
守山市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年

法律第 117 号）」第５条第３項に準じて、守山市環境施設整備・運営事業の実施方針を公表す

る。 

平成 29 年９月８日 

守山市長  宮本 和宏 

守山市環境施設整備・運営事業 

実施方針 

守山市（以下、「市」という。）は、民間事業者の有する経営能力及び技術的能力を活用し、

効率的な事業実施を図るため、守山市環境施設整備・運営事業（以下「本事業」という。）を

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下、「PFI 法」という。）」

に定められる手続きに準じて、公設民営（DBO）方式（Design:設計、Build:施工、Operate:

運営 以下、「DBO方式」という。）で実施する。 

ここに、PFI 法第５条第１項及び第３項の規定に準じて、特定事業の選定及び当該特定事業

を実施する民間事業者の選定を行うに当たっての特定事業の実施に関する市の方針を定め、

公表する。 
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用語の定義 

本実施方針で用いる用語を以下のとおり定義する。 

(1) 「本事業」とは、守山市環境施設整備・運営事業をいう。 

(2) 「要求水準書」とは、本事業の入札において市が公表した本事業に関する募集要項のうち

要求水準書及びこれに関する質問回答をいう。 

(3) 「技術提案書等」とは、本事業の入札公告の募集要項により提出される技術提案書、非価

格要素提案書、事業計画書をいう。 

(4) 「民間事業者」とは、本事業を委ねる事業者として選定された企業又は企業グループをい

う。 

(5) 「特別目的会社」とは、選定された応募者のうち構成員が株主として出資し、本施設の運

営業務を目的として設立する会社であり、SPC ともいう。 

(6) 「運営事業者」とは、本事業に係る特別目的会社であり、本施設の運営業務を行う事業者

をいう。 

(7) 「工事請負事業者」とは、単独又は共同企業体により本施設等の設計・施工業務を行う事

業者をいう。 

(8) 「共同企業体」とは、本施設等の設計・施工を目的として結成された特定建設工事共同企

業体をいう。 

(9) 「応募者」とは、本事業に応募する構成員で構成された企業グループをいう。 

(10) 「代表企業」とは、応募者のうち、本事業の応募手続きを行う等の代表的役割を果たす企

業をいう。 

(11) 「副生成物」とは、本施設から発生する主灰、焼却飛灰、リサイクル施設からの不燃残

渣、その他不適物を総称していう。

(12) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者

の行為その他自然的又は人為的な現象のうち市及び民間事業者のいずれの責めにも帰す

ことのできない事由を意味する。 



(13) 「運営費」とは、市が民間事業者に対して支払う本施設の運営業務の履行の対価のことを

いう。 

(14) 「入札説明書」とは、本事業の入札に当たり市が公表した入札説明書及びこれに関する質

問回答をいう。 

(15) 「年度」とは、4月 1日から始まり翌年の 3月 31日に終了する一年をいう。 

(16) 「本施設」とは、本事業で整備する、市において排出される一般廃棄物（ごみ）の焼却、

資源化処理を行う施設をいい、熱回収施設とリサイクル施設から成る。 

(17) 「熱回収施設」とは、本施設の 1つで、燃えるごみ、リサイクル施設の可燃残渣（破砕処

理後の可燃物）、可燃性粗大ごみ及び災害廃棄物の処理を行う施設をいう。 

(18) 「リサイクル施設」とは、本施設の 1つで、燃えないごみ、粗大ごみ、ペットボトル、空

き缶、使い捨てライター、スプレー缶、剪定枝木、蛍光管、空きビン、飲料用紙パック、

廃食油、乾電池、丸太等の処理・保管を行う施設をいう。 
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1 特定事業の選定に関する事項 

1-1 事業内容 

1-1-1 事業名称 
守山市環境施設整備・運営事業 

1-1-2 対象となる公共施設等の種類 
一般廃棄物処理施設 

1-1-3 公共施設等の管理者等
守山市長  宮本 和宏 

1-1-4 事業予定地 
滋賀県守山市 

1-1-5 事業の目的 
市は、一般廃棄物処理施設の整備を行う。本事業は、市において排出される一般廃棄物（ご

み）の焼却・資源化処理を行う施設（以下、「本施設」という。）の設計・施工・運営を行うも

のである。 

本施設は、平成 33年 10月に供用が開始され、約 20 年間にわたって運営が行われることを予

定している。一般廃棄物処理施設の運営コストは、経年ごとに増加する傾向があり、長期的な

運営計画の中でのコストダウンが重要視されている。 

したがって、DBO 方式により、本施設を整備し同施設の完成後、約 20年間にわたって運営す

ることで、本施設の有効かつ効率的な整備と長期間にわたる良好な運営を図り、循環型社会の

形成を推進することを目的とする。 

1-1-6 事業内容 
(1) 熱回収施設では、ごみを焼却し、無害化、安定化を行う。 

(2) 熱回収施設の炉の方式は、全連続燃焼式ストーカ式とする。 

(3) リサイクル施設のうち、破砕選別では、燃えないごみ、粗大ごみ、ペットボトル、空き缶、

使い捨てライター、スプレー缶、剪定枝木、蛍光管の処理を行う。 

(4) リサイクル施設のうち、ストックヤードでは、資源ごみの保管等を行う。 

(5) 焼却運転の安全・安定化と省力化を図るため自動運転制御とする。 

(6) 最新の技術により施設を整備し，公害防止関係諸法令の規制基準を十分満足するとともに

周辺環境に配慮し、安定した運転ができる施設とする。 

(7) 熱回収施設の運転により生じた余熱等のエネルギーの有効利用を図るため、発電及び熱利

用を行う。 

(8) 効率的な運転管理が可能で快適で、かつ安全な作業環境の整った施設とする。 

(9) 将来の基幹的整備に配慮した施設とする。 
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(10) 見学者対応に配慮した施設とする。 

