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第１章 総 則

第１節 特記事項

1.1.1 適用範囲

本要求水準書は、宮崎市（以下「本市」という。）が運営を計画している「エコクリーンプ

ラザみやざき」内の計量棟、焼却施設、リサイクル施設、最終処分場（管理型）、水処理施設

及び関連施設等の運転管理等について、これら施設の基本性能を発揮させ、その安全性を確

保しつつ、効率的かつ総合的、一体的な運営を行うことを目的として、「エコクリーンプラザ

みやざき運転管理等業務委託事業」（以下「本事業」という。）を実施するにあたり適用する

ものである。

1.1.2 基本事項

本要求水準書は、本市が、本事業を受託する事業者に対して要求する仕様を示す。

1.1.2.1 事業名称

エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業

1.1.2.2 事業実施場所

宮崎県宮崎市大字大瀬町字倉谷６１７６番 1

1.1.2.3 事業内容

本事業における業務は、「エコクリーンプラザみやざき」の計量棟、焼却施設、リサイク

ル施設、最終処分場（管理型）、水処理施設及び関連施設等に関する運転管理業務、維持管

理業務、環境管理業務、資源化促進業務及び情報管理業務である。

1.1.2.4 契約期間

約１５年間（事業契約締結日の翌営業日から令和１８年３月３１日まで）

なお、令和３年４月１日から令和１８年３月３１日までの期間を施設の運営期間（以下、

「事業期間」という。）とする。

1.1.2.5 対象施設

本事業における対象施設は以下のとおりである。

（1）エコクリーンプラザみやざき計量棟（以下、「計量棟」という。）

（2）エコクリーンプラザみやざき焼却施設（含む再利用水処理設備）（以下、「焼却施設」
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という。）

（3）エコクリーンプラザみやざきリサイクル施設（以下、「リサイクル施設」という。）

（4）エコクリーンプラザみやざき最終処分場（管理型）（以下、「最終処分場」という。）

（5）エコクリーンプラザみやざき水処理施設（以下、「水処理施設」という。）

（6）統括一元管理システム、共同溝、防災調整池、管理共同利用施設のうちエレベーター

設備、空調設備、自動開閉ドア設備、消防設備及び電気設備、外構設備のうち場内街

路灯、場内散水設備、屋外監視カメラ及び電動門扉、浸出水処理水公共下水道送水シ

ステム（以下、「関連施設等」という。）

（本事業の対象施設の概要）

エコクリーンプラザみやざき施設概要

計

量

棟

① 形 式：ロードセル式（4 点支持式、ピット型）

② 数 量：5 基

③ ひょう量：最大ひょう量 30t,40t 最小目盛り 10kg

④ 積載台寸法：3.0m×8.0m、12.0m

⑤ 計量装置：カードリーダ付計量データ装置 マイクロウェーブ方式併用

⑥ その他(注)

焼

却

施

設

① 建築面積：10,624 ㎡

② 延床面積：32,092 ㎡

③ 構 造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造

地上 6 階、地下 2 階

④ 規 模：579ｔ/24h (193t /24h×3 基)

処理方式：連続式ストーカー炉

その他 ：蒸気タービン発電設備 (11,200kW)

余熱利用設備（外部供給可能中温水熱量：3.14GJ/時間）

⑤ 再利用水処理（有機排水、無機排水、脱塩処理）設備：

浸出水処理水受入量：205 ㎥/日

⑥ スラグヤード

⑦ 洗車場

⑧ 動物専用炉

⑨ その他(注)

リ

サ

イ

ク

ル

施

設

① 建築面積：約 7,273.7m2

② 延床面積：約 15,002.6m2

③ 構 造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造

地上３階、地下１階

④ 規 模：不燃・粗大ごみ 161t/5h

資源ごみ 105t/5h

紙製の容器包装リサイクル法対象物(飲料用紙パック，段ボー

ル、その他紙製容器包装)，乾電池・温度計・体温計、新聞・雑

誌類、布類については保管のみを行う。

⑤ 処理方式：不燃・粗大ごみ→破砕・選別

資源ごみ →選別・保管

⑥ ストックヤード

⑦ その他(注)

最

終

処

分

① 埋立面積：約 54,600 ㎡

② 埋立容量：約 577,000 ㎥

③ 埋立工法：準好気性埋立構造（管理型）、セル方式
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(注) その他とは、各施設に付属する事務室、居室、浴室、トイレ、従業員用駐車場等

