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1 .事業の目的 

本事業は、一般廃棄物処理施設（熱回収施設、リサイクル施設）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、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（Design：設計、Build：施工、Operate：運営）により、本施設を整備

し同施設の完成後、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。 

2 .事業の概要 

（1）事業名称 

守山市環境施設整備・運営事業 

（2）事業場所 

滋賀県守山市 

（3）施設概要 

①熱回収施設 

1）処理方式 ：全連続運転式ストーカ炉 

2）施設規模 ：71t/日（35.5t/日×2炉） 

3）処理対象物：燃えるごみ、リサイクル施設の可燃残渣、可燃性粗大ごみ、災害廃棄物 

②リサイクル施設 

1）処理方式 ：破砕、選別及び圧縮・梱包 

2）施設規模 ：10.68t/5h（保管品目は含まない） 

3）処理対象物：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 

（4）事業期間 

本施設の設計・施工期間：特定事業契約締結日から平成33年9月30日まで 

本施設の運営期間   ：平成33年10月1日から平成53年9月30日まで 
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（5）事業の内容 

①守山市が行う業務範囲 

1）用地の準備 

2）処理対象物の搬入 

3）副生成物の運搬・処分 

4）資源物のリサイクル業者への引渡し 

5）余剰電力の販売 

6）本事業のモニタリング 

7）住民への対応 

8）行政視察・施設見学者への対応 

9）施設整備費及び運営費の支払い 

②民間事業者が行う業務の範囲 

1）本施設の設計・施工業務 

2）本施設の運営業務 

ア 受入管理業務 

イ 運転管理業務 

ウ 維持管理業務 

エ 環境管理業務 

オ 情報管理業務 

カ 関連業務 

3）事業終了時の取り扱いについての協議 
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3 .落札者の選定方法 

（1）選定方法 

落札者の選定は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、総合評価一般競争入

札方式により実施した。 

（2）事業者選定委員会 

事業者選定のための審議及び審査等は、守山市環境施設整備・運営事業者選定委員会（委

員構成は下表のとおり）において実施した。 

本委員会では、入札説明書や落札者決定基準等について真摯に審議を重ねるとともに、技

術提案書について公平かつ厳正に審査及び評価を行った。 

区 分 氏 名 所属・役職 

委員長 吉原 福全 立命館大学理工学部 教授 

副委員長 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 勝見 武 京都大学大学院地球環境学堂 教授 

丹生谷 美穂 渥美坂井法律事務所 弁護士 

佐藤 幸世 一般財団法人日本環境衛生センター 部長 

中島 勉 守山市環境生活部 理事 
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（3）落札者選定の流れ 

