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第１章 プロポーザル説明書の位置付け 

 

このプロポーザル説明書（以下「本説明書」という。）は、山陽小野田市が、山陽小野田市環境

衛生センター長期包括運転管理事業（以下「本事業」という。）に係るプロポーザルへの参加を希

望するもの（以下「応募者」という。）に対し、プロポーザルのあり方を説明するとともに、受託

者決定(事業契約本契約の締結まで)までの全体の手続きを明示・公開して、透明性を確保するた

めの資料として配付するものである。 

したがって、応募者は、本説明書の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出するものとする。 

また、別添資料の「山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理事業 要求水準書」（以下

「要求水準書」という。）、「山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理事業 受託者決定基

準書」（以下「受託者決定基準書」という。）、「山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理

事業 様式集」（以下「様式集」という。）、「山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理事業 

提出書類の作成要領」（以下「提出書類の作成要領」という。）及び「山陽小野田市環境衛生セン

ター長期包括運転管理事業 事業契約書（案）」（以下「事業契約書（案）」という。）は本プロポー

ザル説明書と一体のものとする（以下「プロポーザル説明書等」という。）。 

市は、本事業について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、ＰＦＩ法に

基づく事業として実施することとする。 

なお、プロポーザル説明書等と実施方針等及び実施方針に関する質問回答に相違のある場合は、

プロポーザル説明書等に規定する内容を優先する。また、プロポーザル説明書等に記載がない事

項については、実施方針等に関する質問回答及びプロポーザル説明書等に関する質問回答による

こととする。 
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第２章 事業内容に関する事項 

 

１．事業の名称 

山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理事業 

 

２．事業の目的 

山陽小野田市環境衛生センター長期包括運転管理事業は、山陽小野田市が設置した山陽小

野田市環境衛生センター（以下、「本施設」という。）の基本性能を発揮させ、安定性、安全

性を確保しつつ、民間の創意工夫による効率的な包括的運転管理を目的として実施する。 

 

３．事業実施場所 

山陽小野田市大字小野田 7525番地 2 

 

４．本事業の対象となる公共施設等の名称及び種類 

名称：山陽小野田市環境衛生センター 

種類：一般廃棄物処理施設 

 

５．本施設の管理者 

山陽小野田市 管理者 藤田 剛二 

 

６．事業内容 

本事業は、搬入管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、安全衛生管理業

務、防災管理業務、情報管理業務及びその他関連業務からなる。 

なお、市及び事業者の実施する業務及び分担については、「要求水準書」にて示すとおりで

ある。 

 

７．事業期間 

運営準備期間：契約締結日から令和 4年 3月 31日まで 

運 営 期 間：令和 4年 4月 1日から令和 12年 3月 31日まで 8年間 

事 業 期 間：契約締結日から令和 12年 3月 31日まで 

 

８．関係法令等の遵守 

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、「廃棄物処理法」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。 

 

９．委託料の上限額 

委託料の上限額は以下のとおりとする。 

委託料の上限額：3,365,328,000円（消費税及び地方消費税を含む。）  
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第３章 事業者の募集及び受託者の選定に関する事項 

 

１．事業者の募集及び受託者の選定方法 

本事業では応募者が、本事業のプロポーザル公告に際して配布するプロポーザル説明書、

要求水準書、事業契約書（案）、受託者決定基準書、様式集、提出書類の作成要領などの書

類に示すプロポーザル参加資格要件を満たしており、かつ提案内容が、技術的観点から市の

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受託者を決定する。 

なお、受託者の決定は、公平性、透明性の確保の観点から、公募型プロポーザル方式によ

り行う。 

 

２．事業者の募集及び受託者の選定手順 

事業者の募集及び受託者の選定スケジュール 

市は以下の手順により、応募者を選定することを予定している。 

 

表 ３-１ 募集及び選定スケジュール（予定） 

内   容 日   程 

① プロポーザル公告及びプロポーザル説明書等の 

公表 
令和 3年  7月 1日（木） 

② 第 1回プロポーザル説明書等に関する質問・意見

受付期限 
令和 3年  7月 12日（月） 

③ 上記質問・意見への回答の公表 令和 3年  7月 26日（月） 

④ プロポーザル参加資格審査申請書類等の受付期限 令和 3年  7月 30日（金） 

⑤ プロポーザル参加資格審査結果の通知 令和 3年  8月 5日（木） 

⑥ 参考資料の配布及び閲覧の実施期間 令和 3年  8月 10日（火）～12日（木） 

⑦ 現地見学会の開催期間 令和 3年  8月 10日（火）～12日（木） 

⑧ 第 2回プロポーザル説明書等に関する質問・意見

受付期限 
令和 3年  8月 19日（木） 

⑨ 上記質問・意見への回答の公表 令和 3年  9月 1日（水） 

⑩ 事業提案書等プロポーザル書類の受付期限 令和 3年  9月 22日（水） 

⑪ ヒアリングの開催 令和 3年 10月中旬 

⑫ 受託候補者決定 令和 3年 10月下旬 

⑬ 事業契約仮契約締結 令和 3年 11月下旬 

⑭ 事業契約本契約 令和 3年 12月下旬 

 

