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次のように用語を定義する。 

 

組 合 ： 高座清掃施設組合を示しており、海老名市、座間市及び綾瀬市の３市によ

り構成される一部事務組合をいう。 

 

構成市 ： 海老名市、座間市及び綾瀬市をいう。 

 

委員会 

 

： 高座清掃施設組合施設整備検討委員会等に関する条例（平成 24 年条例第

1 号）に定める委員会で施設整備検討委員会、事業者選定委員会及び技術

検討委員会をいう。 

 

本事業 

 

 

 

： 本施設の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者の創意工夫

を活用することにより、財政負担の軽減及び公共サービスの水準の向上等

を期待する「新ごみ処理施設整備・運営事業」をいう。 

 

特定事業の選定 ： 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に準じ

てＤＢＯ方式として実施することが適切であると公共施設等の管理者が

認める事業を選定することをいう。 

 

本施設 ： 高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設及びプラザ棟を示してお

り、門囲障等の付帯施設を含む。 

 

ＤＢＯ方式 ： 民間事業者が、Design（設計）、Build（建設）、Operate（運営）を担う

一方、組合は資金調達を行い、設計・建設に関与し、施設を所有する事業

方式をいう。 

 

入札説明書等 ： 本事業の入札公告に基づき配布する入札説明書、落札者決定基準、要求水

準書、モニタリング基本計画書、特定事業契約書案等の資料であり、本事

業に関する入札条件、設計・施工条件、要求水準、契約条件等の基本条件

を示す資料をいう。 

 

設計・建設事業者 ： 本施設の設計・建設業務を行う単独企業又は企業グループをいう。 

 

運営事業者 ： 本施設の運営・維持管理業務を行う特別目的会社（ＳＰＣ）をいう。 

 

民間事業者 

 

： 設計・建設事業者及び運営事業者の総称をいう。組合と本事業の基本協定

及び特定事業契約を締結する者をいう。 

建設ＪＶ ： 民間事業者が提案により、本施設の設計・建設業務について要件を満たす

企業によって設立する共同企業体をいう。 

 

ＳＰＣ ： 選定された入札参加者の構成員が本事業の運営・維持管理業務を実施する

ために株主として出資し設立する特別目的会社をいう。 

 

 



 

入札参加者 ： 本事業の入札に参加する企業もしくは企業グループをいう。 

 

代表企業 ： 企業グループを代表し、本事業の入札等に関する手続きを行い、組合との

連絡窓口となる企業をいう。本事業においては、プラント設備の設計・建

設事業者とする。 

 

構成員 ： 設計・建設業務又は運営・維持管理業務を行う企業のうち、運営事業者に

出資を行う企業をいう。 

 

協力企業 ： 設計・建設業務又は運営・維持管理業務を行う企業のうち、運営事業者に

出資を行わない企業をいう。 

 

落札者 ： 施設整備検討委員会から落札候補者の選定を受けて、本事業の契約締結の

相手方として組合が決定した者をいう。 

 

モニタリング ： 民間事業者が実施する設計・建設、運営・維持管理の実施状況についての

組合の監視をいう。 

 

基本協定 ： 基本契約締結に向けて、組合及び選定された民間事業者が本事業開始のた

めの準備行為等基本的な事項を定める協定をいう。 

 

特定事業契約 ： 基本契約、建設工事請負契約及び運営、維持管理業務委託契約の総称をい

う。 

 

基本契約 ： 本事業の実施に際し、民間企業間の役割、相互の協力、責任等に関して、

基本協定を締結した組合と民間事業者で締結する契約をいう。 

 

建設工事請負契約 ： 本事業の設計・建設の実施のために、基本契約に基づき組合と民間事業者

が締結する契約をいう。 

 

運営・維持管理業務

委託契約 

： 本事業の運営・維持管理の実施のために、基本契約に基づき、組合とＳＰ

Ｃが締結する契約をいう。 

 

焼却灰等 ： 本施設の稼働に伴い排出される焼却主灰、焼却飛灰、溶融飛灰、不燃残さ

等をいう。 

副生成物等 ： 本施設の稼働に伴い排出される溶融スラグ、溶融メタルをいう。 

有価物 ： 本施設で回収した鉄類・アルミ類等で、有価で引き取られるものをいう。



1 

第１章 募集の趣旨 

 

高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」と

いう。）において発生する一般廃棄物の適正な処理を行うため、新しい高効率ごみ発電施設、マテリ

アルリサイクル施設及びプラザ棟の整備にあたり、新ごみ処理施設整備・運営事業（以下「本事業」

という。）について、民間活力を活用して整備、運営を実施するため、平成26年７月16日に「新ご

み処理施設整備・運営事業実施方針」を公表した。 

本入札説明書は、組合が本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札により募集及び選

定するにあたり、入札に参加しようとするものに対し交付するものである。 

入札参加者は、本入札説明書の内容を踏まえ、必要な入札書類を提出することとする。 

 

第２章 事業内容に関する事項 

 

１．事業名称 

新ごみ処理施設整備・運営事業 

 

２．公共施設の種類 

一般廃棄物処理施設 

 

３．公共施設の管理者 

高座清掃施設組合 組合長 内野 優 

 

４．事業目的 

組合では、構成市から排出される一般廃棄物の適正な処理を継続するために、新たなごみ処

理施設の整備が必要となっている。 

本事業は、新ごみ処理施設の設計・建設及び運営・維持管理について、民間企業のノウハウ

の活用により効率的、効果的かつ経済的に実施するとともに、温室効果ガスの排出量削減、周

辺環境との調和、地域防災の拠点化及び地域に開かれた施設機能に配慮し、循環型社会の構築

を推進することを目的とする。 
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５．本施設の概要 

計  画  地 神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

施設規模等 

○高効率ごみ発電施設    ：245t/日（122.5t/日×２炉） 

○マテリアルリサイクル施設  ：14t/５h 

○プラザ棟 

処理方式 

○高効率ごみ発電施設     ：ストーカ炉+灰資源化方式 

                流動床式ガス化溶融方式 

                シャフト炉式ガス化溶融方式 

○マテリアルリサイクル施設 ：受入+破砕+磁気選別+アルミ選別+ 

可燃物選別+不燃物選別+貯留・保管 

受入廃棄物 

○高効率ごみ発電処理 

可燃ごみ、マテリアルリサイクル施設からの残さ、し尿処理施設からのし渣、

脱水汚泥 

○マテリアルリサイクル施設 

不燃ごみ、粗大ごみ 

供 用 開 始 平成31年４月（予定） 

 

６．事業の内容 

(1) 事業方式 

本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11

年法律第117号）に準じて、ＤＢＯ方式により実施する。 

民間事業者が、組合の所有となる本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る業務を一

括して行うものとする。 

 

(2) 契約に関する事項 

1) 基本協定書 

組合と落札者は、落札者決定後速やかに基本協定を締結する。基本協定は、落札者が

特定事業契約の締結までに運営事業者となる特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を

設立することなどについて定める。 

 

2) 特定事業契約書 

① 基本契約書 

組合と落札者は、平成27年５月を目処として基本契約を締結する。基本契約は、民

間企業間の役割や相互の協力、責任等について定める。 

 

② 建設工事請負契約書 

組合と設計・建設事業者とは、平成 27 年６月を目処として建設工事請負契約を締

結する。建設工事請負契約は、本施設の設計・建設に関する権利義務について定める。 
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③ 運営・維持管理業務委託契約書 

組合と運営事業者は、平成 31 年４月を目処として運営・維持管理業務委託契約を

締結する。運営・維持管理業務委託契約書は、本施設の運営及び維持管理に関する権

利義務について定める。 

また、乾電池、蛍光灯及び電球の処理業務委託契約の締結については、平成 31 年

４月を目処とする。乾電池、蛍光灯及び電球の処理業務委託契約書は、本施設から発

生する乾電池、蛍光灯及び電球の処理に関する権利義務について定める。 

ただし、焼却灰等の資源化企業との処理業務委託契約の締結については、試運転開

始までを目処とする。焼却灰等の資源化企業との処理業務委託契約書は、本施設から

発生する焼却灰等の処理に関する権利義務について定める。 

なお、本事業のスキーム案については別紙１事業スキーム案に示す。 

 

(3) 組合による事業の実施状況の監視 

組合は、民間事業者が実施する本施設の設計・建設及び運営・維持管理の各段階における

すべての業務について、監視を行う。監視の方法、内容等については、本入札説明書第７章

の４及びモニタリング基本計画書に定める。 

また、民間事業者の提供する施設の設計・建設及び運営・維持管理に係るサービスが十分

に達せられない場合、組合は民間事業者に対して是正勧告を行い、是正策の提出・実施を求

めることとし、勧告後に改善が見られない場合には対価の減額等の措置を行う。 

 

(4) 事業期間 

1) 設計・建設期間  ：建設工事請負契約締結日から平成31年３月末までの約４年間 

 

2) 運営・維持管理期間：平成31年４月から平成51年３月末までの20年間 

 

(5) 事業期間終了後の措置 

組合は、本施設を竣工から30年間にわたって使用する予定であり、民間事業者は30年間

の使用を前提として本業務を行うものとする。継続使用の具体的な方法については、組合と

運営事業者の協議により決定するものとし、協議は事業期間終了の５年前を目処に開始する。 

なお、運営事業者は、事業期間終了時に本施設を組合が定める基準を満足する状態で、組

合に引継ぐものとする。 

 

(6) 事業の対象となる業務範囲 

本事業の対象となる民間事業者が行う業務範囲及び組合が行う業務範囲は、以下に示すと

おり計画している。ただし、民間事業者の業務範囲にすること、または組合の業務範囲にす

ることが、本事業にとって、効率性、リスク分担、コスト等に優れていると考えられる業務

については、この限りではない。 

1) 民間事業者が行う業務 

① 設計・建設業務 

ア.事業用地の造成、埋設物対策及び本施設の設計・建設業務 
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イ.汚染土壌対策 