落札者の選定は、落札者決定基準に基づいた資格審査、基礎審査、非価格要素審査、価格

要素審査を実施し、総合評価の点数を算定して行った。入札公告から落札者決定までのフロ

ーを図-1に示す。 

図-1 入札公告から落札者決定までのフロー 

4 .審査及び選定の手順 

（1）資格審査 

提出された参加資格確認申請書類について、入札説明書に記載した応募者の入札参加資格

に掲げる要件を満たしているか確認を行った。 

入札公告（入札説明書等の公表）

参加表明書及び参加資格確認申請書の提出

資格審査

総合評価値の算定

技術提案書の提出

価格要素審査

基礎審査

非価格要素審査

落札者の決定及び公表

失格

失格

入札書の提出

参加資格要件を満たしていない

書類に重大な不備・不足がある場合

入札通知

ヒアリング

開札

失格
入札書比較価格を超えていた場合
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（2）基礎審査 

提出された技術提案書類について、以下の視点から確認を行った。 

1）技術提案書類についての審査 

①必要な書類がそろっているか 

②書類間で整合しているか 

2）提案内容と要求水準の適合性等の確認 

①全ての業務について、要求水準を満たした提案がなされているか 

②全ての業務の要求水準及び契約条件を遵守する約束をしているか 

（3）非価格要素審査 

基礎審査を通過した応募者（以下、「最終審査対象者」という。）を対象に、非価格要素

について審査し、非価格要素審査の点数を算定した。非価格要素審査の配点は60点（全体100

点）とした。 

非価格要素審査においては、非価格提案書の内容に基づいた評価を実施した。また、最終

審査対象者へのヒアリングを実施した。 

最終審査対象者の非価格要素提案に関する審査については、公平、透明性の観点から企業

グループ名及び関連する企業名は一切開示せず、提案を識別するために守山市が指定したグ

ループ名で分類した。 

①審査項目と配点 

非価格要素審査の項目及び配点は、以下のとおりである。 

審査項目 配点 

1.安全・安心で安定した稼

働ができる施設 

①施設計画・施工

計画 

①-1 施設配置・動線計画 8 

30 

①-2 埋設廃棄物・地盤対策 6 

②施設の安定稼働 8 

③事故・災害等への対応 4 

④事業計画 4 

2.環境に最大限配慮した施

設 

①周辺への配慮 6 

18 ②最終処分量の削減 4 

③焼却残渣の埋立基準の遵守 8 

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 

①エネルギーの有効活用 10 

18 ②資源の有効活用 4 

③温室効果ガス排出抑制対策 4 

4.市民に愛され、地域の活

性化に資する施設 

①啓発・情報発信 4 

20 ②施設の外観デザイン計画 8 

③地域貢献 8 

5.その他 ①技術提案の適合性 4 

14 ②同種施設の建設・運営の受注実績 6 

③その他特筆すべき優良提案 4 
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②評価基準及び点数化の方法 

非価格要素に関する技術提案内容について、上記の「審査項目と配点」に示す審査項目

ごとに、下表の評価基準及び点数化方法に基づき点数化を行った。 

 評価基準 点数化の方法 

A 当該評価項目において特に優れた提案となっている 配点×1.00 

B AとCの中間程度 配点×0.75 

C 当該評価項目において優れた提案となっている 配点×0.50 

D CとEの中間程度 配点×0.25 

E 当該評価項目において要求水準を満たす程度の提案である 配点×0.00 

③非価格要素審査の点数の算出方法 

非価格要素審査の点数は、審査項目の評価値をもとに、下式により算出した。 

非価格要素審査の点数＝60点×当該入札参加者の非価格要素審査項目の評価値÷100 

（4）価格要素審査 

入札書に記載された入札価格について、予定価格の範囲内であることの確認を行った上で、

下式により価格要素審査の点数を算出した。点数は、小数点以下第3位を四捨五入した値とし

た。 

価格要素審査の点数 ＝ 40点 ×（最低入札価格 ÷ 入札価格） 

（5）総合評価 

非価格要素審査の点数と価格要素審査の点数の合計によって総合評価の点数を算出し、総

合評価の点数が最も高い者を落札者とした。 

総合評価の点数 ＝ 非価格要素審査の点数 ＋ 価格要素審査の点数 
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（6）落札者決定までの経緯 

入札公告から落札者決定までは、表 1のとおり実施した。 

表 1 入札公告から落札者決定までの経緯 

日 付 内 容 

平成29年8月22日 第1回事業者選定委員会 

平成29年9月8日 実施方針等の公表 

平成29年9月8日 見積提案の公募 

平成29年10月6日 第2回事業者選定委員会 

平成29年11月7日 第3回事業者選定委員会 

平成29年12月12日 特定事業の選定・公表 

平成29年12月15日 入札公告（募集要項（第一部）の公表） 

平成29年12月25日 募集要項（第一部）に関する質問の提出期限 

平成30年1月10日 募集要項（第一部）に関する質疑回答 

平成30年1月17日 資格審査申請書類の受付締切 

平成30年1月31日 資格審査結果の通知 

平成30年1月31日 募集要項（第二部）の送付 

平成30年2月7日 募集要項（第二部）に関する質問の提出期限 

平成30年2月21日 募集要項（第二部）に関する質疑回答 

平成30年2月22日～23日 対面的対話の実施 

平成30年4月6日 提案書類の提出期限 

平成30年4月12日 明瞭化事項（地下埋設物・杭工事に関する事項）の提示 

平成30年5月15日 明瞭化事項（施設本体に関する事項）の提示 

平成30年5月30日 第4回事業者選定委員会 

平成30年6月6日 明瞭化事項（非価格要素提案に関する事項）の提示 

平成30年6月22日 最終審査通知 

平成30年7月9日 入札書の提出期限（郵便入札） 

平成30年7月10日～11日 プレゼンテーション・ヒアリング 

平成30年7月11日 開札 

平成30年7月11日 第5回事業者選定委員会 

非価格要素審査及び価格要素審査の実施 

総合評価の実施 

平成30年7月12日 落札者の決定・公表 
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5 .審査結果の概要 

