「中国各地域の遺棄化学兵器移動式処理（高機動型）業務」調達仕様書に対する意見・質問への回答
遺棄化学兵器処理担当室
番号
1

仕様書
業務委託仕様書

頁
- -

業務委託仕様書

1

3(1)賃貸業務
①本設備の設計及び製作業務
平成３０年度１１月１日から
平成３２年１１月３０日

本設備の設計及び製作に関する支払条件を 本設備の製造者の資金繰りに影響致します 賃貸業務の費用は、本設備「SDC1000
併せて御記載いただければ幸甚です。
ので、明確化をお願い致します。
HM1」の費用、本設備の設計製作に係
る業務の費用及び本設備のリース業務の
費用を合算し、これにリース期間に合わ
せたリース料率での経費を上乗せして検
収以降の契約期間で分割します。これを
賃貸料金として各年度末に集計して支払
うことになります。
付属施設のリース業務の費用の支払い条
件も同様です。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

1

3(1)②本設備のリース業務

・対象箇所
…検収日及び返還日については、内閣府と
協議の上決定する。
・代替案
（具体的な検収日を記載頂く）

業務委託仕様書

2

5対象業務
(1)賃貸業務

欧州にて実施される本設備の総合作動試験 本設備の製造者の納期管理に影響いたしま 本設備の引渡し場所である内閣府指定の
が完了した後、本設備の引渡し場所である すので、明確化をお願い致します。
日本国内倉庫までの国際輸送が、本設備
日本国内指定倉庫までの国際輸送が、①本
「SDC1000 HM1」の費用に含まれて
設備の設計及び製作業務に含まれるのか、
おり、製造者が実施します。
又は②本設備のリース業務に含まれるのか
御意見を踏まえ、明確とするよう修正し
明確化をお願い致します。
ます。

業務委託仕様書

2

5(2)②i)
5(2)②ii)保守管理業務

・対象箇所
整備保管基地における休止期間中の本設備
のオーバーホール
整備保管基地における休止期間にむけた本
設備への措置（以下「レイアップ」とい
う。）
・代替案
（仕様書に反映いただく）

「オーバーホール」「レイアップ」につい
ては、別紙13を拝見してもそれぞれの定
義、違い、具体的な内容を十分には把握で
きません。これらについて、追記頂きます
様お願い致します。

P10 8(2)②及びP21 9(2)②に記載
されています。詳細な内容を確認する必
要がある場合は、製造者に問い合わせて
ください。
またオーバーホールとレイアップは、機
能保証を担保するための条件であること
から製造者が実施することとしていま
す。御意見を踏まえ、より明確にするよ
う修正します。

業務委託仕様書

2

5(2)①②「消耗品の準備」

・対象箇所
①運転等業務
ⅴ）当該業務に必要な発電機、ユーティリ
ティ及び消耗品の準備
②保守管理業務
ⅲ）当該業務に必要な消耗品の準備
・代替案
（整備保管基地概要、付帯設備等を記載い
ただく）

保守管理業務には、発電機、ユーティリ
ティの準備が求められていませんが、整備
保管基地には電源、ユーティリティの支給
が有るという理解でよろしいでしょうか。
その他、テント、換気設備の有無も不明で
すので、整備基地の概要を明記願います。

整備保管基地の保守管理においては、保
守管理に必要となる揚程機能、負圧機
能、電源及びユーティリティについては
内閣府の支給となります。
なお、保守管理業務については受託者に
求める業務と製造者に求めている業務が
混在していたため、受託者に求める業務
を「保守管理に係る業務」、製造者に求
める業務を「保守管理」とします。

業務委託仕様書

3

6(2) 受託者の対象外となる
業務

業務委託仕様書

3

６対象外業務

6(2)に、
化学砲弾の受入・開梱・検知業務の安全性 調達仕様書案における受入、開梱及び検
①処理対象物の受入・開梱・検知業務
確保、特に太原に保管されている信管付砲 知作業においては、従来の応急的安全化
②受入・開梱・検知業務実施に必要な計画 弾の安全な作業の実施
措置を求めておらず、本設備による処理
を追加。
運転と危険度は同等であると考えます。
また、P7 6（6）本事業においては、
別発注にて同業務を実施する際に求めて
いる要件同等の砲弾の取り扱いに関する
知識と経験を有する運転要員を配置する
こととしており、受託者にはこの運転要
員を活用して処理対象物の受入、開梱及
び検知作業を実施することを求めていま
す。
なお、求めている砲弾とは化学砲弾を考
えており、明確にするよう修正します。
処理場の外周フェンスの設置は対象外と考 処理場の外周フェンスの設置は、対象外
えてよいですか。
業務です。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

3

「ヒ素含有」以外の有害廃棄物の最終処分 中国国内での有害廃棄物最終処分は政府間 現時点で別途発注を計画している業務に
も(1)内閣府が別途発注する関連業務に御記 事項と存じます。
ついて記載したものです。
載頂ければ幸甚です。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

3

6対象外業務
(1)内閣府が別途発注する関連
業務
③ヒ素含有有害廃棄物の最終
処分業務
7実施体制

業務委託仕様書

3

7(1)①業務管理者の配置

賃貸業務と委託業務では業務管理者の専門 業務管理者には、賃貸業務及び委託業務
・対象箇所
受託者は、賃貸業務及び委託業務の管理及 性が異なりますので、賃貸業務開始後に交 の管理、統括することを要求していま
す。また、専門性については、業務全体
び統括を行う業務管理者を専任し、配置す 替できる旨を記載願います。
を管理統括する立場としての専門性を要
ること。
求することを明確にするよう修正しま
・代替案
す。
＜修正案＞
受託者は、賃貸業務ならびに委託業務の管
理及び統括を行う業務管理者を各々専任
し、配置すること。

項目

2

意見
(別紙１参照）

3

4

5

6

7

8

9

10

11

・対象箇所
「専任」の期間について
・代替案
（それぞれの要員の専任期間について明記
いただく、または「専任」を「配置」に変
更していただく）

理由
(別紙１参照）

検収日（引渡日）の具体的な日付の記載が
有りません。検収日が決まらないと引渡し
までの保管費用が算出できません。また、
賃貸料の起算日としても必要な情報ですの
で、検収日については仮でも構いませんの
で具体的な日付を追記頂きます様お願い致
します。

①リース業務と委託業務は実施期間が異な
ります。各要員は契約期間中常時専任であ
る必要はないと存じますので、専任期間を
明記願います。
②(7)項「費用等の精算」の記載のように
現地業務以外の精算は認められていません
ので、委託業務に係る要員の専任期間は、
現地での業務実施期間のみとして、国内業
務は対象外であることが分かるように記載
頂くか、「専任」ではなく「配置」に修正
頂きます様お願い致します。

回答
（別紙２参照）

「本設備の設計及び製作業務」は、誤解
を生じるため「本設備の設計製作に係る
業務」に改めます。3(1)①本設備の設計
製作に係る業務の実施期間を「契約締結
日から平成３２年１２月31日まで」
3(1)②本設備のリース業務の実施期間を
「平成３３年１月１日から平成３５年３
月31日まで」に修正します。
また、3(1)③付属施設のリース業務の実
施期間を「平成３３年４月１日から平成
３５年３月31日まで」に修正します。

本事業で専任を求める要員については、
主として本業務に従事し、本業務に支障
を生じさせないことと定義します。ま
た、配置時期については協議によるもの
とします。
明確にするよう修正します。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
意見
3 ７(2)①設計製作責任者の配置 ・対象箇所
受託者は、設計製作責任者を配置するこ
と。設計製作責任者は専任とし、専門性を
有する要員を配置して業務を実施するこ
と。なお、設計製作責任者は本設備の製造
者（ダイナセーフ者又はその関連グループ
企業）とする。
・代替案
＜修正案＞
受託者は、設計製作責任者を配置するこ
と。設計製作責任者は専任とし、専門性を
有する要員を配置して業務を実施するこ
と。なお、設計製作責任者は本設備の製造
者（ダイナセーフ者又はその関連グループ
企業）とする。

業務委託仕様書

4

業務委託仕様書

理由
本設備には「ユーティリティ設備」、「化
学剤連続モニタリング設備」や「処理テン
ト」が含まれますので、弊社が本業務を受
託した場合、設計製作を行う製造者は、ダ
イナセーフ社又はその関連グループ企業に
限りません。
また、受託者は、本契約全体の品質保証を
負っていますので、設計製作責任者は第三
者の製造者ではなく受託者の要員を配置す
べきではないではないかと思料いたしま
す。

回答
「用役設備（発電機を除く。）」、「化
学剤連続モニタリング設備」、「処理テ
ント」については「SDC1000 HM1」
に含めていますが、より明確にするよう
修正します。
また、品質保証については、製造者が実
施する品質保証を受託者に求めるもので
はありません。ただし、受託者は製造者
が実施する品質保証活動の実施状況を確
認すること。

7実施体制
(2)設計製作責任者の配置
「設計製作責任者は本設備の
製造者（ダイナセーフ社又は
その関連グループ企業とす
る。」

製造者の設計製作責任者が、受託者に出向 製造者は、受託者のコンソーシアムメン
する必要があるか否かにつきまして、御記 バーとなる必要があるのか、下請企業であ
載頂ければ幸甚です。
るのか、又は再委託先であるのかについて
不明点がございますので、明確化をお願い
致します。

製造者がコンソーシアムメンバーになる
ことは可能ですが、必ずしもその必要は
ありません。また、製造者は下請企業、
再委託先ではありません。ただし、運転
等業務においてそれらに指定することは
可能です。

4

7(4）及び
7(5)処理業務責任者の配置、
配置要員の要件

・対象箇所
実務経験3年
・代替案
（実務経験を3年から1年にする、または3
年未満でも監督職員の承認があれば配置可
能として頂く。）

処理業務責任者については、処理場にお
ける責任者と考えています。総合的技術
管理を行うため、実務経験3年以上を有
する者を要求しています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

5

7(5)①ii)
（工事主任の資格）

プラントの設置工事ではないのに、１級建 築施工管理技士、１級管工事施工管理技士
の資格は必要ですか。

資格を記載することで、工事主任に求め
る技能のレベルを明確にしています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

6

7(5)配置要員の要件

・対象箇所
⑤技術管理者
…製造者とも運転状況等の情報を共有し本
設備の不具合の防止に努め…
・代替案
（本規定を削除いただく）

本業務は委託業務であり、本業務で得ら
れた知識や技術情報等は内閣府に帰属し
ます。発注者である内閣府においては、
安全かつ円滑に事業を進めるためにも情
報の共有は重要と考えます。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

6

7(5)配置要員の要件

・対象箇所
モニタリング管理主任は除去業務期間も配 貴見のとおりです。
⑥モニタリング管理主任
置する必要が有りますので追記をお願い致 除去業務も含まれることから、その他関
連する箇所についても明確にするよう修
ⅰ）試運転、処理運転及び二次処理業務期 します。
正します。
間においては…
・代替案
＜修正案＞
試運転、処理運転、2次処理及び除去業務
期間においては…

業務委託仕様書

7

業務委託仕様書

7

7実施体制
建機運転者、据付又は解体作業員など実際 実際の作業員の要員費精算方法に不明箇所 御意見を踏まえ、設置・撤去作業員（8
(6)委託業務における配置要員 の作業に必要な要員の人数も御指定あれ
がございますので、明確化をお願い致しま 名）について追記します。
ば、併せて御記載頂ければ幸甚です。
す。
なお、設置・撤去作業員については、他
の要員の指示のもとで作業する現地作業
員を想定しています。また、クレーン等
のオペレーターは含まれていません。
7(6)委託業務における配置要 ・対象箇所
運転・通訳担当という要員の具体的な業務 処理運転主任の補佐としての役割を想定
員
①ⅺ）運転・通訳担当
内容についてどのように想定させているか しています。相応の専門性（専門用語の
・代替案
ご教示頂けませんでしょうか。
理解含む。）と作業の現場において、中
（従来にない要員名のため業務内容を追記 当該記載では、英語なのか中国語なのか判 国語との正確な逐次通訳が可能な者とし
いただく）
断できませんし、当該要員に語学スキルが ます。また、受入、開梱及び検知作業に
必要かどうかも判断できません。
おける現場通訳も担当します。
明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

7

7(6)委託業務における配置要
員

・対象箇所
受託者は安全と品質のために、要員（専門
家）を配置し、処理業務責任者の下、以下
の人数で各業務を実施すること。
・代替案
（人数及び要員構成の規定を削除いただ
く）

業務委託仕様書

8

7(7)費用等の精算

派遣、帰国などの費用（移動日の日当）は 請求できないのですか。

業務委託仕様書

8

7実施体制
(7)費用の精算

①委託業務に係る「プロジェクト管理」 費用精算方法に不明箇所がございますの ①プロジェクト管理費は、賃貸業務に含
は、本設備のリース業務に含まれるのでは で、明確化をお願い致します。
めるものとするよう修正します。なお、
ないでしょうか？
本設備は再設計等の不要な設備であるこ
②移動日の要員費は、本設備のリース業務
とから、本設備の再リースにより契約を
に含まれるのではないでしょうか？
継続する場合には、再度プロジェクト管
理費等を計上することは認められませ
ん。
②精算対象外であることから、貴社の判
断により、別途経費として計上してくだ
さい。

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

当該業務の実務経験3年以上を有する者
は、老朽化化学兵器及び遺棄化学兵器処理
事業の特殊性や事業年数の短さから、極め
て限られた人数しか当社に在籍しておりま
せん。応札可否にさえ影響する規定のた
め、実務経験要件の再検討をお願い致しま
す。

受託者は必要に応じて機器メーカーと運転
状況の情報を共有することはありますが、
なかには受託者のノウハウの蓄積に繋がる
内容などは他社と情報共有するものではあ
りません。そのため、仕様書で製造者との
情報共有を規定する記述は削除願います。

仕様書に規定の人数及び要員構成で業務を
実施できない場合や期間内に業務を終えら
れない場合、契約不履行になる恐れがある
だけでなく、上限付実績精算の仕組み上、
受託者が追加費用を負担せざるを得ませ
ん。
要員数及び要員構成の指定は、応札可否検
討の上で大きなネックとなりますので、再
検討頂きたくお願い致します。

委託業務における配置要員については、
実績、諸条件及び本設備の性能（スペッ
ク）を基に人員体制を構築しています。
ただし、実施人数については、受託者側
により要員の安全性が確保できないなど
の判断がある場合はこの限りではありま
せん。
御意見を踏まえ、要員体制を明確にする
よう修正します。
移動日については、要員に業務を委託し
ていないことから精算対象外としていま
す。貴社の判断により、別途経費として
計上してください。
調達仕様書案の記載どおりとします。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
8 7,(6),②,(注記)費用等の精算

意見
・対象箇所
処理運転期間の加熱燃焼炉の待機運転（保
温等）については、24時間監視を実施する
ものとし、制御室要員2名を配置するこ
と。
・代替案
①（当社の認識でよければ修正・追記頂く
必要は有りません）
②（人数の指定を削除いただく）

