
別紙　青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業　募集要項の新旧対照表

1

入札説明書

建設事業
要求水準書

運営事業
要求水準書

落札者
決定基準書

建設工事
請負契約書
（案）

運営業務
委託契約書
（案）

用
語
の
定
義

基本契約
本事業の実施に際し、市・建設請負事業者・運営事
業者が締結する、相互の協力、支援などについて定
める青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及
び運営事業基本契約書に基づく契約をいう。

基本契約
本事業の実施に際し、市・民間事業者・運営事業者
が締結する、相互の協力、支援などについて定める
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運
営事業基本契約書に基づく契約をいう。

2
建設事業
要求水準書

75 4 14 8

(1)　研修室に再生装置及び…

(3)　研修室に備える啓発・環境学習機能…

(1)　会議室に再生装置及び…

(3)　会議室に備える啓発・環境学習機能…

3
建設事業
要求水準書

94 6 1 8 (2) ア

発電機単独運転時は発電機端子電圧一定制御を、受
電との並列運転時は受電点の無効電力一定制御
（AQR、Q≒0）を行う。

発電機自立運転時は発電機端子電圧一定制御を、受
電との並列運転時は受電点の無効電力一定制御
（AQR、Q≒0）を行う。

4
建設事業
要求水準書

105 7 2 4 (1)

配置する居室は、事務室(応接コーナー含む)、会議
室、休憩室（男女）、食堂・台所・湯沸かしスペー
ス、更衣室（男女）、浴室（脱衣室含む）、洗濯・
乾燥器室、書庫、倉庫、研修室・器材庫、便所・洗
面所（男女）、多目的トイレ、エレベータなどとす
る。

配置する居室は、事務室(応接コーナー含む)、会議
室、休憩室（男女）、台所・湯沸かしスペース、更
衣室（男女）、書庫、倉庫、研修室・器材庫、便
所・洗面所（男女）、多目的トイレ、エレベータな
どとする。

5
建設事業
要求水準書

109 7 3 1 (5)

植栽芝張工事
造成法面については、種子吹付け等による緑化を行
うとともに、その他の敷地内空地は原則として高
木、中木、芝張りなどにより良好な環境の維持に努
める。

植栽芝張工事
防災調整池築造に行う法面については、種子吹付け
等による緑化を行うとともに、その他の敷地内空地
は原則として高木、中木、芝張りなどにより良好な
環境の維持に努める。

6
運営事業
要求水準書

23 3 2 2 (1)

収集ごみ（直営）
　：曜日　月曜日～金曜日（祝日含む）

収集ごみ（直営）
　：曜日　月曜日～金曜日（祝日除く）

7
運営事業
要求水準書

33 4 5 6 (1)

（追加） 表4.5.1　計測項目及び計測頻度
　粉じん濃度基準（破砕選別処理施設）
　　排気口出口の粉じん濃度：2回/年

8
運営事業
要求水準書

38 4 7 1 (5)

売却によって得られた余剰電力等売却収入の90％は
乙に帰属するが、10％は甲に帰属するものとする。
ここでいう余剰電力等売却収入とは、民間事業者が
提案した余剰電力売却単価及びRPS証書売却単価のそ
れぞれに売却相当電力量を乗じた金額の合計とす
る。乙は、運営期間中の各年度の最終月に、当該年
度に得られた収入の10％を甲に支払う。

売却によって得られた余剰電力等売却収入の90％は
運営事業者に帰属するが、10％は市に帰属するもの
とする。ここでいう余剰電力等売却収入とは、民間
事業者が提案した余剰電力売却単価及びRPS証書売却
単価のそれぞれに売却相当電力量を乗じた金額の合
計とする。運営事業者は、運営期間中の各年度の最
終月に、当該年度に得られた収入の10％を市に支払
う。

9
リスク管理
方針書

5 3 (1)
住民
対応

建設工事請負契約に係るリスク
　－民間の責による場合
【契約等に含む内容】
■建設事業者の責による住民クレームは建設事業者
が対応する（第7条(10)に含むと考える）

建設工事請負契約に係るリスク
　－民間の責による場合
【契約等に含む内容】
■建設事業者の責による住民クレームは建設事業者
が対応する（第7条(9)に含むと考える）

10
リスク管理
方針書

5 3 (1)
住民
対応

運営業務委託契約に係るリスク
　－民間の責による場合
【リスク分担表】
（建設請負事業者に○）

運営業務委託契約に係るリスク
　－民間の責による場合
【リスク分担表】
（運営事業者に○）

11
リスク管理
方針書

6 3 (1)
不可
抗力

建設工事請負契約に係るリスク
　－大規模災害による損害が発生し、
　　修復のため遅延が発生する場合
【契約等に含む内容】
■不可抗力による建設事業の損害額、増加費用につ
いては、1/100を超えるまでは運営事業者が負担、そ
れ以上は市が負担する。

