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表 委員会が評価した事項 

審査項目 極東開発工業（株）グループ メタウォーター（株）グループ 

１．事業実施計画に関する事項 

①事業実施の 

基本方針 

・本組合の基本方針を踏まえ、「安心・安

全・安定」、「地域密着」、「再資源化」

の視点が事業実施の基本方針として示

されていた。 

・本組合の基本方針を踏まえ、「安全・

安心・安定」、「LCCの低減と継承」、

「資源循環・啓蒙、啓発」、「地元貢

献」、「親しまれる防災拠点」、「環

境保全」、「景観配慮」の視点が事業

実施の基本方針として示されていた。 

②事業実施体制 ・SPCの体制について、同種施設の設計及

び建設実績等有する企業による構成に

ついて提案があり評価した。 

・（一社）廃棄物コンサルタント協会所属

企業による設計施工監理及び運営コン

サルタントによるモニタリングの提案

について評価した。 

・SPCの体制について、同種施設の設計

及び建設実績等有する企業の他、本事

業の敷地条件に精通した建設企業及び

地域のごみに精通する地元企業を構成

員に加えた地域に根ざした体制につい

て提案があり評価した。 

・廃棄物コンサルタント、金融系シンク

タンクの活用について具体的な提案が

あり評価した。 

２．安心、安全かつ安定した施設に関する事項 

① 施設計画 ・地元企業との連携、地元で培ったノウハ

ウを活かした工程調整等について提案

があり評価した。 

・ごみ再資源化施設の全体配置・動線計画

について、要求水準よりも1台多い計量

機の設置、自己搬入者が優先される動線

計画について提案があり評価した。 

・粗大ごみ廃棄物処理場等への搬入車等と

の動線分離について、詳細な工期・工事

エリアの設定と自己搬入車との動線を

分離及び標識の設置、警備員の配置につ

いて提案があり評価した。 

・地元障がい者支援団体地元NPO法人との

ノウハウ融合を行なった点、障がい者作

業スペースを集約したことについて提

案があり評価した。 

・ごみ再資源化施設の全体配置・動線計

画について、基幹改良を考慮したレッ

カー車を配置できるスペースの確保、 

要求水準よりも1台多い計量機の設置

について提案があり評価した。 

・粗大ごみ廃棄物処理場等への搬入車等

との動線分離について、標識の設置、

誘導員の配置について提案があり評価

した。 

・地元障がい者支援団体地元NPO法人の

要望を反映した提案があり評価した。 

② 長期的な安定稼

動 

・ごみ性状変化時のアフターサービスとし

て、篩目を納入することについて提案が

あり評価した。 

・事業終了の24ヶ月前に、事業終了引継準

備会をSPC及び構成員で発足する提案に

ついて提案があり評価した。 

 

・運営終了後の安定稼動に向けて、ICT（情

報通信技術）サービスの活用について

提案があり評価した。 

・事業終了後に3年間を新たに瑕疵担保期

間として設定、事業終了の5年前に引き

継ぎ委員会を設置する提案について提

案があり評価した。 

・事業期間終了後本施設の廃止まで、年1

回プラント設備の点検を無償で実施す

る提案について提案があり評価した。 

③ 運転管理 ・粗大ごみ回収所での一般持込者への受入

対応要領について、対応要領の作成に関

する提案があり評価した。 

・繁忙期の搬入車両に対する渋滞への対応

要領について、対応要員の増員、臨時窓

口の設置、誘導員野配置などの提案につ

いて評価した。 

・運営段階における障がい者への配慮につ

・粗大ごみ回収所での一般持込者への受

入対応要領について、案内方法、マニ

ュアル作成などについて提案があり評

価した。 

・繁忙期の搬入車両に対する渋滞への対

応要領について、誘導員、持込対応員

の増員、受付場所の増設、各種情報の

提供などの提案があり評価した。 
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審査項目 極東開発工業（株）グループ メタウォーター（株）グループ 

