出されておりますが、例えば
「落雷による長時間の送電停止」などの場合は不可抗力と
考えられると了解して宜しいでしょうか。

不可抗力については、事業期間中において発生した都度、
発生の状況や因果関係等を確認した上で判断いたします。
現段階で、個別具体の例についてご回答することはできま
せん。

三菱商事株式会社

5 9 4 3

事業者は本件事業を 『本契約、入札説明書等及び提案書
に従って』遂行しなければならない。とありますがこれら
の書類の優先順位はどうなりますでしょうか。

優先順位は、本契約、入札説明書等、提案書の順としま
す。ただし、提案書において提案された業務の水準が入札
説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その
部分に限り、提案書が入札説明書等に優先するものとしま
す。

三菱商事株式会社

6 10 6 1

本件事業の実施に係る一切の費用は、本契約で特段の規定
がある場合を除きすでて事業者が負担する。ま
た、・・・・・・・とありますが、本契約で特段の規定と
は何をさすのかご教示願います。

本契約の実施に係る一切の費用は基本的には事業者が負担
し、例外的に県水道局が負担する場合があることを明記し
ている規定のことを指します。 三菱重工業株式会社

7 10 8 1

本契約上の義務を履行する・・・・・ただし、千葉県が取
得・維持すべき許認可及び千葉県が提出すべき届出はこの
限りではない。とありますが、千葉県が取得・維持すべき
許認可及び千葉県が提出すべき届出を具体的にご教示下さ
い。

県水道局は河川法第５５条の許可申請を行う予定です。

三菱重工業株式会社

8 10 8 1

もし事業用地の土壌汚染に関する許認可又は届出が必要と
なった場合は、千葉県が取得・維持すべき許認可又は千葉
県が提出すべき届出と了解して宜しいでしょうか。

お考えのとおりです。

三菱商事株式会社

9 10 8 2
事業者は許認可等の申請に際して、千葉県に事前説明及び
事後報告を行なうとありますが、許認可のもれが無いか確
認する為と了解して宜しいでしょうか。

お考えのとおりです。
三菱商事株式会社

10 10 9 1

事業者は、本件事業に伴い・・・・千葉県は、合理的な範
囲においてこれに費用負担以外の協力をするものとする。
とありますが、入札前には工事用地の電力，上下水道，ガ
ス，電話等のインフラ状況をご教示下さい。

上水は県水道局が（仮称）江戸川浄水場から供給します。
ガス管は栗山浄水場付近まで敷設されています。下水道は
事業用地付近には敷設されていません。電力は、現在の排
水処理施設は矢切変電所から受電しています。

三菱重工業株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

11 10 9 1

事業者は、本件事業に伴い・・・・千葉県は、合理的な範
囲においてこれに費用負担以外の協力をするものとする。
とありますが、費用負担以外の合理的な範囲について具体
的にご教示願います。

これは事業者の要請に応じて適宜、千葉県も協力する旨を
規定したものであり、ＮＯ１０の回答にある協力等が想定
されます。 三菱重工業株式会社

12 10 10

事業者が全体工事工程表を変更する場合、工程表を千葉県
に再提出し協議を行なうとありますが、変更を認めない或
いは再修正の指示がされる可能性はありますでしょうか。

工程の変更内容に合理性が認められない場合は、承認しな
い、或いは再修正を依頼するということも想定されます。 三菱商事株式会社

13 11 11 １～
２

1.千葉県は、入札説明書等にその結果が添付さえた測量又
は地質調査その他の調査に誤りがあった場合
は、・・・・・負担するものとする。2.事業者は、必要に
応じて、新設施設の整備のための測量又は地質調
査・・・・・及び調査を行わなかったことに起因する増加
費用を負担するものとする。とありますが、入札説明書等
に掲載された測量･地質調査結果のみで建設請負工事が完
工できるという理解してよろしでしょうか。また，「調査
に誤りがあった場合」とは，千葉県が実施した測量又は地
質調査その他の調査の結果から合理的に推定できないよう
な土質，地下埋設物等の問題が発見された場合も含むと考
えてよろしいでしょうか。

県水道局は、地質調査結果としてボーリングデータを提供
しています。事業者は、地質断面を予測するため、県水道
局が提供したボーリングデータだけでは十分ではないと判
断する場合、必要に応じて自らの責任と費用により調査を
行ってください。
「調査に誤りがあった場合」とは、県水道局が提供した
ボーリングデータと事業者が実施した調査等結果に著しい
差異があった場合であり、事業者が予測できなかった土質
は含まれません。なお、地中障害物については事業契約書
（案）２７条をご参照ください。

三菱重工業株式会社

14 11 13 2

千葉県は、設計の内容及び進捗状況に関して、適宜事業者
に対して説明を求め、協議を行うことができる。とありま
すが、説明・協議とは具体的にどのようなことを想定され
ているかご教示願います。

設計内容や進捗状況に関する説明や、作業段階における疑
問・課題・問題点等に関する協議などを想定しておりま
す。 三菱重工業株式会社

15 12 14 3

事業者は、・・・・・ただし、事業者が千葉県の通知の内
容に意見を述べ、千葉県がその意見を合理的と認めた場合
は、この限りではない。とありますが、千葉県が合理的と
認めた場合の修正・変更に費用が発生した場合は、負担頂
けると理解してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

三菱重工業株式会社

16 12 15
事業者が、合理的な理由がある場合、建設期間中における
確認後の設計図書の変更を求める事は可能でしょうか。

やむをえない事情がある場合については、事業者が設計図
書の変更を求めることも想定されます。 三菱商事株式会社

17 13 15 3

不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保
険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、
補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合に
は、・・・控除する。と記載されておりますが、保険、保
証で全額カバーできない金額は千葉県の負担と理解してよ
ろしいでしょうか。

保険、保証、補償金等でカバーできない金額については、
別紙５に従って、１％までは事業者、それ以上の部分につ
いては千葉県が負担するものとします。 三菱重工業株式会社

