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糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業（以下「本事業」という。）における事業者の選定を

公平かつ適正に実施するため、糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）が設置された。 

平成 28 年９月に第１回選定委員会を開催し、約１年間にわたって実施方針や要求水準書

などの募集要項について審議を重ねるとともに、応募グループ（以下「応募者」という。）

の提案内容について厳正かつ公正な審査を行い、落札候補者を決定した。 

 

本審査講評は、選定委員会におけるこれまでの審議や審査の過程及び審査の結果につい

て公表する。 
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１. 総則 

 

１）事業概要 

本事業における施設の整備及び運営は、公設民営（DBO方式）により実施する。 

選定された事業者は、特定共同企業体を設立し、本施設の設計・建設に係る業務（以

下「設計・建設業務」という。）を行う。 

さらに、事業者は、特別目的会社を設立し、20年間の運営期間にわたって、本施設の

運営に係る業務（以下「運営業務」という。）を行う。 

なお、事業者は、約30年間のプラント使用を前提として設計・建設業務及び運営業務

を行う。 

 

(1) 事業名 

糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業 

 

(2) 事業場所 

新潟県糸魚川市大字須沢2051-2 

 

(3) 施設概要 

搬入される処理対象物を安定的かつ効率的に処理するとともに、焼却灰などの資源

化や熱エネルギーの有効活用を図る施設 

 

(4) 年間処理計画量 

12,201ｔ/年 

 

(5) 施設規模 

48t/日（24t/24h×２炉） 

 

(6) 処理方式 

ストーカ方式（階段式、搖動式、並行搖動式） 

 

(7) 事業期間 

建設期間：平成29年10月から平成32年３月まで 

運営期間：平成32年４月から平成52年３月まで（20年間） 

 

(8) 事業方式  
本施設の整備・運営は公設民営（DBO方式）により実施する。 
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(9) 契約の形態  
本市は、事業者に本施設の設計・建設業務及び運営業務を一括して請け負わせ、又

は委託するために、落札者と本事業に係る基本協定を締結する。 

また、本市は、この基本協定に基づき、建設請負事業者と本事業に係る建設工事請

負契約を締結するとともに、運営事業者と本事業に係る運営業務委託契約を締結する。 

 

２）事業スケジュール 

本事業に関する主要なスケジュールは、以下のとおりである。 

 

(1) 実施方針の公表             平成28年10月13日 

 (2) 入札公告、募集要項の配布開始      平成29年１月26日 

 (3) 資格審査申請書の受付締切        平成29年３月６日 

 (4) 入札書類の受付締切           平成29年５月12日 

 (5) 非価格要素審査、価格審査、総合評価   平成29年７月１日 

(6) 基本協定の締結             平成29年７月以降 

(7) 建設工事請負仮契約の締結        平成29年８月 

(8) 契約議案の議会への提出         平成29年９月 

(9) 運営業務委託契約の締結         平成29年10月 

(10) 施設の完成及び引渡           平成32年３月 

(11) 施設の供用開始             平成32年４月 

(12) 契約終了                平成52年３月 
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２. 審査の方法 

 

１）審査体制 

事業者の選定を公平かつ適正に実施するため、「糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業者

選定委員会」を設置した。 

選定委員会を構成する委員は、次のとおりである。 

 

選任区分 氏  名 所属・役職等 

学識経験者 

（委員長） 
姫野 修司 長岡技術科学大学 准教授 

行政委員 

（副委員長） 
織田 義夫 糸魚川市 副市長 

学識経験者 濵田 雅巳 公益社団法人全国都市清掃会議 技術部長 

学識経験者 山口 直也 青山学院大学 准教授 

行政委員 岩﨑 良之 糸魚川市 市民部長 
 

 