建設工事請負契約に係るリスク
　－大規模災害による損害が発生し、
　　修復のため遅延が発生する場合
【契約等に含む内容】
■不可抗力による建設事業の損害額、増加費用につ
いては、1/100を超えるまでは建設請負事業者が負
担、それ以上は市が負担する。

12
リスク管理
方針書

7 3 (1)
不可
抗力

運営委託契約に係るリスク
　－大規模災害による損害が発生し、
　　修復のため遅延が発生する場合
【民間事業者が負担するものを担保する方法】
修復に要する費用の1％を建設請負事業者が負担する
旨を規定
【契約等の当事者】
市、建設請負事業者

運営委託契約に係るリスク
　－大規模災害による損害が発生し、
　　修復のため遅延が発生する場合
【民間事業者が負担するものを担保する方法】
修復に要する費用の1％を運営事業者が負担する旨を
規定
【契約等の当事者】
市、運営事業者

13
リスク管理
方針書

11 3 (3)
運営
中の
事故

調査、工事に係る事故による経費の増加や遅延
【リスク分担表】
（建設請負事業者に○）

調査、工事に係る事故による経費の増加や遅延
【リスク分担表】
（運営事業者に○）

頁 項目 新旧資料名

1/4



別紙　青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業　募集要項の新旧対照表

頁 項目 新旧資料名

14
基本協定書
（案）

1 2 1 (1)

青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運
営事業　基本契約
契約締結者：甲、構成員及び運営事業者

青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運
営事業　基本契約
契約締結者：甲、民間事業者及び運営事業者

15
基本協定書
（案）

1 2 1 (2)

青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運
営事業　建設工事請負契約
契約締結者：甲及び乙の構成員である建設事業を担
当する企業（以下「建設請負事業者」という。）

青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運
営事業　建設工事請負契約
契約締結者：甲及び乙のうち建設事業を担当する企
業（以下「建設請負事業者」という。）及び運営事
業者

16
基本協定書
（案）

2 3 4 (6)

構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又
は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施
に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯し
て運営事業者への追加出資又は融資を検討するこ
と、及びその他甲が適切と認める支援措置を講ずる
ことにより、運営事業者を倒産させないよう最大限
の努力を行うこと。

構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又
は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施
に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯し
て運営事業者への追加出資又は融資を検討するこ
と、及びその他甲が適切と認める支援措置を講ずる
こと。なお、構成員が行なう追加出資又は融資の上
限額は、【○○（事業者提案）】円とする。

17
基本協定書
（案）

2 4 1

事業契約は、募集要項の条件（以下｢提示条件｣とい
う。）を遵守の上、要求水準書の規定を満たす業務
を実施することを目的として、事業契約（案）に従
い、乙の提案に基づき、甲と構成員及び運営事業者
の間で協議の上、締結されるものとする。

事業契約は、募集要項の条件（以下｢提示条件｣とい
う。）を遵守の上、要求水準書の規定を満たす業務
を実施することを目的として、事業契約（案）に従
い、乙の提案に基づき、甲と乙及び運営事業者の間
で協議の上、締結されるものとする。

18
基本協定書
（案）

3 6 2

前項の規定により、甲が事業契約を締結しない場
合、乙は、【入札金額の100分の10】に相当する額を
違約金として、直ちに支払わなければならない。建
設事業が完了した後も同様とする。

前項の規定により、甲が事業契約を締結しない場
合、乙は、【入札金額の100分の10】に相当する額を
違約金として、直ちに支払わなければならない。

19
基本協定書
（案）

4 10

（追加） ２　前項の規定は前条による本協定の終了後5年間有
効とする。

20
基本協定書
（案）

7 別紙2

…市と株主の間で締結した平成○年○月○日付基本
協定（以下｢基本協定｣という。）以下の事項を誓約
し、かつ、表明及び保証します。

…市と株主の間で締結した平成○年○月○日付基本
協定（以下｢基本協定｣という。）に関し、以下の事
項を誓約し、かつ、表明及び保証します。

21
基本協定書
（案）

7 別紙2

〔運営事業者〕の発行済株式総数は、[　]株であ
り、株主間契約の定めにしたがって、これら株式の
一部を当社らが保有し、…

〔運営事業者〕の発行済株式総数は、[　]株であ
り、株主間契約の定めにしたがって、これら株式の
全部を当社らが保有し、…

22
基本契約書
（案）

4 11 2

前項の保証の額の上限は、保証債務の履行請求の
あった日を基準日とする残期間に係る運営委託費の
総額の100分の10又は年間運営費（解除の日が属する
年度の翌年度に予定する運営委託費）のいずれか大
きい額とする。