18 14 18 2

条文中の、「全体工事工程表に定められた日程に従って」
と「全体工事工程表に記載された日程に従って」は主旨が
同じと思われます。

「全体工事工程表に記載された日程に従って」の文言を削
除するよう訂正します。 株式会社日立製作所

19 14 19 1
工事監理者は常駐でしょうか？ 建築基準法の規定に従い、工事監理者を定めてください。

常駐の必要はありません。 電源開発株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

20 15 21 3

事業者は、自己の責任と費用において、・・・・・・これ
に限られない。以下｢近隣対策｣を実施する。とあります
が、建設に伴う近隣対策については，入札前に千葉県殿か
ら具体的にどのような項目が含まれるか御説明いただける
ものと理解してよろしいでしょうか。また，その千葉県殿
の御説明から合理的に想定できる範囲を超えた近隣対策に
ついては，千葉県殿において実施いただけるものと考えて
よろしいでしょうか。

近隣対策の具体的な項目を示すことは想定しておりませ
ん。事業者は合理的に要求される近隣対策を実施してくだ
さい。

三菱重工業株式会社

21 15 21 3

事業者は、自己の責任と費用において、・・・・・・これ
に限られない。以下｢近隣対策｣を実施する。とあります
が、本件施設の建設を含む事業計画そのものに対する住民
の反対に対する対応は近隣対策の対象外と理解してよろし
いでしょうか。

お考えのとおりです。

三菱重工業株式会社

22 15 23 4

事業者は、建設期間中、事業者が実施する新設施設の検査
又は試験のうち性能に及ぼす影響・・・・・千葉県が負担
する。とありますが、実施する検査及び試験の7日以前ま
でに報告すればよろしいでしょうか。

当該検査又は試験を実施する１４日前までに通知してくだ
さい。

三菱重工業株式会社

23 17 26 2,3

2.新設施設の設計及び建設にともない・・・・事業者がこ
れを負担するものとする。3.事業者は・・・・事業者は、
その保険証券の写しを千葉県に提出する。とありますが、
「建設工事において通常避けることができない理由」と
は，それにより第三者に生じさせた損害が第三者賠償責任
保険により補填されるような事由と考えてよいか。また。
これ以外の理由でかつ事業者の責に帰すべき事由以外の事
由により第三者に損害が生じた場合には,その損害は千葉
県が負担すると解釈してよいか。

前段については､必ずしも保険でカバーされる範囲に限ら
ず、事業者の負担となります。後段については、ご指摘の
ケースについても事業者の負担となります。

三菱重工業株式会社

24 19 30 4
完成検査及等の方法について千葉県との協議は、完成前に
行なわれる予定と了解して宜しいでしょうか。

お考えのとおりです。
三菱商事株式会社

25 19 30 5

「含水率を○％以下（事業者の提案による含水率）にでき
る能力」とあります。一方、事業契約書（案）（４月２３
日公表版）に対する意見回答Nｏ．138では「栗山浄水場分
は、現実の汚泥を使って試運転時を行ってください」と記
載されています。江戸川浄水場分については、過去の実験
結果をもとにしたデータにより完成検査を受けるものと考
えて宜しいでしょうか。

完成検査及び試運転の方法は県水道局と事業者が協議して
定めますが、（仮称）江戸川浄水場分の汚泥は現実の汚泥
を用います。

富士電機システムズ株式会社

26 19 30
完成検査時及び試運転時には江戸川浄水場からの高濃度汚
泥は入ってくると考えてよろしいでしょうか。

ＮＯ２５をご参照ください。
月島機械株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

27 19 30 5

「（仮称）江戸川浄水場の現実の汚泥で含水率を○％以下
（事業者の提案による含水率）にできる能力があるか」と
あります。業務要求水準書では含水率65%以下と記載され
ていますが、施設の能力は65%を目安として、最終的には
事業者の提案による含水率を基準とすると考えて宜しいの
でしょうか。

「○％」には、事業者の提案による含水率が記載されるこ
とになりますが、業務要求水準書に記載された「６５」以
下の数値である必要があります。

富士電機システムズ株式会社

28 19
62 30

業務要求水準書Ｐ５では「含水率６５％以下」とあります
が、契約約款（案）では「含水率○％以下（事業者の提案
による含水率）」と記載されています。どのように解釈す
れば宜しいでしょうか。

ＮＯ２７をご参照ください。

月島機械株式会社

29 19 30

完成検査時及び試運転時における汚泥は高濃度汚泥が少な
いと考えます。その場合は、脱水後の脱水ケーキの含水率
が６５％を越える可能性があります。そういった場合、県
水道局殿はどのように評価をされるのでしょうか。

完成検査及び試運転の方法は県水道局と事業者が協議して
定めますが、県水道局は新設施設が発生土の含水率を65％
以下とすることが可能な能力を有しているかを確認するこ
とになります。

月島機械株式会社

30 19 31 1

廃掃法14条、15条の許可取得が事業者に課されております
が、本件はBTO取引であり施設の設置者は千葉県と理解さ
れますので、事業者が許可を取得する必要はないのではな
いでしょうか。
また、同様の理由から脱水ケーキの運搬・処分業者との契
約は千葉県と当該業者間でなされるのが適切ではないで
しょうか。
（事業者は対価支払業務、マニュフェスト発行業務などを
県から受託するというイメージになるのではないでしょう
か。）

産業廃棄物処理業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可は
ＳＰＣが取得し、事業期間中はＳＰＣが施設の設置者とな
ります。また、発生土の運搬及び再生利用業者との契約
は、ＳＰＣと当該業者の契約となります。（県担当課と協
議済）

ダイヤモンドリース株式会社

31 20 33 2

「千葉県は本件事業．．．について何ら責任を負担するも
のではない｣と規定しています．しかし、本条は「完工確
認通知書」に関するものであり、工事の完成に関するもの
で本件事業全部についてではないはずです．従って、ここ
は「本件事業」ではなく「本件新設施設の建設工事」とす
べきではないでしょうか．

事業契約書（案）のとおりとし、変更いたしません。

株式会社荏原製作所　東関東支店

32 20 34

所有権の移転（施設の引渡）に関する質問ですが、契約書
（案）意見回答P5No34によりますと事業者が所有権移転登
記をするように読み取れますが、実際には県名義で所有権
保存登記を行えば登録免許税も非課税となりコストを抑え
ることができます。この対応でよろしいでしょうか。