２）審査及び契約締結までの流れ 

事業者選定の方法は、本事業の特性を踏まえ、価格のほかに、施設の性能、機能、技

術等の提案及び環境、安全、循環型社会への配慮等を総合的に評価する必要があること

から、総合評価方式による制限付き一般競争入札とした。 

契約締結までの流れは、図１に示すとおりである。 

なお、より一層の公平性・透明性を高めるため、選定委員会に対して、提案書類の提

出者が特定できないよう審査を行った。 
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↓

質疑回答

↓

資格審査申請書の提出

↓
満たさない場合

参加資格要件の確認 資格審査

↓

競争的対話

↓

入札書類の提出

非価格要素と価格要素の合計得点で評価

↓

落札者の決定

↓

基本協定の締結

【基礎審査】

入札公告

＜リスク分担・リスク回避等に係
る対話＞

＜提案内容（非価格要素）につい
てのヒアリング＞

　　　【資格審査】

　　　【提案審査】

＜提案内容（非価格要素）につい
てのヒアリング＞

非価格要素ヒアリング

非価格要素審査

価格審査

総合評価

失格

失格
開札

技術提案書等

の確認

要求水準書等の性能要件を満たさなかった場合

失格

予定価格を超えた場合

落札者決定基準書に基づき審査

 

 

図１ 契約締結までの流れ 
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３）資格審査 

資格審査では、応募者からの参加資格申請書等に基づいて、参加資格の確認を事務局

にて行った。 

加えて提案内容の基本的な考え方を確認するため、提案概要書に関する競争的対話を

実施した。 

 

４）競争的対話 

競争的対話では、確実に発注者の意図（施設の整備に関する事項及び運営に関する事

項）が応募者に伝わり、その意図が提案書に反映されるように、「市の求める要求水準の

確認」、「事業のリスク構造の明確化」といった観点から、発注者と応募者が対話を行っ

た。 

 

５）提案審査 

  提案書類の審査方法は、以下のとおり実施した。 

 

(1) 基礎審査 

基礎審査では、要求水準書等に規定された性能要件を満足できるか否かの審査を事

務局にて行った。 

 

(2) 非価格要素審査 

(1)の基礎審査を通過した応募者を対象に、非価格要素について審査し、非価格要

素審査点を決定した。 

なお、非価格要素審査に当たっては、提案内容に関する理解を深めるため、選定委

員会によるヒアリングを実施した。 

非価格要素審査点の配点は、300点とし、以下に示す各評価項目の得点の合算を非

価格要素審査点とした。評価項目及び配点、採点基準は以下に示すとおりである。 

 

①評価項目と配点 

評価項目及び配点を表１に示すとおりである。 
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表１  非価格要素評価項目 

 
本施設の全体配置計画及び平面・立面計画、車両（ごみ搬
入車両、既存施設への搬入車両、来場者車両）への対応
（動線計画含む）

景観（外観、緑化）、ユニバーサルデザイン計画

公害防止基準（排ガス・騒音・振動・悪臭等）の保証値、保
証値を満足するための工夫

万が一、公害防止基準を超過したときの対策、対応

リスクマネジメント、リスクアセスメントの考え方

通常時及び非常時（火災時・停電時・地震時・津波時など）
の安全対策、事後対策（ソフト面及びハード面）

整備する施設の強じん化対策

施設の運転・維持管理計画

労働安全対策、作業環境対策

運営計画（セルフモニタリングの考え方）

ごみ量、ごみ質変動時の対応（工夫）

運転体制、人員配置計画の考え方

環境学習機能、見学者への対応（見学者動線計画含む）

周辺住民・市民への配慮

温室効果ガス削減への配慮

余熱利用計画（熱回収率含む）

焼却灰排出量（t/ごみｔ）、飛灰排出量（t/ごみｔ）

建設コストの考え方

運営コストの考え方

30年の使用を見据えた維持補修計画の考え方

SPCのキャッシュフロー計画

SPCのリスクヘッジ方策

地元企業への発注計画

地元貢献

⑩その他 その他の提案 10 点

点

⑨地元への貢献性 40 点

300

⑦ライフサイクルコストの最適化 30 点

⑧SPCの収支計画の安定性 30 点

⑤市民等への対応 30 点

⑥省エネルギー化対策 30 点

③施設の安全性 30 点

④施設の安定性 50 点

②公害防止基準 20 点

評価項目 配点

①全体施設計画 30 点
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②評価項目の採点基準 

各評価項目において、次に示す５段階により評価、点数化した。 

 