第 1回プロポーザル説明書等に関する質問・意見受付及び回答 

第 1回プロポーザル説明書等に関する質問・意見の受付及び回答を以下のとおり実施す

るものとし、電話等による質問には一切応じない。なお、応募者の特殊な技術、ノウハウ

等に係る応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除き、
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質問に対する回答は公表するものとし、市が必要と認めた場合は質問について直接確認を

行うことがある。 

（１）提出期限 

本プロポーザル説明書等公表日から令和 3年 7月 12日（月）17：00までとする。 

（２）提出方法 

本プロポーザル説明書等と同時にホームページに公表するプロポーザル説明書等に対

する「第 1回プロポーザル説明書等に関する質問・意見書（様式 1-1）」に記入のうえ、

そのファイルを E-mailに添付し送付する。 

① 送付先 

山陽小野田市 市民部 環境課 環境政策係 

② E-mail 

kankyo@city.sanyo-onoda.lg.jp 

③ タイトル 

「（提出者名）－第 1回プロポーザル説明書等に関する質問・意見書」 

（３）到達の確認方法 

質問・意見書を提出した者に対して、市が到達確認の E-mailを返信する。 

（４）回答の公表 

質問・意見書に対する回答は、令和 3年 7月 26日（月）に市のホームページの掲載に

より公表する。 

 

プロポーザル参加資格審査申請書類等の受付及び結果通知 

応募者の代表企業は、以下に従ってプロポーザル参加資格審査申請書、現地見学会及び

参考資料の配布・閲覧に関する必要書類を提出すること。 

（１）対象 

プロポーザル参加希望者 

（２）提出期限 

本プロポーザル説明書等公表日から令和 3年 7月 30日（金）17：00までとする。 

（３）提出方法 

応募者の代表企業が担当部署へ郵送または持参により提出する。なお、E-mail、FAX

による提出は認めない。 

（４）提出書類 

① プロポーザル参加資格審査申請書（様式 2-1） 

② 応募者の構成（様式 2-2） 

③ 委任状（様式 2-3） 

④ プロポーザル参加資格要件確認書（様式 2-4～2-7） 

⑤ 参考資料の配布及び閲覧の申込書（様式 3-1） 

⑥ 参考資料の配布及び閲覧に係る誓約書（様式 3-2） 

⑦ 現地見学会の申込書（様式 4-1） 

⑧ 現地見学会に係る誓約書（様式 4-2） 
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（５）結果通知 

参加資格審査結果は、令和 3年 8月 5日（木）に応募者の代表企業に書面等で通知す

る。その際、事業提案書の作成に必要となる応募者記号を交付する。 

（６）審査結果理由の説明請求 

① 審査の結果、参加資格が認められなかったものは、その理由について市に対して説明を

求めることができる。 

② 審査結果理由の説明を求める場合には、市が通知した日の翌日から起算して 3日以内（期

間中の休日を除く。）に担当部署へ書面（書式は自由）を提出することにより、説明請求

を行うものとする。郵送（書留に限る。）または持参によるものとし、持参の場合は、9：

00 から 17：00 まで（ただし、12：00 から 13：00 まで及び期間中の休日を除く。）とす

る。 

③ 説明を求めたものに対する回答は、速やかに書面により行う。 

（７）その他 

① 提出期限に遅れた参加資格審査申請書は受け付けない。 

② 提出時には、身分を証明できるもの（社員証、運転免許証）の提示を求める場合がある。 

 

参考資料の配布及び閲覧の実施 

参加資格審査通過者に対して、別紙 1に示す参考資料を以下のとおり配布するととも

に、閲覧を認めるものとする。 

（１）配布・閲覧期間 

令和 3年 8月 10日（火）から 8月 12日（木）までの間とする。 

（２）配布・閲覧時間 

9：00から 17：00まで（ただし、12：00から 13：00まで及び期間中の休日を除く。）

とする。 

（３）配布・閲覧場所 

山陽小野田市 環境衛生センター 

（４）配布・閲覧にあたっての注意事項 

① 事前予約を担当部署に電話にて行うこと。 

② 所属する企業の社員証等、身分を証するものを持参すること。 

③ 閲覧に供する参考資料は、コピー、カメラ等の記録媒体の使用は行ってはならない。 

④ 複数の企業による資料閲覧を希望する場合は、代表企業が様式 3-1により申し込むこと。

ただし、その場合でも、様式 3-2は、閲覧に参加する各社分提出すること。 

 

現地見学会の開催 

（１）現地見学会の開催期間 

市は、プロポーザル参加資格審査を通過した応募者に対し、現地見学会を応募者別に

実施する。 

現地見学会の開催期間は、令和 3年 8月 10日（火）から 8月 12日（木）の間を予定

しており、詳細は参加資格審査通過者に対して審査結果とあわせて通知する。 
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（２）見学にあたっての注意事項 

見学会への参加者は 10名以内とする。見学にあたっては、参加者の所属企業が確認で

きる社員証等を、参加者各自が持参すること。 

 