1-1-7 事業手法 
本事業は、DBO 方式で実施するものとし、市は、本施設の設計・施工に係る資金を調達し、

本施設を所有するものとする。なお、本施設の整備については、環境省の交付金対象事業とし

て考えている。 

民間事業者は、単独又は特定建設工事共同企業体を設立し、本施設の設計・施工（以下「設

計・施工業務」という。）を行う。 

さらに、民間事業者は、特別目的会社（以下、「運営事業者」という。）を設立し、20 年間

にわたって、本施設の運転・維持管理・点検・補修等の業務（以下、「運営業務」という。）

を行う。 

1-1-8 契約の形態 
市と民間事業者は、添付資料 2に示す形態の契約を締結する。 

市は、本事業について民間事業者に設計・施工業務及び運営業務を一体の事業として発注す

るために、本事業に係る基本協定及び基本契約（以下、「基本契約等」という。）を民間事業者

と締結する。 

また、市は、基本契約等に基づき、民間事業者のうち本施設の設計・施工業務を担当する者

（以下、「工事請負事業者」という。）と、本事業に係る建設工事請負契約（以下、「工事請負契

約」という。）を締結する。 

また、市は、基本契約等に基づき、民間事業者が本施設の運営業務を担当する運営事業者と

本事業に係る運営業務委託契約（以下、「運営委託契約」という。）を締結する。 

基本契約、工事請負契約、運営委託契約の 3つの契約をまとめて、以下、「特定事業契約」と

いう。 

1-1-9 事業期間 
事業期間は、以下のとおりとする。 

(1) 本施設の設計・施工期間：特定事業契約締結から平成 33 年 9 月末まで（想定） 

(2) 本施設の運営期間:平成 33 年 10 月 1 日から平成 53 年 3月末まで 

1-1-10 関係法令等の遵守
民間事業者は、本事業を行うに当たって、必要とされる関係法令等を遵守することとする。 
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1-1-11 事業スケジュール（予定）
本事業に関する主要なスケジュールは、以下のとおりを予定している。 

(1) 実施方針の公表    平成 29 年 9 月 

(2) 特定事業の選定    平成 29 年 12 月 

(3) 入札公告（募集要項の公表）  平成 29 年 12 月 

(4) 募集要項に関する質疑回答（第 1回） 平成 29 年 12 月 

(5) 資格審査の受付締切    平成 30 年 1 月 

(6) 資格審査の結果の通知    平成 30 年 1 月 

(7) 募集要項に関する質疑回答（第 2回） 平成 30 年 2 月 

(8) 提案書類提出    平成 30 年 4 月 

(9) 基礎審査の実施    平成 30 年 4 月 

(10) 提案内容の明瞭化   平成 30 年 6 月 

(11) 入札書提出    平成 30 年 8 月 

(12) 非価格要素及び価格要素の審査  平成 30 年 8 月 

(13) 総合評価の実施     平成 30 年 8 月 

(14) 落札者の決定    平成 30 年 8 月 

(15) 基本協定の締結    落札者の決定後速やかに 

(16) 特別目的会社の設立   落札者の決定後速やかに 

(17) 特定事業契約の締結   平成 30 年 9 月 

(18) 設計・施工着手    平成 30 年 10 月 

(19) 本施設の引渡し    平成 33 年 9 月末日 

(20) 供用開始    平成 33 年 10 月 1 日 

(21) 契約終了    平成 53 年 3 月末日 

なお、募集要項とは、本事業を実施する民間事業者の募集の開始に際して配布する以下の書

類である。 

・ 入札説明書 

・ 要求水準書 

・ 様式集 

・ 契約書（案） 

・ 落札者決定基準 等 

1-2 特定事業の選定 

次の考え方・手順に従い、PFI 法に定められる手続きに準じて、本事業を特定事業として選定

することとする。 

1-2-1 選定の考え方 
次の 2点を重視して、本事業を特定事業として選定する。 

(1) 民間事業者に支払う設計・施工業務の対価（以下、「施設整備費」という。）及び運営業務

の対価（以下、「運営費」という。）を含め、事業期間全体において市が負担する費用の総
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額について価格要素審査を行い、市が自ら実施する場合と比較して公共財政負担の削減が

見込めること。 

(2) 事業期間全体における責任分担及び公共サービスの水準について非価格要素審査を行い、

市が自ら実施する場合と比較してリスクの低減及び公共サービス等水準の維持・向上が見

込めること。 

1-2-2 選定手順 
次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を市ホームページで公表する。 

(1) 価格要素審査の実施 

事業期間全体において市が負担する支出（交付金収入を除く。）の総額の評価 

(2) 非価格要素審査の実施 

1) 民間事業者に移転されるリスクの評価 

2) 公共サービス等水準の評価 

(3) (1)及び(2)の評価に基づき本事業を特定事業として選定する。 

(4) 評価の結果を公表する。 

1-3 民間事業者が実施する業務の範囲

民間事業者が実施する主な業務は、以下のとおりとする。なお、民間事業者は、事業期間を通

じ、市が行う行政手続き等に対して協力することとする。 

1-3-1 事前業務 
民間事業者は、本事業の業務の一部である本施設の運営業務を担当させるために、事業会社

たる特別目的会社を適法に設立すること。 

1-3-2 設計・施工業務 
事業範囲には、原則として次に示す全ての設備及び工事が含まれる。 

(1) 機械設備工事 

(2) 土木建築工事 

1) 建築工事 

2) 土木工事・外構工事 

3) 建築設備工事 

4) 建築電気設備工事 

1-3-3 運営業務 
民間事業者の業務範囲は、以下のとおりとする。 

(1) 本施設の主要部の施工が完了し、処理対象物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発

揮することが可能と判断される時点以降において、民間事業者の責任の下に実施する試運

転（性能確認試験を含む）の実施 

(2) 処理対象物の受け入れ、受け入れた処理対象物の焼却処理及びリサイクルにかかる業務、

焼却処理等を経て生成される副生成物の貯留・保管・運搬車両への積込業務等、本施設を
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用いて行う処理対象物の処理に係る業務 

(3) 上記業務を実施するために必要な各設備の運転及び各種の測定、測定結果の記録、並びに

経常的な施設の保守管理 

(4) 電気関係法令及び電気事業法（保安規程）による電気工作物の工事・維持及び運転に関す

る保安業務 

(5) 本施設の各設備・各機器の保守点検（法定点検、定期点検等を含む）、修理及び設備更新 

(6) 本施設の各設備・各機器の清掃・整備作業 

(7) 本施設の建屋（管理スペースを含む）、敷地内の維持管理、清掃作業 

(8) 本施設の保守管理上の日報・月報・年報の作成、その他統計事務の実施、及び各種報告書

等の作成 

(9) 本施設の維持管理の記録、閲覧に係る業務 

(10) 市が実施する本施設の見学者対応及び行政視察対応への協力 

(11) その他、本施設の運営に関する一切の業務 

図表１ 民間事業者の業務範囲 

1-3-4 運営業務終了時の引継業務
(1) 事業期間終了前に、事業期間終了後約 20 年間にわたり本施設が要求水準書に示した機能

を維持できるように適切な維持管理、補修・更新方法を示した維持管理計画書を提出する

こと。 

(2) 本施設が事業期間終了後も継続して 10 年間にわたり使用することに支障のない状態であ

ることを確認するために、事業の最終年度に、第三者機関による以下の事項を含む施設機

能確認（精密機能検査等）を市の立会いの下に実施すること。 

1) 建物の主要構造部等に大きな汚損または破損がなく、良好な状態であること。ただし、

継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び劣化（通常の経年変化によるものを含

む。）、また施設の運営開始時から継続している定常的な維持管理業務を除く。 

2) 内外の仕上げや設備機器等に大きな汚損または破損がなく、良好な状態であること。

ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び劣化（通常の経年変化によるも

のを含む。）、また施設の運営開始時から継続している定常的な維持管理業務を除く。 

3) 主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている基本的な性能を満たしているこ

と。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化による

ものを含む。）、また施設の運営開始時から継続している定常的な維持管理業務を除く。 

(3) 当該検査の結果、本施設が事業期間終了後も継続して 10 年間にわたり使用することに支
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障のない状態であることを確認したことをもって、事業期間終了時の確認とする。 