業務委託仕様書

8

７(7)②③費用等の精算

・対象箇所
②委託業務に係わる要員費の精算対象は上
記(3)～(6)で定められた要員とする。
・…なお、移動日の要員費については精算
対象としない。
③委託業務の精算対象となる要員費は、
0.5日単位（勤務時間4時間以上）で精算す
る。
・代替案
①＜修正案＞
上記(1)及び(3)～（6）
②（当該項目を削除いただく）

業務委託仕様書

8

7(7)④費用等の精算

業務委託仕様書

9

7(8)運転業務支援

業務委託仕様書

9

業務委託仕様書

9

業務委託仕様書

9

業務委託仕様書

9

8(1)②本設備のリース業務

・対象箇所
リース物件借受証の発行に関する規定がご 契約書の「本設備及び付属施設の引渡
－
ざいませんので、追記が必要かと存じま
し」条項に記載されます。
・代替案
す。
＜修正案＞
ⅱ）リース物件借受証の発行
発注者は、上記ⅰ）における検収後、リー
ス物件借受証を受託者に対して発行する。

業務委託仕様書

9

8(1)②本設備のリース業務

・対象箇所
ⅱ）機能保証
機能保証期間はリース開始後12年とする。
・代替案
（仕様書に反映いただく）

理由
①24時間監視は労務管理上、2交替ではな
く3交替の認識です。
②夜間の現場点検は運転室に最低1名、現
場は最低2名（1人作業は行いません）が
必要です。

回答
処理運転期間の加熱燃焼炉の待機運転に
ついては、当直ではなく、宿直を想定し
ており、配置要員の中から2名を業務実
施時間外に配置（基本的に日曜日の夜か
ら土曜日の朝まで）させることを想定し
ています。
宿直費用については、宿直手当として一
律単価による精算とします。
なお、要員配置及び配置人数について
は、今後の日中協議等により変更される
場合があります。
明確にするよう修正します。

①上記(1)の業務管理者は、委託業務期間
中も配置が求められていますので、国内業
務を精算対象にして頂く必要が有ります。
②移動日は、中国での本業務実施のために
不可欠な拘束日です。勤務時間について
も、要員は本業務のために中国現地に赴任
しているため、仮に半日しか業務しない場
合でも、他の業務に従事することができま
せん。
メーカーS/Vなどは、移動日や半日作業日
もアブセンスフィーとして1日分の要員費
用を請求し、発注者はそれを認めて支払う
のが一般的です。
・対象箇所
要員数及び消耗品数量が一定とあります
上記5(2)②保守管理業務については、要員 が、設備の状況によっては必ずしも一定で
数及び消耗品数量が一定であることから、 はないと考えます。
オーバーホール、レイアップの実施回数で
精算する。
・代替案
（④項を削除いただく）
・対象箇所
①製造者から派遣される技術者（2名）は
受託者は第一処理場においては、試運転、 現場常駐となりますので、費用精算対象に
処理運転及び二次処理業務の実施期間中、 なる旨、仕様書に明記願います。
製造者から派遣されている技術者（2名） ②製造者は、移動日や半日勤務日もアブセ
を配置すること。
ンスフィーとして1日分を請求する可能性
・代替案
が高いので、7(7）②の規定の削除をお願
（①②③について追記いただく）
い致します。
③第2処理場以降の配置の要否が不明瞭で
すので、不要な場合は、その旨を明記願い
ます。

①業務管理者については、委託業務の精
算対象外です。貴社の判断により、別途
経費として計上してください。
②委託業務として精算対象となる要員に
ついて記載しています。移動日について
は、要員に業務を委託していないことか
ら精算対象外としています。貴社の判断
により、別途経費として計上してくださ
い。
調達仕様書案の記載どおりとします。

7(9)その他

・対象箇所
③処理場においては、すべての要員が日本
語または中国語での緊急放送を理解し、避
難ができるレベル以上の体制とすること。
・代替案
（日本語・中国語が理解できなくても意思
疎通が出来れば問題無い旨、追記いただ
く）

製造者、海外メーカーＳＶ等は日本語も中
国語も理解できませんので、受託者は本規
定を遵守することができません。日本人が
速やかに英語等で伝達することでも可とし
て頂きたくお願い致します。

緊急時には、日本語または中国語での緊
急放送を実施することとしています。貴
社においてその他の言語での放送が必要
と判断される場合は、貴社の責において
準備するなど対応して下さい。
調達仕様書案の記載どおりとします。

8(1)①本設備の設計及び製作
業務

・対象箇所
（前略）また、本設備の運転等及び保守管
理に必要なマニュアルを提出すること。
・代替案
（当該項目の削除）

受託者の提出図書は、各種マニュアルに基
づいた計画書と要領書の提出である旨、本
仕様書の後段で規定されています。各種マ
ニュアルは企業ノウハウに関わる内容を含
みますので、従来通り、計画書と要領書を
提出物として、マニュアルの提出は不要と
して頂きたくご検討願います。
8(1)①ii)本設備の設計及び製作 ・対象箇所
SDC1000-HM1の総合作動試験は欧州で
業務
a)受託者は、監督職員立会いのもと、本設 実施しますが、SDC1000-HM1以外の化
備の総合作動試験を実施する。
学剤連続モニタリング設備、ユーティリ
b)総合作動試験の実施場所については、欧 ティ設備、給電設備他は、国内あるいは中
州で実施する。詳細な実施場所は別途、協 国で製作することを検討していますので、
議により決定する。
SDC1000-HM1以外の設備については国
・代替案
内あるいは中国での単体作動試験等の実施
＜修正案＞
と致したく、仕様書の変更をお願い致しま
a)受託者は、監督職員立会いのもと、
す。
SDC1000-HM1の総合作動試験を実施す
る。SDC1000-HM1以外の化学剤連続モ
ニタリング設備、ユーティリティ設備、給
電設備他は個別の単体作動試験を国内ある
いは中国で実施する。
b)SDC1000-HM1の総合作動試験の実
施場所については、欧州で実施する。詳細
な実施場所は別途、協議により決定する。

製造者に受託者が実施する運転等業務に
係る各種マニュアルを作成することを要
求しています。受託者には各種マニュア
ルを基に計画書と要領書を作成すること
を要求しています。
明確にするよう修正します。

23

24

25

26

27

28

29

30

31

①「機能保証」という用語の定義につい
て、弊社は別契約でお示し頂きましたが、
契約が異なりますので、仕様書上に具体的
に明記頂きたくお願い致します。
②本設備には、ユーティリティ設備、化学
剤連続モニタリング設備やテントも含まれ
ておりますが、これらの設備や機器も12
年間の機能保証の対象となるのでしょう
か。もしそうであれば、各メーカーに12
年の機能保証に必要な予備品類を求める必
要が有り、見積積算にも影響致します。

製造者が実施するオーバーホールは、要
員数、消耗品数量、日数など実施内容に
拘わらず定額であり、回数で精算するこ
ととしています。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。
①御意見を踏まえ、技術者（２名）につ
いても精算対象とするように修正しま
す。また、併せて、7実施体制の記載に
ついても修正します。
②製造者の技術者についても他の配置要
員の精算方法と同様とします。
③第二処理場以降については、技術者の
配置は求めていません。

「用役設備（発電機を除く。）」、「化
学剤連続モニタリング設備」、「処理テ
ント」については「SDC1000 HM1」
に含めていますが、より明確にするよう
修正します。
なお、給電設備（発電機）は本設備に含
まれていません。

①機能保証とは、製造者が本設備の性能
及び本設備を構成する全ての機器の材料
の健全性、動作、機能等を保証すること
を意味します。
機能保証について明確になるように修正
します。
②「用役設備（発電機を除く。）」、
「化学剤連続モニタリング設備」、「処
理テント」については「SDC1000
HM1」に含めていますが、より明確に
するよう修正します。機能保証の対象と
なります。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
9 8(1)②本設備のリース業務

意見
・対象箇所
ⅲ）再リース
…再リース経費として、再リース期間にお
ける保守管理に必要な費用は内閣府が負担
する。
・代替案
（仕様書に反映いただく）

業務委託仕様書

10 8(2)①i)
C)処理対象物及び保管廃棄物
の受入・開梱・検知業務

8(2)①i)C)
化学砲弾の受入・開梱・検知業務の安全性
「処理対象物及び」を削除し、
確保、特に太原に保管されている信管付砲
「保管廃棄物の受入・開梱・検知業務」と 弾の安全な作業の実施
する。

業務委託仕様書

10 8実施要件
製造者に対して再委託が認められる旨、御 製造者は、受託者のコンソーシアムメン
(2)委託業務
記載頂ければ幸甚です。
バーとなる必要があるのか、下請企業であ
②保守管理業務
るのか、又は再委託先であるのかについて
保守管理業務は、リース開始
不明点がございますので、明確化をお願い
後12年間の機能保証を担保す
致します。
るため、本設備の製造者が実
施すること。

業務委託仕様書

10 8(2)①ⅰ）運転等業務

・対象箇所
c）処理対象物及び保管廃棄物の受入・開
梱・検知業務
・代替案
(当該業務を所掌外としていただく）

処理対象物に関する受入・開梱・検知業務
は、危険度が高く、専門性を有する業務で
あり、当社としてはできかねます。当該業
務は受託者の所掌外として頂きたくお願い
致します。

業務委託仕様書

10 8(2)①ⅳ）処理運転及び二次
処理実施期間

・対象箇所
…平成34年度中に処理運転及び2次処理を
完了させること。
・代替案
＜修正案＞
…平成34年度中の処理運転及び2次処理完
了を目指すこと。

業務委託仕様書

10 8(2)②保守管理業務の実施

・対象箇所
…リース開始後12年間の機能保証を担保す
るため、本設備の製造者が実施すること。
・代替案
＜修正案＞
…リース開始後12年間の機能保証を担保す
るために実施すること。

業務委託仕様書

12 8実施要件
(5)中華人民共和国政府との協
議等
③受託者は、処理運転及び二
次処理の実施に必要な「移動
式処理事業実施計画」（仮
称）に係わる計画書につい
て、日本語で作成し、協議３
週間前までに監督職員の承諾
を得た上で提出すること。
13 8(6)①
iii）移動式処理事業は日本側が
主体となって実施す
る。・・・

「協議」の実施時期、および「監督職員の
承諾」の必要期間（御提出後の最長承認期
間）を御記載頂ければ幸甚です。

本業務は請負契約ではなく業務委託契約で
すので、業務の完了まで要求されるのは受
託者にとって過大な負担となります。ま
た、砲弾輸送や受入・開梱・検知業務の
ペースが設備の処理能力を下回ることも十
分想定されますが、この点も本仕様書には
注記されておりません。
以上のことから、当該記載の修正をお願い
致します。
賃貸業務及び委託業務の品質保証の責任を
負っているのは受託者ですので、委託業務
である保守管理業務の実施者は、第三者の
製造者ではなく受託者であるべきです。
もし、製造者が実施することをもって機能
保証が担保されたと見做されて受託者が免
責となるという趣旨での記述であれば、そ
の旨補足をお願い致します。
「移動式処理事業実施計画」（仮称）に係
わる計画書に必要な資料が多岐にわたるた
め、各資料の受託者作成時期および監督職
員殿への提出時期の明確化をお願い致しま
す。

32

理由
12年間の機能保証に必要な費用は当初契
約に含めるものと理解しておりますが、
12年間の機能保証に必要な予備品・消耗
品と、保守管理に必要な（契約期間中の）
予備品・消耗品との区分けが明確とはなっ
ておりません。見積積算に影響するため、
具体的な物品または考え方をご教示願いま
す。

33

34

35

業務委託仕様書

36

調達仕様書案における受入、開梱及び検
知作業においては、従来の応急的安全化
措置を求めておらず、本設備による処理
運転と危険度は同等であると考えます。
また本事業においては、別発注にて同業
務を実施する際に求めている要件同等の
専門性を有する運転要員を求めており、
開梱等作業の有無によらず、安全性の向
上を目的とした契約条件としておりま
す。
なお、従来の応急的安全化処置は最も危
険性が高い作業の一つと考えられ、この
処置を実施しないことが事業全体の安全
性の向上に繋がるものとの考えにより、
それが可能な設備を選定しているもので
す。
ただし、受入、開梱及び検知作業の実施
の可否や処置方法などについては、受託
者と発注者との協議によるものとしてお
り、安全性が確保されることが前提とな
ります。
明確にするよう修正します。
10 8,(2),①,ii)処理運転の処理対象 ・対象箇所
別紙第2に示された第三処理場の処理対象 貴見のとおりです。
物
第一処理場及び第二処理場に保管されてい 物は、今回の業務の範囲外という理解で宜 今回の業務の範囲外としていますが、日
る・・・処理対象物とする。
しいでしょうか。
中協議等により処理対象物の数量が変更
・代替案
される可能性があるため、予備の処理運
＜追記案＞
転日数について追記します。
第三処理場の処理対象物は今回の処理の対
象外とする。

37

38

39

業務委託仕様書

40

回答
本設備の機能保証は製造者により、12
年間担保されており、別途経費を見込む
必要はありません。また、製造者が実施
する保守管理については、全ての経費
（人件費、旅費、消耗品等）を含み１回
あたりの定額であることから、製造者の
見積もりにより、所定の回数を見込んで
下さい。
調達仕様書案の記載どおりとします。
P7 6（6）に本事業においては、別発
注にて同業務を実施する際に求めている
要件同等の砲弾の取り扱いに関する知識
と経験を有する者を配置することとして
おり、従来通りの安全性を確保していま
す。
また、信管付砲弾については、1発ずつ
の取扱いを想定しており、受入、開梱及
び検知作業の安全性を確保することとし
ています。
しかしながら、受入、開梱及び検知作業
の実施の可否や処置方法などについて
は、受託者と発注者との協議によるもの
としており、安全性が確保されることが
前提となります。
明確にするよう修正します。
製造者がコンソーシアムメンバーになる
ことは可能ですが、必ずしもその必要は
ありません。また、製造者は下請企業、
再委託先ではありません。ただし、運転
等業務においてそれらに指定することは
可能です。
調達仕様書案の記載どおりとします。

「移動式処理事業は日本側が主体となって 実施する。」と記載されていますが、日本
人以外の作業者は認められないのですか。

記載している砲弾数や廃棄物量から処理
運転日数等を算定し、完了することを契
約上要求しています。
受託者の責によらない理由により完了の
時期が変更となる場合は、その限りでは
ありません。
調達仕様書案の記載どおりとします。

製造者は第三者ではありません。
一般的なリースの仕組みを確認してくだ
さい。賃借人・製造者・賃貸人の関係に
なります。
調達仕様書案の記載どおりとします。

協議については、処理運転開始までの期
間は、3～6か月に一度の実施を想定し
ています。監督職員の承諾期間は資料の
完成度によって異なります。
調達仕様書案の記載どおりとします。

移動式処理事業については日本国が主体
的に実施するものであるということを記
載しています。作業員の国籍が日本であ
ることを要求しているわけではありませ
ん。ただし、化学兵器を取り扱う業務に
ついては、中国国籍の作業員の配置は認
められません。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
意見
理由
回答
13 8実施要件
「日本」を「中国国外」とご修正いただけ 製造者から日本国民以外の作業員が派遣さ 必要となる資格については、調達仕様書
(6)中国条件
れば幸甚です。
れる場合がございますので、明確化をお願 案で定められており、また、同等の技能
①iii)中国側は、日本の認証機関
い致します。
を有する者を監督職員の承諾により認め
により認証された日本側作業
ております。
員の機械の据付、保管及び処
なお、日本側作業員は日本国籍である必
理運転並びに爆発物取扱いの
要はありません。
資格を承認する。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