第 2回プロポーザル説明書等に関する質問受付及び回答 

第 2回プロポーザル説明書等に関する質問受付及び回答を以下のとおり実施するものと

し、電話等による質問には一切応じない。なお、応募者の特殊な技術、ノウハウ等に係る

応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除き、質問に対

する回答は公表するものとし、市が必要と認めた場合は質問について直接確認を行うこと

がある。 

（１）提出期限 

参加資格結果通知日から令和 3年 8月 19日（木）17：00までとする。 

（２）提出方法 

本プロポーザル説明書等と同時にホームページに公表するプロポーザル説明書等に対

する「第 2回プロポーザル説明書等に関する質問・意見書（様式 1-2）」に記入のうえ、

そのファイルを E-mailに添付し送付する。 

① 送付先 

山陽小野田市 市民部 環境課 環境政策係 

② E-mail 

kankyo@city.sanyo-onoda.lg.jp 

③ タイトル 

「（提出者名）－第 2回プロポーザル説明書等に関する質問・意見書」 

（３）到達の確認方法 

質問・意見書を提出した者に対して、市が到達確認の E-mailを返信する。 

（４）回答の公表 

質問・意見書に対する回答は、令和 3年 9月 1日（水）に市のホームページの掲載に

より公表する。 

 

事業提案書等プロポーザル書類の受付 

応募者の代表企業は、以下に従って見積書及び本事業に対する提案内容を記載した事業

提案書を提出すること。 

（１）対象 

参加資格審査通過者 

（２）提出期限 

令和 3年 9月 22 日（水）17：00までとする。 

（３）提出方法 

応募者の代表企業が担当部署へ郵送または持参により提出する。なお、E-mail、FAX

による提出は認めない。 
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（４）提出書類 

「提出書類の作成要領」に規定する様式による。 

（５）その他 

① 提出期限に遅れた事業提案書は受け付けない。 

② 提出時には、身分を証明できるもの（社員証、運転免許証）の提示を求める場合がある。 

 

ヒアリングの開催 

応募者から提出された事業提案書について、ヒアリングを開催する。 

（１）開催日 

令和 3年 10月中旬 

（２）開催場所及び日時 

事業提案書を提出した者に対して、後日通知する。 

 

受託候補者の決定 

事業提案書等の審査により、受託候補者を決定する。審査の結果は、令和 3年 10月下旬

に各応募者へ通知するほか、結果の概要、審査講評を市のホームページの掲載により公表

する。 

 

審査結果理由の説明請求 

（１）審査の結果、受託候補者とならなかったものは、その理由について市に対して説明を求め

ることができる。 

（２）審査結果理由の説明を求める場合には、市が通知した日の翌日から起算して 3日以内（期

間中の休日を除く。）に担当部署へ書面（書式は自由）を提出することにより、説明請求

を行うものとする。郵送（書留に限る。）または持参によるものとし、持参の場合は、9：

00から 17：00まで（ただし、12：00から 13：00まで及び期間中の休日を除く。）とする。 

（３）説明を求めたものに対する回答は、速やかに書面により行う。 

 

３．プロポーザルの応募に関する留意事項 

費用負担 

応募申込みに係る経費は、応募者の負担とする。 

 

提出書類の取扱い 

（１）プロポーザル説明書等の承諾 

応募者は、事業提案書の提出をもって、プロポーザル説明書等及び追加資料（第 1回及

び第 2回質問回答書）の記載内容を承諾したものとする。 

（２）事業提案書の変更等の禁止 

事業提案書の変更、差し替え及び再提出は認めない。また、理由のいかんに関わらず返

却しない。ただし、市が必要と認めた場合はこの限りではない。 
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（３）著作権 

事業提案書の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要

な場合、応募者に事前に協議した上で必要な範囲において市が公表等を行うことができる

ものとする。 

（４）特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法

等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。 

 

資料の取扱い 

市が提供する資料は、本事業のプロポーザルに係る検討以外の目的に使用することはで

きない。 

 

使用言語及び単位、時刻 

「提出書類の作成要領」及び各様式に特別に指定するもの以外でプロポーザルに関して

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、時刻は日本標準時とする。 

 

プロポーザルの辞退 

プロポーザル参加資格審査申請書を提出した者は事業提案書の提出期限までは、随時、

プロポーザルを辞退することができる。プロポーザル辞退届の提出要領は以下のとおりと

する。 

（１）提出期限 

令和 3年 9月 22日（水）17：00までとする。 

（２）提出方法 

応募者が「辞退届（様式 2-8）」を担当部署へ持参により提出する。なお、E-mail、

FAXによる提出は認めない。 

（３）その他 

プロポーザル辞退の撤回はできないものとする。 

 

プロポーザルの無効に関する事項 

次のいずれかに該当するプロポーザルは無効とする。 

（１）プロポーザル説明書に規定するプロポーザル参加資格のない者が行った場合 

（２）プロポーザル参加資格審査申請書に記載された応募者以外の者が行った場合 

（３）談合その他不正行為があったと認められる場合 

（４）応募者の記名並びに応募者の代理人の署名及び押印を欠く場合または見積事項を明示し
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ない場合 

（５）事業提案書等に虚偽の記載をした場合 

（６）同一事項に対し 2通以上の書類提出がなされた場合 

（７）その他プロポーザル説明書等において示した条件に違反した場合 

 