ウ.工事現場管理業務 

エ.循環型社会形成推進交付金等事務に係る申請・実績報告の手続き支援 

オ.一般廃棄物処理施設整備に係る申請又は届出に係る手続き支援 

カ.地域住民への対応 

キ.その他本事業を実施するうえで必要な業務 

・本施設の設計には、本施設を整備するために必要となる全ての設計業務を含む。 

・本施設の建設には、本施設を整備するために必要となる全ての建設業務を含む。 

 

② 運営・維持管理業務 

ア.受入管理業務 

イ.運転管理業務 

ウ.維持管理業務 

エ.環境管理業務 

オ.プラザ棟運営管理業務 

カ.施設見学者の対応及び地域住民への対応支援業務 

キ.情報管理業務 

ク.副生成物、焼却灰等及び有価物の資源化業務 

ケ.乾電池、蛍光灯及び電球の資源化業務 

コ.その他関連業務 

 

2) 組合が行う業務  

① 生活環境影響調査 

② 循環型社会形成推進交付金等事務に係る申請・実績報告 

③ 一般廃棄物処理施設整備に係る申請又は届出 

④ 見学者対応への協力及び地域住民対応 

⑤ 本施設の設計・建設モニタリング 

⑥ 本施設の運営・維持管理モニタリング 

⑦ その他上記の業務を実施する上で必要な業務 
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本事業の業務範囲の概要 

業務対象施設等 

民間事業者の業務範囲 

組合の業務範囲 
設計業務 建設業務 

運営・維持管理 

業務 

事業用地関係 

― ― ― 

・事業用地の確保 

・生活環境影響調査 

・地形及び用地測量、地

質調査及び土壌調査（入

札公告時提示する参考資

料） 

・埋蔵文化財包蔵地 

・地元対応 

事業用地造成 ・基本設計 

・実施設計 

・許認可手続き支援 

 

・造成工事 

（埋設物対策、軟弱地

盤対策等含む） 

・工事管理 

・地元対応支援 

― 

・許認可手続き 

・施工監理 

・地元対応 

・生活環境影響調査 

（事後調査等） 

施
設 

高効率ごみ発電

施設 

・基本設計 

・実施設計 

・許認可手続き支援 

・交付金等申請手続き

支援 

・一般廃棄物処理施設

設置届支援 

・建設工事 

・工事管理 

・受入管理 

・運転管理 

・維持管理 

・環境管理 

・施設見学者の対応及

び地域住民への対応支

援 

・情報管理 

・副生成物、焼却灰等

の資源化 

・その他 

・交付金等申請手続き 

・一般廃棄物処理施設設

置届 

・生活環境影響調査 

（事後調査） 

・見学者対応への協力及

び地域住民対応 

・モニタリング 

（施工監理、運営維持管

理） 

マテリアルリサ

イクル施設 

・基本設計 

・実施設計 

・許認可手続き支援 

・交付金等申請手続き

支援 

・一般廃棄物処理施設

設置届支援 

・建設工事 

・工事管理 

・受入管理 

・運転管理 

・維持管理 

・環境管理 

・施設見学者の対応及

び地域住民への対応支

援 

・情報管理 

・不燃残さの資源化 

 等 

・有価物の資源化 

・乾電池、蛍光灯及び

電球の資源化 

・その他 

・交付金等申請手続き 

・一般廃棄物処理施設設

置届 

・生活環境影響調査 

（事後調査） 

・見学者対応への協力及

び地域住民対応 

・モニタリング 

（施工監理、運営維持管

理） 

プラザ棟 ・基本設計 

・実施設計 

・許認可手続き支援 

・交付金等申請手続き

支援 

・建設工事 

・工事管理 

・啓発設備の維持管理 

・啓発活動の実施及び

活動支援 

・施設見学者の対応及

び地域住民への対応支

援 

・見学者対応への協力及

び地域住民対応 

・モニタリング 

（施工監理、運営維持管

理） 

関連施設 

・外構設備 

・し尿処理施設 

・温水プール 

・老人福祉センタ

ー 

・温浴施設(将来

計画) 

・外構工事の基本設計

・外構工事の実施設計

・プラザ棟、し尿処理

施設、温水プール、老

人福祉センター（余熱

のみ）、将来計画への

電力及び余熱供給設備

に関する基本設計及び

・左記建設工事 

・左記工事管理 

・左記建設工事範囲の

うち、民間事業者の責

任範囲に係る運転管

理、維持管理、情報管

理及びその他 

・し尿処理施設、温水プ

ール、温浴施設（将来計

画）の運転管理、維持管

理 

・モニタリング 

（施工監理、運営維持管

理） 
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・その他 実施設計 

敷地外 

（上水・下水・搬入道路

等） 

― ― ― 

・海老名市による運営、

維持管理 

 

７．民間事業者の収入 

本事業における民間事業者の収入は、次のとおりとする。 

(1) 本施設の設計・建設業務に係る対価 

組合は、本施設の設計・建設業務に係る対価を、施設整備費として設計・建設事業者に支

払う。 

なお、年度毎の支払額は、本入札説明書に記載するとおりとする。 

 

(2) 本施設の運営・維持管理業務に係る対価 

組合は、本施設の運営・維持管理業務に係る対価を、委託料として運営・維持管理期間に

わたって運営事業者に支払う。委託料は、消費者物価指数等に基づき、年に１回改定するこ

とができる。なお、委託料は、固定料金と変動料金（一般廃棄物の処理量等に応じて変動）

で構成されるものとする。 

 

(3) 焼却灰等の資源化業務に係る対価 

組合は、焼却灰等の資源化（運搬含む）業務に係る対価を、委託料として運営・維持管理

期間にわたって運営事業者に支払う。委託料は、消費者物価指数等に基づき、年に１回改定

することができる。なお、委託料は、固定料金と変動料金（焼却灰等の資源化量等に応じて

変動）で構成されるものとする。 

 

(4) 副生成物及び有価物の売却収入 

運営事業者は、処理に伴い生成する副生成物、マテリアルリサイクル施設で回収した有価

物の売却収入を自らの収入にすることができる。 

なお、運営事業者は、毎月、副生成物及び有価物の回収量及び売却収入を組合へ報告する

こと。 

 

(5) 乾電池、蛍光灯及び電球の資源化業務に係る対価 

組合は、構成市から搬入される乾電池、蛍光灯及び電球の資源化（運搬費含む）業務に係

る対価を、委託料として運営・維持管理期間にわたって運営事業者に支払う。委託料は、消

費者物価指数等に基づき、年に１回改定することができる。なお、委託料は、固定料金と変

動料金（乾電池、蛍光灯及び電球の資源化量等に応じて変動）で構成されるものとする。 

 

(6) 売電による収入 

運営事業者は、余剰電力を電気事業者と直接契約することによって得られる収入を自らの

収入にすることができる。余剰電力とは、本施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイ

クル施設及びプラザ棟）の消費電力、し尿処理施設、温水プール及び温浴施設（将来計画）

への電力及び余熱を供給後に得られる電力のことである。 
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ただし、受電・売電については東京電力㈱と協議中である。 

 

８．組合が予定している交付金 

組合では本事業の実施にあたり、環境省の循環型社会形成推進交付金等の適用を予定してい

る。民間事業者は、交付金等の申請及び実績報告に対して支援すること。 

 

９．関係法令等の遵守 

組合及び民間事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。）をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱

等を遵守しなければならない。 
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第３章 民間事業者の募集スケジュール 

 

１．募集及び選定方法 

入札参加者が、本事業の入札公告に際して配布する入札説明書等に示す参加資格要件を満た

しており、かつ入札参加者の事業提案内容が、技術的観点から組合の要求水準を満足すること

が見込める内容であることを前提として、民間事業者を選定する。 

なお、民間事業者の選定は、公平性、透明性の確保の観点から、総合評価一般競争入札によ

り行う。 

 

２．民間事業者の募集及び選定のスケジュール 

募集及び選定のスケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

平成26年８月１日 入札公告及び入札説明書等の公表 

平成26年８月４日 

   ～８月５日 
現地確認申請受付 

平成26年８月６日 現地確認日時通知 

平成26年８月７日 

   ～８月15日 
現地確認 

平成26年８月18日 

   ～８月22日 
入札参加資格要件に関する質問受付 

平成26年８月29日 入札参加資格要件に関する質問回答の公表 

平成26年９月22日 

～９月29日 
入札参加資格申請書の受付 

平成26年10月６日 入札参加資格審査結果の通知 

平成26年10月７日 

～10月14日 
要求水準書等に関する質問受付 

平成26年10月20日 

   ～10月21日 
要求水準書等に関する質問に関するヒアリングの実施 

平成26年10月31日 要求水準書等に関する質問回答の公表 

平成27年１月26日 事業提案書の提出期限 

平成27年２月10日 基礎審査結果、プレゼンテーション及びヒアリング日時の通知 

平成27年３月上旬 事業提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

平成27年３月上旬 入札書の提出 

平成27年３月中旬 入札書の開札 

平成27年３月中旬 落札候補者の選定 

平成27年３月下旬 落札者の決定及び公表 

平成27年４月中旬 基本協定締結 

平成27年５月中旬 基本契約・建設工事請負仮契約締結 

平成27年６月中旬 基本契約・建設工事請負本契約締結 
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第４章 入札に関する条件 

 

１．参加資格要件 

入札参加者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、組合は入札参加者の資格の確

認を行うために資格審査を実施する。 

 

(1) 入札参加者 

1) 入札参加者は、単独企業又は企業グループ（一つの企業が複数の業務を兼任することも

認める。）とする。 

 

