
第７回 青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業 
事業者選定委員会 議事録 

 
【日 時】 平成 22 年 1 月 19 日（火） 13 時 00 分から 15 時 20 分まで 
【場 所】 青森市民図書館 会議室２ 
【出席者】 委員長    吉 岡 敏 明 
      副委員長   寺 嶋  均 
      委員     三 浦 隆 利 
             阿 布 里 提 

山 田 光 雄 
加賀谷 久 輝 

欠席者    天 野 巡 一 
 
【案 件】 
１．第 6 回選定委員会 議事録（案）確認について 
〔意見〕 
・議事録（案）の 2 ページ、案件 1「第 5 回委員会 議事録（案）確認について」の

〔決定事項〕に「処理不可能物については、その処理のリスク分担について、運営

業務委託契約書及びリスク管理方針書において配慮する。」という曖昧な表現をし

ているが、ここの文章をきちんと整理するべきである。 
・議事録（案）の 3 ページ、案件 2「第 5 回選定委員会までの課題について（2）計

画ごみ質の灰分について」の〔決定事項〕の内容に関して、プラスチックの減量化

を見込んだデータの提示に当たっては、低位発熱量、ごみ質、灰分も含めて、月ご

との平均を入札参加業者或いは委員へ示して欲しい。 
〔決定事項〕 
・議事録（案）の 2 ページ、案件 1「第 5 回委員会 議事録（案）確認について」の

〔決定事項〕の「処理不可能物については、その処理のリスク分担について、運営

業務委託契約書及びリスク管理方針書において配慮する。」という内容を、より取

扱いを明確にするため、「処理不可能物については、その処理のリスク分担に係わ

るため、運営業務委託契約書及びリスク管理方針書に、その種類と量を明記する。」

に訂正する。 
・要求水準書（案）の計画ごみ質の見直しに当たって、プラスチックの減量化を見込

んだデータを提示する際、低位発熱量、ごみ質、灰分も含めて、月ごとの平均デー

タを示すこととする。 
・ごみの灰分及び水分の測定方法について、灰の量と水分量の測定箇所がトラックに

積んだものとピットから抽出したものとで異なることから、データに不具合が生じ

る可能性があるため、ごみ質データの提示に当たっては、そのサンプリング方法を
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明記するか、或いは水分もトラックに積んだものを測定できるのであれば、その方

法を採ること。 
・年 4 回のサンプリングを実施していることから、その季節変動によるばらつきも考

慮して明記するか、或いはトラックに積んだデータを分析し直すか、対応可能な方

法を次回の委員会で提示すること。 
 
【案 件】 
２．第 6 回選定委員会での課題について 
（１）事業者選定における評価方法について 
（２）落札者決定基準書（案）評価項目について 
３．落札者決定基準書（案）について 
（１）前回までの選定委員会での意見について 
（２）1/15 までに寄せられた意見について 

※関連する案件のため一括審議 
 

①評価項目全般に関して 
〔意見〕 
・評価項目が建設事業と運営事業に大きく分けられているが、建設事業、運営事業に

とらわれず、総合計画や環境方針の項目の分類に従って配置し直し、項目ごとの配

点のバランスをとった方がいいのではないか。その方が市民に対して説明しやすい

のではないか。 
〔決定事項〕 
 ・公表した実施方針に、「施設整備のコンセプト」に基づいて評価する旨の記載があ

ることから、これに従った分類で重み付けを一旦行うが、その後、総合計画に基づ

いた分類も行い、重み付けについて再検討する。 
 
②個別評価内容について 
≪豊かな自然環境と周辺地域との共生を目指す施設≫ 
1「温室効果ガス排出量の削減策」 
〔意見〕 
・新潟市では温室効果ガスの排出量について非価格要素の 10％を配点したが、現状

の社会情勢に鑑みても重要な評価内容であるため、同様に非価格要素の 10％程度

を配分してもよいのではないか。 
・CO2 に関する問題よりも、今後、現在のエネルギー資源が安定して供給されるか、

使用できるかを見据えることが重要であるため、CO2 だけを突出させるのではな

く、全体のバランスを考慮して配点する必要がある。 
・環境税導入の話もあり、燃料によって税率が違ってくるものと思われるが、このよ
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うなことを考えた場合、助燃材が少なくて済み、温暖化に対しても影響が少ないも