プロポーザルの中止等 

本事業のプロポーザル手続きに関して市が必要と認めたときは、プロポーザルの執行を

取りやめることができる。 

 

その他 

プロポーザル説明書等に定めるもののほか、プロポーザルにあたって必要な事項が生じ

た場合には、市はプロポーザル参加者に通知する。 

 

４．応募者のプロポーザル参加資格要件 

応募者は、次の資格要件を全て満たすものとし、応募者の資格の確認を行うために資格

審査を実施する。 

応募者の構成等 

（１）応募者は、本事業を実施する予定の単体企業または複数の企業によって構成されるグルー

プ（以下、「企業グループ」という。）とする。 

（２）本事業において特別目的会社は設立しない。 

（３）応募者は、本事業の主たる業務を実施し、かつ「第３章４．２）本事業を行う者の参加資

格要件」を全て満たす 1者を「代表企業」として定めるとともに、当該代表企業が応募手

続きを行うこととする。 

（４）代表企業、企業グループを構成する者は、他の応募者になることはできない。 

（５）応募者と資本関係または人的関係のある者は、他の応募者となることはできない。なお、

「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をい

う。 

① 資本関係がある場合 

以下のいずれかに該当する 2者をいう。 

（ｱ）親会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 4 号及び会社法施行規則第 3 条の

規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

（ｲ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係がある場合 

以下のいずれかに該当する 2者をいう。なお、以下でいう役員とは、社外役員、常勤

または非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他全ての役員を指す。 

（ｱ）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

（ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 67条第 1

項又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 64 条第 2 項の規定により選任された

管財人を現に兼ねている場合 
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③ その他受託者の決定の適正さが阻害されると認められる場合 

上記①または②と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合 

（６）提出書類 

① 会社概要 

② 法人税納税証明書（直近の事業年度） 

③ 法人住民税納税証明書（直近の事業年度） 

④ 法人事業税納税証明書（直近の事業年度） 

⑤ 消費税納税証明書（直近の事業年度） 

⑥ 企業単体の貸借対照表及び損益計算書（直近３期分） 

⑦ 連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近１期分） 

 

本事業を行う者の参加資格要件 

本事業を行う者は、次の実績要件を全て満たすものとする。 

なお、企業グループで応募する場合は、代表企業が全ての要件を有することとする。 

（１）平成 23 年 4 月 1 日以降に地方公共団体が発注した廃棄物処理法第 8 条第 1 項または第 9

条の 3に規定する一般廃棄物処理施設の連続運転式焼却施設（回転火格子と竪型火格子を

除くストーカ方式とする。）の運転管理（本事業と同種の長期包括的運転管理事業を指す。）

の受注実績を元請として 1件以上有すること。 

（２）本事業の総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者（一般社団法人日本環境衛生セン

ターの廃棄物処理施設技術管理者講習（ごみ処理施設）を終了した者）の資格を有し、か

つ、一般廃棄物処理施設の連続運転式焼却施設（回転火格子と竪型火格子を除くストーカ

方式とする。）にて 5年以上の実務経験を有する者を専任で配置できること。 

（３）本事業の副総括責任者として、一般廃棄物処理施設の連続運転式焼却施設（回転火格子と

竪型火格子を除くストーカ方式とする。）にて 5 年以上の実務経験を有する者を専任で配

置できること。 

 

応募者の制限 

次のいずれかに該当する者は、応募者となることはできない。 

（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）廃棄物処理法に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から 5年を経過しない者 

（３）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 

（４）手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状

況が著しく不健全であると認められる者 

（５）会社法第 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 

（６）会社更生法第 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
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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 

（７）民事再生法第 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 

（８）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 71 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 

（９）山陽小野田市暴力団排除条例（平成 23 年 9 月 15日山陽小野田市条例第 18号）第 2条に

規定する暴力団及びその暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者が所属してい

る者 

（１０）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者がその事業活動を支配

する法人である者 

（１１）市が本事業に関する検討を委託した次に示す者と資本関係又は人的関係のある者 

・株式会社日建技術コンサルタント 

・弁護士法人関西法律特許事務所 

（１２）本事業に関するプロポーザル審査委員会の委員が所属する企業 

（１３）本事業に関するプロポーザル審査委員会発足から受託者の決定に関する公表までの期

間に、当該委員会の委員に対し接触等の働きかけを行った者 

 

プロポーザル参加資格の確認 

（１）参加資格確認基準日はプロポーザル参加資格審査申請書類提出日とする。 

（２）受託候補者決定日までの間に応募者がプロポーザル参加資格要件を欠いた場合、市は当該

応募者を受託者決定のための審査対象から除外する。 

（３）受託候補者決定日の翌日から事業契約本契約までの間に応募者がプロポーザル参加資格

要件を欠いた場合、市は受託候補者決定を取り消す。この場合において、市は、受託候補

者決定を取り消した応募者に対して一切の費用負担を負わない。 

 