前項の保証の額の上限は、保証債務の履行請求の
あった日を基準日とする残期間に係る運営委託費の
総額の100分の10又は年間運営費（保証債務の履行請
求があった日が属する年度に予定する運営委託費相
当額）のいずれか大きい額とする。

23
基本契約書
（案）

6 20
本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別
途協議して定めることとする。

本契約に定めのない事項については、甲、乙及び運
営事業者が別途協議して定めることとする。

24
基本契約書
（案）

7 別紙1

運営事業期間：契約締結の日～平成47年3月31日 事業期間：契約締結の日～平成47年3月31日

25
建設工事
請負契約書
(案）

3 2 5

乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三
者に漏洩してはならない。

甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密
を第三者に漏洩してはならない。

26
建設工事
請負契約書
(案）

3 2 6

本件契約並びにこれに基づき締結される全ての合意
に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除
は、書面により行わなければならない。

本件契約並びにこれに基づき締結される全ての合意
に定める指示、要求、調整、請求、通知、報告、申
出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら
ない。

27
建設工事
請負契約書
(案）

4 3 3

乙は、前項の場合において、各工事の進捗状況を把
握し管理、記録するとともに、甲へ報告するものと
する。

乙は、本事業に係る工事の進捗状況を把握し管理、
記録するとともに、甲へ報告するものとする。

28
建設工事
請負契約書
(案）

5 6 1

甲が定める一定の要件に該当する工事については、
前条の規定にかかわらず、乙は、この契約による債
務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保
証（かし担保特約を付したものに限る。）を付さな
ければならない。

乙は、この契約と同時に、この契約による債務の履
行を保証する公共工事履行保証証券による保証（か
し担保特約を付したものに限る。）を付さなければ
ならない。

29
建設工事
請負契約書
(案）

17 38 1

本件施設の引渡し前に、本件施設又は工事材料につ
いて生じた損害その他工事の施工に関して生じた損
害（次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定
する損害を除く。）については、乙がその費用を負
担する。ただし、その損害（第67条第1項の規定によ
り付された保険などにより補填された部分を除
く。）のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた
ものについては、甲が負担する。

本件施設の引渡し前に、本件施設又は工事材料につ
いて生じた損害その他工事の施工に関して生じた損
害（次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定
する損害を除く。）については、乙がその費用を負
担する。ただし、その損害（第70条第1項の規定によ
り付された保険などにより補填された部分を除
く。）のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた
ものについては、甲が負担する。
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頁 項目 新旧資料名

30
建設工事
請負契約書
(案）

17 39 1

乙は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。ただ
し、その損害（第68条第1項の規定により付された保
険などによりてん補された部分を除く。以下本条に
おいて同じ。）のうち甲の責めに帰すべき事由によ
り生じたものについては、甲が負担する。

乙は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたと
きは、その損害を賠償しなければならない。ただ
し、その損害（第70条第1項の規定により付された保
険などによりてん補された部分を除く。以下本条に
おいて同じ。）のうち甲の責めに帰すべき事由によ
り生じたものについては、甲が負担する。

31
建設工事
請負契約書
(案）

17 39 2

前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避
けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水
の断絶などの理由により第三者に損害を及ぼしたと
きは、乙がその損害を賠償しなければならない。

前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避
けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水
の断絶などの理由により第三者に損害を及ぼしたと
きは、甲がその損害を賠償しなければならない。

32
建設工事
請負契約書
(案）

17 40 2

甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ち
に調査を行い、同項の損害（乙が善良な管理者の注
意義務を怠ったことに基づくもの及び第67条第1項の
規定により付された保険などによりてん補された部
分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認
し、その結果を乙に通知しなければならない。

甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ち
に調査を行い、同項の損害（乙が善良な管理者の注
意義務を怠ったことに基づくもの及び第70条第1項の
規定により付された保険などによりてん補された部
分を除く。以下本条において同じ。）の状況を確認
し、その結果を乙に通知しなければならない。

33
建設工事
請負契約書
(案）

17 40 5

損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ
当該各号に定めるところにより算定する。ただし、
乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生
じた損害及び第68条第1項において付された保険等に
よりてん補された部分は、これに含まない。