いて、障がい者作業員10名、支援員3名

の雇用に関する提案があり評価した。 

・運営段階における障がい者への配慮に

ついて、障がい者作業員13名、支援員3

名の雇用に加え、SPCより支援員1名を

配置する提案があり評価した。 

④ 安全対策 ・処理不適物を確実に除去するため、低速

破砕機前に手選別コンベヤ導入につい

て提案があり評価した。 

・破砕機の防爆対策及び作業安全対策につ

いて、手選別コンベアの導入（爆発危険

物の除去、楽な姿勢での手選別作業）の

提案があり評価した。 

・高速回転破砕機以降の全てのベルトコン

ベヤに難燃性ベルトを採用する提案が

あり評価した。 

・不燃ごみを全数検査するため、自動破

袋設備と前処理コンベヤを設置する提

案があり評価した。 

・破砕機の防爆対策及び作業安全対策に

ついて、破砕処理施設における延焼防

止方法、爆発後の破砕機室内の酸素濃

度・可燃性ガス及び温度を測定の提案

があり評価した。 

・貯留ホッパー内を常時サーモカメラに

て監視する提案があり評価した。 

３．循環型社会の形成への貢献に関する事項 

① 資源化計画 ・ごみ再資源化施設から発生する資源物の

長期的な契約先確保について、1社一括

売却体制の構築の提案があり評価した。 

・資源化物の売却単価向上策について、高

純度のアルミ缶回収、プレス品のアルミ

純度10%向上、機械選別未対応物の回収

（破砕系処理系列に手選別に手選別ラ

インを設置）の提案があり評価した。 

・資源化物等が売却先の純度、回収率及び

引き取り条件を満たさない場合の措置

について、ラインに再投入、売却先にて

精選の提案があり評価した。 

 

・ごみ再資源化施設から発生する資源物

の長期的な契約先確保について、15社

の再生事業者を確保し、資源化ネット

ワークを構築する提案があり評価し

た。 

・資源化物の売却単価向上策について、

高磁力・多極型の破砕系アルミ選別機

使用、アルミの細分類出荷等の提案が

あり評価した。 

・資源化物等が売却先の純度、回収率及

び引き取り条件を満たさない場合の措

置について、新たな売却先の開拓、継

続的な資源化業務の履行の提案があり

評価した。 

・資源化物の販売益を組合・地域に最大

限還元し、変動する買取価格を公表す

ることで、地域住民の環境意識向上に

繋げる提案があり評価した。 

② 各種ヤード計画 ・搬入計画を考慮した、受入ヤードの考え

方について、粗大ごみについて8割が自

己搬入になる特異性に対応した受入ヤ

ード配置とする提案があり評価した。 

・資源物の売却にかかる搬出ヤード及び搬

出頻度の考え方について、全ストックヤ

ードにシャッター設置、フレキシブルな

運用が出来る小型家電ヤードの提案が

あり評価した。 

・多目的ヤードの活用方法、計画面積につ

いて、変動する資源系のごみの量に対

応、防災用品の一時備蓄場所として活用

する提案があり評価した。 

・搬入計画を考慮した、受入ヤードの考

え方について、ごみ搬入計画に沿って

各ヤード容量を5日分計画した提案が

あり評価した。 

・多目的ヤードの活用方法、計画面積に

ついて、ごみ焼却施設の定期修繕時に

設備を停止したことで不足する、受入

ヤードの一時的な代替とする提案があ

り評価した。 

・効率的なヤードを運用するためにICTサ

ービスを活用する提案があり評価し

た。 

③ 省エネルギー ・運営段階の消費電力について、焼却施設

供給可能量を下回る提案があり評価し

た。 

・省エネルギー型設備の選定について、具

体的な提案があり評価した。 

・新エネルギーの活用について、太陽光発

電の提案があり評価した。 

・人感センサー、グリーンカーテン採用等

・運営段階の消費電力について、焼却施

設供給可能量を下回る提案があり評価

した。 

・省エネルギー型設備の選定について、

具体的な提案があり評価した。 

・新エネルギーの活用について、太陽光

発電及びその積極利用に関する提案が

あり評価した。 
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審査項目 極東開発工業（株）グループ メタウォーター（株）グループ 

