
要求水準書等の変更箇所一覧表

要求水準書（設計・建設業務編）変更部分
No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

1 2 第１章 第１節 1.8 業務範囲

(1) 用地造成設計・工事
　1)　埋設物対策
　2)　汚染土壌対策（必要に応じて）
　3)　盛土及び地盤改良

　以下略

(1) 用地造成設計・工事
　1)　埋設物対策
　2)　汚染土壌対策
　3)　盛土及び地盤改良

　以下略

2 6 第１章 第１節 1.10 事業用地の立地条件

(4) ユーティリティ等
　1)　電力
　　　　特別高圧60kV級
　

　以下略

(4) ユーティリティ等
　1)　電力
　　　　高圧または特別高圧60kV級

　以下略

3 57 第２章 第２節 2.6
ダンピングボックス
（必要に応じて設
置）

2.6　ダンピングボックス（必要に応じて設置）
　本設備は、主に直接搬入されたごみを安全にごみピットへの投入するため
に必要に応じて設置するものである。なお、本設備を設置する場合は、内容
物展開検査機を１基とすることができる。

(1) 形式　[　　]

以下略

2.5　ダンピングボックス
　本設備は、内容物検査や臨時搬入車両によって持ちこまれたごみをごみ
ピットへ安全に投入するために設置する。

(1) 形式　[　　]

以下略

要求水準書（運営・維持管理業務編）変更部分
No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

1 12 第３章 第２節 1 受入管理

第２節　受入管理
１．計量施設において、収集（直営、委託）、搬入許可業者、直接搬入の各
車両に対して計量業務を行う。

以下略

第２節　受入管理
１．計量施設において、収集（直営、委託）、搬入許可業者の各車両に対し
て計量業務を行う。

以下略

2 13 第３章 第５節 受入時間

第5節　受入時間
　事業者は、表3-1に示す受付時間において、プラットホームで受入管理を
行うこと。

表3-1　本施設の受付時間

第5節　受入時間
　事業者は、表3-1に示す受付時間において、プラットホームで受入管理を
行うこと。

表3-1　本施設の受付時間

開始時間 終了時間
委託 全種類 8:30 17:00

可燃ごみ 8:30 17:00
可燃ごみ以外 8:30 17:00

直営 全種類 8:30 17:00
一般持込 全種類 8:30 17:00

搬入形態 ごみの種類
月曜から土曜日

許可

開始時間 終了時間
直営・委託 全種類

可燃ごみ
可燃ごみ以外

搬入形態 ごみの種類
月曜から土曜日

搬入許可業者
8:30 17:00

1ページ



要求水準書等の変更箇所一覧表要求水準書（運営・維持管理業務編）変更部分
No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

3 33 第12章 第２節 ３ 清掃

第２節　清掃
１．事業者は、本施設の清掃計画を作成し、組合の承諾を得ること。清掃計
画には、日常清掃の他、定期清掃等の全ての清掃を含むこと。
２．事業者は、本施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。特に来場者の立ち
入る場所について、常に清潔な環境を維持すること。
３．事業者は、本施設の敷地外の周回道路等について、「別紙３敷地外清掃
等の範囲及び頻度」に示す範囲及び頻度を満たすとともに、道路及び側溝等
の清掃・維持管理を行い、清潔に保つこと。

第２節　清掃
１．事業者は、本施設の清掃計画を作成し、組合の承諾を得ること。清掃計
画には、日常清掃の他、定期清掃等の全ての清掃を含むこと。
２．事業者は、本施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。特に来場者の立ち
入る場所について、常に清潔な環境を維持すること。
本文を削除