５．応募者の審査及び受託者の選定 

審査の機関 

応募者の事業提案の審査を公平に専門的知見に基づいて実施するため、市が設置したプ

ロポーザル審査委員会において審査及び受託候補者の選定を実施する。 
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審査の手順及び方法 

（１）プロポーザル参加資格審査 

プロポーザル参加資格審査は、参加表明時に提出されたプロポーザル参加資格審査申

請書に関する提出書類について審査を行い、参加資格要件の具備を確認する。 

プロポーザル参加資格要件を満たしていることが確認された応募者のみ、次段階の事

業提案書審査に参加できるものとし、プロポーザル参加資格要件を満たしていない応募

者は失格とする。 

なお、プロポーザル参加資格審査結果については各応募者に対して通知する。 

 

（２）事業提案書審査 

① 基礎審査 

基礎審査は、参加資格審査通過者から提出された提案内容が市の要求する水準を満足

するものであるか、見積価格が委託料の上限額を超過していないかの確認を行う。確認

された基礎審査通過者のみ、次段階の非価格要素審査及び価格審査に進むものとする。 

② 非価格要素審査 

基礎審査において市の要求する要件を満たした応募者を対象として、「受託者決定基準

書」に基づき非価格要素について審査し、非価格要素点を決定する。 

③ 価格審査 

委託料の上限額を超過しない応募者の見積価格について、「受託者決定基準書」に定め

る算定式により価格点を算出する。 

④ 総合評価及び受託候補者の選定 

市が設置する審査機関は、非価格要素点と価格点から受託者決定基準書に定める総合

評価式により受託候補者を選定する。 
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第４章 本事業に関する提示条件 

 

１．民間事業者の収入 

本事業における事業者の収入は以下のとおりとする。 

 

本事業に係る対価 

市は、本事業の対価として、運営委託費を事業者に支払う。（詳細は添付資料-1「対価の

支払い方法」参照） 

 

支払いの減額等 

市は、事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求水準を満たしていないこ

とが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。（詳細は添付資料-2「モニタリン

グ及び対価の減額」参照） 

 

２．保険 

事業者は、事業期間中、施設運営上必要な保険に加入すること。 

具体的な内容については「要求水準書」に示すとおりである。 

 

３．想定されるリスクの分担 

基本的な考え方 

本事業におけるリスク分担の考え方は、市と事業者が適正にリスクを分担することにより、

より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。本事業に伴うリスクは、

原則として事業者が負うものとするが、市が分担すべき合理的な理由があるリスクについて

は、市がリスクを負うこととする。 

 

想定されるリスクの分担 

市と事業者のリスク分担は、表 ４-１に定めるとおりとし、責任分担の具体的な内容につ

いては「事業契約書」で定める。 
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表 ４-１ リスク分担 

No. リスクの項目 リスクの内容 市 事業者 

1 募集資料リスク 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの ○  

2 
契約リスク 

市の責に帰すべき理由により契約できない場合 ○  

3 事業者の責に帰すべき理由により契約できない場合  ○ 

4 施設の劣化リス

ク 

事業者の責に帰すべき理由による施設の劣化に関するも

の 
 ○ 

5 上記以外のもの ○  

6 
住民対応リスク 

事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要

望等に関するもの 
 ○ 

7 上記以外の住民反対運動、訴訟・要望等に関するもの ○  

8 政治リスク 
政策方針の転換による事業内容の変更又は事業中止に関

するもの 
○  

9 第三者賠償リス

ク 

事業者が実施する業務に起因して発生する事故等に関す

るもの 
 ○ 

10 上記以外の事故等に関するもの ○  

11 応募参加コスト 応募参加コストに関するもの  ○ 

12 
法令変更リスク 

本事業に直接関連する法令・税制度の変更等に関するもの ○  

13 上記以外の法令・税制度の変更等に関するもの  ○ 

14 不可抗力リスク 天災・暴動等不可抗力によるもの ○ △ 

15 

物価変動リスク 

物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用の増減（一定の

範囲内） 
 ○ 

16 
物価変動（インフレ、デフレ）に係る費用の増減（一定の

範囲を超えた部分） 
○  

17 ごみ量変動リス

ク 

施設許容量以内のごみの受入に関するもの  ○ 

18 施設許容量を超過するごみの受入に関するもの ○  

19 ごみ質変動リス

ク 

計画ごみ質の範囲内のごみ質変動に関するもの  ○ 

20 計画ごみ質の範囲を超えるごみ質変動に関するもの ○  

21 
要求水準不適合

リスク 

契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計・建設

の瑕疵によるものに限る） 
○  

22 
契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計・建設

の瑕疵によるものを除く） 
 ○ 

23 
情報流出リスク 

市の責に帰すべき理由による個人情報の流出リスク ○  

24 事業者の責に帰すべき理由による個人情報の流出リスク  ○ 

※：〇：主分担 △：従分担 
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第５章 受託候補者決定後の手続き並びに契約に関する事項 

 

１．受託候補者決定後の手続き 

市と受託候補者は、受託候補者の決定後、速やかに本事業の事業契約締結に向け契約内容

について協議する。 

なお、契約内容の協議は「事業契約書（案）」の詳細な詰め協議を行うものであり、プロポ

ーザル説明書等に規定された内容及び条件の変更を行うものではない。 

 