のが望まれてきているのではないか。 
・この評価内容は「豊かな自然環境と周辺地域との共生を目指す施設」に分類されて

いるが、他の分類に該当するものと思われる。 
〔決定事項〕 
・この評価内容に関しては総じて、更に重み付けをするべきというのが委員会の意見

であるが、具体的にどの程度とするかは、青森市のデータはないため県内の CO2
の排出状況や青森市の考えを踏まえ、次回、事務局から提示してもらうこととする。 

・温室効果ガスの問題は広く環境に関係するものであり、ひとつの評価内容に充てる

のは困難な面もあるため、重要度を高くするのであれば、施設整備のコンセプト全

体に係る評価内容とするなど、そのまとめ方についても併せて事務局は検討するこ

と。 
・CO2、N2O 等の主要な温室効果ガスに関してのみ資料を事業者に提出させ、評価

することとする。 
 

2「施設デザイン、敷地内緑化、施設内のデザイン、見学者の利便性に配慮した施設

計画の特徴など」 
〔意見〕 
・デザインには、室外のいわゆる外観デザインと見学者の利便性を考える室内のデザ

インがあるため、分けた方が配点としてわかりやすいと思われたため区分した。 
・デザインについては好みがあり、主観が入りすぎると点数の客観性が保たれない恐

れがあるため、配点を高くする必要はないのではないか。 
〔決定事項〕 
・施設の見た目のデザインと、安全性に関するデザインの評価内容に分け、それぞれ

の重み付けは低めとする。安全性に関するデザインの項目は「安全・安心、経済性

に優れた施設」の項目へ入れることとする。 
 

3「寒冷地対策の考え方及び具体策」 
〔意見〕 

・寒冷ということだけでなく、積雪に対する安全対策も重要であるため、「積雪・寒

冷地対策の考え方」とした方がよいのではないか。 
 

≪資源循環型社会の構築を目指す施設≫ 
4「副生成物の利活用計画、具体的利活用方法」 

・議論なし 
 

5「施設で用いる用役使用量の節減策（省資源の考え方）」 
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〔意見〕 
・CO2 量に関する別の評価内容と重複するとの意見があるが、CO2 に関係しない薬

剤、酸素、水等の用役量もあり、これらの使用量を評価することも重要であり、個

別に評価してもよいのではないか。 
・価格評価で毎年の運営費を提出させるため、使用量についてはそれほど考慮する必

要はなく、重要度は高くなくてよい。 
〔決定事項〕 
・事務局案のとおりとする。 
 

6「最終処分量の削減策の考え方」 
〔意見〕 
 ・現最終処分場を保持しておくのは問題であり、早期に緑化すべきである。 
・この評価内容は温室効果ガスよりも重要であり、自然環境への配慮からすれば 2 割

強の配点をしてもよいのではないか。 
 ・最終処分量に余裕があるため活用すべきであり、他市に有料で埋め立てさせ、収益

を上げるということをしてもよいのではないか。 
 ・ごみ量を減らすためには、ごみの搬入前の段階でのリサイクルと有効利用の方策に

ついて徹底することが重要である。 
〔決定事項〕 
・最終処分量に現時点で余裕はあるが、処分量を削減し、それによって余分になった

最終処分場を緑化等することが重要と考えるため、重み付けをもう少し高くするこ

ととする。 
 
≪エネルギーの有効利用を目指す施設≫ 
7「余熱を最大限利用した発電のための方策」 
8「発電以外の余熱利用計画（発電後の廃熱利用計画）」 
〔意見〕 
 ・システム全体のエネルギーの有効利用が如何に図られているか、施設全体のエネル

ギー効率を評価する必要がある。 
〔決定事項〕 
・エネルギーの有効利用を目指す施設の二つの評価内容について、事務局案のとおり

とする。 
 

≪安全・安心、経済性に優れた施設≫ 
9「連続運転可能日数、連続運転実績の評価、及び本プラント設備での連続運転を可

能とする計画」 
・議論なし 
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10「汚泥、し渣及び沈砂の安定した供給・処理システムの特徴、優位点」 
〔意見〕 
・事務局案で 8 点の配点になっているが、12 点にすべきと考える。 
・汚泥、し渣に限定しないで前処理を評価するのがよいのではないか。 

