
 

「南部清掃工場長期包括管理運営事業」実施方針 

 

弘前地区環境整備事務組合は、「南部清掃工場長期包括管理運営事業」（以下、「本事業」という。）

を実施する。 

この実施方針は、本事業の実施に関する方針を定めるものである。 
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弘前地区環境整備事務組合 

管理者  葛西 憲之 
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第１章 事業内容に関する事項 

 

1．事業名 

南部清掃工場長期包括管理運営事業 

 

2．施設の管理者 

弘前地区環境整備事務組合 管理者  葛西 憲之 

 

3．事業概要 

本事業は、弘前地区環境整備事務組合（以下、「組合」という。）の構成市町村である弘前市、平

川市、大鰐町、藤崎町、板柳町、西目屋村より搬入される一般廃棄物を適正（安定的、経済的、衛

生的かつ安全）に処理するとともに、民間の創意工夫による提案を取り入れた良質な運転維持管理

と経費の効率化を図るため、南部清掃工場の運転維持管理に係る業務を包括委託するものである。 

 

4．事業基本方針 

1)施設の運転維持管理を適正に行い、一般廃棄物を適正に処理する。 

2)環境負荷の低減及び環境保全に努める。 

3)地域内での雇用確保など本事業を通じて地域に貢献する。 

 

5．事業内容 

本事業の受託者（以下、「事業者」という。）が一般廃棄物を受入れ、南部清掃工場の運転維持管

理を行うものとする。 

 

(1)事業期間 

事業準備期間及び事業期間は次のとおりとする。 
 

①事業準備期間 

契約締結日から平成 28年 3月 31日まで 

②事業期間 

平成 28年 4月 1日から平成 35年 3月 31日まで（7年間） 

 

(2)事業範囲 

事業者が行う事業の範囲は、次のとおりとする。（業務一覧（予定）を別紙 2に示す。なお、詳

細は要求水準書に示す。） 
 

1)運転管理業務 

2)維持管理業務 

3)環境管理業務 

4)情報管理業務 

5)その他関連業務 

  



－2－ 

(3)事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、事業者が実施する南部清掃工場の運転維持管理業務の対価とし

て組合から支払われる委託料とする。 

なお、事業準備に関し必要な費用は、すべて事業者の負担とする。 

 

6．事業スケジュール 

1)実施方針の公表 平成 27年 7月 8日（水） 

2)募集要項等の公表 平成 27年 8月下旬 

3)優先交渉権者の決定 平成 27年 12月上旬 

4)事業契約の締結 平成 28年 1月上旬 

5)事業準備期間 契約締結日から平成 28年 3月 31日まで 

6)事業期間 平成 28年 4月 1日から平成 35年 3月 31日まで 
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第２章 事業者の募集及び選定に関する事項 

 

1．事業者の募集及び選定方法 

事業者の募集及び選定にあたっては、本事業の趣旨及び条件を十分理解した上で、応募希望者の

自由な提案を期待して、公募型プロポーザル方式（随意契約）により行う。 

第 1次審査（以下、「資格審査」という。）は、本事業への参加資格要件を満たしているかを確認

する資格審査を行う。第 2次審査（以下、「定量化審査」という。）は、第 1次審査を合格した応募

者の提案書類について評価する定量化審査を行う。 

 

2．応募手続き等 

(1)実施方針に関する質問等の受付及び回答 

実施方針の記載内容に関する質問等の受付を以下のとおり行う。なお、応募希望者から提出され

た質問等について、必要と判断した場合にはヒアリングを行う。 
 

1)質問の受付期間 

平成 27年 7月 8日(水)～7月 21日(火) 
 

2)提出方法 

実施方針に関する質問書（様式第 1-1号）及び意見書（様式第 1-2号）に内容を簡潔にまとめ

て記載し、メールにより提出すること。 
 

3)提出先 

弘前地区環境整備事務組合事務局（第 7章 3.参照） 
 

4)回答方法 

実施方針に関する質問への回答は、平成 27年 7月 31日(金)までに組合ホームページで公表す

る。なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。また、不当に混乱を招くことが危惧

されると判断した質問については、回答しない旨を回答書に記載する。 

 