2) 企業グループにあっては、構成する企業の中から代表となる企業（以下「代表企業」と

いう。）を定めることとし、当該代表企業が応募手続を行うこととする。 

代表企業は、プラント設備の設計・建設業務を担当する企業とする。なお、本事業の入

札に１者で参加する単独企業は、代表企業とみなす。 

 

3) 設計・建設業務のうちプラントの設計・建設業務を担当する企業は、構成員に限るもの

とする。 

 

4) 入札参加者は、本事業の設計・建設業務又は運営・維持管理業務を行う企業のうち、運

営事業者となるＳＰＣに出資する企業（以下「構成員」という。）及びＳＰＣに出資しない

企業（以下「協力企業」という。）から構成されるものとする（構成員のみで企業グループ

を構成することも可能）。代表企業及びプラント設備の運営維持管理業務を担当する企業は、

ＳＰＣに必ず出資するものとし、代表企業の出資比率は50％以上とする。 

 

5) 全ての構成員は、特定事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、組合

の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定、その他一切の処分を

行ってはならない。 

 

6) 入札参加者の代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特段の事情が

あると組合が認めた場合は、この限りではない。 

 

7) 入札参加者又は構成員のいずれかが、他の入札参加者又は構成員となることは認めない。

ただし、焼却灰等の資源化方式における資源化企業及び副生成物の引取企業についてはこ

の限りでない。 

 

8) 同一の入札参加者が、複数の提案を行うことはできない。 

 

(2) 入札参加者の参加資格要件 

1) 共通の参加資格要件 

次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできない。 
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① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者 

② 会社法（平成17年法律第86号）第511条の規定による特別清算開始の申立てがなさ

れている者 

③ 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条による破産の申立て（同法附則

第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前

の破産法（（大正11年法律第７号）第132条又は第133条による破産の申立てを含む。）

がなされている者 

④ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による

改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条の規定による更生手続開始の申

立てを含む。）がなされている者 

⑤ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続き開始の申し立

てがなされている者 

⑥ 構成市のいずれかの指名停止措置を現に受けている者 

⑦ 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった企業、又はこれらの者と資本面若しくは

人事面において関連がある者。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該企業の

発行済株式総数の 100 分の 20 以上の株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 20

以上の出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表

権を有する役員を兼ねている者をいう。なお、本事業に係るアドバイザリー業務に携わ

った企業は次のとおりである。 

a．株式会社エックス都市研究所 

b．アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

⑧ 本事業に関する、高座清掃施設組合施設整備検討委員会等に関する条例（平成 24 年

条例第1号）に定める委員会（以下「委員会」という。）の委員が所属する企業 

⑨ 民間事業者の選定に関する公表までの期間に、本事業について委員会の委員と接触を

試みた者 

⑩ 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納して

いる者 

⑪ 神奈川県暴力団排除条例（平成22年条例第75号）第２条第２号に規定する暴力団又

は同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者 

 

2) 本施設の設計・建設業務を担当する企業 

入札参加者のうち、本施設の設計・建設業務を担当する企業は、次の要件をすべて満た

すこととする。同一業務を複数の企業で実施する場合は、少なくとも主たる業務を担う１

者が次の要件をすべて満たすこととする。 

 

① 建築物の設計に係る業務を実施する企業は、建築士法（昭和25年法律第202号）に基

づく、一級建築士事務所登録の有資格者であること。 

② 建設業法（昭和24年法律第100号）の清掃施設工事に係る、特定建設業の許可を受け

ていること。 
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③ 構成市のいずれかの、平成25・26年度競争入札参加資格者登録名簿の登載者であるこ

と。 

④ 建設業法に規定する、清掃施設工事に係る経営事項審査結果の直近の総合評点が

1,000点以上であること。 

⑤ 「ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）」施行後に稼働している

焼却施設で、１炉あたり 100t/日以上の処理能力かつ２炉以上で構成される一般廃棄物

処理施設（処理方式は、入札参加者が提案する処理方式に限る。）の設計・建設実績を

有し、かつ、その実績は、平成25年度以前の循環型社会形成推進交付金交付要綱による

高効率ごみ発電設備または高効率ごみ発電設備相当の設備を設置した施設の設計、建設

実績であること。 

なお、本事業における高効率ごみ発電施設の処理方式は、ストーカ方式、流動床式ガ

ス化溶融炉方式、シャフト炉式ガス化溶融方式のいずれかであること。 

⑥ ⑤に示す施行後に、処理能力が14t/日以上の不燃ごみや粗大ごみの破砕選別設備を設

置した一般廃棄物処理施設の設計・建設実績を有すること。 

⑦ ⑤及び⑥の実績において、正式引渡後に設計・施工に起因する「死傷者を生じた事故」、

「３カ月以上の長期停止を要する事故」、「重大な損害を与えた公衆災害」を有しないこ

と。 

⑧ 本工事に専任で配置できる清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けた

者を有すること。 

   なお、当該監理技術者は入札参加資格の確認日以前に雇用者と３カ月以上の雇用関係

があること。 

3) 本施設の運営・維持管理業務を担当する企業 

入札参加者のうち、本施設の運営・維持管理業務を担当する企業は、次の要件をすべて

満たすこととする。同一業務を構成員又は構成員と協力企業で実施する場合は、少なくと

も主たる業務を担う１者が次の要件をすべて満たすこととする。 

 

① 構成市のいずれかの、平成25・26年度競争入札参加資格者登録名簿の登載者であるこ

と。 

② 「ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）」施行後に稼働開始して

いる一般廃棄物の焼却施設で、延べ１年以上の運転実績を有し、かつ、その実績は、平

成25年度以前の循環型社会形成推進交付金交付要綱による１炉あたり100t/日以上の処

理能力かつ２炉以上で構成される高効率ごみ発電設備または高効率ごみ発電設備相当の

設備を設置した一般廃棄物処理施設（処理方式は、入札参加者が提案する処理方式に限

る。）の運転実績であること。 

なお、本事業における高効率ごみ発電施設の処理方式は、ストーカ方式、流動床式ガ

ス化溶融炉方式、シャフト炉式ガス化溶融方式のいずれかであること。 

③ ②に示す施行後に稼働開始している施設で、処理能力が14t/日以上の不燃ごみや粗大

ごみの破砕選別設備を設置した一般廃棄物処理施設の運転実績を有すこと。 

④ ②及び③の実績において、運転管理に起因する「死傷者を生じた事故」、「３カ月以上

の長期停止を要する事故」、「重大な損害を与えた公衆災害」を有しないこと。 
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⑤ 前記②の要件を満たす施設で、１年以上の運転管理実績を有する専門の技術者を本施

設の運転開始から１年以上専任で配置すること。 

 

4) 焼却灰等の資源化を行う企業 

入札参加者のうち、焼却灰等の資源化を行う企業は、次の要件をすべて満たすこととす

る。 

 

① 運営期間の開始時に、焼却灰等を受け入れる予定の施設が、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第７条関係にもとづく当該施設の所在する市町村長の許可及び同第８条の都

道府県知事の許可を有している施設であること。または有する予定であること。 

② 焼却灰等の資源化の運転実績を有すること。 

 

5) 副生成物引取企業 

  入札参加者のうち、副生成物の引取を行う企業は、次の要件をすべて満たすこと。 

 

① 運営期間の開始時に、副生成物を引取り、有効利用が可能であること。 

② 副生成物の引取り実績を有すること。 

 

(3) 入札参加資格の確認 

入札参加資格の確認は、入札参加表明書の提出日とする。ただし、入札参加資格確認後、

民間事業者の選定までの期間に入札参加者の構成企業が上記参加資格要件を欠くこととなる

事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。また、民間事業者の選定から特定事

業契約の締結までの期間に同様の事態が生じた場合には、組合は特定事業契約を締結しない

ことがある。 
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２．応募に関する留意事項 

 

(1) 入札説明書等の承諾 

入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾し

たものとみなす。 

 

(2) 費用の負担 

入札の参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 

(3) 入札保証金 

免除する。 

 

(4) 使用言語及び単位 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第51号）に定めるもの、

通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。 

 

(5) 著作権 

入札参加者から本入札説明書等に基づき提出された技術提案書類の著作権は、入札参加者

に帰属する。ただし、組合が審査結果の公表において必要な場合、組合は、必要な範囲にお

いて、事前に入札参加者と協議したうえで、公表等を行うことができるものとする。 

 

(6) 提出された書類の取扱い 

提出された書類については、変更できないものとする。ただし、組合が認めた場合は、変

更するものとする。 

 

(7) 資料の取扱い 

組合が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを堅く禁じる。また、

この検討の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ

たり、又は内容を提示することを堅く禁じる。 

 

(8) 予定価格 

本事業における予定価格は次のとおりである。 

入札価格は予定価格を超えないものとする。また、整備事業金額、運営事業の金額につい

ては組合が想定した参考数値である。 

予定価格     金40,462,000,000円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

（参考） 

整備事業   金18,120,000,000円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

運営事業   金22,342,000,000円（消費税及び地方消費税を含まない。） 
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(9) 情報提供 

情報提供は、適宜、組合ホームページにおいて行う。 
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３．入札に関する手続等 

 

(1) 入札公告（入札説明書等の公表） 

組合は、平成26年８月１日(金)に入札公告を行い、入札説明書、要求水準書（設計・建設

業務編及び運営・維持管理業務編）、基本協定書、特定事業契約書（案）、落札者決定基準、

モニタリング基本計画書及び様式集を公表する。 

また、組合ホームページにおいて同日から入札説明書等を公表する。 

 

(2) 現地確認申請の受付 

現地見学の希望者は、様式1-1に記入の上、平成26年８月４日（月）（午前８時30分から

午後４時00分まで）から８月５日（火）（午前８時30分から午後12時00分まで）までに、

電子メールにより、組合総務課に送信すること。 

なお、現地見学日は組合が指定する日時とし、事業者の都合による変更は認めない。 

  

