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次期ごみ処理施設整備・運営事業 

実  施  方  針 

 

令和 4年 7月 22日 

須恵町外二ヶ町清掃施設組合 

 

須恵町外二ヶ町清掃施設組合（以下「本組合」という。）は既存ごみ処理施設の老朽化を

受け、安全で安定したごみ処理を行うことを目的として次期ごみ処理施設整備・運営事業

（以下「本事業」という。）を行う予定である。本事業を効率的に行い、より質の高いサー

ビスを安価で住民に提供するため、「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。以下「PFI 法」という。）に準じた DBO 方式にて事

業を実施する。本書は本事業を行う民間事業者の選定にあたり、本組合の実施方針を示すも

のである。 
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１特定事業の選定に関する事項 

１-１事業概要 

  (１) 事業名 

次期ごみ処理施設整備・運営事業 

  (２) 公共施設の管理者 

須恵町外二ケ町清掃施設組合 組合長 三浦 正 

  (３) 事業概要 

 

事業の内容 施設の設計・施工及び運営業務 

施設の種類 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

建設地 福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉 779番地 18（組合敷地内） 

施設概要 処理対象物を受け入れ、焼却処理を行い、処理過程で発生する熱エ

ネルギーの有効活用を図る施設 

規模 169t/日（84.5t/24h×2炉） 

処理方式 ストーカ式 

供用開始 令和 10年 4月 1日 

事業方式 DBO方式 

事業期間 建設期間：契約締結日の翌日～令和 10年 3月 31日 

運営期間：令和 10年 4月 1日～令和 30年 3月 31日 

予定価格 入札公告時に公表 

 

１-２特定事業の選定 

以下の考え方・手順に従い、PFI法に準じて本事業を特定事業として選定した。 

(１) 選定の考え方 

次の 2点を満たす場合、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・施工業務及び運営業務の対価を含め、事業期間全体にお

ける本組合の費用の総額について定量的評価を行い、本組合が自ら実施する場合

と比較して公共財政負担の十分な削減が見込めること。 

② 事業期間全体における事業責任分担及び公共サービスの水準について定性的評価

を行い、本組合が自ら実施する場合と比較して公共のリスクの低減及び公共サー

ビス等水準の維持ないし向上が見込めること。 

(２) 選定手順 

次の手順により客観的評価を行い、評価の結果は公表する。 

① 定量的評価の実施 

・事業期間全体における本組合の総費用の評価 
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② 定性的評価の実施 

・民間事業者に移転されるリスクの評価 

・公共サービス等の水準の評価 

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。 

 

２民間事業者の募集及び選定に関する事項 

２-１募集及び選定スケジュール 

入札公告は令和 5年 3月を予定する。 

募集及び選定スケジュールの詳細は入札公告時に公表する。 

 

２-２応募グループの参加資格要件 

応募グループは、本事業を実施するために必要な能力と資本力を備えた複数の法人

による企業グループ（以下「応募グループ」という。）とし、入札参加資格審査申請書

の提出期限の日において、以下の要件を全て満たすこと。また、本組合は応募グループ

の資格の確認を行うために資格審査を実施する。 

(１) 応募グループの要件 

① 令和 4 年 7 月 25 日付けで公募する本施設に関する見積設計図書を提出した企

業を応募グループの代表企業として含むこと。 

② 応募グループの構成員は、運営事業者に出資を行う。 

③ 応募グループは、２-２－(２)－④に定める「本施設のプラントの設計・施工を

行う企業」の（ア）から（エ）までの要件を満たす企業を代表企業として定め

る。 

④ 応募グループは、本事業の実施に際して、設計・施工業務、運営業務のうち主

たる業務を請負又は受託する協力企業を定めることができる。ただし、協力企

業は、本施設のプラントの設計・施工の主たる業務を請け負うことはできない。 

⑤ 応募グループは、応募にあたり、代表企業、構成員及び協力企業を明らかにす

るとともに、それぞれが本事業の遂行上果たす役割等を明らかにする。 

⑥ 代表企業、応募グループの構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特

段の事情があると本組合が認めた場合は、この限りでない。 

⑦ 応募グループの構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの構成員

又は協力企業になることは認めない。 

⑧ 応募グループの構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ

る者（注）は、他の応募グループの構成員又は協力企業になることは認めない。 

⑨ 同一応募グループが、複数の提案を行うことは禁止する。 

（注）ａ 資本関係のある者 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 
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（ⅰ）親会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 4 号の規定によ