(4) 市が、事業期間終了の終了前から行う予定である、事業期間終了後の本施設の運営方法に

関する検討に協力すること。 

(5) 市が事業期間終了後の本施設の運営を自ら実施する、または公募により事業者を選定する

と判断した場合、次の事項に関して協力すること。 

1) 本施設の運転、維持管理に必要な書類等の整備、提出（図面、維持管理履歴、トラブ

ル履歴、取扱説明書、調達方法、財務諸表） 

2) 市または市が指定する第三者への引継ぎ業務等 

3) 本施設の維持管理計画の立案、市や関係者との必要な協議等 

4) 新たな運営事業者による施設及び運転状況の視察 

5) 事業期間終了後の運営支援（費用が発生しない範囲でのアドバイス等の支援） 

6) 特殊部品等の提供を含めた技術的協力 

7) その他新たな運営事業者の円滑な業務の開始に必要な支援 

(6) 市が事業期間終了後の本施設の運営事業者を公募により選定することが適切でないと判

断した場合、本施設の運営の継続に関して協議に応じること。この場合、委託費算定のた

めに運営期間中の次の項目に関する費用明細等を提出すること。 

1) 人件費 

2) 運転経費 

3) 維持管理費 

4) 調達 

1-3-5 地域経済への貢献 
民間事業者は、施工に際して可能な限り、地元企業へ工事及び資材調達の発注を行うこと。

また、点検・補修・消耗品の購入は可能な限り、地元企業へ発注すること。 

運営に際し地元雇用等への配慮を積極的に行うこと。 

1-3-6 その他 
民間事業者は、本事業に係る交付金の申請手続きを含む行政手続きに協力する。 

1-4 市が実施する業務の範囲 

市が実施する主な業務は、以下のとおりとする。 

1-4-1 用地の準備 
市は、本事業を実施するための用地を確保する。 

1-4-2 処理対象物の搬入
市は、広く市民・排出事業者等に対してごみの分別搬入ルール等に関する啓発及び指導等を

行うとともに、市の管理のもと収集される処理対象物の搬入を行う。（市は必要に応じて本施設

において搬入指導を行う。） 
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1-4-3 副生成物の運搬・処分 
市は、受け入れた処理対象物の焼却処理等を経て生成される副生成物を民間事業者から引取

り、運搬・処分を行う。 

1-4-4 資源物のリサイクル業者への引渡し 
市は、民間事業者が処理・保管した資源物を引取り、リサイクル業者に引き渡す。 

1-4-5 余剰電力の販売
市は、熱回収施設での発電量から場内での使用電力量を除いた余剰電力を、電気事業者に売

電する。ただし、売電量が一定値を超えた場合には、収入の一部を民間事業者にインセンティ

ブとして還元する。なお、民間事業者は、市が行う売電手続きに際して必要に応じて支援を行

うものとする。 

1-4-6 本事業のモニタリング 
市は、設計・施工段階及び運営段階において、継続的に本事業の実施状況の監視を行う。 

1-4-7 住民への対応
市は、周辺住民からの意見や苦情に対する対応を運営事業者の協力のもと行う。 

1-4-8 行政視察・施設見学者への対応
市は、本施設の行政視察及び施設見学者への対応を行う。なお、運営事業者は、市が見学者

への説明を行う際、施設の稼動状況及び環境保全状況等の説明に協力するものとする。 

1-4-9 施設整備費及び運営費の支払い 
市は、守山市財務規則に基づき、施設整備費を原則、出来高に応じて年度毎に工事請負事業

者へ、運営費を運営期間にわたって四半期ごとに運営事業者に支払う。 

1-4-10 その他 
市は、本事業に係る交付金の申請手続き等を含む行政手続き等の対応を行う。 
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2 民間事業者の募集及び選定に関する事項

民間事業者の募集は、公平性、透明性の確保並びに民間事業者における市の意向の理解促進、

民間事業者の創意工夫発揮の観点から、総合評価一般競争入札で行う。 

民間事業者の選定は、民間事業者が募集要項に規定する事業に参加するに足る資格を有してお

り、かつ民間事業者の提案内容が、技術的観点から市が要求する性能要件を満足することが見込

める内容であること等について、段階的に実施する。 

2-1 募集及び選定スケジュール（予定） 

現時点で計画している民間事業者の募集及び選定のスケジュールは、1-1-11 事業スケジュール

（予定）に示すとおりである。 

2-2 応募者の参加資格要件 

応募する企業又は企業グループ（以下、｢応募者｣という。）は、資格審査申請書の受付締切日に

おいて、以下の資格要件をすべて満たすこと。また、市は、応募者の資格の確認を行うために資

格審査を実施する。 

2-2-1 応募者の構成 
(1) 応募者は、熱回収施設の設計・施工、リサイクル施設の設計・施工、熱回収施設の運転及

び維持管理、リサイクル施設の運転及び維持管理を担当する企業を含む複数の企業グルー

プにより構成されることとする。 

(2) 同一の企業が複数の業務を兼ねて実施することは可能である。 

(3) 本事業を実施することと選定された応募者は、仮契約締結時までに会社法に定める株式会

社として特別目的会社を守山市内に設立すること。 

(4) 応募者を構成する構成員は全て特別目的会社に出資すること。 

(5) 参加表明書提出以降、応募者の構成員の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得

ない事情が生じた場合は、市と協議のうえ、これを決定する。 

(6) 応募者の構成員のいずれかが、他の企業グループの構成員となることは認めない。また、

構成員のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大

蔵省令第 59 号）第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に

規定する関連会社（以下、これらを総称して「関係会社」という。）に該当する各法人は、

それぞれ他の応募者になることはできない。 

(7) 市が事業者と特定事業契約を締結後、選定されなかった応募者の構成員が、関係法令を遵

守する範囲において当該事業者の業務等を支援及び協力することは可能とする。 

(8) 応募者は、構成員の中から代表となる企業（以下、「代表企業」という。）を定めること

とし、当該代表企業が応募手続き等を行うこと。また、代表企業は特別目的会社の最大出

資者とすること。 

(9) 同一応募者が複数の提案を行うことは禁止する。 
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2-2-2 応募者の参加資格要件 
(1) 共通の参加資格要件 