(3) 入札参加資格要件等に関する質問受付及び回答 

入札参加資格要件等の内容等に関する質問及び回答は、次のとおりとする。 

1) 入札参加資格要件等に関する質問の受付 

入札参加資格要件等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

① 受付期間：平成26年８月18日（月）から８月22日（金）まで。 

各日午前８時30分から午後４時00分まで 

② 提出方法：質問の提出方法は、添付の様式2-1に記入の上、電子メールにより、組合

総務課に送信して提出すること。 

なお、提出者は電話により、着信の確認、到着の確認を行うこと。 

2) 入札参加資格要件等に対する質問への回答の公表 

提出された質問に関する回答は、平成26年８月29日（金）に、組合ホームページにお

いて公表する。ただし、提出者名は公表しない。 

 

(4) 入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書等の受付 

入札参加者は、入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書等を組合総務課へ持参により

提出すること。 

なお、入札参加資格審査申請書等を提出した後に参加を行わない場合は、入札辞退届（様

式 2-3）を持参により提出すること。入札参加申請を取り下げた場合、今後、組合の行う業

務において不利益な取扱いをされることはない。 

1) 受付期間 ：平成26年９月22日（月）から９月29日（月）まで（土、日、祝日を除く）。 

各日、午前９時00分から午後４時00分まで 

2) 受付場所 ：海老名市本郷１番地の１ 

高座清掃施設組合 事務棟２階 総務課 財務係 

① 提出書類： 

ア.様式2-2 入札参加表明書 

イ.様式3-1 入札参加資格審査申請書 
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ウ.様式3-2 入札参加者構成表 

エ.様式3-3 構成員の企業表 

オ.様式3-4 委任状（代表企業） 

カ.様式3-5 入札参加資格要件その1（建設業許可、経営審査点数等） 

キ.様式3-6 入札参加資格要件その２（設計・建設業務実績等） 

ク.様式3-7 入札参加資格要件その３（運営・維持管理業務実績等） 

ケ.様式3-8 入札参加資格要件その４（焼却灰等の資源化業務実績等） 

コ.様式3-9 入札参加資格要件その５（副生成物の引取業務実績等） 

サ.様式3-10 入札参加資格要件その６（会社概要、納税証明書等） 

 

② 入札参加資格審査結果の通知 

入札参加資格審査の結果については、平成26年10月６日（月）午後４時00分までに入

札参加者に対し、書面にて通知する。この際、提案者番号等を併せて通知するため、事

業提案書の作成に用いること。 

 

(5) 入札参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に対する回答 

入札参加資格がないと判断された場合、平成26年10月８日（水）から17日（金）までの午

前８時30分から午後４時00分までの間に書面（任意様式）により説明を求めることができる。

説明要求に対する回答を、平成26年11月７日（金）までに説明要求者に対し送付する。 

 

(6) 要求水準書等に関する質問及び回答 

要求水準書等の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

1) 要求水準書等に関する質問の受付 

要求水準書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

① 受付期間：平成26年10月７日（火）から10月14日（火）まで。 

各日午前９時00分から午後４時00分まで 

② 提出方法：質問の提出方法は、様式4-1に記入の上、電子メールに記入済みの同様式の

ファイル（Microsoft Excel形式）を添付し、組合総務課に送信して提出することとする。 

なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。 

 

2) 要求水準書等に関する質問に対するヒアリング 

要求水準書等に関する質問の内容について、ヒアリングを行う。ヒアリングの日時は、

平成26年10月20日（月）から平成26年10月23日（木）までの組合が指定した日時とし、入

札参加者の都合による変更は認めない。 

 

3) 要求水準書等に関する質問への回答の公表 

提出された質問に対する回答は、平成26年10月31日（金）に、組合ホームページにおい

て公表する。ただし、提出者名は公表しない。 
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(7) 事業提案書等の受付 

入札参加資格が確認された入札参加者から、本事業に関する下記の書類を記載した事業提

案書等を受け付ける。事業提案書等の提出方法は持参とし、その他の方法による提出は認め

ない。提出された書類を確認後、組合は受領書を発行する。 

 

1) 事業提案書等の受付 

① 受付期間：平成26年11月４日（火）から平成27年１月26日（月）まで 

（土、日、祝日を除く） 

各日午前９時00分から午後４時00分まで 

② 受付場所：高座清掃施設組合 総務課 財務係 

 

2) 入札書の受付 

① 受付日時：平成27年３月上旬（予定） 

② 受付場所：組合指定場所 

※受付日時及び場所については追って通知する。 

 

3） 提出書類 

提出書類の様式、部数等は、次に示すとおりである。 

 

提出書類及び部数 

提出書類 部数 備考 

現地確認申請書 １部  様式1-1 

入札参加表明書 １部  様式2-2 

入札参加資格審査申請書等 各１部  様式3-1～10
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提出書類 部数 備考 

事
業
提
案
書
（
基
礎
審
査
項
目
） 

設計図書 

(1)施設概要（主要施設の仕様・面積等、施設計画の概要を記載し

たもの。） 

(2)要求水準書に対する設計仕様書 

(3)図面 

・全体配置図 

・造成計画図（埋設物、軟弱地盤対策等含む。） 

・車両動線計画図 

・工事期間中の車両動線計画図 

・見学者動線計画図 

・建築一般図（各階平面図、立面図、断面図） 

・各階機器配置平面図 

・機器配置断面図 

・鳥瞰図（施設全体） 

・電気設備主回路単線系統図（場外供給含む。） 

(4)フローシート 

・ごみ、排ガス、薬剤、焼却主灰、焼却飛灰、溶融飛灰、溶融ス

ラグ、溶融メタル、不燃残さ、有価物、ボイラ関係、給排水等 

・計装フローシート 

(5)設計書等 

  設計書は、算出過程を明確にすること。 

・物質収支計算書（ごみ質ごと、時間当たり処理量に対応した値

とする。） 

・熱収支計算書（ごみ質ごと、時間当たり処理量に対応した値と

する。） 

・用役収支計算書（ごみ質ごと、日当たり処理量に対応した値と

する。） 

・電力収支計算書（ごみ質ごと、日当たり処理量、夏季、その他

の季別に対応した値とする。） 

・温室効果ガス排出量計算書（中間処理、副生成物及び焼却灰等

の資源化「運搬車両含む。」に伴う排出量とする。） 

(6)工事関係 

・全体工事工程 

(7)総炉計画 

(8)環境関係 

・施設稼動時予測結果（高効率ごみ発電施設・マテリアルリサイ

クル施設同時稼働時及び高効率ごみ発電施設単独稼働時の騒音

コンター図） 

・上記騒音予測に係る予測条件（騒音発生機器一覧（予測上考慮

した設備機器の騒音レベルを記載のこと。）、建築部材条件、防

音室仕様条件） 

(9)運営・維持管理関係 

・運営・維持管理期間中の維持管理計画一覧表（点検、補修、更

新等） 

 

 

 

正本１部 

副本19部 

Ａ４縦長左ホ

ッチキス綴じ

とすること。

Ａ３判につい

ては、Ｚ折り

すること。 

鳥瞰図は、Ａ

３判、カラー
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提出書類 部数 備考 

事
業
提
案
書
（
非
価
格
事
業
審
査
項
目
） 

本事業への取り組み方針に関する提案（様式6-1） 

正本１部 

副本19部 

Ａ４縦長左ホ

ッチキス綴じ

とすること。

実施体制に関する提案（様式6-2） 

本事業のリスク管理に関する提案（様式6-3） 

本事業の長期収支計画の安定性に関する提案（様式6-4） 

処理施設システムの安全性・安定性に関する提案（様式6-5） 

事業用地造成計画に関する提案（様式6-6） 

施工計画に関する提案（様式6-7） 

施設の配置・動線計画に関する提案（様式6-8） 

長寿命化計画に関する提案（様式6-9） 

副生成物及び焼却灰等の適正処理、資源化及び、排出量低減化に関

する提案（様式6-10） 

処理システム上の省エネルギー化に関する提案（様式6-11） 

熱回収及び有効利用システムに関する提案（様式6-12） 

温室効果ガスの排出量に関する提案（様式6-13） 

自然災害等に対する対応に関する提案（様式6-14） 

地域防災拠点の考え方に対する提案（様式6-15） 

環境学習機能、啓発施設に関する提案（様式6-16） 

見学者、来訪者対応に関する提案（様式6-17） 

情報公開に関する提案（様式6-18） 

市民の交流、憩いの場に関する提案（様式6-19） 

企業、人材活用に関する貢献に関する提案（様式6-20） 

地域のコミュニティーに対する貢献に関する提案（様式6-21） 

施設の外観、デザイン計画に関する提案（様式6-22） 

緑化計画及び緑地保全計画に関する提案（様式6-23） 

基礎審査・非価格要素関連事業提案資料様式集（様式7-1～様式7-8） 

基礎審査・非価格要素事業提案書電子データ（ＣＤ－Ｒ） １部  
ウィルスチェッ

ク実施 

委任状（様式8-1） １部   

入札書（様式8-2） １部  封筒に入れて密

封すること。（要

封印） 

事業費（様式8-3） １部  

設計建設費内訳（様式8-4） １部  

価格要素関連事業提案資料様式集（様式8-5～様式8-20） 20部  
Ｚ折りホッチキ

ス綴じすること 
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価格要素関連事業提案書の電子データ（ＣＤ－Ｒ等） １部  
ウィルスチェッ

ク実施 

 