15 8実施要件
(8)その他の要求事項
v)

「移動式処理事業実施計画」（仮称）の事 知見がございませんので、ご教示頂ければ 契約後、提示します。
故危害（Ⅰ～Ⅲ）級につきまして、別紙等 幸甚です。
調達仕様書案の記載どおりとします。
で詳細ご教示頂ければ幸甚です。

業務委託仕様書

16 8(8)②
vi）返還後の廃棄処分について
は、受託者の費用負担及びそ
の責任により確実に処分する
こと。
17 8(8)③
viii）業務実施時間及び業務実
施日の条件

返還後の廃棄処分については、受託者が引 き取る場合は廃棄しないでよろしいです
か。

本契約においては、返還後は設備の廃棄
処分を求めています。なお、鉄くず等と
して売却することは可能です。

業務実施時間及び業務実施日の条件につい て、フレキシブルに運用できませんか。

中国側の支援を受ける必要がある業務で
す。日本側のみでの業務時間の設定は原
則できません。ただし、緊急的な対応等
については、協議により対応が可能と考
えます。

業務委託仕様書

17 9(1)①本設備の設計及び製作
業務

・対象箇所
発注者及び製造者による設計調整会議を実
施する。
・代替案
＜修正案＞
移動式処理設備の製造者を交えた設計調整
会議を実施する。

①製造者は、受託者のサブコンではあり
ません。本設備については、発注者や中
国側の要求を満たせる設備を指定してお
り、発注者と製造者の協議を実施する必
要があります。
調達仕様書案の記載どおりとします。
②「用役設備（発電機を除く。）」、
「化学剤連続モニタリング設備」、「処
理テント」については「SDC1000
HM1」に含めていますが、より明確に
するよう修正します。

業務委託仕様書

18 9実施要領
(1)賃貸業務
②本設備のリース業務
ii)機能保証

「機能保証をするために必要な整備（検査 整備も製造者から派遣される要員でおこな 貴見のとおり「機能保証をするために必
及び予備品等の準備を含む。）は、保守管 われるべきものと拝察致します。
要な整備」は製造者が実施しますが、本
理業務とする。」と御記載頂ければ幸甚で
設備の瑕疵があった場合などに製造者が
す。
自らの責において追加費用無しで実施す
る整備を示しており、保守管理には含ま
れません。
「機能保証をするために必要な整備」
は、誤解を生じるため、「機能保証に係
る整備」に改めるなど、明確にするよう
修正します。

業務委託仕様書

18 9(1)②本設備のリース業務

・対象箇所
ⅱ）機能保証
機能保証をするために必要な整備（検査及
び予備品等の準備を含む。）は、本設備の
運転等業務以外の期間とする。
また、受託者は、本設備の機能保証の期間
中は、製造者の責において専用部品を確保
できるようにすること。
・代替案
①②
（仕様書に反映いただく）

業務委託仕様書

18 9,(1),③,表-1付属施設のリー
ス業務

・対象箇所
表-1 付属施設一覧表
・代替案
＜追記案＞
受託者が処理運転に使用するオフィス、更
衣室等のコンテナハウスは本設備に含む

業務委託仕様書

19 9,(2),①,i),f)本設備及び付属施
設の設置・撤去等業務

・対象箇所
受託者は、撤去時に本設備の休止期間の対
策を講じること
・代替案
＜追記案＞
次回処理時までの休止期間が3か月未満の
場合は、撤去時に本設備の休止期間の対策
を講じること。

業務委託仕様書

19 9(2)①g）h）設置期間及び撤 ・対象箇所
去期間
ｇ)本設備及び付属施設の設置期間は15日
を上限とする。
h)本設備及び付属施設の撤去期間は10日を
上限とする。
・代替案
＜①修正案＞
ｇ)本設備及び付属施設の設置期間は15日
を目安とする。
h)本設備及び付属施設の撤去期間は10日を
目安とする。

41

42

43

業務委託仕様書
44

45

46

47

48

49

50

①発注者の契約相手は受託者であり、製造
者は受託者のサブコンですので、本会議は
発注者と受託者により実施されるべきもの
です。製造者を交えた会議を実施すること
には異存有りませんが、仕様書の記載内容
については変更をお願い致します。
②本設備の製造者はダイナセーフ社だけで
は有りませんが、SDC1000－HM1以外
の設備の製造者は本会議への出席は不要と
の認識です。もし違う場合は仕様書に明記
願います。

①8(2)項で保守管理業務は機能保証をする
ために実施する旨記載されています。保守
管理業務には日々点検も含まれますし、万
一の設備不具合時は運転再開のための速や
かな事後保全を実施する必要が有りますの
で、「運転業務以外の期間」という規定は
受託者が遵守できない内容と考えます。
②記載内容について以下2点の確認事項が
明確になるよう、仕様書に追記願います。
・「専用部品」とは予備品・消耗品と同義
でしょうか。
・「確保する」とは、機能保証期間12年
分の専用部品を本契約の賃貸料金に含め
て、賃貸業務のなかで供給する、というこ
とでしょうか。
受託者が処理運転に使用するオフィス、更
衣室等のコンテナハウスは本設備に含まれ
るという理解で宜しいですか？

①P68 別紙第9に処理運転業務時に実
施する点検は日常点検整備作業として記
載しており、保守管理と区分していま
す。
②
・専用部品とは予備品・消耗品と同義で
す。
・「確保」とは、機能保証期間中に専用
部品を製造者の責において調達・準備で
きるようにしておくことを意味していま
す。
明確にするよう修正します。

「撤去時に休止期間の対策を講じる」必要
があるのは、休止期間が3か月未満の場合
のみと理解すれば宜しいでしょうか？
8(2)②ⅱ）P11には「次回処理開始まで3
か月以上の休止期間を有する場合は、整備
保管基地に輸送後、」と記述がございま
す。

休止期間に関係なく撤去時の対策は必要
です。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。

①期間の上限の規定が有りますと、もし
15日（10日）で終えることが出来ない場
合は受託者の責となり、増日分は受託者の
費用負担になるとの認識です。
一方、仕様書案では、機器構成、ユニット
重量など現地工事計画を検討する情報が十
分では有りませんので、指定の日数で実施
可能か判断することができません。
以上のことから、設置及び撤去の日数を上
限として設定されることは受託者にとって
過大な負担となり、応札可否検討にも影響
を及ぼしますので、「上限」ではなく「目
②③（期間中の業務範囲を記載いただく） 安」として頂きたくお願い致します。
②敷き鉄板の敷設・解体、テント建方・解
体、設置の完了・撤去確認を含んだ期間で
しょうか。
③付属施設内の設備（医務室の機材、中方
の分析装置等）の設置及び撤去は、15日
（10日）に含まれないという理解で宜し
いでしょうか。

①本設備は、調達仕様書案に記載されて
いる日数で設置及び撤去が実施可能な設
備としています。
②設置期間は、仮設設置、テント建方、
設置の完了確認を含んだ期間です。ま
た、撤去期間についても、仮設撤去、テ
ント解体、撤去完了確認を含んだ期間で
す。なお、敷き鉄板の必要性については
受託者の判断とします。
③付属施設内の設備（医務室の機材、中
方の分析装置等）の設置及び撤去は、
15日（10日）に含まれません。
調達仕様書案の記載どおりとします。

本設備には含まれません。オフィス、更
衣室等のコンテナハウスは付属施設で
す。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
20 9(2)①ⅳモニタリング業務

業務委託仕様書

20 9(2)①モニタリング業務

業務委託仕様書

理由
モニタリング業務は、従来の移動式処理事
業では日本側と中国側の両方でダブル
チェックを実施してきましたが、今回の仕
様書案では、中国側のみ実施となっている
点につきまして、
・作業環境モニタリングは、受託者の作業
者の安全を守るために実施するものですの
で、中国側の分析結果だけで安全が担保で
きたとは言い切れません。
・また、周辺環境モニタリングについて
も、もし基準値を超えた場合、中国側の分
析精度に起因することを証明することがで
きませんので、原因に関わらず日本側が基
準値を超える化学剤を大気に放出したと見
做される恐れが有ります。
こうしたことから、分析業務は日本側でも
実施できる体制として頂きたく、ご検討の
程お願い致します。
・対象箇所
化学剤連続モニタリング装置はHDとL1が
ⅳ）a)汚染コントロールモニタリング
モニタリング対象ですが、きい弾以外の処
・代替案
理期間も、モニタリングを実施するという
（きい弾以外の処理期間は化学剤連続モニ 認識です。もし異なる場合、仕様書に補記
タリングを行わない場合は、その旨補記い 願います。
ただく）

回答
中国側だけで分析を実施することについ
ては、高機動型移動式における日中の合
意事項です。
貴社においても分析することが必要と判
断される場合は、貴社の責において実施
してください。

20 9(2)①モニタリング業務

・対象箇所
ⅳ）a)汚染コントロールモニタリング
…除去業務の実施期間中、…連続モニタリ
ングを実施すること。
・代替案
（もし実施要であれば修正いただく）

除去業務の実施期間中も連続モニタリング
は実施しますでしょうか。過去事例とし
て、石家荘処理事業所では除染期間の化学
剤連続モニタリングは実施していません。

御意見を踏まえ、「受託者は、試運転、
処理運転及び二次処理業務の実施期間
中、プロセス系排気ガス及び換気ガスの
サンプリングを実施すること。」としま
す。

業務委託仕様書

22 9(2)②保守管理業務

・対象箇所
ⅱ)オーバーホールの実施期間は10日間と
する。なお、機能保証に係る整備が必要な
場合は、基本的にオーバーホールに合わせ
て実施するものとするが、この実施期間に
は含まれないものとする。
・代替案
（違いについて記載頂く）

「機能保証に係る整備」、「オーバーホー
ル」及び「レイアップ」の違いは何でしょ
うか。
保守管理業務自体が、機能保証を担保する
ために実施するものと仕様書に規定されて
います（8(2)②ⅰ））ので、どのような違
いが有るのか、理解できておりません。

保守管理とは、「オーバーホール」、
「レイアップ」及び「点検」のことであ
り、12年間の機能保証を担保する条件
として製造者が実施します。
また、「機能保証に係る整備」は製造者
が実施しますが、本設備の瑕疵があった
場合などに製造者が自らの責において追
加費用なしで実施する整備を示してお
り、保守管理に含まれません。
それぞれの定義を明確にするよう修正し
ます。

業務委託仕様書

22 9(2)②保守管理業務

・対象箇所
ⅱ）オーバーホールの実施期間は10日間と
する。
・代替案
＜修正案＞
オーバーホールの実施期間は10日間を目安
とする。

オーバーホールについては製造者が実施
するものであり、実施可能な日数を記載
していますが、日数については前後する
可能性があることから、御意見を踏ま
え、10日間程度で実施することに修正
します。
なお、オーバーホールは実施日数等にか
かわらず定額となります。

業務委託仕様書

22 9(2)②保守管理業務

期間の規定がありますと、もし10日で終
えることが出来ない場合は受託者の責とな
り、増日分は受託者の費用負担になるとの
認識です。
一方、仕様書案では、定義、目的、機器構
成などオーバーホールの所要日数を検討す
る情報が十分では有りませんので、指定の
日数で実施可能か判断することができませ
ん。
以上のことから、オーバーホールの日数を
上限として設定されることは受託者にとっ
て過大な負担となり、応札可否検討にも影
響を及ぼしますので、日数は「目安」とし
て頂きたくお願い致します。
オーバーホール同様、日数は「目安」とし
・対象箇所
ⅲ）受託者は、運転等業務終了後に実施す て頂きたくお願い致します。
るレイアップについて以下の日数で実施す
ること。
・代替案
＜修正案＞
受託者は、運転等業務終了後に実施するレ
イアップについて以下の日数を目安に実施
すること。

業務委託仕様書

23 10(2)③品質記録の提出と不適 ・対象箇所
合処理
（前略）また不適合報告書を作成し、自社
の品質保証部門及び製造者（状況により第
三者機関）が確認したうえで・・・
・代替案
＜修正案＞
（前略）また不適合報告書を作成し、自社
の品質保証部門が確認したうえで・・・

業務委託仕様書

25 表-2 提出書類一覧表

「１.実施計画書」の提出期限を延ばすこと
は出来ませんか。

業務委託仕様書

25 表-2 提出書類一覧表
１ 業務実施計画書

「監督職員の承諾を得た上で」の削除をお 「監督職員の承諾」に必要な手順、期間等 御意見を踏まえ、業務実施計画書の提出
願い致します。
詳細が不明ですので、「契約締結後１週間 期限を「契約締結後2週間以内」に修正
以内」のご提出は確約できかねるものと拝 します。
察致します。

業務委託仕様書

26 表-2 提出書類一覧表
削除をお願い致します。
59 その他内閣府が要求する
もの

業務委託仕様書

26 表-2 提出書類一覧表
（注記）提出書類は、提出期
限までに監督職員の承諾を得
た上で提出すること。

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

意見
・対象箇所
…分析に必要なサンプリングを実施するこ
と。分析は中国側が実施する。
・代替案
（分析業務は従来通り日本側も実施するこ
とに修正いただく）

不適合報告書は自社で作成するものです。
内容によっては、報告書作成に際して製造
者に見解を求めることは有りますが、受託
者の不適合報告書を「製造者（及び第三
者）が確認」というのは実際の業務フロー
に合致しないものと考えますので、製造者
や第三者機関が確認する旨の記述の削除を
お願い致します。

化学剤連続モニタリング装置及び自動計
測装置による排ガスの連続モニタリング
の実施を求めており、試運転、きい弾以
外の処理運転及び二次処理業務の実施期
間中も連続モニタリングの実施が必要と
なります。
調達仕様書案の記載どおりとします。

レイアップについては製造者が実施する
ものであり、実施日数を記載していま
す。
なお、レイアップの種類毎に定額となり
ます。
調達仕様書案の記載どおりとします。

不適合報告書は内閣府が求めるものであ
り、原因の特定、再発防止対策、処置の
結果等、内閣府として求める内容を全て
明確に記載していただく必要があり、必
須の条件として製造者による確認につい
ても求めています。また状況によっては
原因の特定や再発防止の観点等から受託
者の負担により、第三者機関に確認を求
める場合もあります。
明確にするよう修正します。
御意見を踏まえ、業務実施計画書の提出
期限を「契約締結後2週間以内」に修正
します。

内容が不明ですので、「要求後２週間以
緊急性のあるものを想定していることか
内」のご提出は確約できかねるものと拝察 ら「要求後2週間以内」としています。
致します。
調達仕様書案の記載どおりとします。

「監督職員の承諾」に必要な手順、期間等 各提出書類をいつまでに作成する必要があ 提出書類については、求められている水
の詳細の御記載をお願い致します。
るのか、製造者も理解できておりませんの 準に達していない場合は、提出とはみな
で、明確化をお願い致します。
されません。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
26 表-2, 3提出図書一覧表