２．事業契約の締結 

市と受託候補者は、令和 3 年 11 月下旬までに仮契約を締結する。仮契約は令和 3 年 12 月

の議決を経て正式契約を予定している。 

 

３．地位の譲渡等 

市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利、義務の全部もし

くは一部を第三者に譲渡または承継させてはならない。 
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第６章 本事業の対象施設 

 

１．対象施設 

本事業の対象施設（本施設）の概要は次のとおりである。 

 

表 ６-１ 施設概要 

項 目 内 容 

施設名称 山陽小野田市環境衛生センター 

供用開始 平成 27年 4 月 1日 

敷地面積 11,372㎡ 

延床・建築面積 

工場棟 延床：5798.36㎡、建築：3218.03 ㎡ 

計量棟 延床：143.92㎡、建築：109.44 ㎡ 

車庫棟 延床：324.70㎡、建築：434.70 ㎡ 

洗車棟 延床：117.60㎡、建築：117.60 ㎡ 

洗車棟助燃油 

移送ポンプ室 
延床：6.08㎡、建築：6.08 ㎡ 

計 延床：6390.66㎡、建築：3775.85 ㎡ 

炉形式 全連続ストーカ式焼却炉 

施設規模 90t/24h（45t/24h×2炉） 

熱灼減量 5%以下 

受入供給設備 

ごみ ピットアンドクレーン方式 

可燃性粗大ごみ 圧縮せん断式 

汚泥 

受入：ホッパ及びスクリューコンベヤ方式 

供給：コンベヤ及びポンプ方式 

乾燥：キルン方式 

搬送：コンベヤ及びホッパ方式 

燃焼設備 ストーカ方式（横型） 

燃焼ガス冷却設備 水噴射式 

排ガス処理設備 

バグフィルタ集じん方式 

乾式（有害ガス除去装置＋ダイオキシン類除去

装置＋無触媒脱硝装置） 

給水設備 
生活用水 上水 

プラント用水 中水、上水及び浸出水（ガス冷却水用） 

排水処理設備 

ごみピット汚水 炉内噴霧またはごみピットへの返送等 

プラント排水 施設内循環使用（無放流） 

生活排水 下水道放流 

余熱利用設備 熱回収率 10％以上 

通風設備 平衡通風方式 

灰出し設備 

焼却灰 灰バンカ貯留後場外搬出（セメント原料化） 

飛灰 
飛灰サイロ貯留後ジェットパック車にて搬出

（セメント原料化） 

電気設備 高圧受電方式 
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第７章 その他 

 

１．担当部署 

本事業のプロポーザルに係る事務は、次の者が取り扱うものとする。 

山陽小野田市 市民部 環境課 環境政策係 

郵便番号 756-8601 

住  所 山口県山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

電  話 0836-82-1144 

FAX  0836-84-6937 

E-mail kankyo@city.sanyo-onoda.lg.jp 

ホームページ https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/ 

 

２．発注支援業務受託者 

本事業のプロポーザルに係る発注支援業務は、次の者が取り扱うものとする。 

株式会社 日建技術コンサルタント 東大阪支社 

住  所 大阪府東大阪市長田東二丁目４番 45号 
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添付資料-1 対価の支払い方法 

 

１．対価の構成 

事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、市が事業

者に支払う運営業務委託費の構成は以下のとおりである。 

 

表１ 対価の構成 

運営委託費 対象となる費用等 

『運営固定費』 

◇実処理量の多寡に関係なく支払う対価 

◇支払いは各年度の四半期に 1回とし、算出式は

以下のとおりである。 

 

四半期毎の支払金額 

＝｛（運営期間の費用の合計）÷96（8年）｝×

3 ヶ月 
 

◆事業契約書等に規定された業務を行う上で

必要となるすべての費用から、運営変動費を控

除した金額とする。 

◆点検・補修費は、法定点検費、定期点検費、補

修費、更新費とする。 

◆人件費は、業務に係る全人件費とする。 

◆測定・分析費は、業務に係る全測定・分析費と

する。 

◆その他維持管理経費には、保険料、分析費、事

務費等とする。 

◆用役費は、光熱水費の基本料金等とする。 

 

『運営変動費』 

◇実処理量に応じて支払う対価 

◇支払いは各年度の四半期に 1回とし、算出式は

以下のとおりである。 

 

四半期毎の支払金額 

＝各支払期の実処理量×変動費単価 

※ただし第 1～3四半期は計画処理量（当該年

度の計画処理量÷4）に基づき仮払いし、年

度末（第 4四半期）に精算する。 
 

◆実処理量の増減に応じて比例的に増減する費

用とする（例えば、光熱水費の一部、燃料費、

薬剤費、消耗品費等）。 

◆年間変動費を計画ごみ処理量で除すことによ

り、変動費単価を提案すること。 

 

 

 

 

 

 

 

