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第１章 用語の定義 

 実施方針における用語の定義を以下のとおりとする。 

用  語 定  義 

組合 橋本周辺広域市町村圏組合をいう。 

構成市町 橋本周辺広域市町村圏組合を構成する橋本市、かつらぎ町、九度山町、

高野町をいう。 

本事業 橋本周辺広域ごみ処理場第３期長期包括運営管理業務委託事業をいう。 

本施設 橋本周辺広域ごみ処理場におけるごみ焼却施設、リサイクル施設、その

他付帯施設等の総称をいう。 

実施方針 「橋本周辺広域ごみ処理場第３期長期包括運営管理業務委託事業 実

施方針」をいう。 

事業期間 運営準備期間及び運営期間から構成される。 

運営準備期間 民間事業者が本施設の運営等の引き継ぎに要する準備期間であり、契約

締結日から令和５年３月 31 日までの期間をいう。 

運営期間 令和５年４月１日から令和 11 年 10 月 31 日までの期間をいう。 

乖離請求期間 募集要項等に記載する本施設の内容と本施設の現況との間に著しい乖

離を発見した場合、これらの乖離については組合及び民間事業者の双方

協議のうえで解決するものとし、乖離を指摘することができる期間であ

り、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日の１年間をいう。 

募集要項等 本事業の募集要項等の公表に際して、公表する募集要項、要求水準書、

優先交渉権者選定基準、様式集、事業契約書（案）の資料の総称をいう。 

募集要項 本事業の募集要項等の公表に際して、公表する「橋本周辺広域ごみ処理

場第３期長期包括運営管理業務委託事業 募集要項」をいう。 

要求水準書 本事業の募集要項等の公表に際して、公表する「橋本周辺広域ごみ処理

場第３期長期包括運営管理業務委託事業 要求水準書」をいう。 

優先交渉権者

選定基準 

本事業の募集要項等の公表に際して、公表する「橋本周辺広域ごみ処理

場第３期長期包括運営管理業務委託事業 優先交渉権者選定基準」をい

う。 

様式集 本事業の募集要項等の公表に際して、公表する「橋本周辺広域ごみ処理

場第３期長期包括運営管理業務委託事業 様式集」をいう。 

事 業 契 約 書

（案） 

本事業の募集要項等の公表に際して、公表する「橋本周辺広域ごみ処理

場第３期長期包括運営管理業務委託事業 事業契約書（案）」をいう。 

応募者 単体企業または複数の企業によって構成されるグループ（企業グルー

プ）であり、資格審査を通過するまでの参加者をいう。 

参加者 資格審査を通過した者で、提案書類を提出する者をいう。 

優先交渉権者 参加者の中から選定委員会により、最優秀提案者として選定され、本事

業を実施する候補者として選定された参加者をいう。 

民間事業者 本事業を実施するものをいう。優先交渉権者が単体企業の場合は、単体

企業が民間事業者となり、企業グループの場合は、企業グループまたは

特別目的会社が民間事業者となる。 
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第２章 事業内容に関する事項 

 

１ 事業名 

橋本周辺広域ごみ処理場第３期長期包括運営管理業務委託事業 

 

２ 委託者 

本事業の委託者は、次のとおりである。 

 

橋本周辺広域市町村圏組合 

 

３ 事業の概要 

本事業は、橋本周辺広域ごみ処理場の運営、維持管理、補修及び機器設備の更新を含

めた包括的な運営・維持管理業務を事業期間に渡って実施するものである。 

民間事業者は、本施設の基本性能を常時適切に発揮させ、搬入される廃棄物を適正（安

定的、経済的、衛生的かつ安全）に処理するとともに、民間事業者の提案による創意工

夫のもと、サービスの水準を確保しつつ効率的な運営・維持管理を行うものとする。 

 