(8) 基礎審査結果の通知 

事業提案書等の内容について、落札者決定基準に示した要求水準書の項目に基づき審査を

行う。基礎審査結果については、平成27年２月10日（火）に代表企業へ通知する。 

なお、要求水準書に示す要求水準を満たさない入札参加者については失格とし、以後の審

査は行わない。 

 

(9) 事業提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

事業提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施する予定である。 

1) 実施日時：平成27年３月上旬（予定） 

2) 実施場所：組合指定場所 

※実施日時及び実施場所については追って通知する。 

 

(10) 入札書の提出及び開札 

入札書は、事業提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング時に提出を求める。代

理人が提出する場合は委任状（様式8-1）を持参すること。 

開札にあたっては、入札参加者又はその代理人の立会いの上で行うものとし、入札参加者

又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせる

ものとする。なお、代理人が開札に立ち会う場合は、委任状開札立会い（様式8-1）を、当日

持参すること。 

 

1) 開札日時：平成27年３月中旬（予定） 

2) 開札場所：組合指定場所 

※開札日時及び開札場所については追って通知する。 

 

(11) その他 

組合が配布する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、以後、配布するも

のが本入札説明書等を補完・修正するものである場合には、当該補完・修正の内容を優先す

るものとする。 
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第５章 入札書類の審査 

 

１．審査及び選定に関する事項 

(1) 事業提案書内容の審査 

事業提案書内容の審査は、高座清掃施設組合施設整備検討委員会等に関する条例（平成24

年条例第1号）（以下、「委員会等条例」という。）に定める「施設整備検討委員会」におい

て行う。 

本事業の民間事業者の選定までの期間に、事業者選定に関して、入札参加者やそれと同一

と判断される団体等が、自己を有利に又は、他の入札参加者を不利にするように、次に示す

委員に働きかけを行った場合には、当該入札参加者は失格とする。 

また、委員会等条例に定める「技術検討委員会」及び「事業者選定委員会」は、施設整備

検討委員会のワーキンググループとして、事業提案書に関する書類の検討及びプレゼン・ヒ

アリングに出席し、意見及び質問を行うことができるものとする。 

 

（施設整備検討委員会） 

      委 員 長：川本克也    副委員長：加藤豊彦 

      委  員：寺嶋 均    委  員：荒井喜久雄 

      委  員：山本 准    委  員：増山昭男 

      委  員：清水盛雄    委  員：木村和雄 

      委  員：石川榮一    委  員：鴨志田進 

      委  員：小俣 博    委  員：古塩政由 

   （技術検討委員会） 

      委 員 長：寺嶋 均    副委員長：荒井喜久雄 

      委  員：川本克也    委  員：谷川哲男 

      委  員：柿沼潤一 

   （事業者選定委員会） 

      委 員 長：荒井喜久雄   副委員長：神部孝志 

      委  員：寺嶋 均    委  員：川本克也 

      委  員：岩野修一    委  員：森山謙治    （順不同） 

 

(2) 審査の手順及び方法 

1) 入札参加資格審査 

組合は、参加表明時に提出する入札参加資格審査申請書類について、参加資格要件の具

備を確認し、入札参加資格審査結果を入札参加者に通知する。 

 

2) 基礎審査 

入札参加者から提出される事業提案書が要求水準書の項目を満たしていることを確認す

る。 

なお、入札参加者の事業提案が要求水準書に示す要求水準を満たしていない場合には、

当該入札参加者は失格とする。 
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基礎審査項目 

① 提出書類について 

・必要な書類が必要部数提出されているか。 

・提案全体について、様式にしたがった「項目の構成」、「枚数」等となっているか。 

② 提案内容について 

・提案書全体について、２通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等がないか。 

・設計・建設業務に関し、要求水準書（設計・建設業務編）の内容を満足しているか。 

・運営・維持管理業務に関し、要求水準書（運営・維持管理業務編）の内容を満足しているか。 

 

 

3) 入札書類及び事業提案書類審査 

施設整備検討委員会は、要求水準書の全ての項目を満たしていることが確認された事業

提案書について、あらかじめ設定した「落札者決定基準」に従って、総合評価の方式によ

り事業提案書類及び入札書類の審査を行い、落札候補者を選定する。 

① 審査事項 

審査事項は、「落札者決定基準」に示すとおりとする。 

② 審査結果 

審査結果は、入札参加者へ通知するほか、結果の概要、審査講評を組合ホームページ

で公表する。 

(3) 落札者の決定 

「施設整備検討委員会」において選定した落札候補者の結果を受けて、組合が本事業の落

札者を決定する。 

 

(4) 選定事業者を決定しない場合 

組合は、民間事業者の募集、評価及び選定において、入札参加者がいない、あるいは、い

ずれの入札参加者も公的財政負担の縮減等の達成が見込めない等の理由により、本事業を「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号）に

準じたＤＢＯ方式として実施することが適当でないと判断した場合には、選定事業者を決定

せず、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やかに公表する。 

 

２．事務局 

民間事業者の募集及び選定に係る事務局は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

高座清掃施設組合 総務課 財務係 

〒234－0417 

神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

電話：046-238-2094  FAX ：046-238-6010 

Ｅメールアドレス：keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp 

ホームページ ：http://www.kouzaseisou-kanagawa.jp/ 
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第６章 事業提案に関する条件 

 

本事業の提案に関する条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札

書類等を作成すること。なお、入札参加者の事業提案が要求水準書に示す要求水準を満たしていな

い場合には、当該入札参加者は失格とする。 

 

１．立地に関する事項 

(1) 事業実施場所 

神奈川県海老名市本郷１番地の１（別紙２「事業実施場所」参照） 

 

(2) 敷地面積及び配置 

組合敷地面積約6.0haのうち事業用地は、約1.59ha（別紙３「事業用地」参照） 

 

(3) 土地利用規制 

1) 都市計画区域   ：海老名市都市計画区域内 

2) 用途地域     ：指定なし 

3) その他の都市施設 ：汚物処理場・ごみ処理場 

4) 防火地区     ：なし 

5) 高度地区     ：なし 

6) 日影規制     ：なし 

7) 建ぺい率     ：事業用地面積に対して 50％以下 

8) 容 積 率     ：事業用地面積に対して100％以下 

9) 緑 化 率     ：事業用地面積に対して 20％以上 

10) 埋蔵文化財     ：事業用地の一部に埋蔵文化財包蔵地を有する。 

 

２．施設の整備条件等に関する事項 

(1) 施設の概要 

本事業で整備する施設の概要は次のとおりである。 

 

1) 高効率ごみ発電施設（焼却施設） 

処理対象物  ： 可燃ごみ及びマテリアルリサイクル施設からの残さ、し尿処理施設か

らのし渣、脱水汚泥 

処 理 方 式 ： ストーカ炉＋灰資源化方式 

流動床式ガス化溶融方式 

シャフト炉式ガス化溶融方式 

処 理 能 力 ： 245t/日（122.5t/日×2炉） 

発 電 ： ごみの焼却処理に伴って発生する熱エネルギーを回収し、発電を行う。 

発電効率は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に定める高効率ごみ

発電施設の17％以上とする。また、発電した電力については、売電及

び本事業の施設で使用するほか、し尿処理施設、温水プール、将来計
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画である温浴施設等へ供給する。 

 

余 熱 利 用 ： 余熱利用は、本事業の施設で使用するほか、場外余熱利用として、温

水プール、老人福祉センター及び将来計画である温浴施設等へ供給す

る。 

 

2) マテリアルリサイクル施設（破砕選別施設） 

処理対象物 ： 不燃ごみ、粗大ごみ 

処 理 方 式 ： 受入＋破砕＋磁気選別＋アルミ選別＋可燃物選別 

＋不燃物選別＋貯留･保管 

処 理 能 力 ： 14t/日（５h） 

 

３．設計・建設業務に関する提案の条件 

本施設の設計・建設業務については、要求水準書（設計・建設業務編）に従い、事業提案書

を作成すること。 

 

４．運営・維持管理業務に関する提案の条件 

本施設の運営・維持管理業務については、要求水準書（運営・維持管理業務編）に従い、事

業提案書を作成すること。 

 

５．事業計画に関する提案の条件 

(1) 本施設の設計・建設業務に係る対価 

組合は、本施設の設計・建設業務に係る対価について、別紙４に示すとおりプラント整備

企業又は建設ＪＶに支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて支払うものとする。なお、

事業提案に際しての各年度の支払限度額の割合は次のとおり予定する。 

平成27年度  5％ 

平成28年度 35％ 

平成29年度 35％ 

平成30年度 25％ 

 

(2) 委託料 

組合は、運営事業者が実施する本施設の運営・維持管理業務に係る対価を別紙４に示すと

おり、委託料として、運営・維持管理期間にわたり運営事業者に支払う。委託料は平成31年

度第１四半期分（平成31月４月１日～６月末日）を初回として、以後年４回、平成51年度第

４四半期分（平成51年１月１日～３月末日）までの計80回支払われるものとする。 

委託料は、固定料金と変動料金（一般廃棄物の処理量等に応じて変動）で構成されるため、

固定料金については年度毎の金額（うち補修費相当分については平準化を求めない）、変動

料金についてはトンあたり単価を提案すること。 

また、委託料は年１回改定することができるものとし、入札参加者が提案する金額に物価

変動を勘案して定まる額とする。物価変動の判断に用いる指数としては、企業向けサービス
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物価指数、国内企業物価指数（日本銀行調査統計局）とすることを原則とするが、当該指標

以外を用いる必要性がある場合は、民間事業者決定後に、指標の妥当性、合理性について協

議して運営・維持管理業務委託契約に定める。 

なお、入札価格の算定は、平成31年度から平成51年度までの間、表に示す「搬入廃棄物の

将来推計値」に示すごみ量があるものとすること。 

 