評価 評価内容 採点の算出方法 

Ａ 特に優れている 項目ごとの配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間 項目ごとの配点×0.75 

Ｃ 優れている 項目ごとの配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間 項目ごとの配点×0.25 

Ｅ 要求水準を満たす程度 項目ごとの配点×0.00 

 

(3) 予定価格 

本市では、予定価格を次のとおり設定し、事後公表とした。 

入札書比較予定価格 14,307,760,000円（消費税及び地方消費税の額を含まない。） 

（内訳） 建設費 5,984,230,000円 運営費 8,323,530,000円 

 

(4) 価格審査 

価格審査点の配点は、200点とした。 

価格審査点については、以下の方法で得点を算定した。 

なお、点数は、小数第２位を四捨五入して小数第１位まで求めた。 

 

【価格審査点の算出式】 

 

             最低入札価格   

価格審査点 ＝ 200点 ×          

              入札価格    

 
 

 

(5) 落札候補者の決定 

(2)で決定した非価格要素審査点と(4)で決定した価格審査点を加えて総合評価点

を算定し、最も高い点数の者を落札候補者とした。 
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３. 選定委員会の開催及び審議 

年  月  日 主 な 内 容 

平成28年９月26日（月） 

第１回選定委員会 

本事業の概要、実施方針（案）、事業者選定スケジュール

について審議した。 

平成28年11月12日（土） 

第２回選定委員会 

入札説明書（案）、要求水準書（案）、落札者決定基準書

（案）について審議した。 

平成28年12月19日（月） 

第３回選定委員会 

入札説明書（案）、要求水準書（案）、落札者決定基準書

（案）、基本協定書（案）、建設工事請負契約書（案）、運

営業務委託契約書（案）について審議した。 

平成29年７月１日（土） 

第４回選定委員会 

非価格要素ヒアリング、非価格要素審査及び価格審査、

総合評価を実施し、落札候補者を決定した。 

平成29年７月18日（火） 
第５回選定委員会 

審査講評（案）について審議した。 
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４. 審査結果 

１）資格審査 

表２に示す応募者から参加資格申請があり、資格要件を満たしていることを事務局に

て確認した。 

 

表２ 応募者一覧 

代表企業 応募者を構成する企業（代表企業を除く） 

エスエヌ環境テクノロジー株式会社 

東京支店 

協力 

企業 

株式会社植木組上越支店 

株式会社谷村建設 

出資 

企業 

日立造船株式会社東京本社 

Ｈｉｔｚ環境サービス株式会社 

ニチゾウ北陸サービス株式会社 

  ※選定委員会においては、エスエヌ環境テクノロジー株式会社東京支店を代表企業とする

応募者の呼称を「海グループ」とした。 

 

２）競争的対話 

応募者に対して、以下のとおり競争的対話を実施した。 

実 施 日：平成 29 年３月 27 日（月） 

会   場：糸魚川市役所２階 201・202 会議室 

実施要領：プレゼンテーション 30 分間 

提案概要書の内容（独自のものなど）について確認 20 分 

事務局からの質問                20 分 

応募者からの質問                20 分 

 

３）提案審査 

資格審査を通過した応募者から技術提案書の提出があり、以下のとおり審査を実施し

た。 

 

 (1) 基礎審査 

提案内容が要求水準書等に規定された性能要件を満足できるか否かの審査を事務

局にて行った。 

その結果、全ての要件に適合していると確認した。 

 

   (2) 非価格要素審査 

非価格要素審査は、評価項目ごとに選定委員会が採点する方法により実施した。 



 

10 

また、非価格要素審査にあたっては、選定委員会によるヒアリングも次のとおり実

施した。 

 

実 施 日：平成 29 年７月１日（土） 

会   場：糸魚川市役所２階 201・202 会議室 

実施要領：プレゼンテーション 30 分（応募者１者あたり） 

質疑 20 分間程度 

 

非価格要素審査の結果を表３と表４に示す。 
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表３ 非価格要素審査結果 