４ 施設概要 

本施設の概要及び規模は以下のとおりである。 

項目 施設概要 

施設名称 橋本周辺広域ごみ処理場（エコライフ紀北） 

所 在 地 和歌山県橋本市高野口町大野 1827 番地の 28 

都市計画 都市計画区域（区域区分非設定）、防火地域指定なし 

敷地面積 58,058.65 ㎡ 

建築面積 

ごみ焼却施設  3,102.92 ㎡ 

リサイクル施設 2,799.83 ㎡ 

管理棟      633.80 ㎡ 

（建築物全体） 7,379.65 ㎡ 

延床面積 

ごみ焼却施設  6,017.09 ㎡ 

リサイクル施設 4,205.06 ㎡ 

管理棟     1,169.72 ㎡ 

（建築物全体） 12,168.47 ㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 

竣工年月 平成 21 年 10 月 

設計・施工 株式会社川崎技研 
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項目 施設概要 

構 
 

成 
 

施 
 

設 

ごみ焼却施設 

①規  模：101t/24h（50.5t/24h×2 基） 

②処理対象：可燃ごみ、可燃性粗大ごみ 

③処理方式：全連続燃焼式焼却炉（ストーカ炉） 

④投入方式：ピット＆クレーン 

⑤公害防止：【排ガス】バグフィルタ＋脱硝装置 

【飛 灰】加熱脱塩素化装置＋キレート処理 

⑥排水設備：完全クローズドシステム 

⑦発電容量：500kW 

リサイクル施設 

（ストックヤー

ド棟を含む。） 

①規  模：46.4t/5h 

②処理対象：破砕選別ごみ（破砕選別ごみ、粗大（破砕選別）ご

み）、缶類（スチール、アルミ）、ビン類（無色、

茶色、その他）、紙類（段ボール、古紙類、紙パッ

ク、古布類）、プラスチック類（ペットボトル、そ

の他プラスチック製容器包装）、有害危険ごみ 

③処理方式：【破砕選別ごみ】一次破砕＋二次破砕＋磁力選別＋

粒度選別＋風力選別＋アルミ選別＋保管 

【缶類】手選別＋圧縮＋保管 

【ビン類】保管 

【紙類】保管 

【プラスチック類】破袋＋手選別＋圧縮＋保管 

【有害危険ごみ】保管 

④ストックヤード棟（延床面積 228.96 ㎡） 

その他付帯施設 

①管理棟（延床面積 1,169.72 ㎡） 

②計量棟（延床面積 139.32 ㎡） 

③洗車棟（延床面積 182.06 ㎡） 

④危険物庫 

⑤燃料移送ポンプ庫 

⑥雨水貯留槽ポンプ庫 

⑦受水槽（ポンプ室を含む。） 

⑧場外温水供給施設 

⑨散水用設備（大池までの配管を含む。） 

⑩場内道路、駐車場、駐輪場 

⑪植栽、門扉・囲障 

⑫多目的広場 

⑬沈砂池、調整池、修景池、蓮池 

⑭屋外モニター 

⑮その他（外灯、電柱、水道管、電話設備、電気設備 等） 
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５ 事業の内容 

本事業における業務は、本施設の運営管理業務、維持管理業務、環境管理業務、資

源化促進業務、情報管理業務、防災管理業務、その他関連業務である。 

 

事業期間 

運営準備期間及び運営期間は次のとおりとする。 

  ア 運営準備期間 契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

  イ 運営期間 令和５年４月１日から令和 11 年 10 月 31 日まで（６年７か月間） 

（運営準備期間とは、民間事業者の運営員等が本施設の運営等についての教育・指

導を受けるのに要する期間である。運営準備期間に発生する費用は民間事業者の負

担とする。） 

 

乖離請求期間 

乖離請求期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日の１年間とする。 

（乖離請求期間とは、募集要項等に記載する本施設の内容と本施設の現況との間に著

しい乖離を発見した場合、これらの乖離については組合及び民間事業者の双方協議の

うえで解決するものとするとし、乖離を指摘することができる期間である。） 

 

業務範囲 

民間事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。民間事業者が行う業務の詳細

については、要求水準書に明記する。 

  ア 運営管理業務 

   ①計量棟に係る運営管理業務 

   ②ごみ焼却施設に係る運営管理業務 

   ③リサイクル施設に係る運営管理業務 

  イ 維持管理業務（保守管理・補修点検） 

   ①ごみ焼却施設に係る維持管理業務 

   ②リサイクル施設に係る維持管理業務 

   ③その他付帯施設に係る維持管理業務 

  ウ 環境管理業務 

   ①環境保全基準 

   ②環境保全計画 

   ③作業環境管理基準 

   ④作業環境管理計画 

  エ 資源化促進業務 

   ①資源化回収物の品質確保 

   ②資源化の支援 

   ③資源化促進管理 

  オ 情報管理業務 

   ①運営記録報告 
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   ②点検・検査結果報告 

   ③補修・更新結果報告 

   ④環境管理結果報告 

   ⑤作業環境管理報告 

   ⑥資源化促進管理報告 

   ⑦施設情報管理 

   ⑧労務・労災管理 

   ⑨その他管理記録報告 

  カ 防災管理業務 

   ①二次災害の防止 

   ②緊急対応マニュアルの作成 

   ③自主防災組織の整備 

   ④防災訓練の実施 

   ⑤事故報告書の作成 

   ⑥住民・議会等への説明に対する支援 

 