県水道局としては、必ずしも事業者名義による登記は特に
求めませんが、事業者が必要と考える場合は、所有権保存
登記、所有権移転登記等の登記に必要な書類の作成は事業
者の費用で行ってください。 ダイヤモンドリース株式会社

33 20 35 1

「千葉県は、・・・又は修補に代え若しくは修補とともに
合理的な損害の賠償を請求することができる」とあります
が，合理的な損害とは具体的に何か御回示ください。

合理的な損害の範囲については、事業期間中において発生
した都度、発生の状況や因果関係等を確認した上で判断い
たします。現段階で、個別具体の例についてご回答するこ
とはできません。

三菱重工業株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

34 21 35 3

第3項は「工事請負人等をして．．．保証させるべく、必
要な措置をとる｣と規定しています｡しかし、第20条第5項
ですでに、事業者は工事請負人等に帰責事由がある行為に
ついて責めを負うと規定しています｡従って、この第35条
第3項は屋上屋を重ねることになるように思えます。従っ
て、本第3項を削除して頂きたくお願いいたします。

第20条第5項は、事業者の一般的責任を規定したものです
が、第35条第3項は、特に瑕疵担保責任については特に工
事請負人等による保証が必要として定めたものでありま
す。内容として重複はありませんので、削除はいたしませ
ん。

株式会社荏原製作所　東関東支店

35 21 37

「既存脱水設備等の撤去等」の「撤去等」の「等」の内容
を示していただけないでしょうか。
「撤去等」には、既存脱水設備撤去の後、既存脱水機棟内
に再生利用施設を建設することも含まれ、これについても
第41条が適用されると考えてよろしいでしょうか。

事業者の提案により、既存脱水設備撤去の後、既存脱水機
棟内に再生利用施設を建設する場合は、「撤去等」に「再
生利用施設の建設」が含まれ、第４１条が適用されます。
この場合の「再生利用施設の建設費」は事業契約書（案）
別紙９の表Ａ－４のⅠ③「既存の脱水設備等の撤去費」に
含まれます。

電源開発株式会社

36 21 38 2

これは最長２年間の撤去更新工事が想定されます質問回答
７９及び第18条第2項と同様に工事工程表から週間工程表
の削除をお願いいたします。当然週間工程表は場内等に掲
示は行ないます。

第３８条２項の「週間工程表」を削除するよう訂正しま
す。

株式会社荏原製作所　東関東支店

37 21 38 2

第18条第2項の修正に準じて、「詳細な工事工程表（月間
工程表及び週間工程表）を作成し千葉県に提出する。」を
「詳細な月間工程表を作成し千葉県に提出する。」に修文
頂けないでしょうか。

ＮＯ３６をご参照ください。

電源開発株式会社

38 22 39

脱水機設備等の撤去に関して、貴県によって確認され、確
認通知書が交付されれば、これに係るサービス購入料の支
払いは、平成20年9月より以前から開始されますか。

脱水機設備等の撤去費にかかる対価を平成20年9月以前に
支払い開始することは想定しておりません。 株式会社日立製作所

39 23 42 1

維持管理・運営業務を行なう基となる書類が記載されてお
りますが、これらの優先順位はどうなりますでしょうか。

優先順位は、本契約、入札説明書等、提案書の順としま
す。ただし、提案書において提案された業務の水準が入札
説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その
部分に限り、提案書が入札説明書等に優先するものとしま
す。

三菱商事株式会社

40 23 43 8

維持管理・運営仕様書の変更により生じた維持管理・運営
費用の増減をサービス購入料に反映させる場合の計算方法
はどうなりますでしょうか。同額を減少・増加するとの了
解でよろしいでしょうか。

減額は電力費等の低下する費用を反映させ、増額は合意し
た仕様概要書の水準を超える仕様変更を求めた場合に、反
映させます。 三菱商事株式会社

41 24 43 9

『事業者は、後期の開始予定日の30日前までに…維持管
理・運営仕様書（後期分）を作成し、千葉県に提出し、確
認を受けるものとする』と記載されてますが､第46条4項
『千葉県は、180日前に事業者に通知する…』考え方で、
180日前に後期の開始予定日は通知されるという理解で宜
しいでしょうか｡
（例えば120日前に通知された場合は、維持管理・運営仕
様書の提出期限は30日前より遅くなるということで宜しい
でしょうか。）

後期の開始日が変更された際の維持管理・運営仕様書の提
出期限については、そのことが決定された時点において検
討し、定めることといたします。（場合によっては、ご指
摘のように30日前より遅くなることも想定されます。）

株式会社荏原製作所　東関東支店
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

42 24 45 4

廃棄物管理票の写しを事業期間中保管することは廃掃法施
行規則第八条の二十八では5年間です。本施設は廃掃法の
業許可を有する施設である以上、法律・条令と事業契約書
間での整合を計り健全な事業運営を行なえるご配慮をお願
いします。

廃棄物管理票の写しは、事業期間中保管してください。

株式会社荏原製作所　東関東支店

43 25 46 2

前期の維持管理・運営開始予定日までに全体施設の維持管
理・運営を開始できなかった場合の増加費用・損害の負担
について、事業者の責めに帰すべき事由により遅延した場
合、事業者は遅延した日数に応じ、本件建設工事費等相当
額につき年8.25％の割合で計算した違約金を千葉県に支払
うとあります。一方、千葉県の責めに帰すべき事由により
遅延した場合の違約金の規定がなく、事業者に不利益とな
ると思われます。事業者・千葉県のどちらの責めに帰すべ
き場合であっても、違約金の規定を同じにして下さい。

事業契約書（案）のとおりとし、変更いたしません。

株式会社　石垣

44 26 48 4

「②既存施設の主体構造部であるコンクリート部分に起因
して、その修繕又は更新が必要となったときは、これによ
り事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は千葉県が負
担する」とありますが、これは、既存施設（既存土木構造
物、既存建築構造物、既存外溝施設）のコンクリート部分
の修繕又は更新は、事業者の業務範囲外ということでよろ
しいでしょうか。