業務委託仕様書

26 表-2, 3提出図書類一覧表

業務委託仕様書

27 表-3設計図書類一覧表

62

63

意見
・対象箇所
提出期限までに監督職員の承諾を得た上で
提出すること
・代替案
（当該規定を削除いただく）
【左記以外の該当箇所】
p.17 9 (1)①ⅰ）及びⅱ）
p.18 9 (2)①ⅰ）b）、d）及びⅱ）a)
p.19 9 (2)①ⅰ）d）及びⅱ）a)及びⅲ）
a）
p.20 9 (2)①ⅲ）b）及びｃ）及びⅳ）
ｃ）
p.22 9 (2)②ⅴ）及び10(1)②
p.58 5、p.59 5、p.62 5、p.64 5、
p.69 5(1)
p.72 5 (1)、p.75 5 (1)、p.81 5(1)
・対象箇所
各図書の提出期限
・代替案
＜修正案＞
各図書の提出期限については、契約後に別
途協議して決める。
・対象箇所
（全般）
・代替案
（仕様書に反映いただく）

64

回答
承認ではなく承諾となります。
提出書類については、求められている水
準に達していない場合は、提出とはみな
されません。
また、監督職員によるレビューが必要な
書類の提出は求めていませんし、初版の
提出とありますが、内容が不十分な書類
の提出についても求めていません。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。

設定された提出期限の中には、製造者の設
計製作スケジュールに合っていないと思わ
れるものがあります。提出図書には製造者
の図書をベースに作成するものが多く含ま
れますので、製造者の現実的な図書提出ス
ケジュールを確認した上で、提出期限を決
める必要がございます。
①
・これらの設計図書は、各メーカーが作成
し、元請企業が承認して製作を開始するも
のと存じます。本仕様書でも、受託者の責
任で要求性能を満たすことになっています
ので、内閣府殿は設計承認まではされない
と理解しております。
・もし内閣府殿が設計図書の承認行為をさ
れる場合、承認頂くまでの期間が分かり兼
ねますし、ご指摘事項を図書に反映させる
必要も有りますので、受託者は設計・製作
の工程管理をすることができません。
・以上のことから、設計図書については、
提出不要として頂くか、承認図書から外し
ていただく必要がございます。
②
また、提出図書として規定される場合は、
時間と費用削減のため、英文でも可として
頂きたくご検討願います。
製作開始の定義を御教示頂けないでしょう
か。製作開始には材料手配等も含まれるの
か確認できればと存じます。

設計図書と提出期限については、製造者
と調整し修正します。

①
一般的なリースは、ユーザー（賃借人）
が選択・決定した物件を、リース会社
（賃貸人）がユーザー指定のサプライ
ヤー（販売会社）から取得して、それを
契約の対象としています。
②
設計図書類のうち、図面類の表示は英語
とします。また、それ以外のものは日本
語とします。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

27 表-3設計図書類一覧表

・対象箇所
製作開始〇〇ヶ月前
・代替案
（「製作開始」の定義を記載いただく）

業務委託仕様書

29 １２業務実施にあたっての注
意事項
(1)一般

製造者は「受託者」に含まれるのか含まれ 受託者と製造者との関係に不明箇所がござ 一般的なリースでは、発注者（ユー
ないのか、御記載をお願い致します。
いますので、明確化をお願い致します。
ザー）が選択・決定した物件を、受託者
（リース会社）がユーザー指定の製造者
（サプライヤー）から取得することとな
ります。
なお、製造者がコンソーシアムメンバー
として受託者になることを否定している
ものではありません。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

29 12（1）一般

・対象箇所
③本業務により得られた成果については、
内閣府に帰属し、内閣府の許可なく第三者
に譲渡・公開してはならない。
・代替案
＜追記案＞
ただし、製造者は除く。

本契約の履行においてはダイナセーフ社な 製造者は第三者ではありません。
ど製造メーカーとの日々の連絡は不可欠で ただし、製造者の守秘義務を明確とする
すので「製造者」は第三者に含まれないこ こととします。
とを記載願います。

業務委託仕様書

29 12（1）一般

・対象箇所
⑥受託者は原則、出張1週間以上前に出張
者、出張社名、パスポート番号、査証番号
等に必要事項を予め内閣府に報告するこ
と。
⑦上記に関連して、内閣府は出張に要した
旅費等を国家公務員等の旅費に関する法律
及び同法に基づく規則等に準じ支給する。
・代替案
（当該項目を修正、削除いただく）

①出張社名は、出張者の会社名の誤記と思
われますので、修正をお願いいたします。
②弊社及び製造者（ダイナセーフ社）は、
旅費等を、国家公務員等の旅費に関する法
律及び同法に基づく規則等に準じて支給さ
れるわけでは無いものと思いますので、⑦
項を削除願います。

業務委託仕様書

31 別紙第１
2本設備の概要

・対象箇所
全般
・代替案
（技術資料を添付いただく）

SDCシリーズの中でSDC1000-HM1は 詳細な技術仕様を確認する必要がある場
国際会議でも発表されていない機種であ
合は、製造者に問い合わせてください。
り、具体的な仕様が分かる内容が、応札を 調達仕様書案の記載どおりとします。
検討する上で不足していますので、技術資
料を添付頂けますでしょうか。

業務委託仕様書

33 別紙第１
表1-1
*2 検知により化学剤の漏え
いが確認されたものについて
は、密閉金属容器のまま処理
するものとし、1発/3日で処
理する。

処理対象物で「化学剤の漏えい」が疑われ 製造者による廃棄処理能力の再検討に必要 発掘回収時において、化学剤が漏洩しな
るものの弾種と数量のご教示をお願い致し となりますので、ご教示をお願い致しま
い処置をしており、現時点では漏えいは
ます。
す。
ないものと考えています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

33 別紙第１
3,(1),①化学剤分解率

・対象箇所
化学剤の分解率が99.9999%以上
・代替案
①（分解率の要求性能が過去と異なる理由
をご教示願います）
②（分解率の算出点、算出方法を追記頂
く。）

65

66

67

68

69

70

71

理由
「監督職員の承諾」というのは、図書の内
容について、監督職員殿の承認を得た時点
で提出とみなされると理解していますが、
この理解で正しい場合は、監督職員殿のレ
ビュー完了時期を弊社にて管理する必要が
出てきます。
仮に、弊社が提出期限1週間前に初版を提
出したとしても、提出期限後にレビュー結
果が弊社に届く可能性があるかと思われま
す。当該規定は、その場合でも、弊社が提
出期限内に図書を提出できなかったことに
なります。

①従来の加熱爆破方式の仕様書では、
「HEPA/活性炭フィルタユニットの入口
において、化学剤の分解率が99.9%以上」
となっていましたが、今回は99,9999%
となっている理由について御教示御願い致
します。
②どの時点での分解率とするのか明記され
ていません。

製作とは原材料を加工し製品化すること
と定義しており、材料の手配だけであれ
ば製作が開始されたことにはなりませ
ん。材料手配の時期等は製造者の判断に
よります。
調達仕様書案の記載どおりとします。

①誤記ではありません。出張者の会社名
を表しています。
②本契約だけでなく、一般に要求してい
ます。
調達仕様書案の記載どおりとします。

①「化学剤の分解率99.9999%」は本
設備の性能です。
②P19. 9(2)①ⅲ)a)に算出方法が記載
されています。
調達仕様書案の記載どおりとします。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
33 別紙第１
3,(1),②(注記)廃棄処理能力

意見
・対象箇所
*1 信管付化学砲弾の廃棄処理能力も信管
なしと同じとする。
・代替案
（信管付化学砲弾処理時の1日あたりの加
熱炉への投入弾数を明記いただく）

理由
信管付化学砲弾の砲弾輸送、受入・開梱・
検知作業のスピード（加熱燃焼炉への投入
スピード）は、信管なしと同様と考えて宜
しいのでしょうか。異なる場合は、技術検
討だけでなく委託業務の実施期間にも影響
しますので、投入できる弾数を別途記載願
います。

回答
本設備の性能としては、信管なし化学砲
弾と信管付化学砲弾の処理能力及び1日
あたりの加熱燃焼炉への投入弾数は同じ
です。現状の想定では、砲弾輸送や受
入、開梱検知作業による影響はないもの
と判断しています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

33 別紙第１
3(1)①
表1-1廃棄処理能力

・対象箇所
（全般）
・代替案
(仕様書に反映いただく）

50㎏きい弾、大あか筒、「密閉金属容器
のまま処理するもの」の3種類の処理能力
については、ハルバ嶺試験廃棄（加熱）で
も実績が無く、またSDCシリーズとしても
実績が無いものと存じますので、廃棄処理
能力は別途協議とさせて頂きたくお願い致
します。

50kgきい弾、大あか筒の廃棄処理能力
は、本設備の性能であり、協議の対象で
はありません。
なお、「密閉金属容器のまま処理するも
の」については、投入機を使用して廃棄
処理が可能なものもあるため、調達仕様
書案を修正します。

業務委託仕様書

34 別紙第１
表1-2 二次処理能力

この表の根拠を御教示願います。

製造者から根拠の提示を要求されておりま 二次処理能力は、製造者に確認していま
すので、御教示をお願い致します。
す。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

34 別紙第１
3,(4)耐圧・耐久性能

・対象箇所
90mmあか弾20,000発相当以上・・・
・代替案
（理由をご教示願います）

従来の加熱爆破設備の耐圧・耐久性能は、 「90mmあか弾20,000発相当以上」は
「90mmあか弾15,000発相当以上」と
本設備の性能（スペック）です。
なっています。今回、性能を上げられた理 調達仕様書案の記載どおりとします。
由を御教示願います。

業務委託仕様書

35 別紙第１
連続モニタリング対象物質と検知感度の根
拠を御教示願います。
3要求性能
(6)化学剤連続モニタリング設
備の性能

業務委託仕様書

35 別紙第１
3,(6)化学剤連続モニタリング
設備の性能

・対象箇所
表1-3 モニタリング対象物質及び検知感度
・代替案
（あか剤等も対象の場合は追記いただく）

表にはきい剤（マスタード、ルイサイト） 貴見のとおりです。日中の協議により合
しか記載がありませんが、それ以外の化学 意されています。
剤（あか剤等）は連続モニタリングする必 調達仕様書案の記載どおりとします。
要はないという理解で宜しいでしょうか。

業務委託仕様書

36 別紙第１
4,(2),⑦加熱燃焼工程

・対象箇所
…二次処理の処理対象物に残留する化学剤
及びその派生物を減容又は無害化する。
また、二次処理の処理対象物を、538℃で
15分以上維持可能である。
・代替案
＜修正案＞
①二次処理の処理対象物に残留する化学剤
を無害化する。
②（適宜修正いただく）

①「その派生物を減容」とありますが、処
理対象物によっては減容しない可能性があ
ります。
②「また、」以降が、文脈上、誤記と思わ
れますので、内容のご確認をお願いいたし
ます。

業務委託仕様書

36 別紙第１
4,(3),③排ガス処理工程

・対象箇所
危険液体廃棄物を二次燃焼炉で処理し、化
学剤を無害化する。
・代替案
＜修正案＞
危険液体廃棄物を二次燃焼炉等で処理し、
化学剤を無害化する。

危険液体廃棄物は、CBUではなく、二次燃 危険液体廃棄物は二次燃焼炉で処理する
焼炉に投入するという理解で宜しいでしょ ことが可能な仕様となっています。
調達仕様書案の記載どおりとします。
うか。
二次燃焼炉に直接投入するのが難しい場合
は、CBUにて加熱処理をすることも想定し
ておきたく、記述の修正をお願い致しま
す。

業務委託仕様書

36 別紙第１
4,(3),⑥排ガス処理工程

・対象箇所
排ガス処理のセーフティネットととして、
HEPA/活性炭フィルタを排ガス処理工程
の最後段に設置する。
・代替案
＜修正案＞
…設置する。なお、換気系のHEPA/活性
炭フィルタは、排ガス処理系のHEPA/活
性炭フィルタと兼用しても良い。

このHEPA/活性炭フィルタは、換気系の
HEPA/活性炭フィルタと兼用して宜しい
でしょうか。未定ですが、兼用することも
想定しておりますので、補記頂ければと存
じます。

業務委託仕様書

37 別紙第１
4 本設備の各工程機能
(4)運転制御工程
ii)加熱燃焼工程

a)加熱燃焼炉内部映像
します。

製造者より「設備を設置しても破損してし 御意見を踏まえ、「a)加熱燃焼炉投入時
まうため」削除を要請されておりますの
の映像」に修正します。
で、よろしくお願い致します。

業務委託仕様書

37 別紙第１
4,(4),③,ii),a)運転制御工程

・対象箇所
製造者が、加熱燃焼炉の内部映像を撮影す 御意見を踏まえ、「a)加熱燃焼炉投入時
加熱燃焼炉内部映像
ることが困難と判断する可能性がありま
の映像」に修正します。
・代替案
す。
＜修正案＞
加熱燃焼炉内部映像（設計上、可能であれ
ば）

業務委託仕様書

37 別紙第１
4,(4),④ ,ii)運転制御工程

・対象箇所
加熱燃焼炉内部の圧力変動及び温度変化
加熱燃焼炉本体の振動変化
・代替案
①（温度変化、の記載を削除いただく）
②（加熱燃焼炉本体の振動変化が起爆の確
認のためであれば、削除いただく）

①加熱燃焼炉内部の温度変化については測
定ができないことを確認していますので、
項目から削除願います。
②振動変化を確認する目的を御教示願いま
す。炸薬の起爆の確認であれば、炉内圧力
の変動を確認すれば良いと思われます。

業務委託仕様書

37 別紙第１
4,(6),②排気筒

・対象箇所
20FTコンテナのモジュールに固定する。
・代替案
（当該項目を削除いただく）

固定方法を指定する理由を御教示願いま
本設備の仕様です。現状では基礎が不要
す。受託者にて合理的な固定方法を検討致 となる20FTコンテナへの固定を想定し
したく存じます。
ています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

38 別紙第１
信管付砲弾の処理能力の再検討
3(1)処理運転に係る要求性能
表1-1廃棄処理能力
（注記）※1 信管付化学砲弾
の処理能力も信管なしと同じ
とする。

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

の削除をお願い致

根拠はGBに基づいております。
検知感度の表記については誤記があった
ため修正します。

本業務においては、信管付砲弾を複数同時
に取り扱うことを前提としているが、万が
一、１発が爆発した場合、その振動によ
り、他の密封金属容器に収納されている信
管付砲弾が爆発する危険性がある。

①「減容又は無害化」と記載しており、
全てにおいて減容することとしていませ
ん。
調達仕様書案の記載どおりとします。
②二次処理の処理対象物を、538℃以上
で15分以上維持することが可能な設備
であることを明確にするよう修正しま
す。

発注者と製造者との調整により決定しま
す。
なお、現状としては排ガス処理系と換気
系のHEPA/活性炭フィルタの兼用を想
定しています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