応募者（企業グループにあってはその構成員）は、次に掲げる要件をすべて満たしている

こと。 

1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しない

こと。 

2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされて

いる者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の

決定を受けている者を除く。）でないこと。 

3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第 2条第 2

号に掲げる暴力団、同条第 6号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行っ

ている者でないこと。（落札者となった場合には、必要に応じて別に定める誓約書、

役員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することについて、あらかじめ

了知すること。） 

4) 当該事業の落札決定の日までに、守山市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停

止基準に基づく停止措置の期間中でないこと。 

5) 2-2-2(2)から(5)に示す参加資格要件を満たす企業は、平成 29年度有資格業者名簿に

登録されていること。（有資格業者名簿に登録されていない者については、参加資格

申請時に、有資格者名簿登録の際に提出する必要がある書類一式を提出すること。） 

6) 2-2-2(2)から(5)に示す資格要件は、構成員となる企業で満たすものとする。 

7) 2-2-2(2)から(5)に示す資格要件のうち実績要件は、本事業の入札公告時点で満たす

ものとする。 

8) 以下に示す者又はその者と関連をもつ者でないこと。 

(a) 本事業に関する市の「平成 29年度環境施設整備に係る発注支援業務」を受託する

復建調査設計株式会社 

(b) 本事業の審査を行う事業者選定委員会の委員が属する企業 

なお、関連をもつ者とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 20 を超える株式を

有し、又はその出資の 100 分の 20 を超える出資をしているか、若しくは当該企業の役

員(取締役以上)を兼ねている者をいう。 

9) 本施設の設計・施工を担当する企業が共同企業体の場合の代表者は、共同企業体を構

成する企業のうち中心的役割を担う者とする。なお、甲型の場合にはその出資比率が

最大であること。 

(2) 熱回収施設の設計・施工に関する参加資格要件 

1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に規定する清掃施設工事に係る特

定建設業の許可を有し、かつ平成 29 年度守山市建設工事請負業者等受付名簿に登録

されていること。（受付名簿に登録されていない者については、参加資格申請時に、

受付名簿登録の際に提出する必要がある書類一式を提出すること。） 
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2) 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）第 8 条第 1 項に規定

する一般廃棄物処理施設に関して、以下の(a)と(b)の建設実績を同一施設で有するこ

と（いずれも平成 14 年 12 月以降に竣工した施設の実績であること）。なお、本施設

の設計・施工を担当する企業が共同企業体（甲型）の場合は、代表者の実績とする。 

(a) 全連続式焼却炉（ストーカ式） 

(b) 廃棄物発電設備（ボイラ・タービン方式）を備えた焼却炉 

3) 本施設工事に関し、次に掲げる要件をすべて満たす者を監理技術者として専任で配置

できること。（建設業法第 7条第 2項に規定する営業所の専任技術者となっている者

は、本施設工事の技術者として配置できない。） 

(a) 清掃施設工事について建設業法に規定する技術者 

(b) 直接かつ連続して 3ヶ月以上の雇用関係を有する者 

(c) 清掃施設工事に係る監理技術者資格証を有する者であること。なお、資格証の交

付（更新を含む。）を受けた者は、過去 5年以内に受講した監理技術者講習修了証

を併せて有すること。 

(3) 熱回収施設の運転及び維持管理に関する参加資格要件 

1) 平成 29 年度守山市役務委託等業務業者登録名簿に登録されていること。（業者登録名

簿に登録されていない者については、参加資格申請時に、業者登録名簿登録の際に提

出する必要がある書類一式を提出すること。） 

2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設に関して以下の

運転管理実績を有すること。なお、(a)と(b)を別の一般廃棄物処理施設の実績で満た

してもよい。 

(a) 全連続式焼却炉（ストーカ式）における 3年以上の運転管理 

(b) 廃棄物発電設備（ボイラ・タービン方式）を備えた焼却炉における 3 年以上の運

転管理 

(4) リサイクル施設の設計・施工に関する参加資格要件 

1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項に規定する清掃施設工事に係る特

定建設業の許可を有し、かつ平成 29 年度守山市建設工事請負業者等受付名簿に登録

されていること。（受付名簿に登録されていない者については、参加資格申請時に、

受付名簿登録の際に提出する必要がある書類一式を提出すること。） 

2) 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）第 8 条第 1 項に規定

する一般廃棄物処理施設に関して、以下の(a)と(b)の建設実績を同一施設で有するこ

と。なお、本施設の設計・施工を担当する企業が共同企業体（甲型）の場合は、代表

者の実績とする。 

(a) 破砕施設 

(b) 機械式選別装置を有する選別施設 

3) 本施設工事に関し、次に掲げる要件をすべて満たす者を監理技術者として専任で配置

できること。（建設業法第 7条第 2項に規定する営業所の専任技術者となっている者

は、本施設工事の技術者として配置できない。） 
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(a) 清掃施設工事について建設業法に規定する技術者 