運営教育 

  ア 運営教育計画の作成 

民間事業者は、施設の運営に関して組合と協議の上、本施設の運営・維持管理を

行う前任の民間事業者が提出する教育指導計画に基づき、運営教育計画を作成しな

ければならない。また、民間事業者は、作成した運営教育計画をもとに、運営準備

期間中に必要な運営教育を運営要員等に受けさせなければならない。なお、事業期

間中に運営要員等の変更があった場合も同様とする。 

  イ 運営要員の確保 

運営準備期間に係る運営指導を受ける運営要員については、予め民間事業者が確

保すること。 

 

民間事業者の収入 

本事業における民間事業者の収入は、民間事業者が実施する本施設の運営・維持管

理業務の対価として組合から支払われる委託料とする。委託料は、固定料金と変動料

金（搬入量に応じて変動）で構成されるものとする。 

なお、事業準備に関し必要な費用は、すべて民間事業者の負担とする。 

 

施設の権利形態 

本事業を実施する範囲において必要な施設・設備等は、無償貸与とする。 
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６ 事業のスケジュール（予定） 

実施方針の公表   令和４年２月 10 日（木） 

募集要項等の公表  令和４年４月下旬 

優先交渉権者の決定 令和４年８月上旬 

事業契約の締結   令和４年９月 

運営準備期間   契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

運営期間    令和５年４月１日から令和 11年 10月 31日まで（６年７か月） 

（運営準備期間とは、民間事業者の運営要員等が本施設の運営等についての教育・指導を

受けるのに要する期間である。） 

７ 法令等の遵守 

民間事業者は事業期間中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「労働安全衛生法」

等の関係法令等を遵守すること。 

 

法令等 法令等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

都市計画法 

建築基準法 

建設業法 

消防法 

道路交通法 

下水道法 

水道法 

環境基本法 

ダイオキシン類対策特別措置法 

大気汚染防止法 

水質汚濁防止法 

騒音規制法 

振動規制法 

悪臭防止法 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律 

労働基準法 

労働安全衛生法 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律 

航空法 

電波法 

有線電気通信法 

電気事業法 

電気工事士法 

電気用品安全法 

計量法 

事務所衛生基準規則 

危険物の規制に関する規則・政令 

毒物及び劇物取締法 

特定化学物質等障害予防規則 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関する法律 

高圧ガス保安法 

一般高圧ガス保安規則 

有機溶剤中毒予防規則 

酸素欠乏症等防止規則 

電気設備に関する技術基準 

電気工作物の溶接に関する技術基準 

クレーン等安全規則 

クレーン構造規格 

クレーン又は移動式クレーン過負荷防止装置

構造規格 

電気機械器具防爆構造規格 

溶接技術検定における試験方法及び判定基準

（JISZ3801） 

圧力容器構造規格 

日本工業規格（JIS） 

電気規格調査会標準規格（JEC） 

日本電機工業会規格（JEM） 

日本電線工業会規格（JCS） 

日本油圧工業会規格（JOHS） 

内線規程 

電気供給規程 

ゴンドラ安全規則 

地方自治法 

グリーン購入法 

エネルギーの使用の合理化に関する法律 

特定物質の排出抑制・使用合理化指針 

ごみ処理施設性能指針 

和歌山県、構成市町及び組合の条例・規則等 

その他関係法令、規格、規程、通達及び技術

指針等 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギ

ー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な

利用の促進に関する法律 
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第３章 参加者の募集及び民間事業者の選定に関する事項 

 

１ 参加者の募集及び選定スケジュール等 

本事業における参加者の募集及び民間事業者の選定スケジュール（予定）は、次のと

おりとする。 

なお、民間事業者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式により行う。 

 