①加熱燃焼炉内部の温度変化が測定可能
な設備になっています。
②炸薬の起爆の確認だけが目的ではあり
ません。
調達仕様書案の記載どおりとします。

処理能力は本設備の性能となります。
信管付砲弾については、1発ずつの取扱
いを想定しており、複数同時に取り扱う
ことを前提とはしていません。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
意見
38 別紙第１
・対象箇所
4,(7),④高機動性モニタリング …小型の設置型機材によりモニタリングを
行う。
・代替案
（「高機動性モニタリング」と「化学剤連
続モニタリングが異なる装置の場合、高機
動性モニタリングの設置場所を明記いただ
く。）

理由
「高機動性モニタリング」装置は、排気筒
に取り付ける「化学剤連続モニタリング装
置」と同じであるという理解で宜しいで
しょうか。
もし異なる場合は、設置場所をご記載願い
ます。

業務委託仕様書

38 別紙第１
・対象箇所
4,(7),④,ii)高機動性モニタリン …漏洩事故等の発生時に、周辺環境の化学
グ
剤連続モニタリングが可能な可搬式ガスク
ロマトグラフ質量分析計のGriffinシリーズ
又は同等の…
・代替案
（運用目的・方法を具体的に記載いただ
く）

想定されている当該装置の運用方法の詳細 機種の変更により、当該項目を削除しま
を御教示願います。
す。
「周辺環境」が「作業環境」のことを指し
ているのであれば、携帯型化学剤検知器で
も対応可能と考えます。

業務委託仕様書

38 別紙第１
4,(8),⑤用役設備

受託者及び製造者がプラントの運転に本装 発注者と製造者の調整により決定しま
置を必要としないと判断する場合がありま す。
すので、仕様書上は「必要な場合」に修正 明確にするよう修正します。
願います。

業務委託仕様書

38 別紙第１
4,(9)弾片飛散防止カバー

・対象箇所
冷水塔（必要な場合、冷凍ユニット）
・代替案
＜修正案＞
必要な場合は、冷水塔（冷凍ユニットを含
む）
・対象箇所
化学兵器及び火薬類を取り扱う場所（受
入・開梱工程及び投入チャンバー入口ま
で）は、防片飛散防止カバーを設置する。
…TNT換算3㎏の砲弾が爆発した場合にお
いても周囲に飛散の影響がない方爆構造と
すること。
・代替案
（仕様を追記いただくか、弾片飛散防止カ
バーのイメージ図を添付いただく）

業務委託仕様書

38 別紙第１
5（1）耐用年数

・対象箇所
本設備の機能保証期間が12年であることか
ら、耐用年数は12年以上を保証すること。
・代替案
（具体的な対象機器を記載いただく）

①機能保証と耐用年数の違いが分かり兼ね
ますので、耐用年数の定義について仕様書
に具体的に記載願います。
②「本設備」には移動式処理設備以外にも
ユーティリティ設備、化学剤連続モニタリ
ング設備、換気設備を含むテントがありま
すので、12年の耐用年数を要求される具
体的な対象機器をご記載願います。

①耐用年数については、機能保証を考慮
し記載しています。御意見を踏まえ、明
確にするよう修正します。
②「用役設備（発電機を除く。）」、
「化学剤連続モニタリング設備」、「処
理テント」については「SDC1000
HM1」に含まれており、本設備の全て
が機能保証の対象となります。
より明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

39 別紙第１
（吊上げ荷重40トン）を削除願います。
5 設計条件
(2)設計条件
③モジュール化
iii)設置・撤去は、自走可能な揚
重機（吊上げ荷重40トン）で
砕石舗装上に敷設した敷き鉄
板の床面に設置が可能なこ
と。

リーチ確保状態に依り、40トンでは足り
ない恐れがあるためです。

御意見を踏まえ、「吊り上げ荷重40ト
ン」を「定格総荷重40トン」に修正し
ます。
なお、各処理場へアクセスする道路につ
いては、20ftコンテナを輸送する車両
が通行可能な道路を想定しています。処
理場への進入路幅の制限もあるため、重
機の選定や設置方法について入念な計画
を立てる必要があります。
明確とするよう修正します。

業務委託仕様書

39 別紙第１
5 設計条件
(2)設計条件
④
39 別紙第１
5,(2),②設置面積

削除をお願い致します。

製造者より「IECは火薬類に適用されるも 本事業については、IECを準用していま
のではないため」削除を要請されておりま す。
すので、よろしくお願い致します。
調達仕様書案の記載どおりとします。

・対象箇所
本設備の設置面積が30m×50m以内に配
置できること。
・代替案
（当方の理解が違う場合は「本設備の」を
「本設備及び付属施設の」に修正いただ
く）
・対象箇所
…なお、装置等に組み込まれたものを含
め、三相誘導電動機については…認証を取
得していること。また、…当該の強制製品
認証制度に適合すること。
・代替案
（一時持込品扱いが適用除外であれば明記
いただく）

30m×50mに配置するのは、本設備のみ
（付属施設は含まない）という宜しいで
しょうか。

一部の付属施設を含みます。
明確にするよう修正します。

高効率モーターやCCC認証に適合するよう
規定されていますが、一時持込品扱いでも
規制の対象となるのかについて、ご教示願
います。

本設備は、⑧の設計条件を満たした設備
となります。
一時持込品扱いであっても適用除外では
ありません。
調達仕様書案の記載どおりとします。

・対象箇所
以下に示す設備等は、既存建築物と安全距
離を確保した処理作業場内に設置するこ
と。
・代替案
＜追記案＞
現時点では処理場周辺の建築物については
不明のため、処理場の場所が決定後、別途
提示とする。
・対象箇所
ⅱ）a)…50mm/時間の降雨量でも雨漏り
及び浸水しないこと。
ⅳ）ｆ）膜構造物は、中国の建築基準関連
法規に基づく防炎仕様とすること。
ⅳ）h）テント外面（屋根及び側面）の雨
水を集水するための雨どい等を設けるこ
と。
・代替案
①（処理場用地自体は降雨による浸水が無
いという前提で良い旨追記いただく）
②（「日本または」を追記いただく。）
③（地面の排水溝は受託者の範囲外である
ことを明記いただく）
・対象箇所
テント換気回数 4回/h以上
・代替案
（換気回数の根拠を記載いただく）

既存建築物が、どこにあるのか御教示願い 安全距離を確保すべき対象物を示したも
ます。
のです。既存建物等は現時点では未確定
です。処理場の場所が確定した後に検討
することとなります。
御意見を踏まえ、明確にするよう修正し
ます。

86

87

88

89

90

91

92
業務委託仕様書
93

業務委託仕様書

40 別紙第１
5（2）⑧設計条件

業務委託仕様書

40 別紙第１
5,(2),⑬安全距離の確保

業務委託仕様書

42 別紙第１
5(2)⑯ⅱ)
及びⅳ)処理テント

業務委託仕様書

42 別紙第１
5,(2),⑰換気設備

94

95

96

97

回答
貴見の通り「高機動性モニタリング」
は、排気筒の取付口のモニタリングで使
用する「化学剤連続モニタリング装置」
と同じです。
明確にするよう修正します。

弾片飛散防止カバーは、受入・開梱～ロー 弾片飛散防止カバーは放爆構造です。本
ディングチャンバまでを全て耐爆壁で覆う 設備に含まれている仕様です。
ということでしょうか。取り扱う爆薬量が 明確にするよう修正します。
大きい制御爆破方式でも、このようなカ
バーはありません。お考えになられている
弾片飛散防止カバーの仕様を追記頂くか、
イメージ図を添付願います。

①ⅱ）a)処理場用地自体が降雨により浸水
しないという前提でよろしいでしょうか。
②ⅳ）f）日本製を予定していますので、
日本の建築基準関連法規でも問題無い旨の
追記をお願い致します。
③ⅳ）h）テント外面の雨どいは、地面の
排水溝になると理解しますが、その場合、
土木工事となるので受託者の範囲外の方が
宜しいかと存じます。

①処理テントに関する記載であり、用地
について記載しているものではありませ
ん
②処理テントについては、高耐久性、設
置の容易性及び安全性を重視することか
ら「SDC1000 HM1」に含めた仕様と
しています。
より明確にするよう修正します。
③テント外面の雨どいは、モニタリング
のために集水するためのものです。地面
の排水溝ではありません。

必ずしも換気回数を4回/h以上とする必要 設計条件に基づき製作されている本設備
が無いかと存じますので、4回/h以上と規 の性能です。
定された根拠を御教示願います。
調達仕様書案の記載どおりとします。

9/14

番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
43 別紙第１
6本設備の性能

意見
・対象箇所
本設備の性能は以下の通り。
・代替案
（本項の位置付けを記載いただく、もしく
は本項を削除いただく）

業務委託仕様書

44 別紙第２
表2-1

業務委託仕様書

44 別紙第２
2表2ｰ1

炸薬筒、伝火薬筒、現示筒および薬莢の構 製造者による検討に必要となりますので、 単体での構造、寸法、諸元、性状の明確
造、寸法、諸元、性状、保管状況等を御記 御教示をお願い致します。
な資料はありません。添付資料を参考に
載頂ければ幸甚です。
してください。保管については、発掘回
収時に密閉金属容器に収納されていま
す。
・対象箇所
有毒発煙筒の箇所に「あか筒」とあります 現時点では確認できません。入札におい
表2-1 処理対象数量表（参考値）
が、これは「小あか筒」という理解で宜し ては中あか筒として想定してください。
・代替案
いでしょうか。大あか筒、中小あか筒に
御意見を踏まえ、表2-1に注記として
（「あか筒」の種類を記載いただく）
よって処理能力が異なります。想定でも構 「中あか筒を想定」を記載します。
いませんので明記願います。

業務委託仕様書

48 別紙第２
・対象箇所
4処理対象物の密閉金属容器及 （該当なし）
び梱包荷姿
・代替案
（左記意見を反映いただく）

業務委託仕様書

51 別紙第3
表3-1

各々の構造、諸元、性状、保管状況等を御 製造者による検討に必要となりますので、 御意見を踏まえ、表3-1に注記として
記載頂ければ幸甚です。
御教示をお願い致します。
「60Lポリエチレン容器又はフレコン
バッグに収納」を記載します。

業務委託仕様書

51 別紙第３
2種類と数量

・対象箇所
－
・代替案
（具体的な内容物を例示いただく）

業務委託仕様書

57 別紙第５
3 方針
(2)

「移動式処理事業実施計画」（仮称）別紙 製造者がリスク分析表を作成するために必 リスク評価大綱は、本設備を用いた運転
のリスク評価大綱」の概要、および「リス 要となりますので、御記載をお願い致しま 等におけるリスク分析・影響評価につい
ク評価の成果」の詳細につきまして御記載 す。
て記載されており、リスク評価は大綱に
頂ければ幸甚です。
基づいて実施するものです。リスク評価
大綱については、契約後、提示します。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

59 別紙第６
2,(2)実施内容

・対象箇所
機器の耐圧気密試験
・代替案
（単体作動試験に関する記載を追記いただ
いた上で、総合作動試験時の「機器の耐圧
気密試験」を削除いただく。）

機器単体での耐圧気密試験は、各メーカー
の工場出荷時に実施済みである場合が一般
的です。
総合作動試験時に実施するとしますと、モ
ジュール化されたものを一旦バラして、試
験後に再度モジュール化する必要が有り、
非合理的です。
よって、機器単体の耐圧気密試験は、各
メーカーの出荷前に検査することとし、総
合作動試験の実施は不要として頂くようお
願い致します。

モジュール化されたものを一旦ばらして
実施するものではなく、モジュール単位
での確認として耐圧気密試験を求めてい
ます。
より明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

59 別紙第６
2,(7),①換気風量チェック

・対象箇所
換気風量チェック
・代替案
（換気風量チェックは、総合作動試験では
なく、単体作動試験及び試運転で実施する
ことに変更いただく）

総合作動試験では、加熱燃焼炉及び排ガス
工程設備等の主要な設備を統合しますが、
テントは統合して実施する必要は無いかと
思います。弊社の場合、テントは欧州以外
で調達することを検討しているため、総合
作動試験のために欧州に輸出するのは合理
的では有りません。
そのため、換気設備の機器単体の風量につ
いてはメーカーの工場出荷時に確認し、テ
ントを立てて換気風量をチェックするの
は、現地試運転での確認項目として頂きた
く、お願い致します。

処理テントについては、高機動型に求め
る高耐久性、設置の容易性及び安全性を
重視し、責任区分を明確にする観点から
も「SDC1000 HM1」に含めた仕様と
しています。
総合作動試験において、本設備を統合し
た状態での換気風量チェックは必要と判
断しています。

業務委託仕様書

59 別紙第６
2,(8)「その他、内閣府が要求
する試験」

・対象箇所
その他、内閣府が要求する試験
・代替案
（具体的な試験項目を追記いただくか、追
加する可能性のある試験物量を記載いただ
く）

追加すると予想される試験の物量（期間
等）を御提示願います。
契約後に試験を追加した場合、製造者及び
試験場所提供者から受託者に試験期間の延
長に係る支払金額の追加を要求される可能
性がありますので、入札前に把握しておく
必要がございます。

総合作動試験の目的が達成されなかった
場合に以下の試験の追加を想定していま
す。
調達仕様書案記載の総合作動試験におい
て作動確認、本設備の動作等の機能が確
認できない場合の追加の試験。
総合作動試験の際に、新たに確認する項
目が生じた場合の試験。
単体の作動試験、材料試験の書類確認に
おいて機能が確認できない場合に実施す
る試験。
目的とする機能等が確認できなかった場
合に追加する試験であり、試験費用につ
いては製造者の負担とします。
目的をより明確化するよう修正します。

業務委託仕様書

60 別紙第７
2,(1),②,ii)配管検査

・対象箇所
耐圧気密検査
・代替案
（弊社意見を仕様書に反映いただく）

耐圧検査はベンダーの工場にて確認の上出 処理運転開始前に確認が必要であるため
荷するため、処理場現地では気密試験のみ 記載しています。
実施として頂けますでしょうか。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

60 別紙第７
2,(1),②,iv)塗装検査

外観検査のみを実施するという理解で宜し 御意見を踏まえ、塗装検査の項目を削除
いでしょうか。
します。

業務委託仕様書

60 別紙第７
2,(1),②,vi)本設備の設置の完
了確認項目

・対象箇所
塗装検査
・代替案
＜修正案＞
iV) 塗装検査
・外観検査
・対象箇所
その他、内閣府が必要と認める試験
・代替案
（具体的な試験項目を追記いただくか、追
加する可能性のある試験物量を記載いただ
く）

98

99

100

101

102

103

104

105

106

理由
回答
3項の「要求性能」、5項の「設計条件」 設計条件に基づき製作されている本設備
との兼ね合いが分かりかねます。本項の位 の性能です。
置付けをご教示願います。
明確にするよう修正します。
もし要求性能ということでしたら、加熱燃
焼炉の炉内温度測定はできませんので、削
除願います。

あおしろ弾専用金属製密閉容器（耐圧容
あおしろ弾の密閉金属容器はⅣ型です。
器）がⅠ、Ⅱ型のいずれなのか明記願いま 4(2)の記載を「信管付き化学砲弾及びあ
す。またいずれでもない場合は、追記をお おしろ弾」に修正します。
願いいたします。