である。

場 ④ 遮水工 ：ベントナイト混合土＋遮水シート

遮水シートモニタリング(電気的漏水検知法＋水質分析)

⑤ 浸出水調整池：4 槽、調整容量 40,000 ㎥

⑥ その他(注)

水

処

理

施

設

① 建築面積：約 885.3m2

② 延床面積：約 1,667.5m2

③ 構 造：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

地上 2 階，地下 1 階

④ 規 模：浸出水 205m3/日、生活排水 21m3/日

⑤ 処理方式：（浸出水） 前処理＋凝集沈殿処理＋生物処理＋凝集膜ろ過処理

＋高度処理＋滅菌処理

（生活排水）合併処理浄化槽

⑦ 前処理施設

⑧ その他(注)

関

連

施

設

等

① 統括一元管理システム（管理共同利用施設内設置部分を含む）

② 共同溝内に設置される設備機器

③ 防災調整池に設置される設備機器

④ 管理共同利用施設のうち以下の設備

· エレベーター設備

· 空調設備

· 自動開閉ドア設備

· 消防設備

· 電気設備

· 機械設備

⑤ 外構設備のうち以下の設備

· 場内の街路灯

· 場内の散水設備

· 屋外監視カメラ

· 電動門扉

⑥ 浸出水処理水公共下水道送水システム
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1.1.2.6 業務範囲