5 40 第12章 第２節 ３
清掃業務
別紙 3 敷地外清掃
等の範囲及び頻度

別紙３　敷地外清掃等の範囲及び頻度
敷地外清掃等の範囲及び頻度として、以下に示す内容・頻度・範囲を含むも
のとする。

別紙３を削除

354

別紙 1測定項目及び頻度別紙 1測定項目及び頻度

搬入廃棄物の性状分
析

項目 測定項目 頻度

①排ガス量
②ばいじん濃度（集じん器出入口）
③硫黄酸化物
④塩化水素
⑤窒素酸化物
⑥ガス組成
⑦一酸化炭素

⑧ダイオキシン類（集じん器出入口） 各炉３カ月に１回以上

①熱灼減量 各炉１カ月に１回以上

②有害物質24項目（溶出試験）※3 各炉12カ月に１回以上

③ダイオキシン類 各炉12カ月に１回以上

飛灰 ①ダイオキシン類 12カ月毎に１回以上

①鉛（含有試験） ２カ月毎に１回以上

②鉛（溶出試験） ２カ月毎に１回以上

③有害物質24項目（溶出試験）※3 12カ月毎に１回以上

④ダイオキシン類 12カ月毎に１回以上

①有害物質の溶出及び含有量試験※4 １カ月毎に１回以上

②ＪＩＳ規格 １カ月毎に１回以上

鉄 ①純度 12カ月毎に１回以上

アルミ ①純度 12カ月毎に１回以上

①ごみ組成分析（可燃ごみ）

②ごみ組成分析（不燃ごみ）

放流水 ①排水処理後の水質　下水道放流基準項目 12カ月毎に１回以上

騒音・振動 ①騒音・振動（敷地境界４ヶ所） 12カ月毎に１回以上

①粉塵 ３カ月毎に１回以上
炉室内 ・併行測定　１回/年以上
飛灰処理物等搬送コンベア付近 ・A測定　　 ２回/年以上
飛灰処理物貯留バンカ付近等 ・B測定　 　２回/年以上

②カドミウム
③鉛
④水銀
⑤二硫化炭素（キレート剤使用箇所）

⑥ダイオキシン類（①粉塵と同一箇所） 12カ月毎に１回以上

①悪臭（臭気指数及び22項目※6 敷地境界（風
上側と風下側各１ヶ所）

12カ月毎に１回以上

②悪臭（臭気指数及び22項目）※6 脱臭設備出
口（１ヶ所）

６カ月毎に１回以上

①pH
②鉛
③砒素
④フッ素
⑤水銀
⑥ホウ素

作業環境

６カ月毎に１回以上

悪臭

周辺地下水
本施設の上流及び下流の
地下水について、12カ月
毎に１回以上

排ガス
各炉６カ月に１回以上

焼却主灰

飛灰処理物

溶融スラグ

ごみ質※5 ３カ月毎に１回以上

項目 測定項目 頻度

①排ガス量
②ばいじん濃度（集じん器出入口）
③硫黄酸化物
④塩化水素
⑤窒素酸化物
⑥ガス組成
⑦一酸化炭素

⑧ダイオキシン類（集じん器出入口） 各炉３カ月に１回以上

①熱灼減量 各炉１カ月に１回以上

②有害物質24項目（溶出試験）※3 各炉12カ月に１回以上

③ダイオキシン類 各炉12カ月に１回以上

飛灰 ①ダイオキシン類 12カ月毎に１回以上

①鉛（含有試験） ２カ月毎に１回以上

②鉛（溶出試験） ２カ月毎に１回以上

③有害物質24項目（溶出試験）※3 12カ月毎に１回以上

④ダイオキシン類 12カ月毎に１回以上

①有害物質の溶出及び含有量試験※4 １カ月毎に１回以上

②ＪＩＳ規格 １カ月毎に１回以上

鉄 ①純度 12カ月毎に１回以上

アルミ ①純度 12カ月毎に１回以上

①ごみ組成分析（可燃ごみ）

②ごみ組成分析（不燃ごみ）

放流水 ①排水処理後の水質　下水道放流基準項目 12カ月毎に１回以上

騒音・振動 ①騒音・振動（敷地境界４ヶ所） 12カ月毎に１回以上

①粉塵 ３カ月毎に１回以上
炉室内 ・併行測定　１回/年以上
飛灰処理物等搬送コンベア付近 ・A測定　　 ２回/年以上
飛灰処理物貯留バンカ付近等 ・B測定　 　２回/年以上