処理方法の検討等のため、各保管廃棄物の 表3-1に示されている分類の廃棄物が
具体的な内容物について可能な限り詳細に 60Lポリエチレン容器又はフレコンバッ
例示をお願いいたします。
グに収納されています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

107

108

109

110

追加すると予想される試験の物量（期間
等）を御提示願います。
契約後に試験を追加した場合、製造者から
受託者に試験期間の延長に係る支払金額の
追加を要求される可能性がありますので、
入札前に把握しておく必要がございます。

P60 2(1)②ⅰ)～ⅴ)については、設置
完了確認において内閣府として最低限確
認する必要がある項目を記載していま
す。それ以外で受託者として必要と考え
る試験がある場合は、内閣府の承諾を得
る必要があります。
調達仕様書案の記載どおりとします。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
61 別紙第７
2 実施内容
(2)輸送業務
①輸送対象物

意見
理由
回答
「すべての危険廃棄物」を削除願います。 中国国内での危険廃棄物の輸送は政府間事 最終的な二次処理における作業及びその
項と存じます。
後の除去業務で発生する残廃棄物を、受
託者による輸送が可能な状態にして整備
保管基地又は次の処理場に輸送すること
を想定しています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

61 別紙第７
3,(2),②,iv)本設備の設置の完
了確認項目

・対象箇所
各試験計画（2(1)③i)からx)）
・代替案
＜修正案＞
各試験計画（2(1)③i)からviii)）

業務委託仕様書

62 別紙第７
4,(4)及び(5)留意事項

・対象箇所
(4）と（5）は同内容となっています。
設置・撤去完了後に設置した仮設資材等を
撤去し、作業エリア等の場内の清掃を実施
すること。
・代替案
（重複部分の削除）

業務委託仕様書

63 別紙第８
2 実施内容
第一処理場において、処理対
象物の模擬弾（模擬弾A及び模
擬弾B）＊及び廃棄物の模擬剤
を使用して、別紙第１に定め
る要求性能事項を満たしてい
ることを確認する。

「第一処理場において、処理対象物の模擬 模擬弾または模擬剤が全てを代表する事は 内閣府で支給する模擬弾や模擬材により
弾（模擬弾A及び模擬弾B）＊及び廃棄物 できないと考えられます。
確認できる範囲と考えています。仕様に
の模擬剤を使用して、別紙第１に定める要
ついては、契約後別途協議とします。
求性能事項のうち、当該模擬弾及び模擬剤
に該当する要求性能を満たしていることを
確認する。」と御修正いただければ幸甚で
す。

業務委託仕様書

63 別紙第８
2実施内容

二次処理の模擬物に関する記載がございま
せんが、発注者よりご支給頂けるとの理解
でよろしいでしょうか。
また、模擬物の仕様をご教示願います。

業務委託仕様書

63 別紙第８
2,(2),④耐圧・耐久性能

・対象箇所
（前略）別紙第1表1-2の2次処理能力に対
応する1日あたりの2次処理が計画書に定め
るタイムチャートどおりに実施できること
を確認する。
・代替案
（発注者支給の場合は記載いただく。ま
た、模擬物の仕様を具体的に記載いただ
く）
・対象箇所
耐圧・耐久性能
・代替案
（具体的な確認方法を記載いただく）

業務委託仕様書

63 別紙第８
3,計画書及び要領書の作成

・対象箇所
受託者は、製造者が作成する試運転マニュ
アルに基づき、試運転計画書及び要領書を
作成すること。

受託者は、賃貸業務、委託業務について、
その責において品質保証、品質管理を行う
必要があります。
加えて、従事する要員の安全管理に関して
も担保する必要があります。
従い、「製造者」が作成するマニュアル類
は、計画書や要領書を作成する際に受託者
の判断で参考資料として用いるものではあ
りますが、それらを作成する際に「基づ
く」ことが義務として課されることは受け
かねます。
加えて、発注者と直接の契約関係にない
「製造者」の文書が業務実施の前提として
規定されるのであれば、発注者側にその内
容および、その内容に基づいた行為によっ
て生じた結果に関する責任を担保頂く必要
がありますが、その趣旨の記述が見受けら
れません。
従い、当該記述を削除願います。

本契約は委託業務であり、製造者が作成
するマニュアルに基づき受託者が試運転
計画書及び要領書を作成し、試運転を実
施することを求めています。
マニュアルについては本設備の一部であ
り、発注者が受託者に貸与するもので
す。また、マニュアルは、発注者と製造
者との調整により作成されるものであり
ますが、作成にあたり受託者の技術的な
提案を求めています。
なお、マニュアルに基づいていない状況
による本設備の試運転を含む運転等業務
によるトラブルについては、原則、受託
者の責となり、製造者による機能保証の
対象外となります。
調達仕様書案の記載どおりとします。

「試運転完了後」の誤記かと存じます。

試運転に記載する項目ではないため削除
します。

111

112

113

114

115

116

※以降、別紙9以降の同様の記述も含めま
とめて記載致します。
・代替案
（当該項目を削除いただく）
117

業務委託仕様書

64 別紙第８
4,(1)留意事項

・対象箇所
受託者は、工事完了後に設置した・・・
・代替案
＜修正案＞
受託者は、試運転完了後に設置した…

業務委託仕様書

68 別紙第９
2(1)処理対象物の受入、開梱
及び検知作業
4(1)処理対象物の受入、開梱
及び検知

左記の項目を削除

118

119

業務委託仕様書

120

試験項目はviii)までしかございませんの
で、誤記かと存じます。

貴見のとおりです。
「ⅳ)各試験計画（2(1)③ i)からviii)）」
に修正します。

貴見のとおりです。
別紙第7 4(4)を削除します。

発注者より支給します。仕様について
は、契約後別途協議とします。
御意見を踏まえ、模擬弾と模擬材が内閣
府の支給品であることを追記します。

SDC1000-HM1の耐圧・耐久性能の確認 試運転による設備の耐圧・耐久性の確認
方法を御教示御願い致します。
方法は、製造者が作成する試運転マニュ
アルに基づき、受託者が試運転計画書及
び要領書を作成し、その性能を確認しま
す。
調達仕様書案の記載どおりとします。

化学砲弾の受入・開梱・検知業務の安全性 P7 6（6）に本事業においては、別発
確保、特に太原に保管されている信管付砲 注にて同業務を実施する際に求めている
弾の安全な作業の実施
要件同等の砲弾の取り扱いに関する知識
と経験を有する者を配置することとして
おり、従来通りの安全性を確保していま
す。
また、信管付砲弾については、1発ずつ
の取扱いを想定しており、受入、開梱及
び検知作業の安全性を確保することとし
ています。
しかしながら、受入、開梱及び検知作業
の実施の可否や処置方法などについて
は、受託者と発注者との協議によるもの
としており、安全性が確保されることが
前提となります。
明確にするよう修正します。
68 別紙第９
・対象箇所
以下理由により、当該業務は削除をお願い 調達仕様書案における受入、開梱及び検
4（1）処理対象物の受入、開 ④検知により化学剤の漏えいが確認された 致します。
知作業においては、従来の応急的安全化
梱及び検知
ものについては、応急的安定化処置を実施 ・密閉金属容器から取り出した後に、化学 処置を求めておりません。
せずに、密閉金属容器のまま処理するこ
剤が検知されることが想定されます。その また、懸念されております信管付き砲弾
と。
ような場合の応急的安定化処置は、弊社と の安全化処置につきましては、発掘・回
・代替案
しては致しかねます。
収時に確実に実施しております。
（本業務を削除いただく）
・信管付き砲弾のうち、安定化処置の確実 なお、運転要員が、処理対象物の受入、
な実施が確認できない砲弾については、弊 開梱及び検知作業を実施し、1日のオペ
社の方針として取り扱い致しかねます。
レーションの中で対応できる体制として
いることから、作業の有無によって要員
数・要員費についての変更はないものと
します。
調達仕様書案の記載どおりとします。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
69 別紙第９
４(1)④

業務委託仕様書

69 別紙第９
・対象箇所
5（2）①処理運転の記録と実 ①加熱燃焼工程設備
績・結果の報告
加熱燃焼炉内部の圧力及び温度
・代替案
①加熱燃焼工程設備
加熱燃焼炉内部の圧力及び温度

SDCの炉内温度は測定できないことを確認 加熱燃焼炉内部の温度変化が測定可能な
できていますので、「温度」の記述を削除 設備となります。
願います。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

・対象箇所
70 別紙第９
5,(2),③,iii)処理運転の記録と実 排ガスの排ガス圧力及び流量（流速）
・代替案
績・結果の報告
（具体的な計測箇所を記載いただく）

排気筒での値という理解で宜しいでしょう 設計段階において、発注者と製造者との
か。
調整により計測場所を設定します。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

72 別紙第１０
4（2）活性炭の取扱

・対象箇所
当該保管容器については、発注者のご支給 廃棄物容器（200ℓドラム缶等）は内閣
2次処理済の活性炭については、他の廃棄 であることを仕様書に明記願います。
府が支給します。
物と区分して保管容器に収納すること。
明確にするよう修正します。
・代替案
＜修正案＞
2次処理済の活性炭については、他の廃棄
物と区分して保管容器（内閣府支給）に収
納すること。

業務委託仕様書

74 別紙第１１
4,(1),③汚染防護管理

・対象箇所
…事前に除去対象物の性状、化学剤及びヒ
素汚染残留の程度を確認すること
・代替案
（仕様書で規定の考え方を補足いただく）

配管等の開放を行う前に「事前に」配管内
部の汚染程度を確認するという意味でしょ
うか。配管内部の確認をするためには配管
をバラす必要が有りますので、「事前に」
実施することは非常に非効率です。
もしそういう趣旨でない場合は、補足説明
を追記頂きたくお願い致します。

業務委託仕様書

74 別紙第１１
4(2)③除去作業

スミア法、アウトガステスト法（HSM
御意見を踏まえ、分析は中国側が実施す
法）の記載がありますが、今回の仕様書案 ることが明確になるよう修正します。
では分析設備が有りませんので、分析は中
国側実施である旨を明記願います。

業務委託仕様書

75 別紙第１１
4,(2),⑥除去作業

・対象箇所
受託者は、…スミア法汚染検査、アウトガ
ステスト法（ヘッドスペースモニタリング
法）汚染検査などを実施し、…
・代替案
＜修正案＞受託者は、…スミア法汚染検
査、アウトガステスト法（ヘッドスペース
モニタリング法）汚染検査などを実施し、
…
なお、分析は中国側が実施する。
・対象箇所
…上記⑥と同様とする。
・代替案
＜修正案＞
…上記⑤と同様とする。

業務委託仕様書

75 別紙第１１
5,(1),①完了報告

・対象箇所
なお、汚染検査の対象には、解体に伴う除
去時のみ汚染検査が可能となる、以下の対
象部分を含むものとする。
①加熱燃焼炉
・代替案
＜修正案＞
加熱燃焼炉を含むプロセス機器は外部に露
出している部分のみの除去とし、内部の除
去作業は、設備を日本に持ち帰る時点で実
施する。

・「除去作業」とは、仕様書9（2）①ⅲ
c）にて、処理運転及び二次処理の終了後
に実施するものと定められています。その
ため、当該規定は、処理終了の都度、加熱
燃焼炉を解体して除去作業をすると理解致
しましたが、相違ないでしょうか。
・その場合、加熱爆破炉は制御爆破炉と異
なり、複雑な形状をしているため、場合に
よっては、全て分解して除去をする必要が
出てきます。
よって、除去作業に多大な時間を要し、委
託業務の期間の定めを遵守することができ
ない可能性が有ります。
・また、オフガス処理設備についても内部
まで除去可能な設計とした場合、人の手が
届くように設計する必要があるため、その
分、機器本体が大きくなります。
特にサーマルオキシダイザは内面に耐火物
を施工する必要があるため、その部分の除
去作業が困難であり、処理場ごとに新規部
品としなければならなくなります。

処理運転及び二次処理の終了後の除去作
業については、加熱燃焼炉の解体は必要
はなく、原則として設備内部のヒ素の除
去は想定していません。
受託者は、製造者が作成する除去マニュ
アルに基づき、除去計画書及び要領書を
作成し、本設備の除去作業を実施するも
のとします。
明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

75 別紙第１１
5,(1),⑤完了報告

・対象箇所
最終的に敷鉄板を解体・撤去後、砕石舗装
地面に汚染が確認された場合、受託者の負
担で必要な除去を行うこと。
・代替案
＜追記案＞
①なお、本設備据付前の化学剤及びヒ素の
汚染確認については内閣府にて実施し受託
者に開示する。
②…汚染が確認された場合で、且つ受託者
の故意または重大な過失が有った場合は、
…

①ヒ素は自然界にも存在しますので、本設
備据付前のヒ素の値と据付後のヒ素の値の
両方を確認することは必須となります。
据付実施前に砕石舗装地面に汚染がないこ
とを及びヒ素の検出値を内閣府殿にてご確
認頂き、受注者に開示願います。
②仮に汚染が有った場合でも、除去をおこ
なうこととなると予見不能な作業量が課さ
れるリスクがあり、当該リスクを入札金額
に反映させることは困難です。従い、受託
者の故意または重大な過失があった場合の
みに適用されることに変更願います。

①内閣府において確認します。
②受託者には、適切な作業により化学剤
の漏えい事故等を発生させないことを求
めています。また事故等が発生した場合
においては、迅速かつ適切な対応により
被害を最小限とすることを求めていま
す。
通常の運転等において汚染が確認された
場合の原因については、受託者の瑕疵に
よる可能性が高いと想定されます。
受託者の瑕疵によらない場合は適用され
ないことを明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

75 別紙第１１
5,(2)完了報告

第1処理場では、（1）に基づき実施した
汚染検査の確認記録が有りませんので、除
染汚染確認の優先度は、予想に基づくもの
としても宜しいでしょうか。

優先度は、予想に基づくものとして問題
ありません。ただし、内閣府との協議に
より決定される事項であるため、明確に
するよう修正します。
なお、決定には日中の合意が必要となり
ます。

業務委託仕様書

76 別紙第１２
2(1)③

・対象箇所
汚染検査の対象及び地点の選定にあたり、
上記（１）に基づき実施した汚染検査の記
録を基に、・・・・
・代替案
＜追記案＞
なお、第1処理場においては、実績がない
ことから、汚染検査の対象及び地点の選定
は、予想に基づき設定すること。
GB19060-2003の基準数値と異なって
いますが、どちらを採用すべきですか。

-

御意見を踏まえ、基準値の表記が明確と
なるよう修正します。

項目

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

意見
「検知により化学剤の漏えいが確認された ものについては、応急的安全化措置を実施
せずに、密閉金属容器のまま処置するこ
と。」と記載されていますが、他の方法を
採用してもよろしいですか。

理由

回答
受託者が、受入、開梱及び検知作業を実
施する場合について記載しています。
御意見を踏まえ、密閉金属容器のまま処
理する以外の方法についても可能となる
よう修正します。ただし、安全性が確保
されることが前提となります。

「事前に」とは配管をばらすことではな
く、運転等の各種データから事前に汚染
の程度を推定することを求めています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

上記⑤の誤記かと思われますので、御確認 貴見のとおりです。参照先の番号を修正
します。
願います。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
76 別紙第１２
2(1)③汚染コントロールモニ
タリング

