稚内市（仮称）生ごみ中間処理施設整備・運営事業に係る
民間事業者の選定に関する客観的な評価の結果について

稚内市は（以下「市」という。
）は、
「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。
）」第７条第１項の規定に
より、稚内市（仮称）生ごみ中間処理施設整備・運営事業（以下「本事業」という。
）を実施
する民間事業者を選定しましたので、同法第８条の規定により、民間事業者の選定に関する
客観的な評価の結果を公表します。

平成 22 年１月 21 日
稚内市長
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横 田

特定事業の名称及び場所

(1) 特定事業の名称

稚内市（仮称）生ごみ中間処理施設整備・運営事業

(2) 特定事業の場所

稚内市新光町 1789 番地 内

２

耕 一

特定事業の概要
本事業は、廃棄物埋立量の減量化を進めるとともに、廃棄物を資源として活用し、循環
型社会形成の推進を図ることを目的とし、事業者がＰＦＩ法に基づき、新たに本施設を設
計、建設し、運営業務、維持管理業務等を行うことを事業の範囲とする。

(1) 事業方式
ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式
(2) 事業期間
・設計・建設期間

：平成 22 年４月から平成 24 年３月まで２年間（試運転期間含む）

・運営・維持管理期間：平成 24 年４月から平成 39 年３月まで 15 年間

３

事業者の選定方法
事業者の選定に当たっては、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10
の２の規程の基づく、価格その他の条件により評価を行う総合評価一般競争入札により実
施した。
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４

事業者選定までの経過
時
期
平成 21 年５月 20 日（水）
平成 21 年５月 26 日（火）
平成 21 年５月 27 日（水）
～６月２日（火）
平成 21 年６月 26 日（金）
平成 21 年６月 30 日（火）
平成 21 年７月 15 日（水）
平成 21 年７月 21 日（火）
平成 21 年７月 16 日（木）
～７月 24 日（金）
平成 21 年７月 16 日（木）
～７月 28 日（火）
平成 21 年８月５日（水）
平成 21 年８月６日（木）
～８月 13 日（月）
平成 21 年８月 19 日（水）
平成 21 年９月 14 日（月）
～９月 18 日（金）
平成 21 年 10 月２日（金）
平成 21 年 10 月 14 日（水）
平成 21 年 10 月 30 日（金）
平成 21 年 11 月 30 日（月）
平成 21 年 12 月 21 日（月）

５

内
実施方針の公表
実施方針に関する説明会

容

実施方針に対する質問等の受付
実施方針に対する質問等への回答の公表
特定事業の選定・公表
入札公告、入札説明書等の交付・公表
入札説明書等に関する説明会、現地見学会
基本協定書案及び事業契約書案の公表
参考資料の閲覧
入札説明書等に関する質問受付（第１回）
入札説明書等に関する質問回答の公表（第１回）
参加表明書、参加資格審査申請書類受付
参加資格審査結果の通知
入札説明書等に関する質問受付（第２回）
入札説明書等に関する質問回答の公表（第２回）
参加資格審査通過者別説明会（対面的対話）の開催
入札及び事業提案書の受付
事業提案書に対するヒアリングの実施
落札者決定・公表

審査の方法
最優秀提案者の選定方法は、入札参加資格審査と提案審査（入札価格の確認、基礎的事
項の確認、総合評価）により実施し、このうち総合評価については、稚内市（仮称）生ご
み中間処理施設整備・運営事業者選定審査委員会（以下「審査委員会」という。
）において
実施した。

(1) 入札参加資格の確認
市は、平成 21 年８月６日から 13 日の期間に、参加表明書及び参加資格審査申請書類
の提出があった４グループについて、入札説明書に記載の参加資格要件を、４グループ
とも満たしていることを確認した。
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入札参加表明グループ一覧
（代表企業五十音順）
１ 荏原エンジニアリングサービスグループ
代表企業
荏原エンジニアリングサービス株式会社北海道支社
設計企業
荏原エンジニアリングサービス株式会社北海道支社
工事監理企業
荏原エンジニアリングサービス株式会社北海道支社
株式会社中田組
施設建設企業
株式会社富田組
プラント建設企業
荏原エンジニアリングサービス株式会社北海道支社
運営監理企業
荏原エンジニアリングサービス株式会社北海道支社
２ 大林組グループ
代表企業
設計企業
工事監理企業
施設建設企業
プラント建設企業
運営監理企業