の省エネルギー対策の提案があり評価

した。 

・照明用人感センサーの活用、緑のカー

テン採用等の省エネルギー対策の提案

があり評価した。 

４．環境への配慮に関する事項 

①設計・建設期間中

の環境対策 

・周辺住民への工事進捗に関する周知及び

見える化に関して、建屋完成後、試運転

開始前に周辺住民の希望者に見学会を

実施する提案があり評価した。 

・毎週1回敷地周囲の一斉清掃を行なう提

案があり評価した。 

 

・設計・建設期間中の周辺環境対策とし

て、要求水準を超える工事中の自主基

準（騒音、振動、悪臭）についての提

案があり評価した。 

・周辺住民への工事進捗に関する周知及

び見える化に関して、様々な媒体（地

元CATV、ラジオ局）を通して工事に関

する情報を発信する提案があり評価し

た。 

②運営期間中の環

境対策 

・ごみ再資源化施設から周辺地域への悪臭

対策に関して、日々の容器洗浄、床洗浄、

排水トラップの清掃の提案があり評価

した。 

・来場者や周辺住民に対し、騒音、振動、

悪臭、汚水等の環境保全状況を周知する

方法について、SPCホームページでタイ

ムリーに測定結果を公開する提案があ

り評価した。 

・ごみ再資源化施設から周辺地域への悪

臭対策に関して、毎夕の床洗浄の提案

があり評価した。 

・来場者や周辺住民に対し、騒音、振動、

悪臭、汚水等の環境保全状況を周知す

る方法について、騒音、振動、悪臭、

省エネ及び資源リサイクル率を管理指

標として設定し、評価する提案があり

評価した。 

５．事業の経済性、安定性に関する事項 

①事業実施の確実

性、安定性 

・不測の事態に備えた、代表企業による劣

後融資枠設定の提案があり評価した。 

・健全な財務状況の確認について、金融機

関による構成員の財務状況の把握、代表

企業による毎月のモニタリングの実施

等の提案があり評価した。 

 

・長期収支の安定性に関して、金融機関

による綿密な収支計画の作成、税理士

法人による事業収支計画の精査につい

て、評価した。 

・不測の事態に備えた、代表企業による

株主融資枠を設定の提案があり評価し

た。 

・健全な財務状況の確認について、金融

系シンクタンクによる財務セルフモニ

タリングの実施、代表企業による月単

位のSPC財務状況確認等の提案があり

評価した。 

②事業実施のリス

ク管理 

・リスク管理の基本的な考え方が示されて

おり評価した。 

・包括的なリスクの管理について、要求水

準を超える適切な特約付保険の付保に

関する提案があり評価した。 

・個別リスクについての管理方針に関し

て、施設稼動停止時は、復旧時間を乗り

切るためのヤード運用、運営維持管理を

行なう構成員からの大型コンテナ貸与

の実施の提案があり評価した。 

 

・リスク管理の基本的な考え方が示され

ており評価した。 

・技術面のリスクについて技術コンサル

タントから確認を得ていること及び全

ての業務へのバックアップサービサー

をつける提案があり評価した。 

・包括的なリスクの管理について、要求

水準を超える適切な保険、特約付保険

の付保の提案があり評価した。 

・個別リスクについての管理方針に関し

て、施設稼動停止時は、代表企業から

24時間以内に現地に技術者を派遣する

提案があり評価した。 

③セルフモニタリ

ング 

・セルフモニタリングの具体的内容、頻度

が示されており評価した。 

・第三者モニタリング委員会の設置の提案

があり評価した。 

 