事業者は、全体施設の維持管理、修繕を行う必要がありま
すので、既存施設の主体構造部であるコンクリート部分に
ついても、通常要求される範囲の修繕は事業者の費用で行
う必要があります。既存施設の主体構造部であるコンク
リート部分の欠陥に起因して、大規模な修繕又は更新が必
要となったときは、これにより事業者に生じた合理的な増
加費用及び損害は千葉県が負担します。なお、「既存の外
溝施設」は、既存施設の主体構造部であるコンクリート部
分には含まれませんので、修繕又は更新が必要となった場
合は事業者の負担となります。

戸田建設株式会社　千葉支店

45 26 48 4
５行目の但し書きの中に不可抗力の場合の取り扱いについ
ても記述すべきと考えます。

第75条の規定は本項にも適用されますので、修正はいたし
ません。 富士電機システムズ株式会社

46 27 51

事業者が受入れる汚泥の成分について質問があります。
重金属混入の場合には、事業契約書（案）意見回答No240
より県に増加費用を負担いただけることとなっております
が、同様に土壌汚染防止法に規定されている特定有害物質
（カドミウムなど25種）についても混入の場合には県に増
加費用をご負担いただけると考えてよろしいでしょうか。
また、以前サンプリングさせていただきました汚泥には塩
素分が3,000ｐｐｍ程度含まれておりましたが、塩素分が
1,000ppmを超える場合には、再生利用が困難（あるいは処
理コストが大幅にアップ）となりますので、協議扱いとし
ていただけないでしょうか。

原水への重金属の混入など事業者の責めに帰すべき事由以
外で発生土に重金属が混入し再生利用が不可能となった場
合は、協議により最終処分場への埋立てを認めることがあ
りますが、この場合の再生利用業務費の増加費用分は県水
道局が負担します。前段のご指摘の件については、個別具
体的な状況ごとに判断することになります。
また、汚泥の塩素分については、特段の扱いはいたしませ
ん。

ダイヤモンドリース株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

47 27 51 1

事業者は、脱水処理により発生する発生土について、千葉
県が承諾した場合を除き、すでて再生利用しなければなら
ない。とありますが、重金属混入の場合には、事業契約書
（案）意見回答No240より県に増加費用を負担いただける
こととなっておりますが、同様に土壌汚染防止法に規定さ
れている特定有害物質（カドミウムなど25種）についても
混入の場合には県に増加費用をご負担いただけると考えて
よろしいでしょうか。
また、以前サンプリングさせていただきました汚泥には塩
素分が3,000ｐｐｍ程度含まれておりましたが、塩素分が
1,000ppmを超える場合には、再生利用が困難（あるいは処
理コストが大幅にアップ）となりますので、協議扱いとし
ていただけないでしょうか。

ＮＯ４６をご参照ください。

三菱重工業株式会社

48 27 51 　

発生土をすべて再生利用することとありますが、去る平成
１６年２月２３日ご提供頂きました浄水場発生土の成分分
析を行いました結果、脱水ケーキに含まれる総塩素量が
０．３６％（３６００ｐｐｍ）とかなり高い数値を示し、
発生土再生利用の主要処理先であるセメント会社より、常
時この様に高塩素濃度の発生土では引受が困難との回答を
得ております。１度の検査では高塩素濃度の原因が、原水
の泥分に元々含まれていたものか、或いは浄水場での処理
過程で増えたものなのか特定出来ておりません。また、こ
の現象が一時的なものかどうかも不明であります。７月２
８日の汚泥ご提供により再度分析を予定致しております
が、いずれにしろ、高塩素濃度汚泥の発生は再生利用計画
に大きな障害となります。セメント工場では製品であるセ
メントに含まれる塩素濃度が規定されており、高塩素濃度
の廃棄物処理は製品への影響ばかりでなく、原料と塩素ガ
スが混ざって凝固、設備内に固着し閉塞などのトラブルが
発生するとのことで敬遠の状況にあります。高塩素濃度の
産業廃棄物を処理する目的でこれらトラブル回避のために
装置設備をすることも可能と言うことですが、数億の設備
投資が必要とのことでありました。当然処理費用が跳ね上
がることは必至と考えられます。つきましては、栗山浄水
場排水処理場発生土が恒常的或いは特異的に高い塩素濃度
を示すものなのかご存じ有ればご教示願います。また、塩
素濃度が高い状況が恒常的な場合は、セメントによる再生
利用処理が可能な施設は限定され、発生土の再生利用業務
費が通常処理よりかなり高くなるものと考えられます。さ
らに、高塩素濃度状態が特異的な場合は有害物質の混入に
準じる扱いと考えて頂ければと思います、水道局様のご見
解ご開示願います。

県水道局は、栗山浄水場の発生土に含まれる塩素量を測定
しておりません。ご希望があれば、再度、発生土を提供す
る機会を設けましたので、分析結果等を参考にして、再生
利用方法を提案してください。

株式会社ピーエス三菱

49 27 51 1

事業者は、脱水処理により発生する発生土について、千葉
県が承諾した場合を除き、すでて再生利用しなければなら
ない。とありますが、千葉県が承諾した場合とは具体的に
ご教示願います。

事業契約書（案）別紙１１の３（２）ウのイ「協議に基づ
く最終処分場への埋立て」により認められた場合です。

三菱重工業株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

50 27 51

事業契約書（案）に対する意見回答No.240では、①の場合
には再生利用単価を上回る増加費用分は県水道局殿が負担
する旨ご回答頂いております。②についても置かれている
環境は同じであることから、この場合にも、当初設定した
再生利用単価を上回る増加費用分は県水道局殿が負担して
いただけると理解してよろしいでしょうか？

原水への重金属の混入など事業者の責めに帰すべき事由以
外で発生土に重金属が混入し再生利用が不可能となった場
合は、協議により最終処分場への埋立てを認めることがあ
りますが、この場合の再生利用業務費を上回る増加費用分
は県水道局が負担します。ご指摘の②の場合については、
個別具体的な状況ごとに協議を行い、決定します。

電源開発株式会社

51 27 52 1

健康診断の実施は、「・・・・・（事業者の従業員である
か否かを問わない）・・・・」とありますが、定期的な修
繕や法定検査などに関係する全ての者について必要でしょ
うか。