日付（予定） 内 容 

令和４年２月 10 日（木） 実施方針の公表 

令和４年２月 10 日（木） 

～令和４年２月 28 日（月） 

実施方針に対する質問・意見の受付 

令和４年３月 18 日（金） 実施方針に対する質問・意見に対する回答 

令和４年４月下旬 募集要項等の公表 

資料等の提供及び閲覧 

令和４年５月上旬 現地見学会 

募集要項等に関する質問の受付 

令和４年５月下旬 募集要項等に関する質問に対する回答 

令和４年６月上旬 資格確認申請書類の受付 

資格審査結果の通知 

令和４年６月下旬 提案書類の受付 

令和４年８月上旬 参加者ヒアリング、価格提案書の開封 

令和４年８月中旬 優先交渉権者及び次点交渉権者の決定及び公表 

令和４年９月 事業契約締結 

 

２ 参加者の募集手続等 

 

実施方針に関する質問・意見の受付及び回答 

実施方針の記載内容に関する質問・意見の受付を以下のとおり行う。なお、応募者

から提出された質問等について、必要と判断した場合にはヒアリングを行う。 

  ア 受付期間 

令和４年２月 10 日（木）９時から令和４年２月 28 日（月）17 時まで 

  イ 提出方法等 

   ①提出先 

橋本周辺広域市町村圏組合 橋本周辺広域ごみ処理場（エコライフ紀北） 

   ②提出方法 

実施方針に関する質問・意見は簡潔にまとめて記載し、E-mail により提出するこ

ととする。なお、質問書のデータは別途公表する MS-Excel 形式で作成することと

する。 

   ③E-mail アドレス 

「第８章 ２実施方針に関する問い合わせ先」を参照 
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  ウ 回答方法 

実施方針に関する質問への回答は、令和４年３月 18 日(金)に組合のホームページ

にて公表する。 

 

募集要項等の公表 

募集要項等の公表は、令和４年４月下旬とし、組合のホームページ等で公表する。 

 

募集要項等の公表及び配布 

  ア 募集要項等の公表 

令和４年４月下旬に、募集要項等を公表する。 

  イ 募集要項等の配布 

募集要項等を次のとおり配布する。また、組合のホームページからもダウンロー

ドすることができる。 

   ①配布日時 

令和４年４月下旬の９時から 17 時まで（午後 12 時から午後１時は除く。）とす

る。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日を除く。 

   ②配布場所 

橋本周辺広域市町村圏組合 事務局 

〒648-0073 和歌山県橋本市市脇一丁目１番６号 

   ③資料の提供及び閲覧等 

応募者は、募集要項に定めるところにより、「守秘義務に関する誓約書」を提出し、

組合の保有する本施設に関する資料のうち、組合が必要と判断した資料の提供を受

けること及び閲覧することができる。 

なお、資料の詳細については、募集要項に示す。 

  ウ 現地見学会 

応募者は、募集要項等の内容を確認するために組合が開催する現地見学会に参加

することができる。現地見学会の詳細については、募集要項に示す。 

 

募集要項等に関する質問の受付及び回答の公表 

募集要項等に記載された内容について、質問の受付及び回答の公表を行う。なお、

具体的な日程、方法等については募集要項に示す。 

 

参加資格申請書類の受付、審査結果の通知 

本事業の応募者に、参加表明書、参加資格確認申請書等資格審査に必要な書類の提

出を６月上旬に求める。なお、資格審査の結果は応募者に通知する。参加資格審査申

請書類の提出方法・時期及び必要な書類等の詳細については、募集要項等に示す。 

 

提案書類の受付 

本事業に関する提案書類を令和４年６月下旬に受け付ける。提案書類の審査にあた
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って、組合が必要であると判断した場合は、資格審査を通過した者に対して、個別に

ヒアリングを行うことを予定している。提案書類の提出方法・時期及び提案に必要な

書類等の詳細については、募集要項等に示す。 

 

優先交渉権者の決定・公表 

提案書類については、橋本周辺広域ごみ処理場長期包括運営管理委託審査委員会（以

下「審査委員会」という。）において、総合的な評価を行い、最優秀提案を選定する。 

組合は、審査委員会の審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定し、

参加者に通知するとともに、組合のホームページにて公表する。 

 

事業契約の締結 

優先交渉権者の決定後、組合は優先交渉権者と事業契約書（案）の協議を速やかに

行い、事業契約を締結する。 

 