(b) 直接かつ連続して 3ヶ月以上の雇用関係を有する者 

(c) 清掃施設工事に係る監理技術者資格証を有する者であること。なお、資格証の交

付（更新を含む。）を受けた者は、過去 5年以内に受講した監理技術者講習修了証

を併せて有すること。 

(5) リサイクル施設の運転及び維持管理に関する参加資格要件 

1) 平成 29 年度守山市役務委託等業務業者登録名簿に登録されていること。（業者登録名

簿に登録されていない者については、参加資格申請時に、業者登録名簿登録の際に提

出する必要がある書類一式を提出すること。） 

2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設に関して以下の

運転管理実績を有すること。なお、(a)と(b)を別の一般廃棄物処理施設の実績で満た

してもよい。 

(a) 破砕施設における 3年以上の運転管理 

(b) 機械式選別装置を有する選別施設における 3年以上の運転管理 

2-3 民間事業者の審査及び選定

次の事業者選定基準及び選定方法に従い、民間事業者を選定することとする。 

2-3-1 事業者選定委員会の設置 
市は、民間事業者の審査を専門的知見に基づいて実施するに当たって「守山市環境施設整備・

運営事業者選定委員会」（以下、「事業者選定委員会」という。）を設置する。 

選定委員は、以下のとおりとする。 

委 員  吉原 福全  （立命館大学理工学部 教授） 

委 員  荒井 喜久雄 （公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長） 

委 員  佐藤 幸世  （一般財団法人日本環境衛生センター 部長） 

委 員  勝見 武   （京都大学大学院地球環境学堂 教授） 

委 員  丹生谷 美穂 （渥美坂井法律事務所 弁護士） 

委 員  中島 勉   （守山市環境生活部 理事） 

2-3-2 事業者選定基準 
事業者選定の基準はおおむね以下のとおりを予定している。なお、評価項目等の詳細は、募

集要項に示すこととする。 

(1) 価格要素 

1) 施設整備費 

2) 運営費等 
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(2) 非価格要素  

1) 安全・安心で安定した稼働ができる施設 

2) 環境に最大限配慮した施設 

3) エネルギーと資源の有効活用を積極的に推進する施設 

4) 市民に愛され、地域の活性化に資する施設 

2-3-3 事業者審査方法 
事業者の審査及び選定は、以下の手順で行う。各段階の審査に関しては、事業者選定委員会

において審査及び評価を行うものとし、その結果を受けて、市が落札者を決定する。なお、評

価方法等の詳細は募集要項において示す。 

(1) 資格審査 

市は、応募者から提出された資格審査申請書類等により、「2-2-2 応募者の参加資格要件」

に照らした資格審査を行う。 

(2) 本審査 

1) 基礎審査 

基礎審査は、応募者から提出された入札書類（技術提案書、非価格要素提案書及び事

業計画書等）について、技術提案書が技術的観点から見て要求水準書を満足するもので

あること、事業計画書がコストや収益の面から事業としての妥当性を有していること等

の確認を行う。 

これらを満たすことが確認された応募者のみ、次段階の非価格要素審査及び価格要素

審査に進むこととする。 

2) 非価格要素審査及び価格要素審査 

非価格要素審査では、応募者の提案内容について「2-3-2 事業者選定基準」に沿った

審査及び評価を行う。 

なお、審査及び評価に当たっては、必要に応じて応募者へのヒアリングを実施する。

また、非価格要素審査の基準や審査及び評価の方法については、募集要項において示す。 

価格要素審査では、入札書に記載の金額が予定価格以下である場合に合格とする。価

格の審査及び評価の方法については、募集要項において示す。 

(3) 総合評価 

総合評価では、非価格要素審査と価格要素審査に基づく総合的な評価を実施し、落札者を

決定する。なお、総合評価の方法等については、募集要項において示す。 

2-3-4 審査結果の公表 
市は、事業者選定委員会の報告を受けて落札者を決定し、その結果を市ホームページで公表

する。 
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2-4 応募に係る提出書類 

応募者は、応募書類として以下の書類を提出する。なお、提出書類の詳細については、募集要

項において示す。 

2-4-1 資格審査申請時の提出書類 
(1) 資格審査申請書類 

(2) 参加資格確認資料 

2-4-2 本審査時の提出書類 
(1) 技術提案書 

(2) 非価格要素提案書 

(3) 事業計画書 

(4) 入札書 

2-5 落札者決定後の手続き

2-5-1 特別目的会社の設立
落札者は、落札者決定後速やかに特別目的会社を守山市内に設立する。 

特別目的会社は、添付資料 4の主要な契約条件に示す要件を満たすこととする。 

2-5-2 交付金申請手続きへの協力
民間事業者は、市が行う交付金の申請手続き等に協力すると共に、当該交付金交付要綱等に

適合するように本施設の設計・施工業務、関連資料の作成を行う。 

2-5-3 契約詳細の詰め 
市と落札者は、特定事業契約締結のために契約詳細の詰めを行うものとする。 

2-6 提出書類の取扱い・著作権 

応募に係る提出書類の著作権は、応募者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、

市は、必要な範囲において公表等を行うことができるものとする。また、市に提出された資料は、

守山市情報公開条例等の法令に基づき、公開されることがある。 

なお、契約に至らなかった応募者の提出書類については、本事業者選定の目的以外には使用し

ないが返却はしない。 
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2-7 費用負担 

応募申込みに係る経費は、応募者の負担とする。 
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3 民間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 

3-1 想定されるサービスの水準・仕様 

民間事業者は、募集要項等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえて、本事業の募集要項に示す

本施設の機能（性能要件）が十分発揮できるよう、設計・施工業務及び運営業務を行う。 

3-2 リスク分担及びその考え方 

3-2-1 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、そのリスクを最も良く管理できる者が当該リスクを

適正に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ができるというものである。

設計・施工業務及び運営業務等に伴うリスクは、原則として工事請負事業者又は運営事業者等

のいずれかが負担するものとする。ただし、事業者が負うことが適当でない部分については、

市がリスクを負うこととする。 

3-2-2 想定されるリスクの分担  
市と民間事業者のリスク分担は、原則として添付資料 3 の事業に係るリスク分担によるもの

とし、特に重要なものについては添付資料 4 の主要な契約条件等に示す。なお、契約条件の詳

細については、落札者と市の間で締結する契約書等において規定することとし、その内容は募

集要項にて示す。 

3-2-3 市による事業の実施状況の監視 
(1) 設計・施工段階  

市は、工事請負事業者による設計・施工業務の状況が要件を満たしていることを確認する

ために、業務の監視を行う。  

工事請負事業者は、設計・施工業務に係る図書を市へ提出し、市の確認を受け、市の承認

を得ることとする。また、当該図書に基づき指定された図書及び市が提出を要求した図書を

市へ提出し、これらの図書の市による確認等を受け、市の承認を得ることとする。  

工事請負事業者は、設計・施工業務の進捗状況について、市に定期的に報告し、確認を受

け、市の承認を得ることとする。なお、市は、必要に応じて、工事請負事業者に対して進捗

状況についての報告を求めることができるものとする。  

工事請負事業者は、設計・施工業務の進捗に併せて、試運転及び引渡性能試験に関する計

画書を市に提出し、市は、当該計画書を確認し、内容を承認する。引渡性能試験は、市の立

会いのもと、性能保証項目について実施するものとする。引渡性能試験実施時の環境計測等

は、市が認める計量証明機関が実施することとする。  

また、業務の監視により、設計・施工業務の各業務の実施状況や結果が契約や要求水準書

等で定められた条件を満たしていないと判断される場合には、市は、工事請負事業者に改善
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を命令し、当該事業者は、必要な措置を講じるものとする。 