②カドミウム
③鉛
④水銀
⑤二硫化炭素（キレート剤使用箇所）

⑥ダイオキシン類（①粉塵と同一箇所） 12カ月毎に１回以上

①悪臭（臭気指数及び22項目※6 敷地境界（風
上側と風下側各１ヶ所）

12カ月毎に１回以上

②悪臭（臭気指数及び22項目）※6 脱臭設備出
口（１ヶ所）

６カ月毎に１回以上

①pH
②鉛
③砒素
④フッ素
⑤水銀
⑥ホウ素

①焼却主灰、焼却飛灰または溶融飛灰、溶融ス
ラグ、溶融メタル中の放射性セシウム
（134Cs、137Cs）

３カ月毎に１回以上

②排ガス中の放射性セシウム濃度（134Cs、137Cs） 各炉12カ月毎に１回以上

作業環境

６カ月毎に１回以上

悪臭

周辺地下水
本施設の上流及び下流の
地下水について、12カ月
毎に１回以上

放射性セシウ
ム

排ガス
各炉６カ月に１回以上

焼却主灰

飛灰処理物

溶融スラグ

ごみ質※5 ３カ月毎に１回以上

内容 頻度 範囲 

道路清掃 随時 本施設周辺 

目久尻川法面 ８月上旬及び12月中旬 本施設周辺 

周辺側溝 
週１回程度の見回り 

（必要に応じて清掃） 
本施設周辺 
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要求水準書等の変更箇所一覧表
基本協定書（案）変更部分

No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

1 3 第４条 第１項 賠償額の予定

（賠償額の予定）
第４条　受注者は、構成員又は協力企業のいずれかが前条第４項各号のいず
れかに該当するときは、発注者が特定事業契約の締結又は解除をするか否か
を問わず、違約金として、本事業の入札価格の100分の10に相当する額を支
払わなければならない。

（賠償額の予定）
第４条　受注者は、構成員又は協力企業のいずれかが前条第４項各号のいず
れかに該当するときは、発注者が特定事業契約の締結又は解除をするか否か
を問わず、違約金として、本事業の入札価格の100分の５に相当する額を支
払わなければならない。

（運営事業者）
第５条　構成員は、本協定締結後速やかに、本事業にかかる入札説明書、事
業提案書（本事業の入札において、受注者が提出した応募書類一式をい
う。）及び次の各号に定めるところに従い、会社法の規定に基づき株式会社
として運営事業者を設立し、本協定の有効期間中それを維持する。

以下略

３　構成員は、特定事業契約を仮契約として締結する時までに、設立時の取
締役、監査役及び会計監査人並びに構成員の保有する運営事業者の株式数を
発注者に報告し、運営事業者の登記事項証明書、定款（原本証明付写し）及
び株主名簿（原本証明付写し）を発注者に提出する。運営事業者の設立後、
取締役、監査役及び会計監査人の改選（再任を含む。）、定款の変更並びに
株主名簿の記載内容の変更があった場合も同様とする。

４ 構成員は、運営事業者をして、運営・維持管理業務委託契約に定めると
ころに従い、(i)本協定に基づく受注者の発注者に対する損害賠償義務及び
違約金支払義務その他一切の債務、(ii)基本契約に基づく受注者の発注者に
対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iii)建設工事
請負契約に基づく設計・建設事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約
金支払義務その他一切の債務、(iv)焼却灰等資源化業務委託契約に基づく焼
却灰等資源化企業の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他
一切の債務並びに(v)乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約に基づく
乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業の発注者に対する損害賠償義務及び違約
金支払義務その他一切の債務の履行を、それぞれ受注者、受注者、設計・建
設事業者、焼却灰等資源化企業及び乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業と連
帯して保証させるものとする。

（運営事業者）
第５条　構成員は、本協定締結後速やかに、本事業にかかる入札説明書、事
業提案書（本事業の入札において、受注者が提出した応募書類一式をい
う。）及び次の各号に定めるところに従い、会社法の規定に基づき株式会社
として運営事業者を設立し、本協定の有効期間中それを維持する。