本事業の業務範囲は次のとおりである。

施設 業務内容

計
量
棟

運転管理業務

· 受付業務（車両の計量、料金徴収、記録の整備等）

· 案内、指示業務

· 清掃業務

· 安全衛生管理・作業環境管理業務

維持管理業務

· 点検・検査・補修業務・更新業務

焼
却
施
設

運転管理業務

· 施設運転、管理業務

· 搬入管理業務

· 他施設への搬出業務

· 運転管理記録作成業務

· 用役管理業務

· 清掃業務

· 安全衛生管理・作業環境管理業務

維持管理業務

· 点検・検査・補修・更新業務

（ただし、土木建築物のうち、全面塗装及び全面防水処理を除く）

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

運転管理業務

· 施設運転、管理業務

· 搬入管理業務

· 他施設への搬出業務

· 運転管理記録作成業務

· 用役管理業務

· 清掃業務

· 安全衛生管理・作業環境管理業務

維持管理業務

· 点検・検査・補修業務・更新業務

（ただし、土木建築物のうち、全面塗装及び全面防水処理を除く）

最
終
処
分
場

運転管理業務

· 施設運転、管理業務

· 搬入管理業務

· 他施設への搬出業務

· 運転管理記録作成業務

· 用役管理業務

· 清掃業務

· 安全衛生管理・作業環境管理業務

維持管理業務

· 点検・検査・補修業務・更新業務

水
処
理
施

運転管理業務

· 施設運転、管理業務

· 運転管理記録作成業務

· 用役管理業務
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1.1.2.7 運転教育

（1）事業者は、必要に応じて、計量棟の運転教育期間中に、計量棟の運転に関して必要な

運転教育を、現受託事業者より受けること。

（2）事業者は、必要に応じて、焼却施設の運転教育期間中に、焼却施設の運転に関して必

要な運転教育を、現受託事業者より受けること。

（3）事業者は、必要に応じて、リサイクル施設の運転教育期間中に、リサイクル施設の運

転に関して必要な運転教育を、現受託事業者より受けること。

（4）事業者は、必要に応じて、水処理施設の運転教育期間中に、水処理施設の運転に関し

て必要な運転教育を、現受託事業者より受けること。

（5）事業者は、必要に応じて、最終処分場の運転教育期間中に、最終処分場の運転に関し

て必要な運転教育を、現受託事業者より受けること。

（6）運転教育期間は次のとおりとし、運転教育期間中に、下記の運転教育実施日数を確保

すること。具体的な教育訓練実施スケジュール及び教育内容について、事業者は現受

託事業者と協議の上定め、本市の承諾を得ること。

設

· 清掃業務

· 安全衛生管理・作業環境管理業務

維持管理業務

· 点検・検査・補修業務・更新業務

（ただし、土木建築物のうち、全面塗装及び全面防水処理を除く）

関
連
施
設
等

① 統括一元管理システム

· ソフトウェア、ハードウェアの維持管理

② 共同溝に設置される設備機器

· 設備機器維持管理

③ 防災調整池に設置される設備機器

· 設備機器維持管理

· 本市指示に基づく大雨・台風接近時の防災調整池の監視（監視カメラ、水位計等による

監視）及び本市への連絡

④ 管理共同利用施設のうち対象設備

· 設備維持管理

⑤ 外構施設のうち対象設備

· 設備維持管理

⑥ 下水道放流施設維持管理業務

共
通

環境管理業務

· 事業者が行う環境保全業務

· 本市が行う環境保全業務への協力

資源化促進業務

（事業者に対し義務的に求めるものではないが、本市への協力を行う。）

情報管理業務

· 運転記録報告業務

· 点検・検査報告業務

· 環境管理報告業務 等



6

施設名 運転教育期間 教育訓練実施日数

計量棟 契約締結日の翌営業日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

7 日以上

焼却施設 契約締結日の翌営業日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

90 日以上

リサイクル施設 契約締結日の翌営業日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

15 日以上

水処理施設 契約締結日の翌営業日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

7 日以上

最終処分場 契約締結日の翌営業日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

7 日以上
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第２節 一般事項

1.2.1 基本方針

事業者は本事業の運転管理等に当たっては、以下の基本方針を遵守すること。

（1） 施設の基本性能（1.2.13 参照）を発揮させ、適切に廃棄物の処理処分を行うこと。

（2） 環境への負荷軽減を考慮すること。

（3） 施設の安全性を確保すること。

（4） 施設を安定的に稼動させること。

（5） 経済性を考慮し、効率的かつ総合的、一体的に運転管理等すること。

1.2.2 要求水準書の遵守

事業者は、要求水準書に記載される要件について、事業期間中遵守すること。

1.2.3 関係法令等の遵守

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、下記の

関係法令等を遵守すること。

（1） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律，維持管理基準

（2） 公害関係法令及び条例，宮崎県公害防止条例

（3） ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン

（4） ダイオキシン類対策特別措置法

（5） 電気事業法，電気設備に関する技術基準，電力会社内線規定及び供給規定

（6） 建築基準法，消防法，ガス事業法，航空法，危険物の規制に関する政令

（7） 労働基準法，労働安全衛生規則，クレーン等安全規則及び構造規格，ボイラ及び圧

力容器安全規則及び構造規格

（8） 日本工業規格（JIS），電気規格調査会標準規格（JEC），日本電気工業会標準規格（JEM），

電気設備工事標準図，電気設備技術基準，日本農林規格（JAS）

（9） 福祉のまちづくり条例（宮崎市）

（10） その他関係法令及び規格基準

（11） 宮崎市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例

1.2.4 環境影響評価書の遵守

事業者は事業期間中、「宮崎県廃棄物総合処理センター施設整備事業に係る環境影響評価書」

を遵守すること。また、本市が実施する事後評価または事業者が行う調査により、環境に影響

が見られた場合は、本市と協議の上、対策を講じること。

1.2.5 一般廃棄物処理基本計画の遵守

事業者は、事業期間中、「第３次宮崎市一般廃棄物処理基本計画」及び「宮崎県央地域 循環

型社会形成推進地域計画」を遵守すること。
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1.2.6 関係官公署の指導等

事業者は事業期間中、関係官公署の指導等に従うこと。なお、法改正等に伴い施設の改造等

が必要な場合、その費用の負担は業務委託契約書に定める。

1.2.7 公害防止協定等の遵守

事業者は、本市が、北地区廃棄物対策協議会、佐土原町廃棄物対策協議会、国富町木脇地区

廃棄物対策協議会の間で締結した「エコクリーンプラザみやざきの供用期間延長に関する協定

書」等を遵守すること。

1.2.8 官公署等申請への協力

事業者は、本市が行う運転管理等に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、本市の指示

により必要な書類・資料等を提出しなければならない。

1.2.9 本市及び所轄官庁への報告

事業者は、施設の運転管理等に関して、本市及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求

する場合は、速やかに対応すること。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求に

ついては本市の指示に基づき対応すること。

1.2.10 本市への報告・協力

事業者は、施設の運転管理等に関して、本市の指示に従うこと。また、本市が指示する報告、

記録、資料等を速やかに提出すること。

1.2.11 環境整備施設の整備等への協力

（1）事業者は、本市及び関係団体が事業実施場所で計画、整備する環境整備施設等の建設・

運営事業に対し、本市の要請に基づき協力すること。

（2）事業者は、本市等が事業実施場所にて行う事業等に対し、本市の要請に基づき協力する

こと。

1.2.12 本市の検査等

本市が事業者の運転や設備の点検等を含む運転管理等全般に対する立ち入り検査等を行う時

は、事業者は、その検査等に全面的に協力し、本市が要求する資料等を速やかに提出すること。
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1.2.13 基本性能