(2)募集要項等の配付 

1)募集要項ほか 

①配付期間 

平成 27年 8月下旬～9月上旬 

②配付資料 

募集要項、様式集、優先交渉権者決定基準、参考資料 
 

2)要求水準書ほか（※第 1次審査合格者対象） 

①配付期間 

平成 27年 9月下旬～10月上旬 

②配付資料 

要求水準書、基本協定書(案)、事業契約書(案) 
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第３章 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 

1．基本的考え方  

本事業に係る責任は、原則として事業者が負う。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由が

ある事項については、別途事業者と協議の上、組合は応分の責任を分担する。 

 

2．予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び組合と事業者との責任分担は、原則として別紙 3 に定めるとおりとし、

詳細は事業契約書で定める。 

 

3．事業の実施状況の監視 

組合は、事業者が実施する事業の実施状況について、定期的に監視を行う。監視の方法や内容等

については募集要項で明示し、最終的には事業契約書で定める。また、定期的な監視の結果、事業

者の提供するサービスが要求水準書及び事業契約書に定める水準に達していないと判断した場合

は、組合は委託料の減額等を行うとともに、事業者に対して改善勧告を行い、改善策の提出・実施

を求めることができるものとする。 
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第４章 施設の概要等に関する事項 

 

施設の概要等は以下のとおりである。 
 

対象施設 概要 

（全般） 

・施設名称：南部清掃工場 

・所在地：青森県弘前市大字小金崎字川原田 54 

・敷地面積：約 15,300ｍ2 

焼却処理施設 

・施設規模：140t/日（70t/日×2炉） 

・竣工：平成 4年 4月 

・焼却方式：全連続燃焼式 

・受入供給設備：ピット＆クレーン方式 

・燃焼設備：ストーカ式 

・燃焼ガス冷却設備：水噴射冷却方式 

・排ガス処理設備：バグフィルタ、乾式有害ガス除去装置 

・灰出し設備：[主灰]湿式排出、[飛灰]セメント固化 

・通風設備：平衡通風方式 

・給水設備：［生活用水］上水、［プラント用水］上水、再生用水、井戸水 

・排水処理設備：［生活排水］合併処理浄化槽、［ごみ汚水］酸化処理（焼却炉内噴霧）、

［プラント排水］中和、凝集沈殿、ろ過 

・余熱利用設備：近隣プールへの高温水供給、場内給湯・暖房 

管理棟 

・竣工：平成 4年 4月 

・延床面積：617ｍ2 

・建物：地上 2階建 

車庫棟 
・竣工：平成 4年 4月 

・延床面積：116ｍ2 
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第５章 事業計画または契約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 

 

事業計画または契約の解釈について疑義が生じた場合、事業契約書等の規定に基づいて、組合と

事業者は誠意をもって協議する。また、事業契約に関する紛争については、青森地方裁判所を第一

審の専属管轄裁判所とする。 

 

 

  



－7－ 

第６章 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 

 

1．法制上及び税制上の措置に関する事項  

現時点で、組合は、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していないが、法改正等に

より措置が適用される場合には、適切な措置を行うことができるように努める。 

 

2．財政上及び金融上の支援に関する事項 

現時点で、組合は、事業者に対する財政上及び金融上の支援等は想定していない。 
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第７章 その他長期包括管理運営事業の実施に関し必要な事項 

 

1．応募に伴う費用負担 

提案書類作成など応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

2．情報公開及び情報提供 

本事業に係る情報公開は関係法令等に基づき行う。また、情報提供は、適宜、組合ホームページ

を通じて行う。 

 

3．実施方針に関する問合せ先 

実施方針に関する問合せ先は、以下のとおりとする。 

 
 

担当         ： 弘前地区環境整備事務組合事務局 

住所          ： 〒036-8314 青森県弘前市大字町田字筒井 6-2 

電話         ： 0172-31-5600 

ファクス      ： 0172-35-3824 

メールアドレス ： kankyouseibi@city.hirosaki.lg.jp 

ホームページ  ： http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kankyoseibi/index.html 
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別紙１ 