事業者は、水道法の規定に従い、維持管理運営業務に従事
している者の健康診断を実施してください。 三菱商事株式会社

52 27 53 1,2

全体施設の維持管理・運営業務の実施に伴い通常さけるこ
とのできない騒音、・・・・・・事業者がこれを負担する
ものとする。とありますが、これは、「全体施設の維持・
運営管理において通常避けることができない理由」とは，
それにより第三者に生じさせた損害が第三者賠償責任保険
により補填されるような事由と考えてよいか。また。これ
以外の理由でかつ事業者の責に帰すべき事由以外の事由に
より第三者に損害が生じた場合には,その損害は千葉県が
負担すると解釈してよいか。

前段については､必ずしも保険でカバーされる範囲に限ら
ず、事業者の負担となります。後段については、ご指摘の
ケースについても事業者の負担となります。

三菱重工業株式会社

53 28 55 2

再生利用状況を記載するに足りる書面を添付する業務日報
を毎日作成することと速やかに閲覧させる。業務報告及び
管理方法は提案として頂きたい。①再生利用書面を業務日
報に添付した場合マニフェスト票の交付と写しの送付（受
領）に時間差が発生する事②千葉県知事に施設の設置者は
報告が義務付けられている事。廃掃法を遵守する管理方法
とする事が第58条（別紙11）での再生利用トラブルを回避
することに繋がります再考願います。

業務報告の具体的な方法は、維持管理・運営仕様書の内容
を基に、協議により決定するものとします。

株式会社荏原製作所　東関東支店

54 30 60 2 （1）

事業者が金融機関等に対し債権譲渡等を行う場合の千葉県
側の条件として”サービス購入料を減額・支払停止でき
る”との記載がありますが、減額・支払停止の対象となる
のは”サービス購入料のうち排水処理施設整備等の費用に
係る対価を除く部分”という理解でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

55 30 62 1
本契約の期間満了に際して、千葉県に対して運転ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
を実施する必要はありますか。

業務の引継ぎの具体的な方法は、協議により決めるものと
します。 三菱重工業株式会社

56 31 63 6

本項で規定するサービス購入料は、「・・・サービス購入
料（ただし、排水処理施設整備等の費用に係る対価を除
く）・・・」と考えてよろしいですか。

本項で言及しているサービス購入料には、排水処理施設整
備等の費用に係る対価も含まれます。 株式会社日立製作所
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

57 31 63 2

事業契約書（案）に対する意見回答No.275において、「…
事業者の責めに帰すべき事由による損傷が見られたとき
は、…」に記述されている損傷の程度について、現段階で
示すことは出来ないとのご回答を得ています。しかしなが
ら、事業ｺｽﾄを算出する必要があることから、例えば、建
物･建築物等の全面塗装工事等のように多額な費用（例え
ば250万円を超える場合）がかかる場合、又は長期間の工
期（例えば、工期が１ヶ月を超える場合）を要する修繕が
必要な場合と考えてよろしいでしょうか？

千葉県としては、事業を継続するために障害となりうる損
傷について修繕していただくことを想定しております。

電源開発株式会社

58 31 63

実施方針等に関する質問及び回答（平成15年12月12日）の
№31で、既存脱水機棟内に事業者が提案により設置した機
器等は事業終了の数年前に県水道局と協議の上、撤去又は
継続使用の取り扱いについて取り決めるとありますが、事
業契約書にこれに該当する規定がみられないようです。上
記機器等についても新設施設と同様、県水道局殿に所有権
が移転することから第63条が適用され、事業終了時にSPC
が撤去することはないと考えてよろしいでしょうか。

既存脱水機棟内に事業者が提案により設置した機器は、事
業期間終了時において事業者が撤去する必要はありませ
ん。但し、既存脱水機棟内にある第６４条１項に規定する
物件等については撤去又は搬出しなければなりません。

電源開発株式会社

59 32 65 1 (4)

「・・・本契約に基づく事業の継続が困難であると合理的
に判断されるとき。」とありますが、千葉県の判断に基づ
くとの了解でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

三菱商事株式会社

60 32 66 2

事業者の債務不履行により契約が解除となる場合で、新設
施設の出来形部分があるとき、県殿は検査に合格した部分
を買い取るか、買い取らないか選択する権利を有する表現
となっています。この場合、事業者としては違約金として
建設工事費相当額の10％を支払うことになっており、それ
に加えて県殿が買い取らない可能性があることは事業者に
とって厳しすぎる条件であると思います。また、違約金以
上のペナルティがありうることは事業者がファイナンスを
獲得するのを困難にするか、あるいはファイナンス組成
上、金融機関がスポンサーにより厳しい負荷（県殿が買い
取らなかったときにスポンサーに資金負担を求める旨保証
させる等）をかける可能性があり、結果として金利が上が
り事業コストが高くなることが懸念されます。よって、検
査に合格した部分は必ず買い取るように条件を緩和してい
ただきたく、ご再考をお願い致します。同様の趣旨によ
り、第67条2項も条件を緩和していただきますよう、ご再
考をお願い致します。

県水道局は、施設の出来形部分を利用して建設工事を継続
することが妥当と判断するとき、又は、施設の出来形部分
の買い受けが社会通念上合理的と認められるときは、施設
の出来形部分を買い受けると考えられますので、変更はい
たしません。

株式会社荏原製作所　東関東支店
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

61 33 66 4

事業者の事由による新設施設引渡前の契約解除の場合、事
業者に課される違約金の額が本件建設工事費等相当額を
ベースに計算される仕組みとなっておりますが、本件建設
工事費等相当額には割賦金利相当額が含まれていますので
一般のPFI案件よりも高額の違約金となっております。割
賦金利を控除した本件建設工事費等相当額（＝割賦元本）
をベースに計算していただけるよう要望いたします。
第78条の契約保証金額、履行保証保険付保額についても同
様に要望いたします。

第１条（６０）の「本件建設工事費等相当額」の定義に、
「割賦支払利息を除く」の文言を追加します。

ダイヤモンドリース株式会社

62 33 66 4

建設期間中の違約金ということから、違約金の根拠となる
「本件建設工事費等相当額」とは、本事業契約書（案）Ｐ
８の第１条（６０）の「本件建設工事費等」の定義による
ところの別紙９の表Ａ－４における排水処理施設整備等の
費用に係る対価のうち割賦金利相当分を除いた額というこ
とでよろしいでしょうか。