本要求水準書に示す各施設の基本性能とは、各施設がその設備によって備え持つ施設として

の機能であり、以下の図書において保証される内容である。

（1）焼却施設 ：「焼却施設仕様書」

（2）リサイクル施設（計量棟を含む） ：「リサイクル施設仕様書」

（3）最終処分場 ：「埋立維持管理計画」

（4）水処理施設 ：「水処理施設仕様書」

1.2.14 搬入廃棄物・搬出物

本事業における搬入廃棄物および搬出物は以下の通りである。

なお、搬入廃棄物の対象地域を別紙１に示す。

【焼却施設】

種 類 内 容

搬入廃棄物 可燃ごみ

リサイクル施設

からの可燃残さ

リサイクルプラザ(隣接、西都児湯)から排出される可燃性粗

大ごみせん断物・不燃性粗大ごみの破砕選別後の残さ・不燃

収集ごみの残さ及び資源処理残さ

産業廃棄物

（公共産業廃棄物）
地方公共団体等から排出される産業廃棄物

汚泥 脱水汚泥及び濃縮汚泥

その他 浸出水処理水、リサイクル施設からのプラント排水、洗車排

水、犬猫及びその他小動物

搬 出 物 不燃残さ 焼却施設から回収される大径物等の不燃残さ

金属 焼却施設から回収される金属

焼却灰処理物 焼却施設から回収された主灰で、焼却灰処理設備で処理され

た処理物

飛灰処理物 焼却施設から回収された飛灰で、飛灰処理設備で処理された

処理物

その他
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【リサイクル施設】

※ 紙類、布類：リサイクル施設における保管

【水処理施設】

【最終処分場】

1.2.15 基本フロー

本事業における各施設間の基本フローを別紙２－１「各施設間の基本フロー（廃棄物・回収

種 類 内 容

搬入廃棄物 可燃性粗大ごみ・不燃性粗大ごみ、不燃ごみ、缶・ビン・ペットボトル・容器

包装プラ、産業廃棄物（地方公共団体等から排出される産業廃棄物）、乾電池、

体温計・温度計、蛍光管、紙類（保管のみ；ダンボール、新聞･雑誌、飲料用紙

パック、その他紙製容器包装）、布類（保管のみ）、その他（処理困難物等）

搬 出 物 スチール缶・アルミ缶・カレット・ペットボトル・容器包装プラ・鉄・アルミ・

有害ごみ（乾電池、蛍光管、体温計・温度計ごとにそれぞれドラム缶詰めされ

たもの）、紙類、布類、生ビン

可燃物 不燃・粗大ごみ処理設備、資源ごみ選別設備から回収され

る可燃ごみ類、破砕残渣

不燃物 不燃・粗大ごみ処理設備、資源ごみ選別設備から回収され

る不燃性残渣

処理困難物 スプリングマット等

その他

種類 内容

搬 出 物 汚泥 水処理施設から回収される汚泥（最終処分場へ搬出）

その他 浸出水処理水

種類 内容

搬入廃棄物 不燃残さ 焼却施設から回収される不燃残さ

焼却灰処理物 焼却施設から回収された主灰で、焼却灰処理設備で処理さ

れた処理物

飛灰処理物 焼却施設のろ過式集じん機から回収された飛灰で、飛灰処

理装置で処理された処理灰

不燃物 ①ブロック、瓦礫等の家庭から直接搬入される不燃物

②不燃ごみ破砕機の不燃物精選機で回収される残渣

破砕不適物 リサイクル施設の破砕系統より排出される不適物

産業廃棄物

（公共産業廃棄物）
地方公共団体等から排出される産業廃棄物

その他 焼却施設から回収される金属
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物）」および別紙２－２「各施設間の基本フロー（水・電気・電話等）」に示す。
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1.2.16 公害防止条件