（1）資格審査 

資格審査では、『入札説明書 7-1 入札参加資格等』に示す参加資格要件について、事務局

にて充足状況の確認を行った。 

資格審査の結果、参加資格確認申請書の提出のあった5グループとも参加資格要件を満足し

ており、表 2のとおり合格とした。このうち、クマグループからは、平成30年4月6日に辞退

届が提出され、受理した。 

表 2 資格審査結果 

ゾウ 

グループ 

キリン 

グループ 

カバ 

グループ 

ゴリラ 

グループ 

クマ 

グループ 

参加資格の有無 あり あり あり あり あり 

資格審査の結果 合格 合格 合格 合格 合格 

表 3 入札参加者一覧 

代表企業 構成企業 

ゾウ 

グループ 
エスエヌ環境テクノロジー(株) 

日立造船(株) 

Hitz環境サービス(株) 

キリン 

グループ 
大栄環境(株) 

三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) 

極東開発工業(株) 

三重中央開発(株) 

(株)熊谷組 

カバ 

グループ 
三機工業(株) 

三井住友建設(株) 

苫小牧熱サービス(株) 

三機化工建設(株) 

滋賀県資源リサイクリング事業協同組合 

大崎設備工業(株) 

中西建設(株) 

西村建設(株) 

ゴリラ 

グループ 
(株)協和エクシオ 

(株)日建 

アイテック(株) 滋賀支店 

クマ 

グループ 

クボタ環境サービス(株) 

大阪支社 
なし 
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（2）基礎審査 

提出書類について、4グループとも必要な書類が揃っており、かつ、書類間で整合している

ことを事務局にて確認した。あわせて、すべての業務について、要求水準を満たしており、

かつ、要求水準及び契約条件を遵守する約束をしていることを確認した。 

基礎審査結果は表 4に示すとおりであり、4グループとも基礎審査を合格とした。 

表 4 基礎審査結果 

ゾウ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

キリン 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

カバ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ゴリラ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

提案書類 
必要な書類がそろっているか ○ ○ ○ ○ 

書類間で整合しているか ○ ○ ○ ○ 

提案と要求水

準の適合性等 

すべての業務について、要求水準を満

たした提案がなされているか 
○ ○ ○ ○ 

すべての業務の要求水準及び契約条件

を遵守する約束をしているか 
○ ○ ○ ○ 

基礎審査の結果 合格 合格 合格 合格 
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（3）非価格要素審査 

非価格要素審査の点数は、表 5に示すとおりである。 

表 5 非価格要素審査の点数 

審査項目 配点 
ゾウ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

キリン

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

カバ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ゴリラ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1.安全・安心で安

定した稼働がで

きる施設 

①施設計画 

・施工計画 

①-1 施設配置・動線

計画 
8 6.33 2.00 2.00 6.33 

①-2 埋設廃棄物・地

盤対策 
6 3.75 1.75 0.75 3.75 

②施設の安定稼働 8 6.00 4.33 5.00 4.00 

③事故・災害等への対応 4 2.33 2.33 2.50 2.33 

④事業計画 4 2.50 2.50 2.33 1.83 

2.環境に最大限配

慮した施設 

①周辺への配慮 6 4.00 2.75 2.00 3.75 

②最終処分量の削減 4 2.33 2.33 2.17 2.17 

③焼却残渣の埋立基準の遵守 8 4.67 4.33 4.67 3.67 

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 

①エネルギーの有効活用 10 6.67 6.25 5.42 7.08 

②資源の有効活用 4 2.33 2.00 2.33 2.00 

③温室効果ガス排出抑制対策 4 2.00 2.00 2.00 2.33 

4.市民に愛され、

地域の活性化に

資する施設 

①啓発・情報発信 4 2.33 1.33 2.50 2.67 

②施設の外観デザイン計画 8 4.33 3.67 5.67 5.33 

③地域貢献 8 5.33 4.67 5.33 5.00 

5.その他 ①技術提案の適合性 4 2.17 1.50 1.83 1.67 

②同種施設の建設・運営の受注実績 6 5.25 3.75 2.50 2.00 

③その他特筆すべき優良提案 4 2.00 1.83 2.33 2.00 

非価格要素審査項目の評価値 100 64.32 49.32 51.33 57.91

非価格要素審査の点数 60 38.59 29.59 30.80 34.75
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（4）価格要素審査 