用語の定義 

No 用語 定義 

1 応募希望者 本事業に応募を希望する単独企業または企業グループをいう。 

2 応募者 
応募希望者のうち、本事業の資格審査に合格し、提案書類を提出する単独企業

または企業グループをいう。 

3 基本協定 
本事業開始のための基本的事項に関して組合と優先交渉権者の間で締結する南

部清掃工場長期包括管理運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 

4 基本協定書(案) 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業基

本協定書(案)」をいう。 

5 組合 弘前地区環境整備事務組合をいう。 

6 構成市町村 
組合を構成する弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板柳町、西目屋村を総称し

て又は個別にいう。 

7 事業契約 
本事業の実施に関して組合と優先交渉権者の間で締結する南部清掃工場長期包

括管理運営事業契約書に基づく契約をいう。 

8 事業契約書(案) 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業契

約書(案)」をいう。 

9 事業者 本事業の受託者をいう。 

10 事業準備期間 受託者が南部清掃工場の運転等の引き継ぎ等に要する準備期間をいう。 

11 実施方針 「南部清掃工場長期包括管理運営事業実施方針」をいう。 

12 受託者 本事業の実施に関して組合と事業契約を締結した者をいう。 

13 提案書類 
本事業の事業者の選定に際し、応募者が組合に提出する書類のうち、募集要項

に規定する提案書類をいう。 

14 募集要項 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業募

集要項」をいう。 

15 募集要項等 

組合が本事業の実施に際して配付する募集要項、様式集、要求水準書、優先交

渉権者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、その他これらに付属また

は関連する書類をいう。 

16 本事業 「南部清掃工場長期包括管理運営事業」をいう。 

17 優先交渉権者 
応募者の中から本事業を受託する者として選定された単独企業または企業グル

ープをいう。 

18 優先交渉権者決定基準 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業優

先交渉権者決定基準」をいう。 

19 要求水準書 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業要

求水準書」をいう。 

20 様式集 
組合が本事業の実施に際して配付する「南部清掃工場長期包括管理運営事業様

式集」をいう。 

※五十音順 

 

  



－10－ 

別紙２ 

事業者が行う業務一覧（予定） 

区分 業務内容 

運営維持管理体制 

・全体組織計画作成 

・労働安全衛生・作業環境管理体制整備 

・防災・防火管理体制整備 

・連絡体制整備 

・施設警備・防犯体制整備 

運転管理業務 

・運転管理マニュアル作成 

・運転管理計画作成 

・受入管理 

・搬入者の案内・指示 

・ごみ処理手数料等収納 

・搬入管理 

・搬入物の性状分析 

・施設運転管理 

・焼却残渣の積込 

・搬出物の性状分析 

・排ガスの分析 

維持管理業務 

・点検・検査計画作成 

・補修計画作成 

・更新計画作成 

・点検・検査・補修・更新工事の実施 

・施設の機能維持 

・備品・什器・物品・用役の調達計画作成・管理 

・工具・測定機器の管理 

・改良保全 

・精密機能検査 

環境管理業務 

・環境保全計画作成 

・環境保全状況の確認 

・作業環境管理計画作成 

・作業環境状況の確認 

情報管理業務 
・各種報告書作成・管理 

・施設情報管理 

その他関連業務 

・見学者対応注 1 

・住民対応 

・清掃 

・植栽管理 

・除雪 

・警備 

・地域振興 

・セルフモニタリング 

注 1：行政視察の対応は除く。 
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別紙３ 

リスク分担表（予定） 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
分担 

組合 事業者 

共通 

計画変更 
事業計画の変更及び募集要項等の誤りに関するもの ○  

事業者の判断の不備によるもの  ○ 

資金調達 事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの  ○ 

契約締結 

組合の事由により、優先交渉権者と契約が結べない、また

は契約手続きに時間を要する場合 
○  

優先交渉権者の事由により、組合と契約が結べない、また

は契約手続きに時間を要する場合 
 ○ 

内容変更 
組合による事業内容の変更 ○  

事業者による事業内容の変更  ○ 

法令等変更（税制変

更含む） 

事業に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更 ○  

上記以外の法令等の新設・変更  ○ 

許認可取得 
組合が取得すべき許認可の遅延に関するもの ○  

事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの  ○ 

第三者賠償 事業者の業務に起因して発生する事故等  ○ 

住民対応 
事業内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟 ○  

運転維持管理に関わる住民反対運動、訴訟  ○ 

調査内容 
組合が実施した調査等によるもの ○  

事業者が実施した調査等によるもの  ○ 

事業の中止・延期 
組合の指示等によるもの注１ ○  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  ○ 

