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第１２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 11 月 2 日（火） 9 時 40 分から 19 時 00 分まで 

【場 所】 青森市沖館市民センター 中会議室兼視聴覚室 

【出席者】 委員長    吉 岡 敏 明 

      副委員長   寺 嶋  均 

      委員     天 野 巡 一 

             阿 布 里 提 

山 田 光 雄 

加賀谷 久 輝 

 

【確認事項】 

１．非価格要素審査に係る疑問点等の確認について 

第 14 号様式－5「副生成物の利活用計画」 

〔意見〕 

 ・副生成物の有効利用量で定量評価を行うこととしているが、生成する金属種別の価

値にも着目して評価を行うかどうかを検討してはどうか。 

 ・どのような種類の金属を生成して売却するかについては、経営計画に関わってくる

部分と考えるので、この評価項目においては生成する総量で評価することでよいの

ではないか。 

 ・有効利活用量で定量評価したうえで、生成する金属種別の特徴による評価を加味す

る方法もあるのではないか。 

〔決定事項〕 

 ・当該評価項目については、当初どおり副生成物の有効利用量で定量評価を行うこと

とする。 

 

第 14 号様式－6「用役節減計画」 

〔意見〕 

 ・用役の使用量による定量評価であるが、石灰石の使用量を評価対象としておらず、

費用的には相当影響するものであるため、石灰石の使用量についても評価を行うべ

きではないか。 

 ・石灰石は、スラグとメタルを分離するために使用されるため、資源化できる量の評

価にも関連してくる。 

 ・スラグの利活用量については他に評価する項目があるため、そちらはプラス評価と

し、この評価項目とは別に考えてよいのではないか。 

〔決定事項〕 
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 ・当該評価項目は、複数の定量評価要素から判断することとしており、それぞれの重

み付けは各委員の判断によるということを踏まえ、各定量評価要素の判定結果とと

もに、石灰石使用量を含むそれ以外の提案内容を各委員が総合的に判断して評価す

ることとする。 

 

第 14 号様式－6「用役節減計画」、第 14 号様式－7「最終処分量削減計画」 

〔意見〕 

 ・消費電力量と最終処分量についてそれぞれ定量評価する項目であり、可燃ごみ処理

施設と破砕選別処理施設を別々に評価することとしているが、可燃ごみ処理施設と

破砕選別処理施設を合計した量で評価すべきではないか。 

 ・複数の定量評価要素の判定結果を基に、委員の裁量によって最終的に評価する項目

であるため、なるべく定量評価要素を少なくした方がよいのではないか。 

〔決定事項〕 

 ・両評価項目について、可燃ごみ処理施設と破砕選別処理施設を合わせた量で評価す

るのが実態として適切であるため、両施設の合計量で定量評価することとする。 

 

第 14 号様式－8「余熱を最大限利用した発電計画」 

〔意見〕 

 ・当該評価項目については、発電効率で評価するのではなく、外部燃料の使用を含め

ない、ごみ由来の発電量と売電量で評価した方がよいのではないか。 

 ・他に燃料使用量について評価する項目があり、燃料を多く使用する場合はそこで低

い評価となるから、この項目では燃料使用も含めた発電効率で評価してよいのでは

ないか。 

 ・処理方式によりそれぞれコンセプトが異なり、外部燃料を使用することによってエ

ネルギー効率を上げるという方式や、それとはまた違う考え方で処理する方式もあ

るが、どちらかに偏った見方をすると公平性に欠けることとなる。それぞれの方式

の特徴を受け入れたうえで評価を行うべきである。 

〔決定事項〕 

 ・当該評価項目については、当初どおり発電効率で定量評価を行うこととする。 

 

第 14 号様式－9「発電以外の余熱利用計画（発電後の廃熱利用計画）」 

〔意見〕 

 ・熱回収率で定量評価することとしているが、熱回収をしてもその熱を使用していな

ければ意味がないため、熱利用率で評価すべきである。 

〔決定事項〕 

・当該評価項目については、熱回収率ではなく、ヒアリング等により確認した熱利用

率で定量評価を行うこととする。 
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第 14 号様式－15「安定稼動性や保守管理の容易性に配慮した設備計画」 

〔意見〕 

 ・耐久性についてどう判断すべきか、専門外であるため評価するのが困難である。 

 ・実績から評価すればよいのではないか。 

 ・専門外であれば、実績をどのように評価すべきか判断すること自体が困難である。 

〔決定事項〕 

 ・前回の委員会で協議したとおり、評価の正当性を確保するため、どうしても評価が

できない場合は、その評価項目について評価を行わないということも可とする。た

だし、その項目を委員会で明らかにしたうえで、他の委員の助言等を受けながら、

できるだけ全委員が評価を行うこととする。 

 