る親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第 2 条第 3 号の規定

による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

（ⅱ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

ｂ 人的関係のある者 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

（ⅰ）一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同

じ。）が、他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

（ⅱ）一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67条

第１項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人

を現に兼ねている場合 

※その他、本組合が必要と認める応募グループの要件については、入札公告時に公

表する。 

 

(２) 応募グループの参加資格要件 

① 共通の参加資格要件 

全ての応募グループの構成員及び協力企業は、以下の要件を全て満たすもの

とする。 

（ア） 地方自治法施行令（昭和 22年 5月 3日政令第 16号）第 167条の 4の規

定に該当しない者。 

（イ） 本組合の構成町（須恵町、粕屋町、篠栗町）いずれかの令和 4・5年度競

争入札参加資格者名簿（該当業種）に登録された者であること。 

（ウ） 入札公告の日から開札の日までの間において、本組合の構成町（須恵町、

粕屋町、篠栗町）いずれにおいても指名停止期間中の者でない者。 

（エ） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）第 21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の

申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定

がなされている者。 

（オ） 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条第 1項の規定

に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。 

（カ） 清算中の株式会社であって、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 514条

に基づく特別清算開始命令がなされていない者。 

（キ） 振出若しくは引受した手形若しくは小切手が不渡りとなって以降 6 月を

経過している者又は取引停止処分を受けていない者。 

（ク） 国税（法人税又は所得税及び消費税）及び地方税を滞納していない者。 

（ケ） 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）に基づく
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罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から 5年を経過した者。 

（コ） 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号に掲げる暴力団の関係者及び不正に利益を得るためにその

関係者を使用したり、その関係者に対して不当に利益を与えたりするな

ど社会的に非難されるべき関係を有していない者。 

（サ） 次に示す者と資本面及び人事面において、関連がない者。（注） 

・事業者選定に係る委員会等の委員、又は委員が属する企業 

・本事業に関する発注支援業務委託受注者及び協力会社 

○株式会社エイト日本技術開発 

○豊原総合法律事務所 

○上記会社の関係会社 

（注）「資本面において関連がある」とは、当該企業の発行済株式総数の 100

分の 20を超える株式を有する、又は、その資金の総額の 100分の 20

を出資している者をいい、「人事面において関連のある」とは、当該

企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。 

② 本施設の建築物の設計を行う企業 

応募グループの構成員又は協力企業のうち、本施設の建築物の設計を行う企

業は、以下の要件を満たすこと。同一業務を複数の企業で実施する場合は、少な

くとも主たる業務を担う 1社が以下の要件を満たすこと。 

なお、本号②から⑤は、同一企業であっても問題ない。 

（ア）建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項の規定により、一級建

築士事務所の登録を受けている者であること。 

（イ）一般廃棄物処理施設（焼却施設）の建築物の設計業務の実績を有している

こと。（下請での実績を可とする。） 

③ 本施設の建築物の施工を行う企業 

応募グループの構成員又は協力企業のうち、本施設の建築物の施工を行う企

業は、以下の要件を満たすこと。同一業務を複数の企業で実施する場合は、少な

くとも主たる業務を担う 1社が以下の要件を満たすこと。 

（ア）建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「建設業法」という。）の建築一

式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（イ）同法第 27条の 23第 1項に定める経営事項審査において、直近（入札参加

資格の審査の申請の受付期間の最終日において、審査基準日から１年７月

を経過していないものに限る。）かつ有効な「建築一式」の工事の総合評定

値が 1,000点以上であること。 

（ウ）本施設の建築物と同種又は類似の施工実績（ごみピット等の地下構造物の
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施工実績を含む）を有すること。 