３ 応募者の備えるべき参加資格要件 

応募者は、以下の参加資格要件をすべて満たすものとする。また、組合は、応募者の

資格の確認を行うために資格審査を実施する。 

 

応募者の構成等 

  ア 応募者は、単体企業または複数の企業（以下「構成企業」という。）によって構成

されるグループ（以下「企業グループ」という。）とする。 

  イ 本事業において、単体企業または企業グループで応募する場合、特別目的会社（特

別目的会社設立の詳細については、「５ 特別目的会社の設立に関する要件」を参照

のこと。）を設立するか否かは、応募者の提案によるものとする。 

  ウ 企業グループの構成企業の企業数の上限は任意とするが、構成企業は本事業の実

施に関して、それぞれ適切な役割を担う必要がある。そのため、参加表明書及び資

格審査申請書類の提出時に、企業グループの構成企業を、本事業の遂行上、果たす

役割とともに明らかにするものとする。 

  エ 企業グループは、構成企業により、下記「(2) 応募者の参加資格要件」の「イ ご

み焼却施設の運営・維持管理を行う者の参加資格要件」の３つの項目を満たすとと

もに、代表企業を定め、当該代表企業が参加手続を行うものとする。単独企業で応

募する場合は、単独企業を代表企業とみなす。 

  オ 参加表明書提出以降、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、

特別の事情があると組合が認めた場合には、この限りではない。 

  カ 応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはできない。 

  キ 応募者と関連会社の関係にある企業が、他の応募者、構成企業となることはでき

ない。 

  ク 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。 

 

応募者の参加資格要件（応募者の共通要件） 
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  ア 応募者の共通参加資格要件 

   ①すべての応募者は、資格審査書類提出時において、橋本周辺広域市町村圏組合建

設工事関係要領及び内規事務取扱が例とする構成市町の建設工事指名停止基準に

基づく指名停止期間中の者でないこと。 

   ②代表企業は、組合入札（見積）参加資格登録名簿に登録されていること。 

   ③代表企業は、事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有しているこ

と。 

  イ ごみ焼却施設の運営・維持管理を行う者の参加資格要件 

運営・維持管理を行う者は、以下の要件をすべて満たすものとする。なお、企業

グループで参加する場合は、すべての構成企業が満たす必要はなく、本要件を満た

す構成企業が企業グループに含まれており、かつ企業グループとしてすべての実績

を有すること。 

   ①１炉 50ｔ/24h 以上の規模で、発電設備を有するストーカ炉の一般廃棄物ごみ焼却

処理施設において、延べ１年以上の運営管理及び補修・維持管理業務の実績を元

請として有していること。 

   ②現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者で、廃棄物

を対象としたごみ焼却施設（１炉 50ｔ/24h 以上）の実績を有する技術者を配置す

ること。 

   ③危険物取扱い作業に関する資格を有する者を配置すること。 

   ④本施設は、発電施設を有していることから、電気事業法の対象となるために、電

気設備等の管理は、次のとおりとすること。 

    a.電気主任技術者：民間事業者で配置、又は外部委託のいずれの対応としても良

いが、外部委託する場合は、民間事業者の中に事務手続・電気設備管理が出来る

者を配置すること。 

    b.ボイラー・タービン主任技術者：民間事業者は事務手続及び設備管理が出来る

有資格者を配置すること。 

   ⑤本事業を行うに当たり必要な有資格者を本事業の運営期間開始までに配置できる

こと。（必要な有資格者は、要求水準書に示す。） 

 

応募者の制限 

次のいずれかに該当する者は、参加者となることはできない。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者 

  イ 橋本周辺広域市町村圏組合建設工事関係要領及び内規事務取扱が例とする構成市

町の建設工事指名停止基準に基づく指名停止期間中である者 

  ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、

経営状況が著しく不健全であると認められる者 

  オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをなし、ま

たは申立てがなされている者（更生計画認可の決定がなされた場合を除く。） 
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  カ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをなし、ま

たは申立てがなされている者（再生計画認可の決定がなされた場合を除く。） 

  キ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをなし、または

申立てがなされている者 

  ク 清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基

づく特別清算開始命令がなされた者 

  ケ 国税または地方税を滞納している者 

  コ 経営者等（法人にあっては役員、支配人または営業所の代表者、個人にあっては

その者、支配人または営業所の代表者をいう。）が、暴力団関係者（暴力団員（暴力

団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。）、暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）