各グループの入札金額及び価格要素審査の点数は表 6、予定価格は表 7に示すとおりであ

る。 

表 6 価格要素審査の点数 

入札金額（税抜き） 

価格要素審査 

 施設整備費 運営費 

ゾウ 

グループ
17,040,000,000円 8,240,000,000 円 8,800,000,000 円 34.27 

キリン 

グループ
16,900,000,000円 8,230,000,000 円 8,670,000,000 円 34.56 

カバ 

グループ
17,677,800,000円 10,877,310,000円 6,800,490,000 円

予定価格超過により

失格 

ゴリラ 

グループ
14,600,000,000円 6,700,000,000 円 7,900,000,000 円 40.00 

表 7 予定価格 

予定価格 

 施設整備費 運営費 

税込み（8%） 19,116,000,000 円 8,899,200,000 円 10,216,800,000 円 

税抜き 17,700,000,000 円 8,240,000,000 円 9,460,000,000 円 

（5）総合評価 

本委員会は、非価格要素審査の点数と価格要素審査の点数を合計して総合評価の点数を算

定し、表 8のとおり、総合評価の点数が最も高いゴリラグループ（代表企業：株式会社協和

エクシオ）を最優秀提案者として選定した。 

表 8 総合評価 

 非価格要素審査 価格要素審査 総合評価 

ゾウグループ 38.59 34.27 72.86 

キリングループ 29.59 34.56 64.15 

カバグループ 30.80 
予定価格超過により

失格 
失格 

ゴリラグループ 34.75 40.00 74.75 
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6 .審査講評 

（1）非価格要素提案に係る審査講評 

非価格要素提案に係る審査講評は、表 9に示すとおりである。 

表 9（1）非価格要素提案に係る審査講評 

審査項目 講評 

1.安全・安心で安定した稼働ができる施設 

①施設計画 

・施工計画 

①-1 施設配置 

・動線計画 

・ゾウグループの提案は、直接搬入車両と収集車両の動線が分

離され、かつ、車両動線の交錯が最小化された動線計画を評

価した。 

・ゴリラグループの提案は、直接搬入車両と収集車両の計量機

を別々に設けるなど、場内での車両の滞留を防ぐ動線計画を

評価した。 

①-2 埋設廃棄物 

・地盤対策 

・ゾウグループの提案は、妥当性や実現性が高い提案内容を評

価した。 

・ゴリラグループの提案は、妥当性や実現性が高く、多方面か

ら確実性を高める積極的な提案内容について評価した。 

②施設の安定稼働 

・ゾウグループの提案は、ごみ量･ごみ質への変動対策、40年

間の安定稼働に対する対応等について、長期稼働施設の実績

に基づいた具体的な提案があり、評価した。 

③事故・災害等への対応 

・各グループとも、事故や火災等の防止策、地震･停電時等の

緊急時の対応策、ライフライン遮断時における早期復旧への

対応策について具体的な提案があり、評価した。 

④事業計画 

・ゾウグループの提案は、事業環境の変化に対して迅速かつ柔

軟な対応が期待でき、評価した。 

・キリングループの提案は、SPCの経営が悪化した場合の対応

策について積極的な提案があり、評価した。 

2.環境に最大限配慮した施設 

①周辺への配慮 

・ゾウグループの提案は、工事中の騒音･振動･排水対策や要監

視基準値及び停止基準値を超過したときの対応策について

積極的な提案があり、評価した。 

・ゴリラグループの提案は、工事中の排水対策や公害防止基準

値を確実に遵守するための対応策について積極的な提案が

あり、評価した。 

②最終処分量の削減 
・各グループとも、最終処分量の削減について具体的な提案が

あり、評価した。 

③焼却残渣の埋立基準の遵守 
・ゾウグループとカバグループの提案は、施設の設計面及び運

営面で具体的な提案があり、評価した。 
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表 9（2）非価格要素提案に係る審査講評（つづき） 