ＮＯ６１をご参照ください。

戸田建設株式会社　千葉支店

63 33 66 6

千葉県が第１項の事由により被った合理的な損害のうち、
違約金により回復されない部分について事業者に損害賠償
の請求を行なうとありますが、具体的にどのような場合が
想定されますでしょうか。

具体的には想定していませんが、その可能性も全くは否定
できないため、このような規定をおいております。

三菱商事株式会社

64 34 67 4

千葉県が第１項の事由により被った合理的な損害のうち、
違約金により回復されない部分について事業者に損害賠償
の請求を行なうとありますが、具体的にどのような場合が
想定されますでしょうか。

ＮＯ６３をご参照ください。

三菱商事株式会社

65 35 68 4

「事業者が被った合理的な損害」については、契約終了に
より被った直接損害だけでなく、間接損害も含める旨を明
記していただきたくお願い致します。

損害賠償の範囲は、民法４１６条の規定により判断されま
す。 株式会社荏原製作所　東関東支店

66 37 77 3

不可抗力による契約解除時において事業者側の負担額が別
紙5に基づくものとなっておりますが、建設期間中におい
ては事業者側に収入が一切ありませんので、現規定では当
該負担金が丸々出資者からの持ち出しとなってしまいま
す。維持管理期間中においては県からの支払もあり別紙5
に基づく負担もしやすいのですが、建設期間中においては
全額県にご負担いただけないでしょうか。

建設期間中においても、別紙５のとおり事業者に負担して
いただきます。

ダイヤモンドリース株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

67 38 78 3、4

事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場合、保
険契約は建設請負契約に依拠します。また、建設請負契約
は事業契約に依拠しますため、事業契約に先立って事業者
を被保険者とする履行保証保険契約を締結することは困難
となる場合が考えられます。従いまして、この種の保険契
約に関しましては建設請負契約および保険契約の締結後
（即ち事業契約後となる場合もある）遅滞無く当該保険証
券の写しを千葉県殿に提出することで替えられる、と理解
して宜しいでしょうか。

そのような方法でも結構です。

株式会社荏原製作所　東関東支店

68 38 78 4

「既存施設に付属する設備の更新等」および「既存の脱水
設備等の撤去」は履行保証保険の対象範囲であると理解し
ておりますが、この工事は新設施設の工事完了後、運営期
間中に行われるものであるため、保険会社から同一工事と
は見なされず、事業契約締結時近辺の保険契約締結は困難
とされる場合があるように考えられます。従って当該保険
証券の写しを千葉県殿に提出する時期については、「原則
事業契約締結時として、詳細は協議事項とする」ことは可
能ですか。

原則は事業契約締結時として、詳細については協議を行い
ます。

株式会社荏原製作所　東関東支店

69 38 78 3

「（事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場
合・・）」とありますが、これは、保険契約者をＳＰＣよ
り工事を請負う構成員または協力会社とし、工事履行保証
保険を付保ということでよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

戸田建設株式会社　千葉支店

70 38 78 3

「（事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場
合・・）」とありますが、ＳＰＣより工事を請負う構成員
または協力会社が複数いて（例えばＡ，Ｂ、Ｃ社）、各社
がそれぞれ工事請負契約に対する工事履行保証保険を付保
する場合、
（Ａ×１０％）＋（Ｂ×１０％）＋（Ｃ×１０％）
という付保の仕方でよいでしょうか。
または、Ａ社１社が代表して保険契約者となり付保すると
いうやり方はよいでしょうか。

どちらの方法でも結構です。但し、前者の場合は、各社の
負担割合の合計が１００％となるようにしてください。

戸田建設株式会社　千葉支店

71 38 78 3

「（事業者を被保険者とする履行保証保険を付保する場
合・・）」とありますが、この場合、ＳＰＣより工事を請
負う構成員または協力会社が保険契約者となり工事履行保
証保険を付保することになります。工事履行保証保険の対
象は、あくまで工事請負契約に対しての履行保証保険であ
ります。よって、「建設工事費等相当額」とは、「建設工
事費等」における「工事費」のみという理解でよろしいで
しょうか。

「本件建設工事費等相当額」とは、事業契約書（案）別紙
９の表Ａ－４「排水処理施設整備等の費用に係る対価」か
ら割賦支払利息分を除いた額であり、工事費のみではあり
ません。 戸田建設株式会社　千葉支店

72 40 90 3

「提案書」が「入札説明書等」に優先するというのは間違
いございませんでしょうか。次行以下の但し書きの内容と
矛盾するものと思われます。

優先順位は、本契約、入札説明書等、事業契約書（案）に
対する意見回答、提案書、実施方針の順とするよう訂正し
ます。ただし、提案書において提案された業務の水準が入
札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、そ
の部分に限り、提案書が入札説明書等に優先するものとし
ます。

富士電機システムズ株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

73 40 90 3

文書間の優先順位が事業契約書（案）の「本契約、入札説
明書等、提案書、……」から「本契約、提案書、入札説明
書等、……」と修正になっていますが、その場合、第3項
後段のただし書きは不要と判断いたしますが、いかがで
しょうか。

ＮＯ７２をご参照ください。

電源開発株式会社

74 40 91 1

関係者協議会の設置要綱は千葉県及び事業者が協議して定
めるとありますが、設置時期、構成メンバー等、現時点で
想定されていることがありましたら教えてください。

関係者協議会は、必要に応じて、協議する内容に対応した
メンバーで構成することを考えています。 株式会社　石垣

75 41 別紙
1

事業日程に県が実施する新設施設内の既存施設を撤去し現
地盤高で整地引渡し日、事業者が建設に着工するタイミン
グ平成18年3月31日を明記する様お願いします。

県水道局は、新設施設区域内の既存施設を撤去した後、平
成１８年３月３１日までに現地盤高で整地し、事業者に引
渡します。 株式会社荏原製作所　東関東支店

76 41 別紙
1

「既存の脱水設備等の撤去」には、撤去後の再生利用施設
の建設も含むものと考えてよろしいでしょうか。

事業者の提案により、既存脱水設備撤去の後、既存脱水機
棟内に再生利用施設を建設する場合は、「既存の脱水設備
等の撤去」に「再生利用施設の建設」が含まれます。

電源開発株式会社

77 43 別紙3 表A-2

第三者賠償責任保険の条件として「免責事項0円」との規
定がありますが、例えば以下のような変更は可能でしょう
か：
「免責事項を5万円以下とし、当該金額はSPC等が直接負担
する」