(2) 運営段階  

市は、運営事業者による運営業務の状況が要件を満たしていることを確認するために、運

営業務の監視を行う。監視は、運営委託契約で定められた頻度、方法に従って行うものとし、

必要に応じて本施設への立ち入りを行う。  

監視に当たっては、本施設に備えられた測定機器を用いた計測により得られたデータ等を

用いる。また、必要に応じて、市は、自らの負担で、本施設に係る追加の計測・分析を行う

ものとする。その他、市は、周辺環境モニタリングを行い、本施設の周辺環境への影響を調

査する。  

原則として、監視により確認された運営業務の状況については、公開されるものとする。

また、本施設の運営業務の監視により、運営事業者の責めに帰すべき事由により、本施設が

運営委託契約で定められた運営状態を満たしていない、又は、運転性能を十分に発揮してい

ないと判断される場合には、市は、運営事業者に改善を命令し、運営事業者は、必要な措置

を講じるものとする。  

(3) 運営期間の終了段階  

運営期間終了時には、市は、運営事業者から提案された維持管理補修計画の実施状況を確

認し、本施設の現状確認を行い、施設が適切な状況となっていることの確認を行う。 

運営事業者は、運営期間終了時に事業計画等に定めた施設性能が維持されていることにつ

いて、市から確認を受けた上で、引継業務を行うものとする。 



17 

4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

4-1 施設の立地条件

4-1-1 事業用地 
滋賀県守山市 

4-1-2 予定敷地面積 
約 2.5ha 

4-1-3 都市計画等に関する事項 

(1) 都市計画区域 ： 区域内（市街化調整区域） 

(2) 都市計画決定 ： 平成 30 年 3 月頃変更予定（ごみ焼却場） 

(3) 防火地域  ： 指定なし 

(4) 高度地区  ： 指定なし 

(5) 建ぺい率  ： 60% 

(6) 容積率  ： 200% 

(7) 緑化率  ： 敷地面積に対して 20%以上 

(8) その他  ： プラント排水は排水処理設備で処理後、必要分は施設内循環利用 

      し、余剰水は守山市公共下水道へ放流 

4-1-4 地形、地質等 
地質調査結果については、要求水準書を確認すること。 

4-1-5 その他 
事業用地の周辺道路、敷地状況、周辺概要等については、要求水準書を確認すること。 

4-2 施設規模 

4-2-1 施設規模
【熱回収施設】 

低質ごみから高質ごみの範囲のごみ質の処理対象物について、年間計画処理量（初年度の

見込みは 17,061t/年、年度毎の計画処理量の見込みは要求水準書（案）を参照）を安定的に

処理することが可能な能力を有する施設とし、施設規模は 71t/24h、炉数は 2炉とする。 

【リサイクル施設】 

年間計画処理量（初年度の見込みは 2,260t/年、年度毎の計画処理量の見込みは要求水準

書（案）を参照）を安定的に処理又は保管することが可能な能力を有する施設とし、施設規

模は 10.68t/5h とする。 

※熱回収施設、リサイクル施設ともに、運営費の算出に当たっての年間計画処理量は募集要
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項で示す。 

4-3 エネルギー回収型廃棄物処理施設の整備 

熱回収施設については、エネルギー回収型廃棄物処理施設として整備するため、環境省の交付

金交付要綱に従い、発電効率は 10%以上とすること。 

5 事業計画又は協定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 

特定事業契約等の解釈について疑義が生じた場合、市と民間事業者は、誠意をもって協議する

ものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約に規定する具体的措置に従うものとする。  

また、契約に関する紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

6 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

運営事業者は、本施設が供用開始された後、運営委託契約に規定される条件に基づいて、約20

年間の事業期間にわたり適切に施設の運営を継続する必要がある。このため、運営委託契約には、

運営期間中に事業の継続が困難になった場合（運営事業者の経営破綻、その懸念が生じた場合等）

の責任の所在を明文化するとともに、その規定に従い対応することとする。  

特に、運営事業者がその責めに帰すべき事由により債務不履行に陥った場合において、運営事

業者が再び事業を継続することが事実上不可能と認められる場合を除き、市は、運営事業者に一

定の回復期間を与えて、運営事業者の事業遂行能力の回復を待つこととする。  

ただし、公共サービスに重大な遅延等が懸念される場合、又は、運営事業者の事業遂行能力の

回復が不能であると判断される場合には、市は、運営事業者との運営委託契約を解除し、施設の

運営に当たる新たな企業又は企業グループを選定することとする。 
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7 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 

7-1 法制上及び税制上の優遇措置等に関する事項  

本事業については、民間事業者に対して、法制上及び税制上の優遇措置等は現時点ではない。 

7-2 財政上及び金融上の支援等に関する事項  

民間事業者に対して、財政上及び金融上の支援等はない。  

なお、本施設の整備については、環境省の交付金対象事業として考えている。 

7-3 その他の支援に関する事項  

本事業の実施に必要な許認可に関し、市は、必要に応じて協力する。また、法改正等により、

その他の支援策等が適用される可能性がある場合には、市と民間事業者で協議により対応策を検

討することとする。 

8 その他特定事業の実施に関する必要事項 

8-1 議会の議決 

特定事業契約の締結に当たっては、守山市議会の議決を得るものとする。 

8-2 留意事項

入札に当たっては、応募者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法

律第 54 号）」に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に応募手続きを執行できないと認

められる場合又はそのおそれがある場合、市は、当該応募者を応募手続きに参加させず又は応募

手続きの執行を延期若しくは取りやめることがある。なお、不正な行為が判明した場合には、契

約の解除等の措置をとることがある。 

また、市が必要と認めたときは、応募手続きを延期、中止、又は取り消すことがある。 
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8-3 実施方針・要求水準書（案）に関する問い合わせ

8-3-1 実施方針・要求水準書（案）に関する意見・質問の受付
本実施方針及び実施方針と同時に公表される要求水準書（案）に関する意見・質問がある場

合は、添付資料 5 の「守山市環境施設整備・運営事業実施方針・要求水準書（案）に関する意

見・質問書」を電子メールで、下記の期限までに提出すること。なお、電子メール以外での問

い合わせには応じないので留意のこと。 

8-3-2 意見・質問書の提出先
下記の「8-3-7」の問い合わせ先 

8-3-3 意見・質問書の提出期限
平成 29 年 9 月 29 日（金）17:00 まで 

8-3-4 実施方針・要求水準書（案）に関する意見・質問への回答
意見・質問書に対する回答は、下記期限までに市のホームページにおいて公表する。なお、

提出のあった意見・質問に関しては、本事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、全

ての意見・質問について回答するとは限らないものとする。 

8-3-5 意見・質問への回答公表期限
平成 29 年 10 月上旬 

8-3-6 実施方針の変更
実施方針の公表後、意見・質問を踏まえ、特定事業の選定までに、実施方針の内容を見直し、

変更することがある。 

8-3-7 問い合わせ先 
本実施方針に関する問い合わせ先は、以下のとおりとする。 

担当部局   守山市環境生活部環境施設対策課 

郵便番号   〒524-8585 

住  所   滋賀県守山市吉身二丁目 5番 22 号 

電  話   077-582-1149 

Ｆ Ａ Ｘ   077-583-3911 

電子メール  kankyoushisetsutaisaku@city.moriyama.lg.jp 
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添付資料１ ： 事業予定地位置図 

広域図 

守山市役所 

守山駅 

事業計画地 
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拡大図

事業計画地 
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添付資料２ ： 契約形態 

【契約の流れ】 

※本図における構成企業の構成は一例である。 

①応募者の組成：本事業への参画を希望する企業は公告を受け、企業グループを結成

し、入札に参加。

②基本協定：落札者決定後、市と当該グループの構成企業の連名により締結。

③特別目的会社の設立：基本協定に基づき、構成員の出資により設立。

④基本契約：基本協定に基づき、市と構成員、特別目的会社の連名により締結。

⑤工事請負契約：基本契約に基づき、市と工事請負事業者（単体または共同企業体）間

で締結。  

⑥運営業務委託契約：基本契約に基づき、市と特別目的会社間で締結。
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添付資料３ ： 事業に係るリスク分担（案） 