審査項目 講評 

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 

①エネルギーの有効活用 

・ゴリラグループの提案は、発電出力･発電効率･売電量の向上

及び消費電力量の低減に関して積極的な提案があり、評価し

た。 

②資源の有効活用 
・各グループとも、回収資源の品質･回収率向上策及び省資源

対策について具体的な提案があり、評価した。 

③温室効果ガス排出抑制対策 
・各グループとも、温室効果ガス排出抑制対策に関して具体的

な提案があり、評価した。 

4.市民に愛され、地域の活性化に資する施設 

①啓発・情報発信 
・ゴリラグループの提案は、周辺住民との信頼関係確立や見学

設備について積極的な提案があり、評価した。 

②施設の外観デザイン計画 

・カバグループの提案は、煙突を感じさせない外観デザイン、

ごみ処理施設らしさを排除した外観デザインを評価した。 

・ゴリラグループの提案は、煙突を感じさせない外観デザイン

を評価した。 

③地域貢献 

・ゾウグループとカバグループの提案は、積極的な地元人材の

活用、地元企業との連携･活用及びこれらを確認できる仕組

みについて具体的な提案があり、評価した。 

5.その他 

①技術提案の適合性 
・ゾウグループの提案は、機器配置や処理フローの妥当性が高

く、評価した。 

②同種施設の建設・運営の受注実

績 

・ゾウグループは同種施設の建設・運営の受注実績が豊富であ

り、評価した。 

③その他特筆すべき優良提案 
・カバグループの提案は、災害を考慮した具体的な提案があり、

評価した。 
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（2）総評 

本事業の入札では、5グループから参加資格確認申請書の提出があったが、1グループから

辞退届が提出され、最終的に4グループから技術提案書が提出された。4グループとも、要求

水準を大きく上回るエネルギー回収率が提案されるなど、非常に積極的な提案であった。 

技術提案書を提出した4グループにおいては、提案書類の作成やプレゼンテーション準備等

にあたって、多大な労力と費用があったものと推察される。そのような中、提案をまとめら

れた応募者の熱意に敬意を表するとともに深く感謝する。 

本委員会では、落札者決定基準に基づき技術提案やヒアリング内容を踏まえた非価格要素

の評価及び価格の評価を行い、公平かつ厳正に審査を行った結果、ゴリラグループ（代表企

業：株式会社協和エクシオ）を最優秀提案者として選定した。 

ゴリラグループの提案は、守山市が掲げた施設整備の基本方針である「安全・安心で安定

して稼働ができる施設」、「環境に最大限配慮した施設」、「エネルギーと資源の有効活用

を積極的に推進する施設」、「市民に愛され、地域の活性化に資する施設」、「経済性に優

れた施設」を十分に実現させることが可能であると判断した。特に評価が高かった項目は、

『施設配置・動線計画』、『埋設廃棄物・地盤対策』、『エネルギーの有効活用』、『啓発・

情報発信』であった。 

本事業を実施するにあたっては、要求水準及び提案内容を誠実かつ確実に履行するととも

に、本事業の重要性に鑑み、特に以下の事項への対応に努められることをお願いする。 

（1）提案された内容の具体的な設計・施工・運営にあたっては、守山市の意向を踏まえた上

で実施すること。 

（2）蒸気条件、発電効率、発電量及び売電量等の提案内容を確実に実現させること。 

（3）杭施工箇所への地盤改良については、施工中、施工後において提案内容を確実に実現さ

せること。 

（4）排ガスによる施設及び周辺環境への影響を最小化するよう努めること。 

（5）地域貢献に関する提案内容を確実に実行するとともに、地元発注額の増加に向けたさら

なる努力を行うこと。 

最後に、本事業を通じて、市とゴリラグループ（代表企業：株式会社協和エクシオ）が良

きパートナーとなり、地元を含めた信頼関係を構築するとともに、本事業が計画的かつ円滑

に進むよう対応されることを期待する。また、71t/日という小規模な熱回収施設において高

効率発電を実現し、循環型社会及び低炭素社会を構築できる先進的な施設として、全国に誇

れる施設となることを期待する。 

平成30年7月 

守山市環境施設整備・運営事業者選定委員会 

委員長    吉原 福全 

副委員長   荒井 喜久雄 

勝見 武

丹生谷 美穂

佐藤 幸世

中島 勉 