事業契約書（案）のとおりとし、変更いたしません。

株式会社荏原製作所　東関東支店

78 43 別紙3 表A-2

第三者賠償責任保険の条件として「免責事項0円」との規
定がありますが、これを変更（例えば免責5万円）の上提
案した場合、応募者失格となるのでしょうか。もしくは
「質に関する評価」において該当項目の配点の一部が減点
となるのでしょうか。

基礎審査基準に基づき、失格といたします。

株式会社荏原製作所　東関東支店

79 45 別紙5

建設期間中の不可抗力による事業者側の負担額について、
本件建設工事費等相当額をベースに計算される仕組みと
なっておりますが、本件建設工事費等相当額には割賦金利
相当額が含まれていますので一般のPFI案件よりも高額の
負担額となっております。割賦金利を控除した本件建設工
事費等相当額（＝割賦元本）をベースに計算していただけ
るよう要望いたします。

ＮＯ６１をご参照ください。

ダイヤモンドリース株式会社

80 45 別紙5  

別紙６（法令変更規定）に関しては、千葉県に生じた追加
費用および損害は千葉県が全額負担することと規定されて
いますが、本別紙５（不可抗力規定）ではその規定がござ
いません。当然のことかとは思いますが、別紙６と同様の
規定をお願いいたします

千葉県に生じた損害は千葉県が負担することとします。

富士電機システムズ株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

81 46 別紙6

「法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担」につ
いて、「事業者に生じた追加費用及び損害を千葉県が負担
する場合、1回の法令変更に係る事業者の増加費用及び損
害額が1年間20万円に満たないときは、当該費用及び損害
は生じなかったものとみなす」　とあります。20万円の算
定根拠を教えてください。また、外形標準課税の導入によ
り生じる増加費用及び損害をすべて事業者が負担するとさ
れていますが、原因が事業者に無いにも関わらず、事業者
の負担とするのは、事業者に不利と思いますので、変更を
お願い致します。

20万円という金額は、法令変更の蓋然性や事業者（SPC）
の費用負担力を考慮して算定いたしました。外形標準課税
の負担については、事業契約書（案）のとおりとし、変更
いたしません。

株式会社　石垣

82 46 別紙6

「本件事業に直接関係する法律」に関して，特に本件事業
及び本件事業類似のサービスを提供する事業に関する事項
を直接的に規定することを目的とした法令とは，当該法令
の制定，改定，廃止等により事業者の事業の費用に影響が
あるものと解釈してよいか。

個別具体の法令変更については、変更の都度、関係性を検
討・判断いたします。

三菱重工業株式会社

83 48 別紙8 (2)

「…汚泥の腐敗等に起因する臭気物質が高濃度に含まれる
と…」とありますが、高濃度とはどの程度でしょうか？
具体的にお示しください。

排水処理施設が正常に運転管理されれば、汚泥の腐敗等に
起因する臭気物質が高濃度に含まれることはないと考えて
いますので、適切な運営管理を行ってください。 電源開発株式会社

84 49 別紙9

本件割賦料についは3分割（新設分、更新分、撤去分）に
てお支払いただくこととなっておりますが、それぞれの割
賦元本に含める費用について質問があります。
建設期間中に発生する費用のうち、特定の建設工事（新設
分　or 更新分 or 撤去分）について生じたものは当該割
賦元本に含めることになりますが、各割賦元本に共通して
発生したもの（例えば、SPCの設立コスト、契約締結など
に係る弁護士費用、SPCの会計・税務費用など）について
は、最大の割賦元本となる新設分に含めることでよろしい
でしょうか。

新設部分に含めてください。

ダイヤモンドリース株式会社

85 53 別紙10 1

建設期間中における物価変動については，サービス購入料
の改定は行わないとあるが，不可抗力及び法令変更による
場合はこの場合ではないことを確認願いたい。

排水処理施設整備等の費用に係る対価については、建設期
間中における物価変動によるサービス購入料の改定は行い
ません。なお、物価変動自体が不可抗力と考えられますの
で、不可抗力による物価変動についてはサービス購入料の
改定は行いません。法令変更による物価変動については、
別紙６を基準に個別具体的な事例ごとに判断することにな
ると想定されます。

三菱重工業株式会社

86 54 別紙10

公共料金の改定に基づく改定に質問No420と業務要求水準
書に合わせガス料金も明記願います。

事業者が乾燥設備を提案し、乾燥設備の燃料として京葉ガ
ス（株）からガスを調達する場合は、公共料金の改定に基
づく改定を行います。 株式会社荏原製作所　東関東支店

87 54 別紙10

（２）公共料金の改定に基づく改定　ウ．改定周期で電気
料金の改定の都度見直しを行い・・と記述されております
が、この改定には、燃料調整費の改定も含まれていると考
えてよろしいでしょうか。
また、電力料金改定の金額の大小には依らずしてと考えて
宜しいでしょうか。

燃料費については、公共料金の改定に基づく改定ではな
く、別紙１０の２（１）物価変動等に基づく改定を行いま
す。
後段については、お考えのとおりです。 月島機械株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

88 54 別紙10 2 （1）

物価変動に伴い改定されるサービス購入料のうち、搬出・
運搬費については以下に例示したケースなどにおいて日銀
統計局の産業廃棄物処理指数に基づく改定では事業者側に
多大なリスクが残ることになると思われます。
　　①輸送燃料（原油等）の高騰・急騰にともなうコスト
増
　　②排ガス規制などのように新たな設備や機能導入を要
したことの伴うコスト増
　　③その他一般の輸送需要の増加にともなうコスト増
　　　（不可抗力的な事由に基づく短期的あるいは局地的
な需要増など）
つきましては、ⅰ）当該指数をより実態に近い指数（例え
ば、道路貨物輸送など）に変更していただいたうえで、
　　ⅱ）変更後の指数においても追いきれないような突発
的な事象が発生した場合には協議に応じていただけるよう
契約内容の変更をお願いできないでしょうか。