・セルフモニタリングの具体的内容、頻

度が示されており評価した。 

・第三者（技術コンサルタント、金融系

シンクタンク）を含むセルフモニタリ

ング委員会の設置の提案があり評価し

た。 
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・ICTサービス活用による情報の共有化の

提案があり評価した。 

６．住民に親しまれる施設に関する事項 

① 地域経済、住民

への貢献 

・地元企業との連携・活用について、地元

発注に関する具体的な提案があり評価

した。 

・障がい者雇用について、資源物の手選別

業務を地元NPO法人に委託する提案が

あり評価した。 

・地域経済、住民への貢献として、地域イ

ベントへの参加（出展、協力、協賛）の

提案があり評価した。 

 

・地元企業との連携・活用について、地

元発注に関する具体的な提案があり評

価した。 

・障がい者雇用について、地元障がい者

団体から手選別作業の従事にかかる確

約があり評価した。 

・地域経済、住民への貢献として、SPC

オリジナルイベントの実施及び地元の

イベントに参加・協賛の提案があり評価

した。 

② 防災機能 ・大規模震災時における防災拠点としての

機能に関して、20名以上収容可能な研修

室、トイレの開放、非常食及び水の提供

の提案があり評価した。 

・大規模震災時を想定した、防災備蓄をは

じめとする運営段階における備えに関し

て、施設で業務に従事する人と周辺住民

が利用できる防災備蓄（食料・飲料3日分）

を計画する提案があり評価した。 

・大規模震災時における、施設の全停電及

びその他ライフライン遮断時の安全対策

及び早期復旧に関して、災害発生後の起

動前にSPC構成員のサービスマンによる

ダブルチェック実施の提案があり評価し

た。 

・搬出エリアに災害ごみを一時貯留できる

スペースを確保する提案があり評価し

た。 

・大規模震災時における防災拠点として

の機能に関して、建屋外に避雷針を設

置、防災用エアーテントを常備、災害

救援ベンダーの設置等の提案があり評

価した。 

・大規模震災時を想定した、防災備蓄を

はじめとする運営段階における備えに

関して、30名3日分の水と食糧と防災備

品（燃料、医薬品等）を備蓄する提案

があり評価した。 

・大規模震災時における、施設の全停電

及びその他ライフライン遮断時の安全

対策及び早期復旧に関して、施設にあ

る重機やSPC構成員から災害復旧対応

に必要な資材や機材を提供する等の提

案があり評価した。 

・衛星電話の配置、無料Wi-Fiと充電器の

設置、PHSの導入などの提案があり評価

した。 

７．見学者説明に関する事項 

① 見学者説明 ・ごみ再資源化施設における、見学者説明

及びルートの内容に関して、地元NPO法

人と作り上げる見学者説明の提案があり

評価した。 

・開放感のある展望窓の設置などの提案が

あり評価した。 

・ごみ再資源化施設における、見学者説

明及びルートの内容に関して、多目的

ホールを開放し廃棄物を利用した作品

を制作する提案があり評価した。 

・富士山が大きく見える展望デッキの提

案があり評価した。 

８．景観への配慮に関する事項 

① 意匠計画 ・富士山や周辺地域からの景観への配慮さ

れた意匠計画の提案があり評価した。 

・施設からの眺望計画について、大型ガラ

スが嵌め込まれた展望スペース、広大な

富士の裾野と駿河湾方面が望める第2の

展望スペースの提案があり評価した。 

・富士山や周辺地域からの景観への配慮

された意匠計画の提案があり評価し

た。 

・施設からの眺望計画について、管理棟

デッキから正面に富士山が眺望でき、多

目的ホールからは箱根外輪山が見える

配置の提案があり評価した。 

９．入札価格に関する事項 

入札価格 

（消費税を除く） 

【現在価値】 

4,528,639,448 円 3,857,470,000 円 

 