もしくは暴力団員と交わりを持つ者または暴力団もしくは暴力団員が経営を支配し、

もしくは利用していると認められる企業もしくは団体をいう。以下同じ。）である者。 

  サ 組合が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者、当該アドバイザリー

業務において提携関係にある者、またはこれらの者と資本面もしくは人事面におい

て関連がある者。なお、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100

分の 50 を超える議決権を有し、またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資

を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を

有している役員を兼ねている者をいう。 

本事業に関し、組合のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下

のとおりである。 

・株式会社エイト日本技術開発 

・豊原総合法律事務所 

 

４ 参加資格の審査 

組合は、応募者の備えるべき参加資格要件の確認を行うため資格審査を実施する。 

 

「３,(2) 応募者の参加資格要件」及び「３,(3)応募者の制限」の参加資格確認基準

日は参加資格確認申請書受付最終日とする。 

 

参加資格確認基準日の翌日から優先交渉権者の決定日までの間、応募者の構成企業

が参加資格要件を欠くような事態が生じた場合、組合は当該応募者を優先交渉権者決

定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が参加資格を欠

く事態が生じた場合で、当該応募者が、参加資格を欠いた構成企業に代わって、参加

資格を有する構成企業を補充し、組合が参加資格を確認のうえ事業契約締結後の本事

業の遂行に支障をきたさないと判断した場合は、当該応募者の参加資格を引き続き有

効なものとして取り扱うことができるものとする。なお、この場合の補充する構成企

業の参加資格確認基準日は、当初の構成企業が参加資格を欠いた日とする。 

 

優先交渉権者決定日の翌日から事業契約の締結までの間に、優先交渉権者又は次点
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交渉権者の代表企業が参加資格を欠くような事態が生じた場合、組合は優先交渉権者

決定又は次点交渉権者を取り消し、本事業を実施する者として決定しない場合がある。

ただし、代表企業以外の構成企業が参加資格要件を欠いた場合はこの限りではない。

この場合において、組合は、優先交渉権者決定又は次点交渉権者を取り消した参加者

に対して一切の費用負担を負わないものとする。 

 

 

参加資格のない者がした応募、参加資格を確認するための資料並びに提案書類に虚

偽の記載をした者がした応募、及び応募に関する条件に違反した応募は、失格とする。 

 

５ 特別目的会社の設立に関する要件 

 

特別目的会社を設立する場合、特別目的会社に出資する企業と特別目的会社に出資

しない企業で構成されるものとする。なお、特別目的会社に出資する企業のみを構成

企業とすることも可能とする。 

 

優先交渉権者が特別目的会社を設立する場合、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に

規定される株式会社として特別目的会社を組合構成市町内に設立すること。 

 

特別目的会社への出資はすべて優先交渉権者の構成企業によるものとし、優先交渉

権者の構成企業以外の者の出資は認めない。また、優先交渉権者の構成企業のうち、

代表企業の出資比率は 50％を超えるものとすること。 

 

優先交渉権者が特別目的会社を設立する場合、すべての出資者は、事業契約終了ま

で特別目的会社の株式を保有するものとし、組合の事前の書面による承諾がある場合

を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。 

 

６ 構成企業の変更の制限 

本事業の優先交渉権者となってから事業期間終了まで、構成企業及びその役割の変更

及び追加等は、組合の事前の承諾がある場合を除き認めない。 

 



13 

７  審査及び選定に関する事項 

 

審査委員会の設置 

提案書類の審査にあたっては、学識経験者等で構成する審査委員会を設置する。 

 

審査の手順及び方法 

  ア 資格審査 

資格審査は、応募者が提出した資格審査申請書等が「応募者の備えるべき参加資

格要件」に示した要件を満たすことについての確認を行う。参加資格要件を満たす

ことが確認された応募者のみ、次の提案審査を受けることができるものとし、参加

資格要件を満たさない応募者は失格とする。 

  イ 提案審査 

提案審査は、参加者の提案書類について、以下の視点から総合的な評価を行い、

最も優れた提案を行った参加者を最優秀提案者として選定する。 

提案審査では、あらかじめ設定した「優先交渉権者選定基準」に従って、審査委

員会において提案書類の審査を総合評価の方法により行う。総合評価は、参加者の

提出した提案内容について、評価項目ごとに評価に応じた得点を付与し、得点の合

計の最も高い者を最優秀提案者として選定する。 

組合は、審査委員会の審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定

する。 

  ウ 結果の公表 

組合は、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定した場合は、その結果を速やかに

組合ホームページに公表する。 

 