２．対価の支払い方法 

本事業の運営委託費は、令和 4年 4月 1日から令和 12年 3月 31日までの 8年間にわたり、

本事業の履行状況のモニタリング結果を踏まえ、各年度の四半期に 1 回、事業者に対して支

払うものとする。事業者は月間業務完了報告書を翌月の 10日までに提出し、市は提出を受け

た日から 10日以内にこの報告書の承諾について文書等により通知する。事業者は、各四半期

末の翌月において市から当該通知を受けた後、速やかに請求書を市へ提出する。市は、請求

書を受理した日から 30日以内に運営委託費を支払うものとする。 

運営固定費は、毎四半期均等とする。運営変動費については、計画処理量に基づき第 1～3

四半期に仮払いし、モニタリング結果を踏まえ、年度末（第 4四半期）に精算する。 
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３．運営委託費の改定 

改定の基本的な考え方 

ごみ量変動及び物価変動の影響については、以下の方法により運営委託費に反映させるも

のとする。 

また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、事業者の提案した変動費単価が実態に整合しな

いと市または運営事業者が認めた場合には、協議を行うものとする。 

（１）ごみ量変動 

実処理量と事業者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映さ

せるものとする。 

（２）物価変動 

運営固定費及び運営変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定

し、改定率を乗じることで反映させるものとする。 

 

表２ 運営委託費の改定 

運営業務委託費 
改定の有無 

ごみ量変動 物価変動 

運営固定費 改定しない 改定する 

運営変動費 改定する 改定する 

 

ごみ量変動に基づく改定 

運営変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。 

 

運営変動費（円）＝実処理量（t）×変動費単価（円/t） 

 

なお、見積価格の算定にあたっては、実処理量を計画ごみ量に読み替えて金額を算出する

こと。 

 

物価変動に基づく改定方法 

物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費について改定を行う。なお、改定の周期は

1年に 1回とし、各年度の改定は下記のとおり行う。 

 

（１）運営固定費については、表３に示す項目ごとに改定時と前回改定時の指標から算出した変

動率に前回改定時の当該費用を乗じて算出した費用の合計が、前回改定時の運営固定費と

比較して±1.5％を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。 

（２）運営変動費については、表３に示す項目の改定時と前回改定時の指標を比較して、±1.5％

を超過する増減があった場合において改定を行うものとする。 

（３）算出過程で小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（４）毎年、9月末時点で公表されている最新の当該指標（直近 12ヶ月の平均値）に基づき、10
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月末までに見直しを行い、翌年度の委託料を確定する。 

（５）事業者は変動の有無にかかわらず、市へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。 

（６）改定された委託料は、翌年の第 1期支払期の支払から反映させる。 

（７）市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議

を行うものとする。なお、本事業の応募者が表３に示す指標以外の指標を用いることが適

当と考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、受託者決定後の

協議において市とその妥当性について協議を行うことができる。 

 

表３ 物価変動に基づく改定に用いる指標 

構成 
構成内容 

／改定の対象 
使用する指標 

運営固定費 

点検・補修費 
「消費税を除く国内企業物価指数／はん用機器」

（日本銀行調査統計局） 

施設運転維持管理費 

（人件費） 

毎月勤労統計調査「賃金指数（現金給与総額）／調

査産業計」（厚生労働省） 

予備品・消耗品費 
「消費税を除く国内企業物価指数／金属製品」（日

本銀行調査統計局） 

測定・分析費 
「企業向けサービス価格指数／総平均」（日本銀行

調査統計局） 

その他維持管理費 
「企業向けサービス価格指数／総平均」（日本銀行

調査統計局） 

用役費 

（電気） 
各供給事業者との受給契約 

用役費 

（上下水道） 
各供給事業者との受給契約 

用役費 

（燃料） 

「消費税を除く国内企業物価指数／石油・石炭製

品」（日本銀行調査統計局） 

用役費 

（その他） 

「消費税を除く国内企業物価指数／化学製品」（日

本銀行調査統計局） 

運営変動費 変動費単価 
「消費者物価指数／財・サービス分類指数（全国）

／サービス」（総務省統計局） 
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添付資料-2 モニタリング及び対価の減額 

 

１．モニタリング及び対価の減額の基本的な考え方 

モニタリングの基本的考え方 

市は、プロポーザル公告時に提示した要求水準書及び受託者が作成した事業提案書並びに

運営マニュアル（以下「要求水準書等」という。）に基づいて、適正かつ確実な本事業の履

行水準の確保がなされているかどうかを監視、測定、評価する。モニタリングにより要求水

準書等に規定する業務水準が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断し

た場合には、運転停止、是正勧告、運営委託費の減額等の措置を行うものとする。なお、こ

れらの措置を講じることは、事業契約に基づく市の契約解除権の行使を妨げるものではない

ことに留意すること。 

 

モニタリング方針 

本事業におけるモニタリングの方法は事業者が行うセルフモニタリングに基づく本事業

についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で市が随時のモニタリン

グを行うこととする。 

 

運営委託費の減額に関する基本的考え方 

運営委託費の減額は以下の方針に基づいて行うものとする。 

（１）事業者の行う業務において要求水準書等の未達成及び事業契約書等の不履行があった場

合に減額する。 

（２）減額は、適切な業務改善を事業者に促すための経済的動機付けが可能な範囲に留意して行

うものとし、減額により本事業そのものが損なわれること等がないように実施する。 

（３）減額金額は事業契約に基づき事業者が市に対して負担する違約金、損害賠償に充当されな

い。 

（４）軽微な不履行については直ちに減額するのではなく、事業者が自ら改善措置をとり一定の

改善期間の中で速やかに解決することで、減額されない仕組みを基本とする。 

 