事業に係るリスク分担（案） 

期  間 リスク項目 内  容 
分担 

市 民間事業者

全期間 

制度・法令変更 

本件事業に係る関係法令・許認可の変更等に係るリスク ○  

本件事業のみならず広く一般に適用される関係法令・許

認可の変更等に係るリスク(詳細は契約書（案）に記載)
 ○ 

税制変更 

民間事業者の利益に課せられる税制度の変更(例：法人税

率等の変更)、新税の設立に伴うリスク(詳細及び対象と

なる新税の内容等は契約書（案）に記載) 

 ○ 

上記以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク ○  

政治 
政策方針の変更、管理者の交代、議会未決・未承認など

による操業中止、コスト増大リスク 
○  

許認可取得 
民間事業者が取得すべき許認可の遅延リスク  ○ 

市の取得すべき許認可の遅延リスク ○  

交付金等 

民間事業者の事由により予定していた交付金額が交付さ

れないリスク又は民間事業者の事由により交付金の交付

が遅延し、事業開始が遅延するリスク 

 ○ 

その他の事由により予定していた交付金額が交付されな

いリスク又はその他の事由により交付金の交付が遅延

し、事業開始が遅延するリスク 

○  

物価変動 

インフレ／デフレ（物価変動）に係る費用変動リスク 

（一定の範囲内）(詳細は契約書（案）に記載) 
 ○ 

インフレ／デフレ（物価変動）に係る費用変動リスク 

（一定の範囲を超えた部分）(詳細は契約書（案）に記載)
○  

金利変動 

金利上昇に伴う民間事業者における資金調達コストの増

大リスク 
 ○ 

金利上昇に伴う市における初期投資に係る資金調達コス

トの増大リスク 
○  

環境保全 

民間事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、

騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不

適合に関するリスク 

 ○ 

住民対応 

民間事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリ

スク 
 ○ 

住民対応に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による

操業停止・コスト増大のリスク 
○  

資金調達 

民間事業者における本事業実施に際して必要とする資金

の調達に係るリスク 
 ○ 

市において本事業実施に際して必要となる資金の調達に

係るリスク 
○  

第三者賠償 

民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施

設の劣化など維持管理の不備による事故等に対する賠償

リスク 
 ○ 

上記以外の発注者の帰責事由により発生する事故等に対

する賠償リスク 
○  

不可抗力 

不可抗力により生じる費用増加又は損害、修復のため事

業実施に遅延、中止等が生じるリスク(詳細は契約書（案）

に記載) 

○ （○） 

債務不履行 

民間事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履

行リスク 
 ○ 

市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行リスク ○  

分担欄 ○：主たるリスク （○）：従たるリスク （主たるリスクとは、「主としてリスクを負担する主体」を指す） 
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期  間 リスク項目 概  要 
分担 

市 民間事業者

計画段階

測量・調査 

民間事業者が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴

う計画・仕様変更によるコスト増大リスク 
 ○ 

市が実施した地形・地質等現地調査に関する情報提供に

伴う計画・仕様変更によるコスト増大リスク 
○  

設計 

民間事業者の設計ミス等による設計の変更、遅れによる

コスト増大リスク 
 ○ 

市の提示条件、指示に関する瑕疵、市の要求に基づいた

変更によるコスト増大リスク 
○  

計画変更・遅延 

民間事業者の事由による計画変更、遅延によるコスト増

大リスク 
 ○ 

市の事由による計画変更、遅延によるコスト増大リスク ○  

建設段階

用地 
募集資料などから予見できない事業用地の土壌汚染・埋

蔵物等による費用の増加 
○  

工事遅延 

資材調達、工程管理等の事業者の事由による工事遅延に

よるコスト増大リスク 
 ○ 

市の指示等の市の事由による工事遅延によるコスト増大

リスク 
○  

工事費増大 

民間事業者の事由による工事費等の増大リスク  ○ 

市の提示条件に関する瑕疵及び指示による工事工程、工

事方法の変更による工事費増大リスク 
○  

工事中の事故 
民間事業者側の事由により調査、工事に係る事故が発生

した場合 
 ○ 

試運転・引渡性能試験 

試運転・引渡性能試験の結果、契約で規定した要求性能

未達によるコスト増大、遅延リスク 
 ○ 

試運転・引渡性能試験に要するごみの供給等のリスク ○  

運営段階

ごみ量・ごみ質 

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約で規定し

た範囲を著しく逸脱した場合のコスト変動リスク（一定

範囲以上の変動）(詳細については契約書（案）に記載)

○  

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約で規定し

た範囲を逸脱した場合のコスト変動リスク（一定範囲以

内）(詳細については契約書（案）に記載) 

○ （○） 

災害廃棄物によりごみ量・ごみ質が変動したときのコス

ト増大リスク 
○  

副生成物 
主灰、飛灰など副生成物が基準未達となった場合に関す

るリスク ※ 
 ○ 

性能未達 

施設が契約に規定する仕様、性能など要求水準の達成に

不適合な場合、施工不良で改修が必要となった場合のコ

スト増大リスクと外部への処理委託リスク ※ 

 ○ 

施設管理の瑕疵 事業期間中における施設管理の瑕疵に係るリスク ※  ○ 

運営コスト・運転停止 

設備機器の運営・維持管理の基準未達によるコスト増大、

運転停止リスク ※ 
 ○ 

受入廃棄物に処理不適物が混入していた場合のコスト増

大、運転停止リスク（民間事業者の善良なる管理者の注

意義務違反の場合） 

 ○ 

受入廃棄物に処理不適物が混入していた場合のコスト増

大、運転停止リスク（民間事業者の善良なる管理者の注

意義務を持っても排除できない場合） 

○  

その他の運営不備によるコスト増大、運転停止リスク

※ 
○ 

分担欄 ○：主たるリスク （○）：従たるリスク （主たるリスクとは、「主としてリスクを負担する主体」を指す） 
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期  間 リスク項目 概  要 
分担 