著作権 

提出書類に含まれる著作物の著作権は参加者に帰属するものとし、組合に帰属しな

い。ただし、公表、展示、その他組合がこの事業に関して必要と認める用途に用いる

場合、組合は、これを無償で使用できるものとする。また、契約に至らなかった参加

者の提案については本事業の公表の目的以外には使用しない。なお、提出を受けた書

類は返却しない。 

 

特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利となっている運営・維持管理方法等を使用したことに起

因する責任は、提案を行った参加者が負うこととする。 

その他、応募に関する留意事項は、募集要項において明記する 
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第４章 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 

 

１ 基本的考え方 

本事業における運営・維持管理の責任は、原則として民間事業者が負う。ただし、組

合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途、民間事業者と協議の上、

組合は応分の責任を分担する。 

 

２ 予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び組合と民間事業者との責任分担は、原則として別表１に定める

とおりとし、責任分担や具体的な内容については、事業契約書に定める。 

 

３ 事業の実施状況のモニタリング 

組合は、民間事業者が実施する施設の運営・維持管理について、定期的にモニタリン

グを行う。また、定期的なモニタリングの結果、民間事業者の提供する運営・維持管理

に係るサービスが事業契約書に定める水準に達していないと判断される場合は、組合は

業務委託料等の減額等を行うとともに、民間事業者に対して改善勧告を行い、改善策の

提出・実施を求めることができる。モニタリングの方法、内容等については、募集要項

で明示し、最終的には、事業契約書に定める。 
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第５章 事業計画または契約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 

事業計画または契約の解釈について疑義が生じた場合、事業契約書等の規定に基づいて、

組合と民間事業者は、誠意をもって協議する。また、事業契約に関する紛争については、

和歌山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

第６章 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。 

 

１ 民間事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

 

民間事業者の提供するサービスが、事業契約書に定める民間事業者の責めに帰すべ

き事由により債務不履行またはその懸念が生じた場合、組合は、民間事業者に対して、

改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。民間事業

者が当該期間内に改善することができなかったときは、組合は、事業契約を解除する

ことができる。 

 

民間事業者が倒産し、または民間事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事

業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は事業契約

を解除することができる。 

 

前号(2)の規定により組合が事業契約を解除した場合、民間事業者は、組合に生じた

損害を賠償しなければならない。 

 

２ 組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場

合、民間事業者は事業契約を解除することができる。 

 

前号(1)の規定により民間事業者が事業契約を解除した場合、組合は、民間事業者に

生じた損害を賠償する。 

 

３ 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他組合または民間事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の

継続が困難となった場合、組合及び民間事業者双方は、事業継続の可否について協議す

る。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によ

るその旨の通知をすることにより、組合及び民間事業者は、事業契約を解除することが

できる。 

 

４ その他 

その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約書に定める。 
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第７章 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 

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は、次のとおりで

ある。 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

現時点で、組合は、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していないが、

法改正等により措置が適用される場合には、適切な措置を行うことができるように努め

ることとする。 

 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

現時点で、組合は、民間事業者に対する財政上及び金融上の支援等は想定していない。 

 

第８章 その他業務の実施に関し必要な事項 

 

１ 応募に伴う費用負担 

本事業の応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

２ 実施方針に関する問い合わせ先 

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：橋本周辺広域市町村圏組合 橋本周辺広域ごみ処理場（エコライフ紀北） 

所 在 地：〒649-7207 和歌山県橋本市高野口町大野 1827 番地の 28 

Ｔ Ｅ Ｌ：0736-42-5300  

受付時間：９時から 16 時（ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

Ｆ Ａ Ｘ：0736-44-1053 

E - m a i l：ecolife-kihoku@major.ocn.ne.jp 

ホームページ：http://www.hashimoto-kouiki.jp/ 

 

３ 実施方針の変更 

実施方針の公表後、質問・意見を踏まえ、実施方針の内容の見直しや変更を行うこと

がある。 

実施方針の見直しや変更を行った場合は、再度、実施方針を公表するものとする。 
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別紙１ リスク分担表 

 

段 
階 

リスクの種類 リスクの内容 組合 
民間 

事業者 

共 
 
 
 