（エ）建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある本工事の工

種に係る監理技術者を専任で配置できること。 

 

④ 本施設のプラントの設計・施工を行う企業 

本施設のプラントの設計・施工を行う企業は、応募グループの代表企業であり、

以下の要件を満たすこと。 

（ア）建設業法の清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（イ）同法第 27条の 23第 1項に定める経営事項審査において、直近（入札参加

資格審査の申請の最終受付日において、審査基準日から 1年 7月を経過し

ていないものに限る。）かつ有効な「清掃施設」の総合数値が 1,200点以上

であること。 

（ウ）以下の条件を全て満たす地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設の元請

（共同企業体の場合は代表者に限る。）での納入実績があること。 

・1炉あたり 80t/日以上の規模かつ複数の炉で構成されている焼却施設。 

・発電設備を有する焼却施設。 

・平成 28年度（2016年度）以降に竣工した施設。 

・DBO方式又は BTO方式であること。 

（エ）建設業法の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用関係にある本工事の工

種に係る監理技術者を専任で配置できること。 

⑤ 本施設の運営を行う企業 

応募グループの構成員又は協力企業のうち、本施設の運営業務を担当する企

業は、以下の要件を満たすこと。同一業務を複数の企業で実施する場合は、少な

くとも主たる業務を担う 1社が以下の要件を満たすこと。 

（ア）発電設備を有し、かつ複数の炉で構成されている一般廃棄物処理施設（焼

却施設）の 3年以上の運転実績を有すること。 

（イ）前項の施設での運転実績を有する専門の技術者を運営開始から 3 年以上

専任で配置できること。 

※その他、本組合が必要と認める応募グループの参加資格要件については、入札公

告時に公表する。 

 

２-３落札者の審査及び選定 

入札に係る提出物の詳細は入札公告時に公表する。 

(１) 委員会の設置 

本組合は、落札者の選定に係る審査を専門的知見に基づいて実施するに当たって

委員会を設置する。 
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委員会の詳細は入札公告時に公表する。 

(２) 選定方法 

選定方法の詳細は入札公告時に公表する。 

 

２-４提出書類 

入札に係る提出物の詳細は入札公告時に公表する。 

 

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業務範囲 

民間事業者はその業務範囲において責任を持つこと。民間事業者および本組合の業

務範囲については見積要求水準書に記載する。 

入札公告時においては入札説明書及び要求水準書に記載する。 

 

３-２リスク分担の基本的な考え方 

本事業におけるリスク分担の考え方は、当該リスクを最も良く管理可能な者がリス

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、運営業務に伴うリスクは、原則として民間事業者が負担するが、本

組合が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、本組合がリスクを負担する。 

 

４公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

建設予定地の概要は見積要求水準書に記載する。 

入札公告時においては、入札説明書及び要求水準書に記載する。 

 

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 

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の詳

細は入札公告時に公表する。 

 

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 

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の詳細は入札公告時に公

表する。 

 

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 

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の詳細は入札

公告時に公表する。 
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８その他特定事業の実施に関する事項 

８-１情報公開及び情報提供 

本事業に係る情報提供は、適宜、組合ホームページ等を通じて行う。 

 

８-２実施方針に関わる問い合わせ 

問い合わせ先は以下に示すとおりである。意見・質問の受付及び提出先並びに期限は

以下のとおりとする。また、質問への回答は本組合のホームページにて公表する。 

なお、提出があった意見・質問に関しては、本事業に直接関係するものについてのみ

回答を行うこととし、全ての意見・質問に回答するとは限らない。 

提出方法：電子メール（アドレスは下記のとおり） 

提出期限：令和 4年 8月 1日（月）17時まで 

問い合わせ先：須恵町外二ヶ町清掃施設組合 

住 所：〒811-2411 福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉 779番地 18 

電 話：092-947-5304 

電子メール：jgss@clean-wakasugi.jp 

 