本事業に係る公害防止条件は以下の通りである。

1.2.16.1 共通事項

① 騒音基準

敷地境界線において、以下の基準値以下とする。

朝 （午前 6時～午前 8時） 60dB

昼間（午前 8時～午後 7時） 65dB

夕 （午後 7時～午後 10 時) 60dB

夜間（午後 10時～翌日午前 6時） 50dB

※ 騒音規正法の規定を準用し、第３種区域を適用する。

② 振動基準

敷地境界線において、以下の基準値以下とする。

昼間（午前 8時～午後 7時） 65dB

夜間（午後 7時～翌日午前 8時） 60dB

※振動規正法の規定を準用し、第２種区域を適用する。

③ 悪臭基準

敷地境界線において臭気強度 2.5 以下とするほか、下記の基準値以下とする。

④ 労働環境基準

労働安全衛生法による。

臭 気 成 分 濃度〔ppm〕 臭 気 成 分 濃度〔ppm〕

アンモニア 1 イソバレルアルデヒド 0.003

メチルメルカプタン 0.002 イソブタノール 0.9

硫化水素 0.02 酢酸エチル 3

硫化メチル 0.01 メチルイソブチルケトン 1

二硫化メチル 0.009 トルエン 10

トリメチルアミン 0.005 スチレン 0.4

アセトアルデヒド 0.05 キシレン 1

プロピオンアルデヒド 0.05 プロピオン酸 0.03

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ノルマル酪酸 0.001

イソブチルアルデヒト 0.02 ノルマル吉草酸 0.0009

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 イソ吉草酸 0.001



13

1.2.16.2 焼却施設

① 排出ガス基準（硫黄酸化物以外は乾きガス酸素濃度 12％換算値）

なお、ダイオキシン類については、「平成 9年 1月 ごみ処理に係るダイオキシン類発

生防止等ガイドライン」等公害関連法令を厳守するものとする。

② 排水基準

場外への排出水の基準値は、下記のとおりとする（排水基準を定める省令－総令

35 号（平成 30 年、環令 18 号改正）及びダイオキシン類対策特別措置法）。

【有害物質項目】

項 目 排出基準値 努力目標値

ばいじん 0.01g/㎥ N以下 0.01g/㎥ N以下

硫黄酸化物 50ppm 以下 40ppm 以下

塩化水素 80ppm 以下 50ppm 以下

窒素酸化物 100ppm 以下 80ppm 以下

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/㎥ N以下 0.05ng-TEQ/㎥ N以下

一酸化炭素 30ppm 以下（4時間平均値） 30ppm 以下（4時間平均値）

全水銀 50μg/ ㎥ N 以下 30μg/ ㎥ N 以下

項 目 基準値（許容限度）

カドミウム及びその化合物 0.03mg/ℓ

シアン化合物 1mg/ℓ

有機燐化合物（パラチオン､メチルパラチオン、メ

チルジメトン、及びＥＰＮに限る）

1mg/ℓ

鉛及びその化合物 0.1mg/ℓ

六価クロム化合物 0.5mg/ℓ

砒素及びその化合物 0.1mg/ℓ

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/ℓ

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ℓ

トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ

テトラクロロエチレン 0.1mg/ℓ

ジクロロメタン 0.2mg/ℓ

四塩化炭素 0.02mg/ℓ

1,2－ジクロロエタン 0.04mg/ℓ

1,1－ジクロロエチレン 1mg/ℓ

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ

1,1,1－トリクロロエタン 3mg/ℓ

1,1,2－トリクロロエタン 0.06mg/ℓ

1,3－ジクロロプロペン 0.02mg/ℓ

チウラム 0.06mg/ℓ
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【生活環境項目】

【排水基準項目】

※ ダイオキシン類基準値については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 1 条の

規定を準用する。

なお、全体の生活排水は水処理施設にて一括処理を行い、各施設で再利用する。また、ご

み汚水はろ過後炉内噴霧を行い、洗車排水は油水分離等を経て、プラント排水とともに凝

集沈殿、ろ過後焼却プラント内で再利用する。浸出水処理水は、焼却施設へ送水し、公共

下水道へ放流する。プラント排水処理水は、すべて焼却施設で再利用する。

焼却施設及びリサイクル施設の屋根雨水は可能な限り再利用するものとする。また、生

活排水については原則として再利用するものとする。雨水及び生活排水処理水の一部は、

