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１．選定方法 

エコクリーンセンター基幹的設備改良工事及び運転管理業務（以下「本事業」という。）では、

本事業を実施する民間事業者の事業遂行能力及び見積額を総合的に評価し、業者を選定した。 

選定方法は、本事業の特性を踏まえ、施設の性能、機能、技術等の提案及び事業の効率性への配

慮等を総合的に評価する必要があることから、公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」とい

う。）とした。 

 

２．審査会 

本プロポーザルでは、透明性及び公平性を確保した選定を行うため、「エコクリーンセンター基

幹的設備改良工事及び運転管理業務受託者選定委員会」（以下「審査会」という。）を設置した。 

審査会では、提案内容を審査・評価し、その結果を踏まえ、最優秀提案の選定及び優先交渉権者

の決定を行った。 

 

エコクリーンセンター基幹的設備改良工事及び運転管理業務受託者選定委員会 

No. 区分 氏名 役職 摘要 

1 学識経験者 八鍬 浩 委員 
公益社団法人 全国都市清掃会議 

技術部長 

2 浜田市 砂川 明 委員長 副市長 

3 浜田市 井上 隆嗣 委員 市民生活部長 

4 江津市 藤田 裕 職務代理者 副市長 

5 江津市 石山 景三 委員 市民部門参事 

6 浜田地区広域行政組合 久保 智 委員 事務局長 
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３．審査経過 

優先交渉権者の選定までの経過は、以下のとおり。 

 

（１）プロポーザル公告     令和4年8月1日 

（２）募集要項の公表      令和4年8月1日 

（３）本プロポーザルへの参加に当たっての質問の受付締切 令和4年8月10日 

（４）本プロポーザルへの参加に当たっての質問に対する回答 令和4年8月29日 

（５）参加申込書等の受付締切     令和4年9月7日 

（６）参加申込書等による資格審査(第１次審査)結果の通知 令和4年9月26日 

（７）要求水準書への質問の受付締切    令和4年9月30日 

（８）要求水準書への質問に対する回答    令和4年10月17日 

（９）対話（概要説明会）     令和4年10月24日 

（１０）事業提案書及び見積書の受付締切   令和4年11月30日 

（１１）事業提案書及び見積書の審査（第２次審査）  令和4年12月27日 

（１２）ヒアリング(第３次審査)    令和5年1月19日 

（１３）最優秀提案の選定     令和5年1月19日 

（１４）優先交渉権者の決定通知(第３次審査結果の通知)  令和5年2月3日 

 

 

４．参加申込事業者 

参加申込事業者は、以下のとおりである。 

 

参加申込事業者 

区分 企業名 

Ａ社 JFEエンジニアリング株式会社 中国支店 
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５．第１次審査 

第１次審査では、参加申込み時に提出された書類を審査し、必要書類が揃っていることと参加資

格要件を満足していることを確認した。 

 

第１次審査結果 

区分 審査項目 審査結果 

Ａ社 

必要書類が揃っていること 合格 

参加資格要件を満足していること 合格 

 

 

６．第２次審査 

第２次審査では、技術提案書として提出された書類を審査し、提案書全体について様式集に沿っ

た構成となっていること、同一事項に対する２通り以上の提案又は提案事項間の誤り、矛盾等がな

いことを確認した。また、提案した内容が要求水準等を満たしていることを確認した。 

 

第２次審査結果 

区分 審査項目 審査結果 

Ａ社 

提案書全体について様式集に沿った構成と

なっていること 
合格 

同一事項に対する２通り以上の提案又は提

案事項間の誤り、矛盾等がないこと 
合格 

提案した内容が要求水準等を満たしている

こと 
合格 
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７．第３次審査 

第３次審査では、審査会にて、提案書に対するヒアリングを実施し、以下の方法により得点化を

行い、最優秀提案を選定した。 

 

（１）審査項目及び配点 

審査項目及び配点については、以下のとおりである。 

 

審査項目及び配点 

審査項目 配点 

提案内容に関する事項 ８０点：Ａ     

提案価格に関する事項 ２０点：Ｂ     

総合得点 １００点：Ａ＋Ｂ   

 

（２）提案内容の得点化(非価格面の審査) 

提案書に記載された内容について、「別紙：優先交渉権者 審査項目」に示す審査項目ごとに

評価し、得点化した。評価基準は以下のとおりである。 

 