損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ
当該各号に定めるところにより算定する。ただし、
乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生
じた損害及び第70条第1項において付された保険等に
よりてん補された部分は、これに含まない。

34
建設工事
請負契約書
(案）

19 43 1 (1)

本条第2項に基づく検査により、引渡性能試験が完了
したことを検査員が確認したこと。

引渡性能試験が完了したことを検査員が確認したこ
と。

35
建設工事
請負契約書
(案）

24 54 3

この場合においては、第47条第3項の規定を準用す
る。

この場合においては、第48条第3項の規定を準用す
る。

36
建設工事
請負契約書
(案）

27 61 1 (6)

第65条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出
たとき。

第67条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出
たとき。

37
運営業務
委託契約書
(案)

2 1 1
(26)

(27)

（追加） (26)　「構成員」とは、応募者たる企業グループの
うち、民間事業者の選定後、運営事業者への出資を
行う者をいう。
(27)　「協力企業」とは、応募者たる企業グループ
のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本事
業の実施に際して、設計及び施工業務、又は運営業
務のうちの一部を請負い又は受託することを予定し
ている者をいう。

38
運営業務
委託契約書
(案)

5 7 6

甲は、本件契約が履行されたとき、又は第60条第1項
の規定により本件契約が解除されたときは、契約保
証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債
を含む。)を、乙に返還する。

甲は、本件契約が履行されたとき、又は第60条第1
項、又は第63条第1項、もしくは第64条の規定により
本件契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証
金に代わる担保として提供された国債を含む。)を、
乙に返還する。

39
運営業務
委託契約書
(案)

13 35 2

乙は、見学者及び視察者などに対し、本件施設内の
案内及びプラント設備等に関する専門的な説明を主
体的に行わなければならない。

乙は、見学者及び視察者などに対し、見学者通路に
おいて、本件施設内の案内及びプラント設備等に関
する専門的な説明を主体的に行わなければならな
い。

40
運営業務
委託契約書
(案)

14 39 4

（略）ただし、不可抗力による場合には、第53条第1
項の規定に基づき甲及び乙が負担するものとする。

（略）ただし、不可抗力による場合には、第54条第1
項の規定に基づき甲及び乙が負担するものとする。

41
運営業務
委託契約書
(案)

16 44 1

（略）ただし、不可抗力による場合は第53条第1項に
基づき甲及び乙が負担するものとし、それ以外の場
合には、甲が当該費用を負担するものとする。

（略）ただし、不可抗力による場合は第54条第1項に
基づき甲及び乙が負担するものとし、それ以外の場
合には、甲が当該費用を負担するものとする。

42
運営業務
委託契約書
(案)

18 49 1 (2)

月報：当該月の翌月3営業日以内 月報：当該月の翌月7営業日以内

43
運営業務
委託契約書
(案)

22 60 2 (5)

乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入
札代理人として使用していた者が、本件契約の入札
に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立
を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した
と認められるとき。

乙に出資する構成員又は協力企業及び乙に出資する
構成員又は協力企業が代理人、支配人その他使用人
若しくは入札代理人として使用していた者が、本件
契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な
価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため
に連合したと認められるとき。

44
運営業務
委託契約書
(案)

ⅲ 別紙3

７　溶融スラグ
　JISA5031、A5032又は利用形態による。

７　溶融スラグ
　JISA5031、A5032に示す項目：　1回/月
　ダイオキシン類：1回/月
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別紙　青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業　募集要項の新旧対照表

頁 項目 新旧資料名

45
運営業務
委託契約書
(案)

ⅶ
別紙
6-1

(2) ①

処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運
営費より、民間事業者が募集要項に基づき提案した
余剰電力等（余剰電力及びRPS証書）売却収入（甲に
帰属する10%分を除く）…

処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運
営費より、民間事業者が募集要項に基づき提案した
余剰電力等（余剰電力及びRPS証書）売却収入の90％
…

46 様式集 25 第14号 7

最終処分量
　飛灰　　【kg/ごみt】

（削除）

47 様式集 46 第14号 28

支出－固定費
　▲スラグ売却収入
　▲売電収入

（削除）

48 様式集 53 第15号 2 1

(5)広域工場棟断面図 (5)工場棟断面図

49 様式集 54 第15号 2 9

(5)　施工監理計画
(6)　工事工程表
(7)　その他の施工に関する計画

(5)　施工監理計画
(6)　その他の施工に関する計画

50 様式集 57 第17号 2
用役費（第●号様式） （削除）

51 様式集 57 第17号 2

備考
５　A4判の様式には、事業計画上の特徴を説明する
こと。また、入札価格との整合性についても説明を
要する。

（削除）
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