表 運営・維持管理業務委託料に関して提案を求める事項 

施設の区分 提案を求める事項 

高効率ごみ発電施設 
・固定料金（四半期あたりの料金） 

・変動料金（可燃ごみに対するトンあたりの単価） 

マテリアルリサイクル

施設 

・固定料金（四半期あたりの料金） 

・変動料金（不燃ごみ・粗大ごみに対するトンあたりの単価） 

 

表 搬入廃棄物の将来推計値 

（単位：ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成40年度以降は、平成39年度値が推移することとしている。 

 

(3) 保険 

本施設の建設に伴い第三者に損害を及ぼした場合、建設企業が善良な管理者の注意義務を

怠ったことにより生じた損害を負担するため、建設企業は組立保険、建設工事保険、第三者

賠償保険等に加入することとする。 

同様に、施設の運営に伴い第三者に損害を及ぼした場合、運営事業者が善良な管理者の注

意義務を怠ったことにより生じた損害を負担するため、運営事業者は、第三者賠償保険等に

加入することとする。また、火災保険についても加入することとする。 

なお、組合は本施設の所有者として、本施設に係る建物総合損害共済（公益社団法人全国

市有物件災害共済会）に加入する。 

 

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 備考

可燃ごみ 62,937 61,834 60,641 60,296 59,941 59,714 59,208 58,809 58,483

可燃残さ 1,379 1,382 1,373 1,369 1,364 1,362 1,352 1,346 1,340

し尿処理施設からの汚泥・し渣 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460

65,776 64,676 63,474 63,125 62,765 62,536 62,020 61,615 61,283

破砕処理量 2,845 2,852 2,834 2,825 2,814 2,810 2,790 2,777 2,765

乾電池 87 87 87 87 87 87 87 87 87

蛍光灯・電球（水銀入り） 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2,967 2,974 2,956 2,947 2,936 2,932 2,912 2,899 2,887

可燃残さ 1,379 1,382 1,373 1,369 1,364 1,362 1,352 1,346 1,340 48.46%

アルミ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0.40%

鉄 249 250 248 247 247 246 244 243 242 8.76%

不燃残さ 1,206 1,209 1,202 1,198 1,192 1,191 1,183 1,177 1,172 42.38%

項目

内
訳

破

砕

処

理

内

訳

焼却処理量合計

内
訳

破砕等処理量合計
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第７章 事業実施に関する事項 

 

１．事業計画又は協定等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、組合と民間事業者は、誠意を

もって協議するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約に規定する具体的措

置に従う。 

また、特定事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と

する。 

 

２．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

(1) 民間事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合 

1) 民間事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める民間事業者の責めに帰すべき

事由により債務不履行が生じた場合、組合は民間事業者に対して修復勧告を行い、一定期

間内に修復策の提出・実施を求めることができる。民間事業者が当該期間内に修復をする

ことができなかった場合、組合は特定事業契約を解約することができる。 

 

2) 民間事業者が倒産し、又は財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく

本事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は特定事業契約を解約するこ

とができる。 

 

3) 上記1)及び2)により組合が特定事業契約を解約した場合、民間事業者は、組合に生じた

損害を賠償しなければならない。 

 

(2) 組合の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合 

1) 特定事業契約で定める組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により本事業の継

続が困難となった場合、民間事業者は特定事業契約を解約することができるものとする。 

 

2) 上記1)により民間事業者が特定事業契約を解約した場合、組合は、民間事業者に生じた

損害を賠償するものとする。 

 

(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

1) 不可抗力事由その他組合又は民間事業者のいずれの責めに帰すことのできない事由によ

り本事業の継続が困難となった場合、組合及び民間事業者双方は、本事業の継続の可否に

ついて協議する。 

 

2) 一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面でその旨を通知

することにより、組合及び民間事業者は、特定事業契約を解約することができる。 

  

(4) その他 

1) 本事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。 
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３．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

本事業における法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項は、次

のとおりである。 

(1) 現時点で組合は、本事業に関して民間事業者への法制上及び税制上の優遇措置等は予定して

いない。 

 

(2) 現時点では組合は、本事業に関して民間事業者への財政上及び金融上の支援等は予定してい

ない。 

 

４．組合による事業実施状況の監視（モニタリング） 

本事業の実施にあたっては、モニタリング基本計画に定める内容に基づき事業の実施状況に

ついてモニタリングを行う。モニタリング内容の概要は、次に示すとおりである。 

 

(1) 設計・建設段階 

設計・建設段階において、プラント設計・建設企業又は共同企業体による業務が特定事業

契約に基づき適切に履行されているか、また、設計内容及び建設内容が特定事業契約に定め

る要求水準等の条件を満足しているか、定期的及び随時に検査を行う。 

検査の結果、設計内容及び工事内容が特定事業契約に定める要求水準等の条件を満たして

いない場合、プラント整備企業又は建設ＪＶは必要な改善措置を行う。 

 

(2) 運営・維持管理段階 

運営・維持管理段階において、ＳＰＣによる運営・維持管理業務に関して、業務の内容が

特定事業契約に定める要求水準等の条件を満たしているか、定期的及び随時に検査を行う。

また、ＳＰＣの経営状況、財務状況について定期的に報告を求め、検査を行う。 

検査の結果、業務の成果が特定事業契約に定める要求水準等の条件を満たしていない等の

場合は、ＳＰＣは必要な改善措置を行うものとし、組合は場合により、一定のルールに基づ

く組合からのサービス対価の減額等の措置を行う。 

 

(3) 運営・維持管理期間終了 

組合は事業期間終了後も新ごみ処理施設を継続して使用する予定である。ＳＰＣは事業期

間終了後に新ごみ処理施設を組合が定める基準を満足させた状態で組合に引き継ぐものとす

る。 

 

５．事業期間中の民間事業者と組合の関わり 

(1) 本事業は、民間事業者の責任において遂行されることとする。また、組合は、特定事業契約

に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。 

 

(2) 原則として組合は、各契約の相手方に対して連絡等を行うこととするが、運営・維持管理期

間においても災害や事故発生の緊急時等、必要に応じて、組合と設計・建設事業者の間で直接

連絡調整を行うことができることとする。 
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６．その他 

その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。 
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第８章 特定事業契約に関する事項 

 

１．契約手続 

(1) 組合と落札者は、落札者決定後速やかに基本協定を締結する。 

 

(2) 組合と落札者は、基本協定締結後、落札者の役割、相互の協力、責任等について定める基本

契約を締結する。 

 

(3) 基本契約の合意内容に基づき、組合は、設計・建設事業者と建設工事請負仮契約を締結する。 

 

(4) 落札者は適切な時期にＳＰＣを設立し、当該ＳＰＣに組合と運営・維持管理業務委託契約を

締結させる。 

 

(5) 契約保証金については、次のとおりとする。 

1) 建設工事請負契約の契約保証金については、請負代金額の10％とする。ただし、設計・

建設事業者が、請負代金額の10％以上の履行保証保険の付保、またはこれと同等の保証契

約を締結したときは免除する。 

2) 運営・維持管理業務委託契約の契約保証金については、年間委託料の10％とする。ただ

し、ＳＰＣが、年間委託料の10%以上の履行保証保険の付保、またはこれと同等の保証契約

を締結したときは免除する。 

 

２．その他 

(1) 組合は、建設工事請負契約に当たっては、平成27年6月（予定）の組合議会において当該契約

に関する議案を提出する予定である。 

 

(2) 落札者が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い

者から順に契約交渉を行う場合がある。 
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※１：焼却灰等の運搬業務は、焼却灰等を受け入れる予定の施設が、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第７条関係にもとづく当該施設の所在する市町村長の許可を有する又は有する予定の

ものとする。 

※２：副生成物の引取企業は、流動床式ガス化溶融方式、シャフト式ガス化溶融方式に限る。 

※３：本施設で回収した有価物と構成市から搬入される乾電池、蛍光灯及び電球も含む。ただし、

入札参加者には含まない。 

事業スキーム・建設工事契約を共同企業体（ＪＶ)とする場合（案） 

別紙1

高座清掃施設組合

国

財政融資資金等

処理手数料等

プラント設備設計・建設

企業

建築物設計・建設企業

用地造成・埋設物対策

企業

構
成
員

運営・維持管理企業

特別目的会社

（ＳＰＣ）

民間事業者

基本契約

設計・建設工事

請負契約

運営・維持管理業務

請負契約

その他企業

入札参加者

出資

配当

※1

焼却灰等資源化企業

焼却灰等資源化業務

委託契約

共同企業体（ＪＶ）

起債

交付金

基本協定

※2

副生成物引取企業

※3

有価物引取企業
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※１：焼却灰等の運搬業務は、焼却灰等を受け入れる予定の施設が、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第７条関係にもとづく当該施設の所在する市町村長の許可を有する又は有する予定の

ものとする。 

※２：副生成物の引取企業は、流動床式ガス化溶融方式、シャフト式ガス化溶融方式に限る。 

※３：本施設で回収した有価物と構成市から搬入される乾電池、蛍光灯及び電球も含む。ただし、

入札参加者には含まない。 

事業スキーム・建設工事をプラント設備設計・建設する企業と契約する場合（案） 

高座清掃施設組合

国

財政融資資金等

処理手数料等

プラント設備設計・建設企業

建築物設計・建設企業

用地造成・埋設物対策企業

構
成
員

運営・維持管理企業

特別目的会社

（ＳＰＣ）

民間事業者

基本契約

設計・建設工事

請負契約

運営・維持管理業務

請負契約

その他企業

入札参加者

出資

配当

焼却灰等資源化業務

委託契約

起債

交付金

基本協定

※1

焼却灰等資源化企業

※2

副生成物引取企業

※3

有価物引取企業
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事業実施場所 

 

出典：国土地理院 
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別紙２
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事業用地 

面積約1.59ha

別紙３
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本事業において組合が事業者に支払う対価について 

 