業務委託仕様書

77 別紙第１２
2(1)⑤汚染コントロールモニ
タリング

業務委託仕様書

80 別紙第１３
2 実施内容

保管基地の主要装備の御明記をお願い致し 製造者の見積もり及び保守管理マニュアル 保守管理に必要となる揚程機能、負圧機
ます。
作成に反映させます。
能、電源及びユーティリティについては
内閣府の支給となります。
対象外業務であることが明確となるよう
修正します。

業務委託仕様書

80 別紙第１３
2実施内容

・対象箇所
文章の誤植があろうかと存じますので内容 貴見と通りです。
(1)…に防止すること。が作成する保守管理 のご確認をお願いいたします。
製造者が作成する保守管理マニュアルで
マニュアルに基づき…
あることが明確となるよう修正します。
・代替案
なお、「保守管理マニュアル」は「保守
（誤記の場合は修正いただく）
管理関連図書」に変更します。

業務委託仕様書

80 別紙第１３
4(1)汚染防護管理

本設備には分析設備が含まれませんので、 御意見を踏まえ、分析は中国側が実施す
仕様書に規定されている「汚染検査」が実 ることが明確になるよう修正します。
施できませんので、記載内容の見直しをお
願い致します。

業務委託仕様書

81 別紙第１３
4 留意事項
(3)レイアップ

・対象箇所
④受託者は・・・、対象機器・設備及び周
辺部の化学剤及びヒ素の汚染検査を実施
し、汚染が検出された場合は、除去作業を
実施すること。
・代替案
（分析は中国側である旨記載いただく）
①②「点検が不要」を「点検を最小限」に
ご修正願います。

業務委託仕様書

81 別紙第１３
4(2)オーバーホール

・対象箇所
本設備の製造者が派遣する専門家による本
設備のオーバーホールを実施し、次の処理
場における処理運転及び二次処理が瑕疵な
く行えることを保証すること。
・代替案
①（オーバーホールは製造者では無く受託
者が実施することに変更いただく）
②（「瑕疵なく」「保証する」を削除いた
だく）

・P11 8 2(2)ⅱ)に記載どおり、オー
バーホールは、次の処理場への「輸送直
前」に実施します。
・契約書上、本設備の瑕疵担保責任は受
託者ではなく、製造者が負うものとしま
す。
・「SDC1000 HM1」については製造
者により12年間の機能保証が担保され
ている設備です。
なお、製造者によるオーバーホールとレ
イアップの実施は機能保証の条件となっ
ています。
明確にするよう修正します。

業務委託仕様書

81 別紙第１３
4,(2),③オーバーホール

業務委託仕様書

83 別紙第１４
2 実施内容
(5)

削除をお願い致します。

中国国内での危険廃棄物の輸送は政府間事 最終的な二次処理における作業及びその
項と存じます。
後の除去業務で発生する残廃棄物を、受
託者による輸送が可能な状態にして整備
保管基地又は次の処理場に輸送すること
を想定しています。
調達仕様書案の記載どおりとします。

業務委託仕様書

89 別紙第１７
2その他の注意事項

・対象箇所
(1)スパンボンド、スムス手袋等の一部消耗
品については、一日の使用数量を規定す
る。規定数以上使用する場合は、規定数を
超えた分の費用を受託者が負担すること。
・代替案
（表3を参考に、受託者が必要な数量を定
めることにしていただく）

スムス手袋・ニトリル手袋が1日1枚と規
定されていますが、安全面、衛生面の観点
で、実際の運用上は脱着の都度、新品に交
換する必要が有るものと考えます。記載の
見直しを検討願います。

132

133

134

135

136

137

138

139

意見
・対象箇所
中国における日本遺棄化学兵器処理に係る
基準値
「大気汚染物質排出基準（試
行)GB19060-2003」
ホスゲン(CG) 15mg/m3
・代替案
（誤記の場合は修正いただく）
・対象箇所
中国における日本遺棄化学兵器処理に係る
基準値
「土壌汚染コントロール基準（試
行)GB19062-2003」
・代替案
（誤記の場合は修正いただく）

土壌汚染コントロール基準GB19062御意見を踏まえ、基準値の表記が明確と
2003とありますが、記載されている数値 なるよう修正します。
は「大気汚染物質排出基準（施行）
GB19060-2003」の数値だと思われま
す（単位はmg/kgで正しい）ので、正しい
値に修正願います。

完全に「点検不要」状態には出来かねるも 御意見を踏まえ、以下の内容が明確とな
のと拝察されます。
るよう修正します。
・レイアップ1種
②「目視」を「通常点検」に御修正願いま
6か月未満の休止期間の点検・整備が不
す。
要な処置を実施すること。
・レイアップ2種
6か月以上の休止期間となる場合は、6
か月目以降であっても整備が不要で、６
か月目も含めた以降3か月毎の製造者に
よる目視程度の点検による本設備の状況
確認で本設備の状態を維持することが可
能な処置を実施すること。
・点検
目視程度の点検により、本設備の状況を
確認する。定額（1回あたり2名で1日）
として回数による精算対象とします。
精算対象であることから、実施する前に
受託者が監督職員の承諾を得る必要があ
ります。ただし、目視点検については受
託者の立会いは不要とします。
①以下の理由により、次の処理場における
処理運転及び二次処理が瑕疵なく行えるこ
とを保証することはできません。
・オーバーホール後、次の処理実施まで長
期間保存する可能性が有ることが想定され
ますため、経年劣化等による機能不全に対
してまで製造者に保証させることが出来ま
せん。
・契約の当事者ではない本設備の製造者に
保証をさせたとしても、契約上の効力を持
たせることが出来ません。
・製造者に保証させる具体的な保証項目が
明確でないため、製造者と当社で契約予定
の内容に盛り込むことが困難です。
②また、上述にもありますが、オーバー
ホールを実施したからといって、いつ実施
するか不確定な次の処理場で瑕疵なく運転
するには、オーバーホールだけでなく、そ
の後の点検整備が必要となります。
・対象箇所
ここで規定されている「テントや換気設
…管理区域の設定及びテントや換気設備に 備」とは、整備保管基地の付帯設備であ
よる対策を実施する。
り、テント内は負圧管理され、その排気を
・代替案
活性炭フィルタに接続しているという理解
（本項に記載の「テントや換気設備」の所 でよろしいでしょうか。
掌について明記いただく。）

140

141

理由
回答
ホスゲンはGB19060-2003の値は
御意見を踏まえ、基準値の表記が明確と
3mg/m3であり1/2なら1.5となるかと存 なるよう修正します。
じます。15は桁の誤記ではないかと存じ
ます。

保守管理に必要となる揚程機能、負圧機
能、電源及びユーティリティについては
内閣府の支給となります。
対象外業務であることが明確となるよう
修正します。

本事業は委託業務です。過去の実績等か
ら安全面、衛生面、また、廃棄物の減量
化を考慮し、必要な数量を精算対象とし
て規定しています。貴社の都合により別
途必要となる数量については、経費とし
て計上するようお願いします。
調達仕様書案の記載どおりとします。
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番号

仕様書
業務委託仕様書

頁
項目
93 参考資料-1
参考資料-2

意見
・対象箇所
参考資料-1
試運転及び運転業務に必要な電力（暫定）
参考資料-2
試運転及び運転業務に必要なユーティリ
ティの標準使用量
・代替案
（数値の位置付けについて補記いただく）

業務委託仕様書

27 表-３
～
28

本設備のリース業務に最低限必要な設計図 各書類の御提出理由を製造者も理解できて 発注者として必要な設計図書を記載して
書類に限定していただければ幸甚です。
おりませんので、製造者も納得できる範囲 いますが、不要な図書が含まれていまし
の書類に限定して頂ければ幸甚です。
たので、設計図書一覧表を修正します。

添付資料

27 添付資料 1-4

理由
「最大」といった記載が有るので仕様書の
数量が上限であると読める一方、「暫定」
や「標準使用量」という記載も有るので、
表に記載の数値の取扱いが不明です。これ
らの数値の位置付けを補記願います。

142

143

144

設計図書類一覧表

・対象箇所
処理対象物の保管形態
・代替案
（梱包に使用している各材料の重量を記載
いただく）

保管に使用されている各種材料（梱包材や
活性炭等）の重量が記載されていません。
二次処理対象物（運転廃棄物）の算出に必
要ですので追記願います。

回答
電力及び主なユーティリティーについて
は参考資料に記載されているスペック、
数量により見込んでください。
運転等の実施段階においては、設計で決
定されるスペック、数量により準備して
いただくこととなります。精算対象とな
ります。
明確とするよう修正します。
なお、購入等する際は事前に監督職員の
承諾が必要であり、複数社（原則三社）
からの見積りを取得し、可能な限り安価
になる様に努めて下さい。

御意見を踏まえ、梱包材の資料を参考資
料に追加します。
保管に使用されている各種材料について
は、参考資料の数量により見込んでくだ
さい。
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別紙１
対象箇所（頁番号、項目等）
：
はじめに（意見招請の全般として）
意見及び理由：
本事業においては、移動式処理設備（以下本設備）としてダイナセーフ社の「SDC1000HM1（以下 SDC）
」が機種指定されており、また、本事業で発注者と直接の契約関係のない
同社（グループ企業含む）を「製造者」として位置づけ、各種業務の実施をさせることと
なっております。
また、上記以外にも、業務に従事する従事者の人数や実施期間が上限として定められてお
ります。
このように発注者側にて設備を指定する場合は、その設備が要求性能を満たせるものであ
ること、その設備を製造業者が充分な品質をもって製作できることが発注者側の責によっ
て担保される必要がありますが、それらを示す具体的な記述がありません。
加えて、装置の設置や運転、撤去の期間や人数等が仕様書にて規定される場合は、それら
で実施可能なことを発注者側にて担保して頂く必要がありますが、実施可能である根拠や
責任について具体的に示されておりません。
また、本仕様書では、発注者が直接の契約関係に無い「製造者」のスタッフを設計製造責
任者として任じて業務を実施させることや、発注者と製造者が直接的に設計調整会議を実
施すること、また、オーバーホール等の作業も製造者が実施すること等が規定されていま
す。
上記のごとく、発注者によって機種、従事する業者、仕様、費用精算の算定の上限等を詳
細かつ具体的に指定がなされている一方で、直接の契約関係にある受託者には、仕様書に
て要求される設備の品質（要求性能の達成等）や、処理作業の役務品質（指定された装
置、人数、期間、場所、ユーティリティ消費量等）保証することが求められています。
このように、発注者にて詳細な指定が行われている一方で、その結果に関しては受託者が
一切のリスクをとって責任を負い、かつまた、契約についても請負契約ではなく委託契約
という、委託者の承認が得られなければ実際に発生した費用であっても支払いを受けられ
ない仕様や契約の枠組みは、受託者が、コントロール不能な内容について、リスクをすべ
て負いつつ、かつリスクプレミアムも価格に反映しがたいという極めて片務的な内容であ
るため、一般の日本の民間企業にとって、本事業に取り組むことが著しく困難なものにな
ることが否めません。
（業務に従事する要員は外地で終日拘束されているにもかかわらず、業務費用の精算は半

日単位となっているなど、費用精算方式の点でも著しく受託者の負担が高いものとなって
います）
上記、総論的に述べておりますが、受託者が賃貸業務、委託業務共に全責任を負って業務
を遂行できる契約形態とするためにも以下項目等を中心に業務仕様の基本的な枠組みの再
考をお願いいたします。
１．機種指定
移動式処理設備は「SDC1000-HM1」を機種指定されていますが、当該機種がどのような技
術仕様なのか、仕様書案では把握することができません。応札に際しては、品質保証や要
求性能を担保することができるか検討できる技術仕様を開示頂く必要がございます。
２．受託者とダイナセーフ社の位置付け
①本設備の製造者
本仕様書案では、本設備の製造者を「ダイナセーフ社またはその関連グループ」と定めて
います。しかし本設備には、SDC1000-HM1 だけでなくユーティリティ設備、化学剤連続モ
ニタリング設備、テント、換気設備が含まれており（別紙第 1）
、これらはダイナセーフ社
以外が設計・製作致します。また、SDC1000-HM1 についても、弊社が設計や製作にかんし
ては品質保証を行うことになるため、「本設備の製造者」の定義を変更願います。
②設計製作責任者
本仕様書案では「設計製作責任者は本設備の製造者とする」と記載されています。しか
し、賃貸業務及び委託業務の品質保証を受託者が負っていること（10(1)項）、及び要求性
能を受託者が満たさなければならないことから、設計製作責任者は受託者にて選任する以
外、通常は考えられません。
また、本設備の製造者及び製造者が派遣する要員は、内閣府殿と直接の契約関係が有りま
せんので、品質を担保する責任を有していません。一方、受託者にとっても、製造者の要
員配置は要求仕様事項ですので、当該企業の要員の品質担保まで責任を負うことはできま
せん。
したがって、設計製作責任者は受託者から選任する、という規定に修正願います。
③保守管理
保守管理業務は「リース開始後 12 年間の機能保証を担保するため、本設備の製造者が実
施すること」と規定されています（7(2)②ⅰ）項）
。しかし、賃貸業務及び委託業務の品
質保証の責任を負っているのは受託者ですので、委託業務である保守管理業務の実施者
は、第三者の製造者ではなく受託者であるべきです。
もし、製造者が実施することをもって機能保証が担保されたと見做され、受託者が免責と
なるという趣旨での記述であれば、そのように明記頂く必要が有ります。しかしこの場合

でも、発注者と直接契約関係のない製造者は、発注者に対して品質保証責任を負っていま
せんので、結局のところ受託者が元請企業として責任を負うことになります。
したがって、保守管理業務から、製造者が実施する旨の規定を削除願います。
３．委託業務の配置要員数・要員構成の指定及び日数指定
①本仕様書案では、委託業務における配置要員数及び要員構成が定められています（7
（6）項）
。もし、当該人数と要員構成にて業務が実施できない場合や、業務期間内に業務
を終えられない場合、契約不履行になる恐れがあるだけでなく、上限付実績精算の仕組み
上、受託者が追加費用を負担せざるを得ません。
一方、仕様書案では、機器構成、ユニット重量など現地工事計画を検討する情報が十分で
は有りませんので、指定の日数で実施可能か判断することができません。
②また、配置要員数及び要員構成だけでなく、本設備及び付属施設の設置期間は 15 日、
撤去期間は 10 日を上限と定められています（9(2)①ⅰ））
。また、保守管理業務では、オ
ーバーホールは 10 日間、レイアップは 7 日間と 10 日間、と定められています（9(2)
②）
。このような規定が有ると、もし既定の日数で終えることが出来ない場合は受託者の
責になり、増日分は受託者の費用負担になるとの認識です。
一方、仕様書案では、オーバーホール及びレイアップの定義、目的、機器構成など、所要
日数を検討する情報が十分では有りませんので、指定の日数で実施可能か判断することが
できません。
以上のことから、委託業務の配置要員数、要員構成、日数の規定は、受託者にとって過大
な負担となりますので、これらの規定を削除頂くか、参考値に変更願います。
４．機能保証
保守管理業務は、リース開始後 12 年間の機能保証を担保するために本設備の製造者が実
施するよう定められています。一方で、オーバーホールの目的は、機能保証ではなく、瑕
疵担保である旨の記載がございます。加えて、耐用年数の定めも有ることから、機能保
証、耐用年数、オーバーホール、レイアップについて、それぞれの定義をご教示願いま
す。
また、12 年間の機能保証に含めるべき予備品・消耗品と、2 年間（2 回）のオーバーホー
ルに含めるべき予備品・消耗品の区分に関する記載がございません。当該記載が無いと、
入札金額を設定できないだけでなく、原契約終了後の再リース契約で、追加購入の物品に
ついて甲乙で認識の相違が生じてしまいますので、それぞれの予備品・消耗品リストを掲
示願います。
＜ご参考；関連する記述＞
・8(1)②ⅱ）機能保証期間は 12 年とする。