市 民間事業者

運営段階

電力に関するリスク 

発電量の変動に関するリスク（計画からの発電量変動の

帰責事由が受託者にある場合） 
 ○ 

発電量の変動に関するリスク（計画からの発電量変動の

帰責事由が受託者にない場合） 
○  

ユーティリティの不備 
ユーティリティの事故・故障による経費増大、運転停止

リスク ※ 
 ○ 

資源物に関するリスク 
資源物（鉄、アルミ等）の量及び品質の未達 ※  ○ 

資源物の売却、有効利用に関するリスク ○  

技術革新 陳腐化による変更コスト、新技術採用に係るコスト  ○ 

施設破損 
事故・火災等による修復等に係るコスト増大リスク ※  ○ 

施設・設備の老朽化、劣化によるコスト増大リスク ※  ○ 

利用者 見学者など施設利用者の事故に対するリスク ※  ○ 

分担欄 ○：主たるリスク （○）：従たるリスク （主たるリスクとは、「主としてリスクを負担する主体」を指す） 

※民間事業者に帰責事由がないことを、民間事業者自らが合理的に立証し、市がそれを認めた場合に限り、市が当該リスクを負

担するものとする 
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添付資料４ : 主要な契約条件 

主要な契約条件 

１．基本契約 

１．１ 特別目的会社の設立 

・ 民間事業者は、本事業の業務の一部である本施設の運営業務を担当させるために、事業会

社たる特別目的会社（以下「運営事業者」という。）を株式会社として設立する。 

・ 運営事業者の設立及び運営に関し、運営事業者の株主が締結する株主間契約が、次の各号

に定める事項を満たすこと。 

（１）運営事業者の本店住所地を守山市とすること。 

（２）運営事業者の設立に当たり、全ての構成員が出資を行うこととするが、構成員以外

からの出資は認めない。 

（３）応募グループの代表企業の議決権付普通株式の保有割合が、100 分の 50 を超えるも

のとすること。 

（４）代表企業は、本施設の引渡日から事業期間を通じて運営事業者の資本金を 5,000 万

円以上維持すること。 

（５）運営事業者の定款において、会社法(平成 17 年法律第 86号)第 326 条第 2項に従い

監査役並びに会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を市に

提出すること。 

（６）運営事業者の株主は、市の同意を得て、運営事業者の株式の譲渡、これに対する担

保権の設定その他の処分、増資を行うことができる。 

（７）本事業の事業期間終了後少なくとも 1年間は、運営事業者が解散することを認めな

い。 

１．２ 代表企業の保証 

・ 運営事業者による本施設の運営の不具合により市が被った損害は、運営事業者が賠償する

が、代表企業は、当該債務を保証すること。ただし、一定の制限を設ける。 

２．工事請負契約 

２．１ 履行保証 

・ 工事請負事業者は、請負代金の総額の 100 分の 10 に相当する金額以上の金額の契約保証

金又はこれに代わる担保を市に差し入れる。 

・ 工事請負事業者が、工事請負契約に基づいて市に対し損害金、賠償金又は違約金を支払う

ときは、市は、前項に規定する契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当

するものとし、なお不足がある時には追徴することができるものとする。 
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２．２ 引渡し条件等 

・ 工事請負事業者は、応募の段階で提出が求められる「ライフサイクルにわたる施設の運営

維持管理の考え方」（以下「運営維持管理の考え方」という。）及びこれを前提とした「ラ

イフサイクルにわたる施設の運営維持管理計画」（以下「運営維持管理計画」という。）を

実行するための、事業期間全般を対象とした運営マニュアル（以下「運営マニュアル」と

いう。）を市へ提出し承認を受ける。運営維持管理計画及び運営マニュアルの承認は引渡

しの条件とする。 

・ 試運転を含む設計及び施工業務が遅延し、本施設の引渡しが使用開始予定日より遅延する

場合は、工事請負事業者は、遅延損害金を支払わなければならない。なお、遅延損害金の

額の決定方法等の詳細については、募集要項において示す。 

２．３ 瑕疵担保責任 

・ 市は、本施設に瑕疵があるときは、工事請負事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵

の修補を請求し、又は、修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することが

できる。 

２．４ 性能保証責任 

・ 性能保証期間中に本施設が性能保証事項を満たすことができなくなった場合には、工事請

負事業者は、直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、市に生じた損害及び追加

費用を賠償しなければならない。ただし、次の事由に起因する場合は除く。 

（１）不可抗力 

（２）その他工事請負事業者の責に帰さない事由 

２．５ 事前準備  

・ 工事請負事業者が実施する本施設の試運転及び引渡性能試験については、運営事業者を参

加させて実施するものとする。 

３．運営委託契約 

３．１ 契約保証金 

・ 運営事業者は、運営事業者の帰責事由により本契約が解除された場合に、市が他の民間事

業者を公募・選定し、本施設を再び稼働させるために要する費用（代替処理費用を含む。）

として、毎年の委託費の 10 分の 1 に相当する金額以上の金額の契約保証金又はこれに代

わる担保を市に差し入れる。 

・ 運営事業者が、本契約に基づいて市に対し損害金、賠償金又は違約金を支払うときは、市

は、前項に規定する契約保証金又は、これに代わる担保等をもって、これに充当するもの

とし、なお不足があるときには追徴することができるものとする。 
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３．２ 違約金 

・ 市は、運営事業者の帰責事由により本契約が解除された場合、市が他の民間事業者を公

募・選定し、本施設を再び稼働させるために要する費用（代替処理費用を含む。）として、

市が定める金額の違約金を請求することができる。 

３．３ 損害賠償等 

・ 運営期間において、維持管理が適切に行われないことにより本施設の性能が低下又は停止

し、市に損害が生じた場合、運営事業者は、市が受けた損害を賠償する。 

３．４ 本施設の運営業務 

・ 市と運営事業者は、運営維持管理の考え方及び運営維持管理計画に基づき、毎年度、本施

設の維持管理の内容について協議する。また、市は、維持管理の状況を確認し、必要に応

じて運営維持管理の考え方及び運営維持管理計画、運営マニュアルを本施設の現状に即し

た内容に改訂するよう求めることができる。 

・ 運営事業者は、事業期間終了後も本施設が要求水準に示した機能を維持できるよう、運営

維持管理計画を策定し、これを実行する。市は、本施設の機能を事業期間終了後 10 年間

にわたり維持するための説明を求め、必要に応じ、運営維持管理計画の改訂並びに適切な

維持管理を求めることができる。 

・ 運営事業者は、事業期間終了後 1年の間に、本施設に関して運営事業者の維持管理等に起

因する性能未達が発生した場合には、改修等必要な対応を行う。 

・ 運営事業者は、事業期間全般において、また、特に性能保証期間並びに事業期間の前半に

おいて、本施設の瑕疵の発見について努力する。 
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添付資料５ ： 実施方針・要求水準書（案）に関する意見・質問書 

実施方針及び要求水準書（案）に関する意見・質問は、別添ファイル（Micro soft Excel）の

「実施方針に関する意見・質問書」、「要求水準書（案）に関する意見・質問書」に記入の上、20

ページ「8-3-1」に示す要領に従って提出すること。 

（参考）「実施方針に関する意見・質問書」 

章 節 項

例
設計・施工時の土木工
事について

4 1 3 2 (2) 1) ・・・

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注）必要に応じて行を追加すること。

所属

守山市環境施設整備・運営事業
実施方針に対する質疑書

会社名

所在地

質問者氏名

連絡先

電話：

FAX：

電子メール：

No 質問事項 頁

実施方針中の対応頁及び対応部分

質問内容