１ 対価の構成 

組合は、本事業において事業者が実施する業務に対し、次のとおり構成される対価を支払うこ

ととする。 

対価構成区分 対 象 業 務  

設計・建設業務に係る対価  1) 事業用地の造成、埋設物対策及び本施設の設

計・建設業務 

2) 汚染土壌対策 

3) 工事現場管理業務 

運営・維持管理業

務に係る対価  

高効率ごみ発電施設運

営・維持管理委託料  

運営・維持管理委託料A,B,C 

1) 受入管理業務 

2) 運転管理業務 

3) 維持管理業務 

4) 環境管理業務 

5) 施設見学者の対応及び地域住民への対応支援

業務 

6) 情報管理業務 

7) 副生成物、焼却灰等及び有価物の資源化業務 

8) その他関連業務  

マテリアルリサイクル

施設運営・維持管理委託

料  

運営・維持管理委託料D,E,F 

1) 受入管理業務 

2) 運転管理業務 

3) 維持管理業務 

4) 環境管理業務 

5) 施設見学者の対応及び地域住民への対応支援

業務 

6) 情報管理業務 

7) 有価物の資源化業務 

8) 乾電池、蛍光灯及び電球の資源化業務 

9) その他関連業務  

プラザ棟運営・維持管理

委託料  

運営・維持管理委託料G,H 

1) 運営管理業務 

2) 維持管理業務 

3) 環境管理業務 

4) 施設見学者の対応及び地域住民への対応支援

業務 

5) 情報管理業務 

6) その他関連業務   

 

 

 

 

 

 

別紙４ 
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２ 対価の算定方法  

１） 設計・建設業務に係る対価 

区 分  支払の対象となる費用  対価の算定方法  

設計・建設業務に

係る対価  

1) 事業用地の造成、埋設物対策

及び本施設の設計・建設業務 

2) 汚染土壌対策 

3) 工事現場管理業務 

○設計・建設業務に係る対価  

＝ 左欄支払の対象となる費用の合計 

※組合の示す交付金年度計画に対する出来

高から算定する。  

 

２）運営・維持管理業務に係る対価  

⑴ 高効率ごみ発電施設運営・維持管理委託料の算定方法 

区 分  支払の対象となる費用  対価の算定方法  

運営・維持管理委

託料A  

①固定費用  

・人件費  

・維持管理費（補修費用除く） 

・電力等の基本料金  

・その他費用（SPC経費等）  

○各支払時期の運営・維持管理委託料A 

＝左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金

額÷ 支払回数（４回 ×20年）  

運営・維持管理委

託料B  

①変動費用  

・燃料費  

・薬剤費  

・光熱水費（電力等の基本料金

除く）  

・事業者の提案する売電収入及

び溶融固化物等の有効利用収

入 

・その他費用（一般廃棄物等の

処理量に応じて増減する費用

で、合理的な説明を付すことに

より事業者が提案できる。） 

○各支払時期の運営・維持管理委託料B※1  

＝各支払時期の処理量（実績値）× 提案単価（円/t）※

3   

※1:入札価格の算定に当たっての各年度の運営・維持管

理委託料B（OMSB）は、下式のとおりとする。  

OMSB＝ 各年度処理量（計画値）※2× 提案単価（円/t） 
※3 

※2:年度処理量（計画値）については、要求水準書を参

照すること。  

※3:提案単価については、事業者の提案する売電収入及

び溶融固化物等の有効利用収入を考慮すること。 

○ごみの種類毎の提案単価に、ごみの種類毎の各年度処

理量（計画値）を乗じ、各年度ごみの種類毎に運営・維

持管理委託料Bを算定し、合計する。  

○ごみの種類  

・可燃ごみ  

・マテリアルリサイクル施設からの残さ  

・し尿処理施設からの汚泥・し渣  

運営・維持管理委

託料C  

①補修費用  ※補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とする。 
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⑵ マテリアルリサイクル施設運営・維持管理委託料の算定方法 

区 分  支払の対象となる費用  対価の算定方法  

運営・維持管理委

託料D  

①固定費用  

・人件費  

・維持管理費（補修費用除く）  

・電力等の基本料金  

・その他費用（SPC経費等）  

○各支払時期の支払金額  

＝［左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の

合計金額］÷ 支払回数（４回×20年）  

運営・維持管理委

託料E  

①変動費用  

・燃料費  

・薬剤費  

・光熱水費（電力等の基本料金除く） 

・その他費用（一般廃棄物等の処理

量に応じて増減する費用で、合理

的な説明を付すことにより事業者

が提案できる）  

○各支払時期の運営委託料E  

＝各支払時期の処理量（実績値）× 提案単価（円/t） 

※入札価格の算定に当たっての各年度の運営・維持

管理委託料E（OMSE）は、下式のとおりとする。  

OMSE＝ 各年度処理量（計画値）× 提案単価（円/t） 

なお、各年度処理量（計画値）については、要求水

準書を参照すること。  

○ごみの種類毎の提案単価に、ごみの種類毎の各年

度処理量（計画値）を乗じ、各年度ごみの種類毎

に運営・維持管理委託料Eを算定し、合計する。 

○ごみの種類  

・可燃性粗大ごみ 

・不燃性粗大ごみ  

・不燃ごみ 

運営委託料F  ①補修費用  ※補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とす

る。  

 

⑶ プラザ棟運営・維持管理委託料の算定方法 

区 分  支払の対象となる費用  対価の算定方法  

運営・維持管理委

託料G  

①固定費用  

・人件費  

・維持管理費（補修費用除く） 

・光熱水費  

・一般管理費  

・その他費用（SPC経費等）  

○各支払時期の運営・維持管理委託料G  

＝［左欄対象費用の運営・維持管理期間の総合計金額 ］

÷ 支払回数（４回 × 20年）  

運営・維持管理委

託料H  

②補修費用  ※補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とする。 
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３ 対価の支払方法  

１）設計・建設業務に係る対価  

(1) 支払方法 

組合は、事業者の各年度の出来高に応じて、下記に示す対価を事業者に対して支払う。支払限度

額の割合は、以下のとおり。 

年度 支払限度額の割合（％） 

平成27年度 5％ 

平成28年度 35％ 

平成29年度 35％ 

平成30年度 25％ 

各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。 

(2) 支払時期 

現段階では、平成28年、29年、30年、31年の各４月または５月を想定している。 

(3) 支払手続 

事業者は、組合に各年度の進捗報告を提出し、組合の確認を受けた後、速やかに組合に対して請

求書を提出する。 

 

２）運営・維持管理業務に係る対価  

⑴ 高効率ごみ発電施設運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料A、B） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成31年7月を第１回とし、平成51年４月請求分まで、基本的には

年４回（原則として４月、7月、10月、１月）、計80回にて請求を受け、支払うこととする。 

原則として、７月請求分は４月から６月まで、10月請求分は7月から9月まで、1月請求分は前

年10月から12月まで、4月請求分は1月から３月までの業務に対するものとする。 

［支払のイメージ］ 

回数 対象期間 事業者の請求月 

第1回 平成31年4月 ～ 平成31年6月 平成31年7月 

第2回 平成31年7月 ～ 平成31年9月 平成31年10月 

第3回 平成31年10月 ～ 平成31年12月 平成32年1月 

第4回 平成32年1月 ～ 平成32年3月 平成32年4月 

第5回 平成32年4月 ～ 平成32年6月 平成32年7月 

第6回 平成32年7月 ～ 平成32年9月 平成32年10月 

(中略) ･･････ ･･････ 

第80回 平成51年1月 ～ 平成51年3月 平成51年4月 
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(ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 

事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、毎四半期毎に過去3ヶ月間の業務報告届（四半期報）を提出する。 

組合は、業務報告届（四半期報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確

認し、その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期の委託料に係る請求書を

組合に対して提出する。基本的には、毎年7月、10月、1月、4月に、組合に対して請求書を提出す

ることになる。 

組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 

当該施設の運営・維持管理委託料Aの1 回あたりの支払額は、事業者の提案による額とする。 

当該施設の運営・維持管理委託料Bの1 回あたりの支払額は、各支払時期の処理量（実績値）に、

事業者の提案による単価を乗じた額とする。 

 

(2)高効率ごみ発電施設運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料C） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成32年4月を第１回とし、平成51年4月請求分まで、基本的には

年1回（原則として4月）、最大計20回にて請求を受け、支払うこととする。 

 (ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 

事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎年度業務終了後、翌年度開始30日までに業務報告届

（年報）を提出する。 

組合は、業務報告届（年報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確認し、

その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる年間の委託料に係る請求書を組

合に対して提出する。基本的には、毎年4月に、組合に対して請求書を提出することになる。 
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組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 

当該施設の運営・維持管理委託料については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、年度ご

と（年 1 回）に支払う。なお、組合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払

額を見直すことができる。ただし、当該運営・維持管理委託料C（補修費用）の事業期間中の総額は

変更しない。 

 

(3)マテリアルリサイクル施設運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料D、E） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成31年7月を第１回とし、平成51年4月請求分まで、基本的には

年4回（原則として4月、7月、10月、1月）、計80回にて請求を受け、支払うこととする。 

原則として、7月請求分は4月から6月まで、10月請求分は7月から9月まで、1月請求分は前年

10月から12月まで、4月請求分は1月から3月までの業務に対するものとする。 

［支払のイメージ］ 

回数 対象期間 事業者の請求月 

第1回 平成31年4月 ～ 平成31年6月 平成31年7月 

第2回 平成31年7月 ～ 平成31年9月 平成31年10月 

第3回 平成31年10月 ～ 平成31年12月 平成32年1月 

第4回 平成32年1月 ～ 平成32年3月 平成32年4月 

第5回 平成32年4月 ～ 平成32年6月 平成32年7月 

第6回 平成32年7月 ～ 平成32年9月 平成32年10月 

(中略) ･･････ ･･････ 

第80回 平成51年1月 ～ 平成51年3月 平成51年4月 

(ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 

事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、毎四半期毎に過去3ヶ月間の業務報告届（四半期報）を提出する。 