以下略

３　構成員は、特定事業契約を仮契約として締結する時までに、設立時の取
締役、監査役及び会計監査人並びに構成員の保有する運営事業者の株式数を
発注者に報告し、運営事業者の登記事項証明書、定款（原本証明付写し）及
び株主名簿（原本証明付写し）を発注者に提出する。運営事業者の設立後、
取締役、監査役及び会計監査人の改選（再任を含む。）、定款の変更並びに
株主名簿の記載内容の変更があった場合も同様とする。

第４項全文を削除

2 4 第５条 第４項 運営事業者
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要求水準書等の変更箇所一覧表
基本契約書（案）変更部分

No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

1 2 第４条 契約金額

（契約金額）
第４条　本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請
負契約、運営・維持管理業務委託契約及び焼却灰等資源化業務委託契約の契
約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承す
る。

（契約金額）
第４条　本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請
負契約、運営・維持管理業務委託契約、焼却灰等資源化業務委託契約及び乾
電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に
従い変更されることがあることを予め了承する。

2 2 第６条 第５項
当事者が契約すべき
契約等

（当事者が締結すべき契約等）
第６条　発注者と設計・建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明
書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。

以下略

４　発注者と乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業は、基本協定、本基本契約
及び入札説明書等に基づき、乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約を
締結する。

５　構成員は、運営事業者をして、運営・維持管理業務委託契約に定めると
ころに従い、(i)基本協定に基づく受注者の発注者に対する損害賠償義務及
び違約金支払義務その他一切の債務、(ii)基本契約に基づく受注者の発注者
に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iii)建設工
事請負契約に基づく設計・建設事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違
約金支払義務その他一切の債務、(iv)焼却灰等資源化業務委託契約に基づく
焼却灰等資源化企業の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その
他一切の債務並びに(v)乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約に基づ
く乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業の発注者に対する損害賠償義務及び違
約金支払義務その他一切の債務の履行を、それぞれ受注者、受注者、設計・
建設事業者、焼却灰等資源化企業及び乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業と
連帯して保証させるものとする。

（当事者が締結すべき契約等）
第６条　発注者と設計・建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明
書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。

以下略

４　発注者と乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業は、基本協定、本基本契約
及び入札説明書等に基づき、乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約を
締結する。

第５項全文を削除
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要求水準書等の変更箇所一覧表

運営・維持管理業務委託契約（案）変更部分

No 頁 大項目 中項目 小項目 項目 変更前 変更後

1 30
第79条
の２

乙による保証

（乙の権利義務の譲渡）
第79条　乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約に
かかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又は
その他の処分（譲渡予約権の設定を含む。）をしてはならない。

（乙による保証）
第79条の２　乙は、(i)基本協定に基づく受注者の甲に対する損害賠償義務
及び違約金支払義務その他一切の債務、(ii)基本契約に基づく受注者の甲に
対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債務、(iii)建設工事
請負契約に基づく設計・建設事業者の甲に対する損害賠償義務及び違約金支
払義務その他一切の債務、(iv)焼却灰等資源化業務委託契約に基づく焼却灰
等資源化企業の甲に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他一切の債
務並びに(v)乾電池、蛍光灯及び電球資源化業務委託契約に基づく乾電池、
蛍光灯及び電球資源化企業の甲に対する損害賠償義務及び違約金支払義務そ
の他一切の債務の履行を、それぞれ受注者、受注者、設計・建設事業者、焼
却灰等資源化企業及び乾電池、蛍光灯及び電球資源化企業と連帯して保証
し、本契約書締結と同時に別紙５に定める様式の保証書を提出する。

（乙の権利義務の譲渡）
第79条　乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約に
かかる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又は
その他の処分（譲渡予約権の設定を含む。）をしてはならない。

第79条の２全文を削除

2
36
37

別紙５ 保証書の様式

別紙５　　保証書の様式

高座清掃施設組合
組合長　　内野　優

保　証　書

　　　　　　　（以下「保証人」という。）は、新ごみ処理施設整備・運営
事業（以下「本事業」という。）に関連して、保証人が高座清掃施設組合
（以下「組合」という。）との間で

以下略

以上の証として本保証書が２部作成され、保証人はこれに署名し、１部を組
合に差し入れ、１部を自ら保有する。

平成　　年　　月　　日

別紙５を削除
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