本施設の全体配置計画及び平面・立面計画、車両（ご
み搬入車両、既存施設への搬入車両、来場者車両）へ
の対応（動線計画含む）

景観（外観、緑化）、ユニバーサルデザイン計画

公害防止基準（排ガス・騒音・振動・悪臭等）の保証
値、保証値を満足するための工夫

万が一、公害防止基準を超過したときの対策、対応

リスクマネジメント、リスクアセスメントの考え方

通常時及び非常時（火災時・停電時・地震時・津波時な
ど）の安全対策、事後対策（ソフト面及びハード面）

整備する施設の強じん化対策

施設の運転・維持管理計画

労働安全対策、作業環境対策

運営計画（セルフモニタリングの考え方）

ごみ量、ごみ質変動時の対応（工夫）

運転体制、人員配置計画の考え方

環境学習機能、見学者への対応（見学者動線計画含
む）

周辺住民・市民への配慮

温室効果ガス削減への配慮

余熱利用計画（熱回収率含む）

焼却灰排出量（t/ごみｔ）、飛灰排出量（t/ごみｔ）

建設コストの考え方

運営コストの考え方

30年の使用を見据えた維持補修計画の考え方

SPCのキャッシュフロー計画

SPCのリスクヘッジ方策

地元企業への発注計画

地元貢献

⑩その他 その他の提案 10 点 4.5 点

300 点 184.5 点

非価格要素
審査点

⑦ライフサイクルコストの最適
化 30 点

⑤市民等への対応 30 点

⑥省エネルギー化対策 30 点

26.0 点

⑧SPCの収支計画の安定性 30 点 19.5 点

⑨地元への貢献性 40 点

15.0 点

点19.5

18.0 点

点

③施設の安全性 30 点 22.5 点

④施設の安定性 50 点 35.0

評価項目 配点

点

①全体施設計画 30 点 13.5 点

②公害防止基準 20 点 11.0
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表４ 非価格要素審査の講評 