モニタリングの方法 

（１）事業者によるモニタリング 

事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、下請企業を含んだ本事業

の履行体制及び品質管理システムの履行状況等を確認し、本事業の履行状況について定期

的または随時に確認等を行い、事業契約書に定める業務内容についての各種報告書をそれ

ぞれ期日までに作成して市に提出するものとする。 

 

（２）市によるモニタリング 

市は、自己の責任及び費用で、事業者が実施する業務について以下のモニタリングを行

い履行状況を確認する。 
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① 定期モニタリング 

事業者が毎月 10 日までに提出する月間業務完了報告書の内容が要求水準書等を満た

しているか確認し、受領後 10日以内に当該月報の対象となる月の業務状況につき事業者

に通知する。事業者は市が行うモニタリングにつき、市の要請に応じて合理的な協力を

行う。なお、月報の具体的内容（モニタリングの項目、方法及び提出時期）は、事業者の

提案に基づき契約後に市と事業者が協議のうえ決定する。 

② 随時モニタリング 

市が必要と認める場合、月報による確認とは別に随時モニタリングを実施する。随時

モニタリングにおいては、事業者は当該説明及び立会い等について最大限の協力をする

ものとする。 

③ 周辺環境モニタリング 

市は、自らの費用において、本施設の運営による周辺環境への影響を把握するため、

周辺環境モニタリングを実施する。また、事業者は、合理的な範囲でこれに協力しなけ

ればならない。 

 

２．業務改善についての措置 

是正勧告（第 1回目） 

市は、「１.４）モニタリングの方法」に定めるモニタリングの結果から、事業者による

業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合、その内容に応じて以下の初期対応を行

う。 

（１）是正勧告 

確認された不具合が、繰り返し発生している場合、または初発でも重大であると認めた

場合は、市は事業者に適切な是正措置をとることを通告（是正勧告）する。事業者は、市

から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うととも

に、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の承

諾を得ること。なお、市は、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する

期間にかかる運営委託費の支払いを留保することができるものとする。 

 

（２）やむを得ない事由による場合の措置 

やむを得ない事由により要求水準等の内容を満たすことができない場合、事業者は、市

に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について市と協議する。事業者

の通知した事由に合理性があると市が判断した場合、市は対象となる業務の中止または停

止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。 

 

改善の確認 

市は、事業者からの改善完了の通知または改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを

行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。 
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是正勧告（第 2回目） 

上記２）におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が

認められないと市が判断した場合、市は、事業者に第 2回目の是正勧告を行うとともに、再

度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置

を行う。 

 

契約の解除 

上記３）における再度の業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと

市が判断した場合、市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。 

 

３．運営委託費の減額の措置 

事業者の業務実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。 

 

減額の対象 

減額の対象は、運営固定費とする。 

 

減額の決定 

モニタリングの結果、市が 2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して 2回目の勧

告を行った日を起算日（同日を含む。）として、当該是正勧告の対象となる事象が解消され

る日まで、年 365日（366日）の日割り計算で事業者に支払う運営固定費を減額する。 

 

減額の程度 

本事業に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の 10％とする。なお、

複数の是正勧告による減額の限度は、50％とする。 

 

 

是正勧告数 減額措置の内容 

１件 10％の減額 

２件 20％の減額 

３件 30％の減額 

４件 40％の減額 

５件以上 50％の減額 
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減額の算定方法 

 

減額 ＝ 1日あたりの運営固定費（円／日） × 当該年度において是正にかかった日数（日）

× 減額率（％） 

 

ただし、「1日あたりの運営固定費（円／日）」とは、当該年度の運営固定費を当該年度の

日数で除した額とする。 

  

改善が認められない場合 改善が認められた場合

減額措置なし

是正勧告（2回目）←減額の発生：１件10％、最大50％

 ○モニタリングの実施
 ○事業者の各種報告書による報告

要求水準書等に示された要求水準を

満足していない場合 満足している場合

減額措置なし

是正勧告（1回目）

改善が認められない場合 改善が認められた場合

減額措置後運営継続

契約の解除
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別紙１ 参考資料 

 

１．配布資料 

以下の資料については、参加資格者に対して配布する。 

① 施設パンフレット 

② 機器リスト 

③ ごみ質分析結果（平成 31年度～令和 2年度） 

④ 運転管理年報・月報（平成 28年度～令和 2年度） 

 

 

２．閲覧資料 

以下の資料については、参加資格者に対して閲覧を認める。なお、資料の貸与（⑤、⑥の

み）を希望する場合は書面にて申出すること。 

① 全体配置図、各階機械配置図、断面図 

② 竣工図書（プラント関係、建築関係） 

③ 各フローシート 

④ 生活環境影響調査書 

⑤ 精密機能検査報告書（簡易版）※令和３年度作成 

⑥ 施設調査報告書 

 

 