第 14 号様式－18「ごみ量変動への対処に関する計画」 

〔意見〕 

 ・全応募者の施設能力と年間稼動日数に関する資料を示して欲しい。 

〔決定事項〕 

 ・事務局が示した当該事項に関する資料を参考として定性評価をする。 

 

第 14 号様式－28「経営計画・事業収支計画」 

〔意見〕 

 ・第 10 回事業者選定委員会で要望し、資料に記載した「ごみ 1 トン当たりの委託料」

及び「ごみ 1 トン当たりの補修費」について、20 年間で除した 1 年当たりの費用

を示して欲しい。 

 ・経営計画を評価するにあたり、利益見込額の多寡について、価格要素審査、市が支

払う年間委託料等、突発的な事象による補修費等の支出対応の観点から、どのよう

に評価すべきか、その視点を確認したい。 

〔決定事項〕 

 ・20 年間で除した 1 年当たりの委託料及び補修費について、事務局から口頭で確認

をした。 

 ・利益見込額の多寡を含めた経営計画の評価視点として、ひとつには、安定的な収支

となるよう計画しているかどうか、ふたつには、利益を多く見込んでいることは内

部留保に余裕があり、その分緊急的な支出に対応できる余地があるということがあ

り、これらについて各委員が総合的に判断して評価することとする。 

 

第 14 号様式－32 

「点検、検査、補修、更新計画（30 年間の運営に配慮した計画の考え方）」 

〔意見〕 
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 ・当該評価項目については、事業期間終了後の補修等に係る費用計画を比較すること

により明確に評価できるのではないか。 

〔決定事項〕 

 ・当該評価項目については、事務局が参考として作成した、事業期間の 20 年間及び

事業期間終了後 10 年間の各応募者の点検、検査、補修、更新に係る費用の対比資

料を参考としながら、各委員が総合的に判断して評価することとする。 

 

第 14 号様式－30「事業運営計画（安定した事業運営の確保）」 

 ※前回委員会で概要の説明をした当該評価項目の評価視点について、資料を基に再    

度確認 

〔決定事項〕 

 ・当該評価項目について、基本的に資本金の額や加入する保険の種類・金額を手厚く

すれば、その分入札金額に影響することが想定されるが、評価視点としては、資本

金額は SPC が自己の裁量で使用できる分、出資者による追加の支援策についてはあ

くまで約束事であるという見方ができるということを踏まえ、各委員が総合的に判

断して評価することとする。 

 

第 14 号様式－10「再生エネルギーの利用計画」 

〔意見〕 

 ・各応募者が提案する再生エネルギーの種類について、それぞれの提案書を確認する

と、大気熱の利用に関連する内容として、複数の応募者が自然換気や雨水の利用に

ついて提案しており、これらを評価において考慮する必要があるのではないか。 

〔決定事項〕 

 ・当該評価項目に係る提案書において、再生エネルギーの利用としては提案されてい

ないが考慮できると思われるものについては、再生エネルギーの定義を委員会とし

て定めていないことを踏まえ、各委員がヒアリング等で確認した内容も含めて総合

的に判断して評価することとする。 

 

第 14 号様式－2 

「敷地内緑化及び施設内デザイン計画、見学者の利便性に配慮した施設計画」 

〔意見〕 

 ・敷地の利用の仕方によって、将来の施設の建替えを想定している提案もあると思わ

れるが、この点をどのように評価するべきか。 

〔決定事項〕 

 ・要求水準書では、将来の施設の建替えを見据えた敷地利用については求めていない

ことから、委員会としてこれを評価対象とすることはできない。ただし、各委員が

評価するうえで参考とすることについては任意とする。 
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※委員会審議により改めることとした、第 14 号様式－6「用役節減計画」、第 14 号様

式－7「最終処分量削減計画」及び第 14 号様式－9「発電以外の余熱利用計画（発

電後の廃熱利用計画）」の定量評価を含め、全定量評価の結果について委員会で確

認をした。 

 

【非価格要素審査】 

１．非価格要素審査評価表の提出・集計 

 ・各委員が最終の評価を行い、評価結果を事務局へ提出した。（1 名の委員が 1 評価

項目について評価をせず提出） 

・評価の下書きを含む委員会での審査に係る書類については全て回収することとする。 

 ・全委員から提出された評価結果を事務局が集計した。 

 