株式会社大林組札幌支店
株式会社大林組札幌支店
株式会社未来開発コンサルタント
株式会社未来開発コンサルタント
株式会社大林組札幌支店
石塚建設興業株式会社
株式会社大林組札幌支店
三菱化工機株式会社
三菱化工機株式会社

３ 協和エクシオグループ
代表企業
株式会社協和エクシオ北海道支社
株式会社協和エクシオ北海道支社
設計企業
鹿島建設株式会社北海道支社
工事監理企業
株式会社ホクスイ設計コンサル
坂本建設株式会社稚内支店
施設建設企業
鹿島建設株式会社北海道支社
プラント建設企業
株式会社協和エクシオ北海道支社
株式会社協和エクシオ北海道支社
運営監理企業
坂本建設株式会社稚内支店
４ ＪＦＥエンジニアリンググループ
代表企業
ＪＦＥエンジニアリング株式会社北海道支社
株式会社ドーコン
設計企業
有限会社阿部設計事務所
株式会社ドーコン
工事監理企業
有限会社阿部設計事務所
施設建設企業
藤建設株式会社
プラント建設企業
ＪＦＥエンジニアリング株式会社北海道支社
ＪＦＥエンジニアリング株式会社北海道支社
運営監理企業
藤建設株式会社
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(2) 最優秀提案の選定
1） 入札価格の確認
市は、入札書類に記載された入札価格が、予定価格を超えていないことを確認した。
各グループの入札価格は次に示すとおりである。
グループ名

入札価格

荏原エンジニアリングサービスグループ

入札辞退

大林組グループ

３，０７６，００８，０００円

協和エクシオグループ

入札辞退

ＪＦＥエンジニアリンググループ

３，１４３，４４６，０００円

入札予定価格

３，１８９，７７７，０００円

2） 提案内容の基礎的事項の確認
市は、事業提案書に記載された内容について、あらかじめ公表した事業者選定基準
に示す基礎的事項を満たしていることを確認した。
3） 提案内容の総合評価
審査委員会は、事業提案書に記載された内容について、事業者選定基準に示す採点
基準に従って、配点表に基づき得点化し、得点の合計が最も高い「大林組グループ」
の提案を最優秀提案として選定した。
審査委員会における総合評価の結果は、別紙審査講評に示すとおりである。

６

落札者の決定
市は、審査選定員会で選定した最優秀提案を踏まえ、平成 21 年 12 月 21 日に「大林組グ
ループ」を落札者として決定した。
＜大林組グループ＞
代表企業
設計企業
工事監理企業
施設建設企業
プラント建設企業
運営管理企業

㈱大林組札幌支店
㈱大林組札幌支店
㈱未来開発コンサルタント
㈱大林組札幌支店
石塚建設興業㈱
㈱大林組札幌支店
石塚建設興業㈱
三菱化工機㈱
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ＰＦＩ事業者の事業契約に基づく財政支出の削減効果
落札者の入札価格に基づき、本事業をＰＦＩ事業として実施する場合の市の財政支出と、
市が直接事業を実施する場合の財政支出の比較を行った結果、現在価値換算で 5.9％の削
減が見込まれるとともに、落札者の優れた提案により、事業期間を通じて良質な公共サー
ビスを提供することが期待できる。
財政支出の削減効果（現在価値換算値：基準年＝平成 21 年度）
①

従来方式による稚内市財政支出

１，９７９，５１５千円

②

ＰＦＩ方式における稚内市財政支出

１，８６１，７６０千円

ＰＦＩ方式の導入による財政支出の削減効果
（①－②）

１１７，７５５千円
（５．９％）
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