 

通 

制度・法令変更 
制度・法令の新設、変更により事業の実施が変更又は
不可能となる場合 

○  

税制 

税制度の変更等により民間事業者における税負担が増
加する場合 

○  

民間事業者の利益に課される税（法人税等）の負担が
増加する場合 

 ○ 

政治 
組合の政策方針の転換、議会承認、財政破綻等による
支援・債務不履行により事業の実施が変更又は不可能
となる場合 

○  

住民合意 

事業の実施そのものに対する住民の反対等が発生した
場合 

○  

運営計画の不備等により住民よりクレームがあった場
合 

 ○ 

不可抗力 

風水害・地震等の大規模災害による損害が大きく、事
業の実施が不可能となる場合 

○  

風水害・地震等の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注 1 

○ △ 

債務不履行 
民間事業者の要求水準未達成の場合  ○ 

民間事業者の責によらない事業破綻、契約破棄、契約
不履行の場合 

○  

資金調達 
民間事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するも
の 

 ○ 

物価変動 物価変動により、運営費が変動する場合注 2 ○ △ 

金利変動 金利変動  ○ 

事業契約 

組合の事由により、民間事業者と契約が結べない、又
は契約手続に時間を要する場合 

○  

民間事業者の事由により、組合と契約が結べない、又
は契約手続に時間を要する場合 

 ○ 

運 
営 
維 
持 
管 
理 
段 
階 

ごみ量、ごみ質
変動 

搬入する一般廃棄物等のごみ量、ごみ質が契約に規定
する範囲内で変動した場合 

 ○ 

搬入する一般廃棄物等のごみ量、ごみ質が契約に規定
する以上に著しく変動した場合（民間事業者に発生し
た一定以上の増加費用を負担） 

○  

収集形態の変更等により、ごみ量、ごみ質の変動が生
じ、そのため当初の規定との乖離が生じ、当初規定の
ごみ量、ごみ質に戻ることが想定されない場合 

○  

性能未達 
 

契約に規定する使用及び性能の達成に不適合で、改修
が必要となった場合 

 ○ 

組合の事由により、契約に規定する以上の性能を満足
するために改修が必要となった場合 

○  

維持管理運営コ
スト増大･運営
停止によるごみ
処理量未達 

設備機器等の維持管理運営の要求水準未達によるコス
ト増大リスク 

 ○ 

搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合
（民間事業者の注意義務違反の場合）のコスト増大リ
スク 

 ○ 

搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合
（民間事業者の注意義務違反の場合を除く）のコスト
増大 

○  

その他維持管理運営不備によるコスト増大リスク  ○ 

施設損傷 
事故、火災等による修復等にかかるコスト増大リスク  ○ 

第三者による施設の破損に伴うコスト増大リスク ○  

※○：主分担 △：従分担 
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段 
階 

リスクの種類 リスクの内容 組合 
民間 

事業者 

運 
営 
維 
持 
管 
理 
段 
階 

施設かし 

施設かしに係るリスク（民間事業者が施工企業以外の
場合） 

○  

施設かしに係るリスク（民間事業者が施工企業の場合）  ○ 

第三者賠償 

施設の運営に伴って発生した事故や他施設等に及ぼす
劣化及び破損等の賠償 

 ○ 

民間事業者が実施する業務に起因しないで発生する事
故等に対する賠償 

○  

環境保全 
施設の運営に伴って発生した有害物質の排出や、周辺
環境の悪化及び規制基準の不適合等による改修や賠償 

 ○ 

技術革新 
技術の陳腐化による施設･設備等の更新コスト、新技術
採用のためのコスト増大 

 ○ 

終 
了 
時 

施設の健全性 事業期間満了時における要求水準の保持  ○ 

終了手続 

終了手続に伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社
の清算手続に伴う評価損益等 

 ○ 

事業終了時の諸手続に係る組合の事由によるコスト増
大リスク 

○  

※○：主分担 △：従分担 

注１） 不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、一定程度（当該年度における運

営業務委託料の 1/100 を想定）までは事業者が負担し、それ以上は本組合が負担する。 

注２） 物価変動については、一定程度（運営業務に関しては±1.5％を想定。）までの変動は事業者

の負担であり、それ以上は本組合が負担する。 

※ 本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳

細については、募集要項等の公表時に各契約書（案）等において示す。 

 

 