評価基準 

評価段階 評価基準 得点化方法 

A 
当該評価項目において、要求水準を超える応募者独自の実

現可能な優れた提案があり、大きな効果が期待できる。 
配点×1.00 

B 
当該評価項目において、要求水準を的確に理解し具体的・

現実的な提案が記載され、大きな効果が期待できる。 
配点×0.80 

C 
当該評価項目において、要求水準を理解した提案が認めら

れ、一定の効果が期待される。 
配点×0.60 

D 
当該評価項目において、要求水準に対して最低限の提案し

か認められず、効果はあまり期待できない。 
配点×0.30 

E 

当該評価項目において、要求水準が充分理解されておら

ず、提案された内容では効果が期待できない。または、要

求した項目に対応した提案がなされていない。 

配点×0.00 

 

 

なお、提案内容に関する事項の得点は、上記（１）に示す配点に合うように、以下の算定式

により、小数点以下第２位までの値(小数点以下第３位の値を四捨五入)に換算した。 

 

 

（算定式） 

提案内容得点：Ａ ＝ 提案内容の得点 × ８０／１００ 
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（３）提案価格の得点化(価格面の審査)   

見積書に記載された提案金額は、以下の算定式により算出される小数点以下第２位までの値

(小数点以下第３位の値を四捨五入)を得点とした。 

 

 

 

（４）総合得点の算出 

「提案内容の得点化(非価格面の審査)」及び「提案価格の得点化(価格面の審査)」により算

出されたそれぞれの得点を合計し、総合得点を算出した。 

Ａ社の得点は、以下のとおりである。 

 

提案内容得点：Ａ  ６３．３０点 

提案価格得点：Ｂ  ２０．００点 

総合得点      ８３．３０点 

 

 

８．審査講評 

Ａ社は、基幹的設備改良工事を通して、機器の老朽化対策に取り組むだけでなく、圧力波クリー

ニング装置を採用する等の創エネルギー化や、バグフィルタヒータの配置を改良する等の省エネル

ギー化について積極的に提案がなされていた。また、運転管理業務では、公害防止基準の遵守に加

えて、安全かつ安定した運転の実施について提案がなされていた。 

本事業の参加申込事業者は、Ａ社１社のみであったが、審査会にて公平かつ専門的知見に基づい

て審査を行った結果、Ａ社は、要求水準を満足し、本事業を適切に実施可能と判断された。 

したがって、Ａ社を本プロポーザルにおける最優秀提案とし、本事業の優先交渉権者として選定

するに至った。 

 

 

エコクリーンセンター基幹的設備改良工事 

及び運転管理業務受託者選定委員会 

委員長 砂 川  明 

 

以 上 

（算定式） 

提案価格得点：Ｂ＝（最低提案金額÷応募者の提案金額）× ２０  

※最低提案金額：応募者の提案金額のうち、最も低い提案金額 
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別紙：優先交渉権者 審査項目
No. 配点 評価項目 評価の視点