・8(2)②ⅰ）保守管理業務は、リース開始後１２年間の機能保証を担保するため、本設備
の製造者が実施すること。
・9(1)②ⅱ）機能保証をするために必要な整備（検査及び予備品等の準備を含む）は、本
設備の運転等業務以外の期間とする。また、受託者は、本設備の機能保証の期間中は、製
造者の責において専門部品を確保できるようにすること。
・9(2)②ⅰ）整備保管基地においてオーバーホールを以下の日数で実施すること。また必
要な予備品を準備すること。
・9(2)②ⅱ）なお、機能保証に係る整備が必要な場合は、基本的にオーバーホールに合わ
せて実施するものとするが、この実施期間には含まれないものとする。
・別紙第 1 5(1)本設備の機能保証期間が 12 年であることから、耐用年数 12 年以上を保
証すること。
・別紙第 13 ⅳ(2)①受託者は、整備保管基地において、本設備の製造者が派遣する専門
家による本設備のオーバーホールを実施し、次の処理場における処理運転及び二次処理運
転が瑕疵なく行えることを保証させること。
代替案
（上記意見を仕様書に反映いただく）

別紙２
はじめに「意見及び理由」に対する回答
まず、本件は業務委託契約に賃貸契約（リース契約）が含まれた、複合契約であること
を理解頂く必要があります。それぞれの契約について、これを前提に受託者側に求めてい
る事項について、回答させて頂きます。
○発注者と製造者の関係
・三者間の取引
一般的なリース契約の場合、取引全体としては、ユーザー（発注者）、リース会社（受
託者）
、サプライヤー（製造者）の三者が関与することになります。そのリース契約に
おいて、リース物件の性能等に瑕疵があり、物品（物件）の使用ができなくなった場合
については、物件借受証の受領後はリース会社はその責任を負わなくてもよいことに
なっています。また、ユーザーは、物件借受証の交付後は、当該瑕疵等を理由としてリ
ース会社に損害賠償を請求することはできません。このように、リース契約においては、
物品（物件）の瑕疵等について、リース会社はユーザーに対して瑕疵担保責任を負わな
い旨の規定が設けられています。したがって、ユーザーは、原則として、サプライヤー
に損害賠償責任を追及することとなります。
そのため、ユーザーとリース会社とのリース契約、リース会社とサプライヤーとの売
買契約は、個別の契約ですが、リース物件の引渡し、瑕疵担保責任、請求権などに関す
る条項は密接に関係しています。
本件におけるリース会社とサプライヤーとの売買契約も単純な購入とはならず、当
該リース契約を前提とした条項としていただく必要があり、サプライヤーは第三者や
サブコンではなく、サプライヤー（製造者）にメンテナンス（保守管理）を求めている
ことからも、重要なプレイヤーとの位置づけとなり得ます。
このことからも、業務委託仕様書（案）上、賃貸業務及び委託業務の中でサプライヤ
ー（製造者）に求めている業務は、受託者と製造者との売買契約の中で明確にして頂く
必要がある事項を記載しており、その様な条項を付した売買契約を求めています。
○実施人数、実施期間の設定について
実施人数や実施期間については、本設備の性能となります。受託者には廃棄処理能力
などと同様に運転等業務において、その性能等を満たすことを求めておりますが、特に
実施人数については受託者側により要員の安全性が確保できないなどの判断がある場
合についてはこの限りではありません。最終的には協議より決定することとなります

が、受託者側の責任において要員の安全性を確保するよう計画して下さい。なお、実施
期間については本設備の性能を満たすことを求めます。
○要求性能
業務委託仕様書（案）における本設備の技術仕様は本設備に対する要求性能ではなく、
本設備が満たしている基本的な性能等（スペック）を記載しています。受託者には、こ
の本設備の性能等が満たされるよう運転等業務を実施頂くことが主たる委託業務内容
であり、これが受託者側に求める要求性能となります。
本設備の性能等については製造者が責任を負うものであり、本設備の瑕疵による運
転等業務の遅延等は受託者側の責とはなりません。なお、本設備を製造者が十分な品質
をもって製作できることについて、発注者側が担保すべき責はないものと考えますが、
国家プロジェクトたる事業全体の責任は当然ながら発注者である内閣府が負うものと
なります。
○受託者が負うべき品質保証
製造者が負うべき本設備の品質保証を除き、賃貸業務及び委託業務の品質保証は受
託者側に求められます。
「処理作業の役務品質」もこの一つとなりますが、指定された
装置、人数、期間、ユーティリティ消費量等の本設備の性能等は製造者が負うものとな
ります。ただし、受託者側がマニュアル通りの運転等を実施しなかったなどによって、
この性能等が満たされなかった場合はこの限りではありません。また、実施する場所
（処理場）の選定などについては発注者が負うべき責任となります。
○委託業務について
本件は業務委託契約であり、契約条件であります。
委託業務とは、発注者が受託者に委託した業務を実施頂くものであり、委託内容に基づ
き必要となる経費は発注者側で全て負うこととなります。
なお、使用される物品については、全て発注者側からの支給品又は貸与品であり、発注
者側の委託を受けて受託者側に購入等頂き支給若しくは貸与するものもあります。
国費を充当している事業であることから、受託者は経費削減に努める必要があり、購入
に際しては複数社から見積もりをとるなど発注者側の承認を得る必要があります。正当
な手順等によって発生した費用について支払いを受けられないことはありません。
なお、全て支給品又は貸与品でありますので、発注者側の委託を受けずに発注すること
は認められず、また、支給品又は貸与品の管理を怠り、承諾を得ずに廃棄した場合などは
弁済頂く可能性があります。
○半日単位の精算について

休日等の勤務が必要となった場合においては、十分な休息を得るためにも、半日で実施
可能なものについては半日で精算することで、残りの半日は休暇に当てることを可能と
し、事業の安定かつ安全な運用のためにも１日中の拘束を避けることを可能としたもの
です。
また、委託業務範囲外であっても、当該事業を実施する為に必要と考えられる事項につ
いては、経費にて見込むなど受託者側で判断して下さい。

１．機種指定
○リース物件の選定
一般的にファイナンス・リースでは、ユーザー（賃借人）が選択・決定した物件をリ
ース会社（賃貸人）がユーザー指定のサプライヤー（販売会社）から取得して、それを
契約の対象としています。
「SDC1000－HM1」の技術仕様については、業務委託仕様書（案）別紙第 1（P31～）
に記載の通りとなります。
委託業務における運転等業務を実施するにあたり、より詳細な技術仕様を確認する必
要がある場合は、製造元であるダイナセーフ社にお問い合わせ下さい。
なお、本設備の技術仕様では「SDC1000－HM1」の性能等を記載しており、受託者は
内閣府が貸与した当該設備を用いて、運転等業務において、この性能等を満たすよう業
務を実施することを求めております。
また、賃貸業務はリース契約であることを理解頂く必要があります。ここでいう受託
者とはリース会社であり、製造者（サプライヤー）ではありません。一般的なリース契約
と同様、製造者の責任である「設計・製造」や「本設備の性能等」について、基本的（※）
に受託者が責任を負うことはありません。
しかしながら本契約の特性として、賃貸業務の実施者である受託者からリースした設
備を委託業務の実施者である受託者に貸与し、運転等業務を実施頂くという、特殊な複
合契約となっていることが挙げられます。
このような複合契約とする理由の一つとして、受託者として、また、運転等業務を実
施する者として円滑な業務遂行のため、製造者の実施する「設計・製造」及び「保守管
理」に関与する体制を契約上、求めております（7(3)②P4、10(1)⑤P22）
。
賃貸業務の品質保証（10(1)①P22）とは、この様な受託者が実施すべき業務の品質を
求めているものであり、
「設計・製造」や「本設備の性能等」についての品質保証は製造
者に求めております。
※ 基本的とは、マニュアル通りの運転や日常点検整備を実施しなかった場合、承諾を
得ず設備を改造した場合、瑕疵を知っていて告げないなど、受託者の責任によって機
能保証が得られなくなった場合などを示します。
２．受託者とダイナセーフ社の位置付け
①本設備の製造者
化学剤連続モニタリング設備及び処理テントについても「SDC1000－HM1」の構成
設備としております。よって、これらの構成設備についても設備設計に反映し、構成設

備の設置や設置期間なども含めた総合的な設計や製作が必要となり、それらを含めた
パッケージ品としての製造者は、ダイナセーフ社となります。
また、リース契約であり、賃貸人である受託者が本設備の瑕疵担保責任を負わない契
約となっておりますので、設計や製作等、製造者が実施する業務に関しての品質保証を
受託者に求める契約ではありません。
なお、従来、移動式処理事業においてリース契約としている理由の一つとして、本事
業は海外における国家プロジェクトであること、我が国の責任の明確化、安全面や環境
面等を勘案して、国が処理設備を調達する方法を採用しているものです。
本設備については、既に国（ユーザー）が製造者（サプライヤー）と調整を実施し、
日中協議を踏まえ、あらゆる面において国や中国側の要求を満たせる設備とし、その設
備を型番指定しており、受託者はこれを購入し、リース頂き、また、国から貸与された
本設備等を用いて運転等業務を実施することを求めた契約となります。
②設計製作責任者
受託者が負うべき、賃貸業務及び委託業務についての品質保証（10(1)①P22）は、あ
くまで受託者が実施すべき業務についてであり、製造者が実施する設計や製作に関す
る品質保証を受託者に求めるというものではありません。設計製作責任者については、
製造者において本設備を設計製作する責任者を設計製作責任者として指定することと
しており、設計製作段階における製造者側の責任を明確化するとともに、管理や調整等
の業務の円滑化を目的としております。
賃貸業務はリース契約であり、発注者（ユーザー）と製造者（サプライヤー）は直接
の契約関係にはありませんが、
「三者間の取引」であり、設備の選択・決定は発注者が
自らの責任において実施するものであることから、設計製作段階に係る主体的な調整
についても機種選定段階と同様に、ユーザーとサプライヤーが直接的に調整を実施し
ます。
また、運転等業務の実施者である受託者（技術管理者）には、本設備の設計製作に関
与することを求めている（7(5)⑤P6）ところであり、委託業務として運転等業務の実施
者たる受託者に、安全かつ安定的な処理運転等のため、本設備の設計製作に関して意見
や助言などが可能な体制を構築しており、発注者としてもその様な対応を積極的に求
めております。
しかしながら、受託者と製造者の責任を明確にする意味においても、また、発注者の
意図（日中合意事項）と異なる設備となることを避けるためにも、受託者が直接的に製
造者と設備設計等に関する調整を実施することを認めていません。

③保守管理
保守管理業務は、本設備の 12 年間の機能保証（メーカー保証）を担保するために製
造者が実体的に実施する必要があるという条件が製造者側から示されているところで
あり、正に本設備の性能等の責任を負うべき製造者が自ら責任を持ち実施するという
体制を発注者としても求めており、契約条件としています。
この設備の品質保証は当然ながら製造者が負うものであり、契約書に記載のとおり、
本設備の性能等が満たされない場合は設備の瑕疵として製造者が責任を負うこととな
ります。製造者が何らかの事由により機能保証を担保できなくなった場合においても、
受託者がこれらの保証責任を負うことはありません。
また、受託者（保守管理責任者）には、委託内容として運転等業務の実施者の立場か
ら保守管理業務にも関与（7(5)⑤P6）することを求めているところ。円滑な処理運転実
施のためにも、保守管理業務の適切な管理を求めております。
なお、仮にご意見の通り、設備のリースと設備を使用した運転等業務を求めている本
契約において、本来、製造者が負うべき設備に対する瑕疵担保責任まで受託者に負わせ
るような契約とした場合、設備の瑕疵について責任を負うことができず、入札に参加で
きない業者が出てくる可能性があり、入札における競争性が担保できないおそれがあ
ることから、発注者として設備の瑕疵担保責任までを受託者に求めることは適当でな
いと判断しています。
３． 委託業務の配置要員数・要員構成の指定及び日数指定
①

委託業務における配置要員については、これまでの実績及び新たに日中合意した

作業区分、作業性、安全性、発注者側が求める条件、また、本設備の性能（人員数）
を基に、従来の SDC における海外、ハルバ嶺等の様々なプロジェクトにおける人員
体制以上の体制を構築しており、契約条件として発注者側が求めているものです。
この他、受託者の責任において、安全面や運用上などを考慮し配置する必要がある
と判断する要員等がある場合は、別途経費計上頂く必要がありますが、過剰な人員体
制は危険性を高めるばかりでなく、他業務との関連や運用上の問題を生じる可能性
もあることを念頭に十分に配慮頂く必要があるため、発注者側との協議により決定
することとなります。
② 設置・撤去、オーバーホール及びレイアップの実施期間は製造者側が示している本
設備の性能であり、廃棄処理能力等と同様に運転等業務としてそれらの設備の性能
を満たすよう受託者に求めているものです。運転等業務の実施にあたり、より詳細な
技術仕様等を確認する必要がある場合は、製造元であるダイナセーフ社にお問い合
わせ下さい。

４． 機能保証
機能保証は、製造者に求められる要件であります。機能保証とは本設備の性能（技術
仕様の値や設計値等）及び本設備を構成する全ての機器の材料の健全性、動作、機能等
を保証することであり、本設備に関しては製造者によって 12 年間、この性能等が満た
されることを条件としております。仮に設備側の瑕疵等により性能等が満たされない場
合（運転等実施者の運用上の瑕疵や天災などは含まれない。
）は、製造者が自らの責任（経
費負担）によって設備の性能等を担保することとなり、本設備の機能保証に係る責任や
費用等を基本的に受託者が負うことはありません。
また、オーバーホールとは、次の処理場における処理運転業務等の円滑な実施を担保
することを目的として製造者が実施する本設備の総合点検整備であり、レイアップとは
休止期間において整備等が不要な状態とすることを目的として製造者が実施する本設備
への措置であります。
なお、オーバーホールやレイアップに必要となる予備品・消耗品等についても、製造
者側が準備するものであり、人件費、交通費、宿泊費等の必要となる全ての経費が、1 回
毎の定額の内訳として計上される条件となっています。
そのため、業務委託仕様書（案）の条件により「SDC1000－HM1」及び 1 回あたりの
オーバーホールやレイアップの経費見積りをダイナセーフ社から取得頂くことは可能と
なります。
なお、これらについては基本的な考え方を示しているものであり、受託者が製造者で
ある場合などはこの限りではありません。