〔決定事項〕 
・個別の方式が不利となるような評価内容の設定は避けるべきである。重み付けは上

げることとし、次回、事務局案を提示する。 
 

11「過去のトラブル事例に対する対処の実例と本件への活用」 
・議論なし 
 

12「破砕選別処理施設における破砕機の爆発防止対策と爆発時の対処方針」 
・議論なし 

 
13「予備機の構成の特徴」 
〔意見〕 
・予備機は無くていいはずなので、予備機を評価しなければならない理由がわからな

い。 
・予備機としてはポンプ類が必ずどこの施設でもあるが、必要最小限の予備機は必要

だと思う。 
・予備機として最も重要なのは溶融炉だと思う。 
・選定委員が予備機の構成の審査までするのはやりすぎであると思うため、予備機と

してどのように考えているかを問う程度でよいのではないか。 
〔決定事項〕 
・予備機の構成の特徴まで審査するのではなく、プラントの安全・安心性に関わる予

備機についての考え方、技術的裏付けについて評価することとし、重み付けは下げ

ることとする。 
 
14「地元貢献（建設事業）」 
〔意見〕 
・この評価内容をどうするかは、市の考え方に任せることでよいのではないか。 

〔決定事項〕 
・地元貢献の評価内容に関しては、掲載の適否等も含め、委員会では関知せず、市が

どうあるべきかを判断して決めることとする。 
 
15「機器構成、機器点数からの維持管理の容易性、プラント設備で使用する材質等の

耐久性」 
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・議論なし 
 

16「特許などの構成、特定部品、特定工事の安定的供給の容易性」 
〔決定事項〕 
・副資材等の安定的供給についても評価するとの意見があるが、副資材は別項目で評

価するため、ここでは考慮しないこととする。 
 
17「維持管理のしやすい空間や動線計画の考え方」 
 ・議論なし 
 
18「工場内の交通の安全対策、渋滞対策の考え方」 

・議論なし 
 

≪追加評価内容≫ 
追加 1「建設工事における環境配慮」 
〔決定事項〕 
・評価内容としては入れることとし、重み付けについては、他市の状況を踏まえて事

務局が次回提案することとする。 
 
追加 2、3「使用エネルギー資源の安定供給性、再生エネルギーの利用の考え方」 
〔意見〕 
・資源の寿命が限られ、経済的に成り立たなくなることが想定されるため、「安全・

安心、経済性に優れた施設」の項目に、「エネルギー資源の供給安定性」という評

価内容を加えて欲しい。 
・エネルギー資源の供給安定性を評価するのは困難ではないか。 
・青森市にはバイオマス資源が多くあり、将来的に利用できる可能性を踏まえて、「資

源循環型社会の構築を目指す施設」の項目に、「再生可能なエネルギーの利用の考

え方」という評価項目を加えてはどうか。 
・3 処理方式のうち、シャフトだけが補助燃料（コークス）を使用しなければならな

いことから、エネルギーの供給まで踏み込む必要はないのではないか。 
・近い将来、エネルギー資源確保の問題は非常に重要になってくることが想定される

ため、考慮するべきである。 
〔決定事項〕 
・将来的な既存エネルギー供給の問題、それに代わるエネルギーへの対応の問題が近

い将来重要となることから、メーカーへの動機付けのためにも、「使用エネルギー

資源の安定供給性」、「再生エネルギーの利用の考え方」の評価内容を追加する。た

だし、重み付けは高くしない。 
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追加 4「対応可能なごみ変動量幅」 
〔意見〕 
 ・ごみの量が今後変動するのに伴い、利用できる排熱の量なども変動することで経済

性に関係してくるため、装置が対応できるごみ量の幅を評価する必要があるのでは

ないか。 
〔決定事項〕 
・運営事業に関連する評価内容として、「ごみ量・ごみ質変動への対処方法」を評価

する項目があるが、まずは「対応可能なごみ変動量幅」を評価内容に加えることと

し、最終的に全体を見て調整することとする。 
 

≪以降の評価内容について≫ 
〔決定事項〕 
 ・以降の評価内容については、市の意見を整理した資料を次回、事務局が提示し、そ

れを基に精査することとする。 
 
【案 件】 
４．リスク管理方針書（案）について 
５．建設請負契約書（素案）について 
６．運営業務委託契約書（素案）について 
※委員会開催時間の都合により上記案件４、５、６を報告事項とする。 

〔決定事項〕 
・リスク管理方針書（案）、建設請負契約書（素案）、運営業務委託契約書（素案）に

ついては、委員が各自確認し、2 月 5 日までに意見等を事務局へ提出することとす

る。 
 

【報告事項】 
（１）実施方針等に関する意見・質問への回答について 
（２）入札公告関係書類について 
 ・その他、一連の入札公告関係書類についても、委員が各自確認し、意見等あれば事

務局へ提出することとする。 
 
その他（事務局連絡事項） 
・次回は 2 月 10 日であり、場所は市役所本庁舎にて開催する。 
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