全般的事項 本事業の効率化 1 工事と運転管理の役割分担 工事請負事業者、運転管理事業が担う役割について示している

2 事業者、本組合、施工監理者の連絡調整 工事請負事業者、運営管理事業者、本組合、施工監理業者（モニタリング業者）の連絡体制を示している

3 工事と運転管理を一括に請け負うことを活かした業務 基幹的設備改良工事と運転管理業務を一括に請け負うことを活かした業務実施の方法を提案している

基幹的設備 性能に関する事項 4 焼却条件、公害防止条件 工事後の焼却条件、公害防止条件を遵守するための設計・施工上での留意点を示している

改良工事 5 CO2削減率 CO2削減率が交付要件であることを理解している
6 作業環境基準 作業環境基準を遵守するための設計・施工上での留意点を示している

設計に関する事項 7 施設の長寿命化 設計の方針として、施設の安全性、安定性、効率性を長期に渡って維持することを第一に示している

8 省エネルギー化、創エネルギー化 省エネルギー化、創エネルギー化のための具体的な方策を提案している

9 老朽化対策 老朽化対策として実施する工事について提案している

10 工程計画 工事時期、炉停止時期を具体的に整理した工程を検討している

11 工事中の施設内配置 車両動線、来場者、外部委託の実施に配慮した配置計画を提案している

12 地域への配慮 地元企業の活用、地域住民への工事計画の説明に協力すること等を示している

施工に関する事項 13 工事管理 処理を継続しながら工事を行うために管理する事項を示している

14 工事中の公害防止対策 工事中の公害防止対策を示している

15 工事中の安全対策 工事中の来場者、工事関係者、運転管理事業者、本組合職員に対する安全対策を示している

16 既設の破損・汚染防止対策 既設の破損・汚染防止対策を示している

17 外部委託の協力 組合が外部委託を円滑に実施できるような対策を提案している

運転管理業務 基本事項 業務方針 18 処理の安定・安全、周辺環境、安全対策 運転管理を行うにあたっての方針を打ち出している

19 財政負担の削減 財政負担の削減のための対策、売電収入の増加を提案している

20 経年的な変動 ごみ量やごみ質、法令等の変化への対応策を提案している

21 長期契約を活かした運転管理 長期契約を活かした業務改善を提案している

業務分担 22 実施する業務内容の整理 業務分担を理解している

23 本組合との連携事項、連携方法 本組合との連携事項と連携方法を示している

24 モニタリング業務への協力 運転記録の報告等、モニタリングに協力することを示している

安全かつ安定した運転 25 労働者の安全と健康の確保 労働者の安全と健康を守るための具体的な方法を示している

26 施設の安全衛生の確保 作業環境管理基準を遵守するための具体的な方法を示している

27 事故や故障が発生した場合の緊急連絡体制 緊急連絡体制が整理されている

28 標準的な安全作業、日常作業の定め 作業手順を定めた運転管理マニュアルを作成し、適時改定することを示している

29 安全教育 業務開始時に、教育・訓練計画を立案し、定期的に訓練する計画であること

30 職場の技術レベル向上 業務開始時に、研修・講習等の受講計画を立案し、定期的に受講することを示している

業務の遂行 31 法令、性能要件の遵守 法令、性能要件を常に遵守するための具体的な方法を提案している

32 監視強レベル、停止レベルの基準の設定 監視強レベル、停止レベルの基準の考え方を理解し、基準未達の場合、原因究明、是正計画、是正処置を行うことを示している

業務実施体制 33 総括責任者 総括責任者として、適切な人材を配置することを示している（経験年数、これまで運転してきた施設の種類や件数等を示している）

34 組織体制、配置する有資格者 人員数を適切に確保した組織体制が整理され、必要な有資格者を配置している

35 BCP 災害時における業務継続、二次災害防止、事業運営が困難に陥った場合の対策を提案している

業務引継ぎ 36 引継ぎ事項 現在の運転管理業務から、引継ぎするべき具体的な事項を整理している

37 引継ぎ書の作成 事業期間中に、引継ぎ書を作成することを示している

その他 38 見学者の対応 見学者の対応を行うことを示している

39 関係官庁対応の協力 関係官庁対応に協力することを示している

業務内容 処理対象物の受入業務 40 受入方法・受入時間 受入方法・受入時間を適切に理解している

41 処理不適物への対応 処理不適物の発見方法、発見された場合の対処を適切に示している

42 例外的な処理対象物の取り扱い 鳥インフルエンザ、鯉ヘルペス、コロナ対策が示されている

施設運転管理業務 43 年間業務計画の立案 年間業務計画の内容を理解し、策定項目を示している

44 処理対象物の処理 処理対象物の処理量等を適切に記録することを示している

45 搬出物管理 搬出物の量等を適切に記録することを示している

46 非常時を想定した対策訓練 具体的な訓練方法を示している

環境管理業務 47 運転管理者が行う環境管理業務の範囲 運転管理項目や計測項目、環境管理基準が確認できる業務範囲を整理している

48 日常的なパトロール 環境管理のための具体的なパトロール方法を示している

49 計測管理した運転データの記録、報告 測定項目、方法、頻度、時期等について適切な提案をしている、　　過去のデータと比較しやすい記録を行っている

50 運転状況の効率的な把握のための提案 環境管理基準の設定に対する考え方、基準を遵守する方法、報告方法に関して有効な方法を提案している

資材調達・在庫管理業務 51 運転に支障のない在庫管理、調達 経済性を考慮した用役、予備品、消耗品、各種物品の調達・管理について提案している

及び搬出物保管業務 52 スラグ、メタル不適物の管理 不適物を可能な限り低減する方策が提案されている

施設整備管理業務 53 必要な保守管理、補修、清掃の実施 年間業務計画に沿って保守管理を行うこと、点検・補修の前に補修実施計画を提出すること

54 点検・補修計画の立案 15年の整備計画を立案ししている、事業期間後の運転継続について必要な対策を検討することを示している

55 法定点検、定期点検、日常点検の実施方法 必要な点検・検査項目を示している

56 建築設備の点検整備方法 必要な点検・検査項目を示している

情報管理 57 運転操作管理記録の報告・保管 各記録の報告時期を適切に示している、情報セキュリティに配慮した保管方法を示している

58 点検検査記録の報告・保管 各記録の報告時期を適切に示している、情報セキュリティに配慮した保管方法を示している

59 環境保全記録の報告・保管 各記録の報告時期を適切に示している、情報セキュリティに配慮した保管方法を示している

60 施設情報の管理 各記録の報告時期を適切に示している、情報セキュリティに配慮した保管方法を示している

その他付帯業務 61 施錠管理、入退場管理、安全・防災管理等の実施 左記の実施について示している

62 施設用地内の清掃 左記の実施について示している
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