２．非価格要素審査結果の確認 

 ・各委員が自身の評価結果とともに集計結果資料の記載内容を確認した。 

 ・集計結果の確認・了承後、全委員が非価格要素審査結果表に署名した。 

＜非価格要素審査結果＞ 

   応募者Ａ 得点 259.1 点（3位） 

（代表企業 新日鉄エンジニアリング株式会社） 
応募者Ｂ 得点 271.8 点（2位） 

（代表企業 株式会社タクマ東京支社） 
応募者Ｃ 得点 313.9 点（1位） 

（代表企業 荏原環境プラント株式会社営業統括部） 
応募者Ｄ 得点 255.4 点（5位） 

（代表企業 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社東北支店） 
応募者Ｅ 得点 255.8 点（4位） 

（代表企業 川崎重工業株式会社東京事務所） 
応募者Ｆ 得点 239.9 点（6位） 

（代表企業 ＪＦＥエンジニアリング株式会社東北支店） 
  ※配点 380 点 

 

【価格要素審査】 

１．開札 

 ・全委員及び全応募者の立会いのもと、9 月 10 日に提出された入札書の開札を行っ

た。 

＜開札結果＞ 

入札価格（税抜） 
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応募者Ａ 26,440,000,000 円 

応募者Ｂ 22,577,000,000 円 

応募者Ｃ 28,790,450,000 円 

応募者Ｄ 18,500,000,000 円 

応募者Ｅ 24,700,000,000 円 

応募者Ｆ 23,000,000,000 円 

  ※予定価格（税抜）35,496,619,048 円（税込 37,271,450,000 円） 

 

２．価格要素審査結果の確認 

 ・各応募者の入札価格を点数化し、価格要素審査結果を確認した。 

＜価格要素審査結果＞ 

   応募者Ａ 得点 177.0 点（5位） 

応募者Ｂ 得点 207.3 点（2位） 

応募者Ｃ 得点 162.6 点（6位） 

応募者Ｄ 得点 253.0 点（1位） 

応募者Ｅ 得点 189.5 点（4位） 

応募者Ｆ 得点 203.5 点（3位） 

※配点 253 点 

 

【総合評価】 

１．非価格要素審査結果と価格要素審査結果を基に総合評価を行い、最優秀提案を選定 

 ・非価格要素審査得点と価格要素審査得点の合計により総合評価得点を算出し、最も

高得点を獲得した応募者Ｄ「代表企業 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式

会社東北支店」の提案を最優秀提案として選定した。 
・総合評価結果の確認後、全委員が総合評価結果一覧表に署名した。 

＜総合評価結果＞ 

   応募者Ａ 得点 436.1 点（6位） 

応募者Ｂ 得点 479.1 点（2位） 

応募者Ｃ 得点 476.5 点（3位） 

応募者Ｄ 得点 508.4 点（1位）※最優秀提案 

応募者Ｅ 得点 445.3 点（4位） 

応募者Ｆ 得点 443.4 点（5位） 

  ※満点 633 点（非価格要素配点 380 点＋価格要素配点 253 点） 

 

【審査講評の作成】 

〔決定事項〕 

・委員会として、「非価格要素審査で他の応募者に比べ高い評価を得られなかった項目に
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ついてもその結果を真摯に受け止め、本事業の目的に適ったより良い施設建設及び運

営に取り組むこと」、及び「市民が憩うことができる緑地を確保し、環境及び自然との

調和に配慮すること」を要望することとして審査講評を作成した。 
 ・市ホームページにて公表する審査講評では、決定した審査講評文に加え、委員会の 

審査経緯と結果についても掲載することを確認し、未作成である非価格要素審査の

評価内容別講評については、事務局が後日、案を作成・送付し、各委員に個別に確

認することとする。 

 

【市長報告】 

１．最優秀提案選定結果の市長報告 

 ・事業者選定委員会による最優秀提案の選定結果を、全委員立会いのもと、委員長か

ら市長へ報告した。 

 

【審査結果の公表について】 

 ・事務局から、今後のスケジュールとして、最優秀提案の選定結果を踏まえて市が落

札者を決定し、11 月 8 日に公表する予定としていることから、それまでは当該選

定結果について、事業者選定委員会設置要綱第 8条第 3項の規定を遵守し、秘密を

保持していただくよう要請し、全委員が了承した。 