大項目 中項目 評価 

①全体施設計画 

本施設の全体配置計画及び平面・立面

計画、車両（ごみ搬入車両、既存施設

への搬入車両、来場者車両）への対応

（動線計画含む） 

本施設の全体配置計画、平面・立面

計画及び動線計画について、建設中も

含め、安全かつ使用し易い施設計画で

あり、車両動線にあっては、事故防止

対策が図られた提案が評価された。 景観（外観、緑化）、ユニバーサルデ

ザイン計画 

②公害防止基準 

公害防止基準（排ガス・騒音・振動・

悪臭等）の保証値、保証値を満足する

ための工夫 

公害防止基準を遵守するための具体

的な方策及びダイオキシン類等の対策

について、具体的な提案が評価された。 

万が一、公害防止基準を超過したとき

の対策、対応 

③施設の安全性 

リスクマネジメント、リスクアセスメ

ントの考え方 

リスクマネジメントの考え方及び本

事業において想定されるリスクの抽出

と分析について、具体的な提案がされ

ており、高い評価を得た。 

通常時及び非常時（火災時・停電時・

地震時・津波時など）の安全対策、事

後対策（ソフト面及びハード面） 

整備する施設の強じん化対策 

④施設の安定性 

施設の運転・維持管理計画 施設の安定運転に向けた運転・維持

管理計画、労働安全・作業環境対策、

さらにはモニタリング体制などが具体

的に提案されており、高い評価を得た。 

労働安全対策、作業環境対策 

運営計画（セルフモニタリングの考え

方） 

ごみ量、ごみ質変動時の対応（工夫） 

運転体制、人員配置計画の考え方 

⑤市民等への対応 

環境学習機能、見学者への対応（見学

者動線計画含む） 

環境学習や見学者対応及び地域貢献

における環境活動など具体的な提案が

されており、工事中にあっては、隣接

用地を活用した施設利用者や地域住民

への配慮により、施設周辺への安全確

保について、優れた提案がなされてい

た。 

周辺住民・市民への配慮 
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大項目 中項目 評価 

⑥省エネルギー化

対策 

温室効果ガス削減への配慮 効率の良い熱回収設備を導入するこ

とで安定したエネルギー回収を実施す

るなど優れた提案がなされていた。 

余熱利用計画（熱回収率含む） 

焼却灰排出量（t/ごみｔ）、飛灰排出

量（t/ごみｔ） 

⑦ライフサイクル

コストの最適化 

建設コストの考え方 運営コスト削減のための方策とし

て、より具体的な省エネルギー対策が

提案されており、評価された。 

運営コストの考え方 

30 年の使用を見据えた維持補修計画

の考え方 

⑧SPC の収支計画

の安定性 

SPC のキャッシュフロー計画 キャッシュフロー計画について、優

れた提案がなされていた。 
SPC のリスクヘッジ方策 

⑨地元への貢献性 

地元企業への発注計画 地元企業への発注内容、発注予定額

及び地元雇用比率に関して、優れた提

案がなされていた。 
地元貢献 

⑩その他 その他の提案 
施設の安定稼動に向けた具体的な提

案がなされていた。 
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(3) 価格審査 

落札者決定基準に基づき、応募者から提出された入札価格について点数化を行った。

価格審査点は、表５のとおりである。 

なお、入札価格について、予定価格と比較した VFM は、10.7％であった。 

 

表５ 価格審査結果 

応募者 海グループ 

配点 200点 

入札価格 

(消費税抜き) 

12,780,000,000円 

建設費 運営費 

5,400,000,000円 7,380,000,000円 

価格審査点 200.0点 

入札書比較 

予定価格 

(消費税抜き) 

14,307,760,000円 

建設費 運営費 

5,984,230,000円 8,323,530,000円 

 

   (4) 総合評価 

非価格要素審査点と価格審査点を加算した。総合評価点は表６のとおりである。 

 

表６ 総合評価結果 

応募者 海グループ 

非価格 

要素審査点 

（①） 

184.5点 

価格審査点 

（②） 
200.0点 

総合評価点 

（①＋②） 
384.5点 
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５. 総評 

この度は、１者の応募者から技術提案書等の提出を受けた。 

選定委員会は、落札者決定基準に基づいて、以下のとおり厳正かつ公正に審査を行った。 

非価格要素に係る提案内容については、安全な工事及び安全で安定的な運営が期待でき

る提案であった。施設の安定性にあっては、応募グループの豊富な実績及び経験に基づき

計画された、運転・維持管理計画、労働安全・作業環境対策、さらにはモニタリング体制

などが具体的に提案されており、高い評価を得た。また、その他の提案内容にあっても、

工夫を凝らした技術的知見が随所に盛り込まれていた。 

提案書の作成に際して、その内容が多岐にわたることから多大な時間と労力が必要であ

ったと考える。応募グループに敬意を表するとともに深く感謝する。 

選定委員会では、予め公表された落札者決定基準に則り、厳正かつ公平に審査を行った

結果、「エスエヌ環境テクノロジー株式会社東京支店」を代表企業とするグループを落札候

補者として選定した。 

今後、事業の実施にあたっては、発注者である糸魚川市と落札者による連携、協力のも

とで、本事業が適正かつ円滑に実施されることを強く求める。 

さらに、落札者においては、糸魚川市と協議の上、以下の５点について留意し、更なる

創意工夫により市民公共サービスの向上に努めること。 

 

・車両動線計画については、隣接するし尿処理施設や搬入路の考え方の整理を行い、より

よい動線計画とすること。 

・施設の安定稼動に努め、公害防止基準の遵守と省エネルギー化対策に万全を期すこと。 

・焼却灰の処理については、その再利用方法も考慮し、十分な検討を行うこと。 

・長期間の運転維持管理においては、自主的な重要度評価に基づく維持管理を行うととも

に、当該施設のライフサイクルコストの最適化を図ること。 

・地元企業の活用について、提案内容を確実に履行するとともに、より一層の積極的活用

に努めること。 

 

以上 

平成 29 年７月 18 日  

 

糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会 

委員長  姫野 修司 