物価変動に基づく改定に用いる指標は、事業契約書（案）
のとおりとし変更いたしません。なお、別紙１０の２
（１）イ改定方法により、改定に用いる指標が実態に整合
しない場合には、協議を行うことは可能です。

ダイヤモンドリース株式会社

89 56 別紙10 2 (3),イ

新設施設の引渡し・所有権移転日が、平成19年9月30日と
異なった場合でも、初回期間の対価は，基準金利の決定日
として「2銀行営業日前」、支払い期間として「H19年10月
～H24年9月」となりますか。

施設の引渡し・所有権移転日が異なる理由と、期間の長さ
により、変更する場合があります。例えば、事業者の帰責
事由で当該日が６ヶ月以上遅れるような場合には変更する
ことも考えられます。

株式会社日立製作所

90 56 別紙10 2 (3),イ

既存施設に付属する設備の更新等が、別紙1に記載の工事
期間の終期（平成21年9月30日）よりも早く完了し、貴県
の完工確認通知書が交付された場合でも、支払いの開始は
H21年10月からとなりますか。

入札説明書５ページの「オ　事業者の収入」のとおり、事
業者の提案により「既存施設に付属する設備の更新等」の
工事を１年以内に行う場合は、「既存の脱水設備等の撤去
費に係る対価」と同様の支払いとします。事業者が２年以
内に工事を行う提案をしたときは、工事期間の終期（平成
21年9月30日）よりも早く完了し、千葉県の完工確認通知
書が交付された場合でも、支払いの開始はH21年10月から
となります。

株式会社日立製作所

91 57 別紙10 2 (5),ウ

「5年に1回改定可能」とは、下記①②のどちらを意味しま
すか。
①改定の間隔を5年以上とする
②H24年10月、H29年10月、H34年10月に改定する

後者の意味でご理解ください。

株式会社日立製作所

92 62 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

「ただし、再生利用市場の消失等の不可抗力にあたる場合
はこの限りでない」とありますが、「この限り」とは前文
全体を受けるという理解でよろしいでしょうか。具体的に
は、不可抗力により最終処分場への埋立てが必要となった
場合には、代替措置の有無に関わらず認めていただけると
考えてよろしいでしょうか。

再生利用市場の消失等の不可抗力により再生利用が不可能
となった場合は、県水道局は最終処分場への埋立てを認め
ることが想定されます。代替措置による対応が可能である
場合は、再生利用を行ってください。 電源開発株式会社
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事業契約書（案）に対する質問回答

ＮＯ 頁 条 項 号 質　　問 回　　答 質問提出者

93 62 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

最終処分場への埋立ての協議回数が4回と規定されてお
り、平成16年7月6日事業契約書に対する意見回答No.443で
は「毒物の混入、戦争、法改正による発生土の再生利用禁
止については、4回の協議回数には含めません。」とのご
回答を頂いておりますが、上記3項目以外の再生利用市場
の消失等の不可抗力による最終処分場へ埋立てについても
同様の扱いと考えてよろしいでしょうか。

再生利用市場の消失により再生利用が不可能となった場合
は、県水道局は協議により最終処分場への埋立てを認める
ことがありますが、この場合は４回の協議回数には含めま
せん。その他については個別具体的な状況ごとに判断する
ことになります。 電源開発株式会社

94 63 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

7月6日付「事業契約書（案）に対する意見回答」のＮｏ
341及び438にも関連した質問です。市場の「著しい縮小」
と「消失」とで、事業者の増加費用・埋立費用の負担が変
わってくることになります。「著しい縮小」では埋立費用
は事業者負担ですが、「消失」は不可抗力であり、埋立が
可能となった際の増加費用を県殿が負担するとあります。
しかし、市場が「著しく縮小」し、県殿も埋立やむなしと
判断される事態は、受入需要がなく実質的に「消失」では
ないでしょうか。事業者にとっても市場の縮小→新規受入
需要の消滅はコントロール不能であり、不可抗力と考えら
れます。市場の縮小による埋立費用の事業者負担について
ご再考をお願い致します。

再生利用市場の消失により再生利用が不可能となった場合
は、協議により最終処分場への埋立てを認めることがあり
ますが、この場合の再生利用業務に係る増加費用分は県水
道局が負担します。
再生利用市場の縮小により再生利用が困難となった場合
は、事業契約書（案）別紙１１の３（２）ウ（イ）「協議
に基づく最終処分場への埋立て」の手続きにより、最終処
分場への埋立てを認めることがありますが、埋立て費用は
全額事業者の負担となります。

株式会社荏原製作所　東関東支店

95 63 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

第２節で、「ただし再生利用市場の消滅等の不可抗力にあ
たる場合はこの限りではない。」とありますが、その場合
の最終処分場への埋立てを行う場合の増加コスト・損害は
別紙６の適用を受けると理解して宜しいでしょうか。再生
利用市場の消滅の定義（例えば、現実的に対応しうる千葉
県およびその隣接都県での再生利用業者が価格要因以外で
本事業の発生土の全量受入れを拒否する場合)を規定願い
ます。

前段については、ＮＯ９４をご参照ください。後段につい
ては、個別具体的な状況ごとに判断することになります。

富士電機システムズ株式会社

96 63 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

（イ）「協議に基づく最終処分場への埋立て」の2点目
で、「最終処分場への埋立ては、緊急避難としてやむを得
ず埋め立てることを千葉県が認めた場合に限るもの
で、・・・最終処分場への埋立てを認めない。ただし、再
生利用市場の消失等の不可抗力にあたる場合はこの限りで
はない。」とあります。再生利用市場について、日本全国
が対象になると、事業者への負担が大変重くなります。関
東近郊を対象として頂きたく、具体的に県名の明記をお願
い致します。

再生利用市場の範囲は、経済的合理性を勘案した範囲とし
ます。

株式会社　石垣

97 63 別紙11 3･(2) ウ(ｲ)

市場の「消失」（あるいは「著しい縮小」）を判断するエ
リア（例えば一都三県など）をご指定いただきたい存じま
す。遠方で再生市場があるために埋立が認められないと経
済合理性を無視した（高い物流コスト等）再生処理をせざ
るを得ない事態も想定されます。

ＮＯ９６をご参照ください。

株式会社荏原製作所　東関東支店
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