組合は、業務報告届（四半期報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確

認し、その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期の委託料に係る請求書を

組合に対して提出する。基本的には、毎年7月、10月、1月、4月に、組合に対して請求書を提出す

ることになる。 

組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 
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当該施設の運営・維持管理委託料Dの1 回あたりの支払額は、事業者の提案による額とする。 

当該施設の運営・維持管理委託料Eの1 回あたりの支払額は、各支払時期の処理量（実績値）に、

事業者の提案による単価を乗じた額とする。 

 

(4) マテリアルリサイクル施設運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料F） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成32年4月を第１回とし、平成51年4月請求分まで、基本的には

年1回（原則として4月）、最大計20回にて請求を受け、支払うこととする。 

 (ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 

事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎年度業務終了後、翌年度開始30日までに業務報告届

（年報）を提出する。 

組合は、業務報告届（年報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確認し、

その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる年間の委託料に係る請求書を組

合に対して提出する。基本的には、毎年4月に、組合に対して請求書を提出することになる。 

組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 

当該施設の運営・維持管理委託料については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、年度ご

と（年 1 回）に支払う。なお、組合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払

額を見直すことができる。ただし、当該運営・維持管理委託料F（補修費用）の事業期間中の総額は

変更しない。 

 

(5)プラザ棟運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料G） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成31年7月を第１回とし、平成51年4月請求分まで、基本的には

年4回（原則として4月、7月、10月、1月）、計80回にて請求を受け、支払うこととする。 

原則として、7月請求分は4月から6月まで、10月請求分は7月から9月まで、1月請求分は前年

10月から12月まで、4月請求分は1月から3月までの業務に対するものとする。 
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［支払のイメージ］ 
回数 対象期間 事業者の請求月 

第1回 平成31年4月 ～ 平成31年6月 平成31年7月 

第2回 平成31年7月 ～ 平成31年9月 平成31年10月 

第3回 平成31年10月 ～ 平成31年12月 平成32年1月 

第4回 平成32年1月 ～ 平成32年3月 平成32年4月 

第5回 平成32年4月 ～ 平成32年6月 平成32年7月 

第6回 平成32年7月 ～ 平成32年9月 平成32年10月 

(中略) ･･････ ･･････ 

第80回 平成51年1月 ～ 平成51年3月 平成51年4月 

  

(ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 

事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、毎四半期毎に過去3ヶ月間の業務報告届（四半期報）を提出する。 

組合は、業務報告届（四半期報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確

認し、その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期の委託料に係る請求書を

組合に対して提出する。基本的には、毎年7月、10月、1月、4月に、組合に対して請求書を提出す

ることになる。 

組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 

当該施設の運営・維持管理委託料Gの1 回あたりの支払額は、事業者の提案による額とする。 

 

(6) プラザ棟運営・維持管理委託料の支払方法（運営・維持管理委託料H） 

(ｱ)支払方法 

組合は、運営・維持管理業務に要する費用等について、モニタリングを実施し、要求水準が満た

されていることを確認した上で事業者に対して支払う。 

(ｲ) 支払時期 

組合は、事業者に対して、平成32年4月を第１回とし、平成51年4月請求分まで、基本的には

年1回（原則として4月）、最大計20回にて請求を受け、支払うこととする。 

 (ｳ) 支払手続 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎月業務終了後、翌月の10日までに、組合に対して業

務報告書（月報）を提出する。 

組合は、業務報告書（月報）等によりモニタリングを行い、その結果を業務報告書（月報）受領

後10日以内に事業者に対して通知する。 
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事業者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、事業者は、組合に対して異議を述べる

ことができる。 

事業者は、平成31年3月の引渡日以降、毎年度業務終了後、翌年度開始30日までに業務報告届

（年報）を提出する。 

組合は、業務報告届（年報）を受領した日の翌日から10日以内に委託業務の完了について確認し、

その結果を事業者に通知する。 

事業者は、組合の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる年間の委託料に係る請求書を組

合に対して提出する。基本的には、毎年4月に、組合に対して請求書を提出することになる。 

組合は請求を受けた日から30日以内に事業者に対して委託料を支払う。 

当該施設の運営・維持管理委託料については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、年度ご

と（年 1 回）に支払う。なお、組合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払

額を見直すことができる。ただし、当該運営・維持管理委託料H（補修費用）の事業期間中の総額は

変更しない。 

 

 

４ 物価変動等による改定  

１）設計・建設業務に係る対価  

建設工事請負契約書による。  

  

２）運営・維持管理業務に係る対価  

運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の

指標を次に示す。なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性が

あると組合が認める場合、協議を行い見直しすることができる。  
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(1) 物価変動の指数 

(ｱ) 高効率ごみ発電施設運営・維持管理委託料 

区 分  改定の対象となる費用  指 標  

運営・維持管理

委託料A  

・人件費  

・維持管理費（補修費用除く）  

・その他費用（SPC経費等）  

消費税を除く企業向けサービス価格指数＞総平均

（日本銀行調査統計局）  

・電力等の基本料金  各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、

組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変

更等を決定する。  

運営・維持管理

委託料B  

・燃料費  ガス化溶

融炉  

シャフト  

炉式  

消費税を除く国内企業物価指数＞石油・石炭製品＞

石炭製品（日本銀行調査統計局）  

流動床式  消費税を除く国内企業物価指数＞石油・石炭製品＞

石油製品＞該当する重油種類（日本銀行調査統計局） 

ストーカ炉＋灰資源化 消費税を除く国内企業物価指数＞石油・石炭製品＞

石油製品＞該当する重油種類（日本銀行調査統計局） 

・薬剤費  消費税を除く国内企業物価指数＞化学製品＞無機化

学工業製品（日本銀行調査統計局）  

・光熱水費（電力等の基本料金除く）  

・その他費用（一般廃棄物等の処理量に

応じて増減する費用で、合理的な説明

を付すことにより事業者が提案でき

る。）  

消費税を除く企業向けサービス価格指数＞総平均

（日本銀行調査統計局）  

運営・維持管理

委託料C  

・補修費用  消費税を除く国内企業物価指数＞一般機器（日本銀

行調査統計局）  

 

(ｲ) マテリアルリサイクル施設運営・維持管理委託料 

区 分  改定の対象となる費用  指 標  

運営・維持管理
委託料D  

・人件費  
・維持管理費（補修費用除く）  
・その他費用（SPC経費等）  

消費税を除く企業向けサービス価格指数＞総平均
（日本銀行調査統計局）  

・電力等の基本料金  各供給事業者等との需給契約が変更等された場
合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組
合が変更等を決定する。  

運営・維持管理
委託料E  

・燃料費  消費税を除く国内企業物価指数＞石油・石炭製品
＞石油製品＞該当する重油種類（日本銀行調査統
計局）  

・薬剤費  消費税を除く国内企業物価指数＞化学製品＞無機
化学工業製品（日本銀行調査統計局）  
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・光熱水費（電力等の基本料金除く）  
・その他費用（一般廃棄物等の処理量に応

じて増減する費用で、合理的な説明を付
すことにより事業者が提案できる。） 

消費税を除く企業向けサービス価格指数＞総平均
（日本銀行調査統計局）  

運営・維持管理
委託料F  

・補修費用  消費税を除く国内企業物価指 

 

(ｳ) プラザ棟運営・維持管理委託料 

区 分  改定の対象となる費用  指 標  

運営委託料E  ・人件費  

・維持管理費（補修費用除く）  

・光熱水費（電力等の基本料金除く）  

・一般管理費  

・その他費用（SPC経費等）  

消費税を除く企業向けサービス価格指数＞総平均

（日本銀行調査統計局）  

・電力等の基本料金  各供給事業者等との需給契約が変更等された場

合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組

合が変更等を決定する。  

・補修費用  消費税を除く国内企業物価指数＞一般機器（日本

銀行調査統計局）  

 

(2) 改定額の計算方法 

平成31年度第1支払時期（平成32年5月末）以降の運営・維持管理業務に係る対価の支払額につい

ては、年1回の改定を行うものとする。  

改定時の指標と前回改定時の指標とを比較し、3.0%を超過する増減があった場合に改定を行うも

のとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は指標については、組合へ書面により毎年報告

を行うこと。  

毎年、3月末時点で公表されている最新の指標（直近12ヶ月の平均値）に基づき、4月30日までに

見直しを行い、各年度の維持管理・運営業務に係る対価を確定する。改定された維持管理・運営業

務に係る対価は、改定年度の第1支払期（5月末）以降の支払に反映させる。なお、平成27年度に改

定を行う場合は、維持管理・運営業務委託契約に定めた額を基準額とする。  

 

使用する指数 価格改定の算式 

消費税を除く企業向けサービス価

格指数＞総平均ほか各区分（日本

銀行調査統計局） 

または 

消費税を除く国内企業物価指数/一

般機器ほか各区分 

（日本銀行調査統計局） 

Pn＝Pn-1×(CIn-1/CIx) 
     ただし、｜(CIn-1/CIx)－1｜＞3.0％ 
Pn  ：改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 
Pn-1 ：改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の

当該業務費 
CIｘ：前回改定時の指数（改定されていない場合は契約日の該当す

る月の指数） 
CIn-1：前年度の1月（初年度の改定の場合は平成31年１月）の指

数 
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(3)消費税及び地方消費税の改正による改定  

運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、組合の事業者への支払にかかる

消費税及び地方消費税については、組合が改定内容にあわせて負担する。  

 

 

 