環境保全 事業者の業務に起因して環境に影響を及ぼすもの  ○ 

債務不履行 
組合による債務不履行 ○  

事業者による債務不履行  ○ 

土地の瑕疵 

事業に起因する土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関する

もの 
 ○ 

事業に起因しない土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関す

るもの 
○  

物価変動 事業開始後の物価変動注２ ○ △ 

金利変動 金利変動  ○ 

不可抗力 
天災・暴動等自然的または人為的な事象のうち、通常の予

見可能な範囲を超えるもの注３ 
○ △ 

運営 

支払い遅延・不能 組合の支払い遅延・不能に関するもの ○  

ごみ量変動 施設許容量を超過するごみの処理注４ ○ △ 

ごみ質変動 計画ごみ質を超えるごみ質の変動注５ ○ △ 

搬入管理 

施設に搬入されるごみの管理において、事業者が善良な管

理者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合 
 ○ 

上記以外 ○  

運営費上昇 

組合の責による運転維持管理費の増大 ○  

上記以外（ただし、不可抗力による場合は除く）の要因に

よる運転維持管理費の増大（物価変動によるものは除く） 
 ○ 
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段階 リスクの種類 リスクの内容 
分担 

組合 事業者 

運営 

施設損傷 

組合及び第三者に起因する事故及び火災等の災害による施

設の損傷（事業者の管理不備の場合を除く） 
○  

事業者に起因する事故及び火災等の災害による施設の損傷  ○ 

要求水準の未達 要求水準の未達  ○ 

安定稼動 
事業者の行った業務に起因しない事由により安定稼動及び

処理能力確保ができない場合 
○  

改良保全リスク 施設の改良保全に起因するもの注６  ○ 

終了 

施設の健全性 事業期間満了時における要求水準の保持  ○ 

終了手続き 
終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の

清算手続きに伴う評価損益等 
 ○ 

※○：主負担、△：一部負担 
 

表中の「注」については以下に示すとおりである。詳細は、事業契約書(案)に示す。 

注１：組合の指示等による事業の中止・延期については、履行済み未払い分及び中止等に伴って事業者に生じる損

害については組合が負担する。 

注２：事業開始後の物価変動については、一定程度までの変動は事業者の負担であり、それ以上は組合が負担する。 

注３：不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は組

合が負担する。 

注４：計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、組合と事業者の協議による。 

注５：ごみ質変動については、計画ごみ質の範囲内では、合理的な理由がない限りごみ質の変動による委託料等の

見直しは行わない。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、組合と事業者の協議による。 

注６：事業者からの改良保全提案により改良された機器に対する責任は事業者とする。なお、改良保全提案の採用

の可否は組合が判断を行い、その場合の費用、委託料等への反映方法等については、組合と事業者の協議に

よる。 
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様式第 1-1号 

平成 27年 月 日 

 

実施方針に関する質問書 

 

弘前地区環境整備事務組合 

管理者  葛西 憲之 様 

 

「南部清掃工場長期包括管理運営事業」に関する実施方針について、次のとおり質問書を提出し

ます。 

 

会社名  

住所  

所属  

氏名  

電話  

ファクス  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

No 頁 項目 質問 

(例) 1 第 1章 5.事業内容 

(1)事業期間 

○○○ 

1    

2    

※1：質問は、本様式 1 行につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載する。 

※2：質問数に応じて行数を増やし、「No」の欄に通し番号を記入する。 

※3：数字入力は、半角を使用する。 
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様式第 1-2号 

平成 27年 月 日 

 

実施方針に関する意見書 

 

弘前地区環境整備事務組合 

管理者  葛西 憲之 様 

 

「南部清掃工場長期包括管理運営事業」に関する実施方針について、次のとおり意見書を提出し

ます。 

 

会社名  

住所  

所属  

氏名  

電話  

ファクス  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

No 頁 項目 意見 

(例) 1 第 1章 5.事業内容 

(1)事業期間 

○○○ 

1    

2    

※1：意見は、本様式 1 行につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載する。 

※2：意見数に応じて行数を増やし、「No」の欄に通し番号を記入する。 

※3：数字入力は、半角を使用する。 

 

 