本市の了解のもと防災調整池を経由して下流河川に放流できるものとする。

シマジン 0.03mg/ℓ

チオベンカルブ 0.2mg/ℓ

ベンゼン 0.1mg/ℓ

セレン及びその化合物 0.1mg/ℓ

ほう素及びその化合物 10mg/ℓ

ふっ素及びその化合物 8mg/ℓ

アンモニア、アンモニウム化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜

硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計

量 100mg/ℓ

1,4－ジオキサン 0.5mg/ℓ

ダイオキシン類 10pg-TEQ/ℓ

項 目 基準値（許容限度）

水素イオン濃度（水素指数） 5.8 以上 8.6 以下

（海域以外の公共用水域）

生物化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/ℓ

化学的酸素要求量 160（日間平均 120）mg/ℓ

浮遊物質量 200（日間平均 150）mg/ℓ

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5mg/ℓ

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） 30mg/ℓ

フェノール類含有量 5mg/ℓ

銅含有量 3mg/ℓ

亜鉛含有量 2mg/ℓ

溶解性鉄含有量 10mg/ℓ

溶解性マンガン含有量 10mg/ℓ

クロム含有量 2mg/ℓ

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/㎤

項 目 基準値（許容限度）

窒素含有量 120(日間平均 60)mg/ℓ

燐含有量 16(日間平均 8)mg/ℓ
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③ ダイオキシン類に関する基準

焼却施設から排出される物質に含まれるダイオキシン類の基準値は次のとおりであ

る。

④ 飛灰処理物の溶出基準

飛灰処理物の溶出基準に関しては、以下の基準値以下とする。

項 目 基 準 値

排出ガス 0.1ng-TEQ/㎥ N以下

飛灰 3ng-TEQ/ｇ以下

不燃残さ（燃え殻） 3ng-TEQ/ｇ以下

項 目 基準値

アルキル水銀化合物 検出されないこと

水銀またはその化合物 0.005mg/ℓ

カドミウムまたはその化合物 0.09mg/ℓ

鉛またはその化合物 0.3mg/ℓ

有機燐化合物 1mg/ℓ

六価クロム化合物 1.5mg/ℓ

砒素またはその化合物 0.3mg/ℓ

シアン化合物 1mg/ℓ

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ℓ

トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ

テトラクロロエチレン 0.1mg/ℓ

ジクロロメタン 0.2mg/ℓ

四塩化炭素 0.02mg/ℓ

1,2－ジクロロエタン 0.04mg/ℓ

1,1－ジクロロエチレン 1mg/ℓ

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ

1,1,1－トリクロロエタン 3mg/ℓ

1,1,2－トリクロロエタン 0.06mg/ℓ

1,3－ジクロロプロペン 0.02mg/ℓ

チウラム 0.06mg/ℓ

シマジン 0.03mg/ℓ

チオベンカルブ 0.2mg/ℓ

ベンゼン 0.1mg/ℓ

セレン及びその化合物 0.3mg/ℓ

1,4－ジオキサン 0.5mg/ℓ

ダイオキシン類 3ng-TEQ/ｇ以下
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⑤ 不燃残さの溶出基準

不燃残さの溶出基準については、下記の基準値以下とする。

項 目 基準値

アルキル水銀化合物 検出されないこと

水銀またはその化合物 0.005mg/ℓ

カドミウムまたはその化合物 0.09mg/ℓ

鉛またはその化合物 0.3mg/ℓ

有機燐化合物 1mg/ℓ

六価クロム化合物 1.5mg/ℓ

砒素またはその化合物 0.3mg/ℓ

シアン化合物 1mg/ℓ

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ℓ

トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ

テトラクロロエチレン 0.1mg/ℓ

ジクロロメタン 0.2mg/ℓ

四塩化炭素 0.02mg/ℓ

1,2－ジクロロエタン 0.04mg/ℓ

1,1－ジクロロエチレン 1mg/ℓ

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ

1,1,1－トリクロロエタン 3mg/ℓ

1,1,2－トリクロロエタン 0.06mg/ℓ

1,3－ジクロロプロペン 0.02mg/ℓ

チウラム 0.06mg/ℓ

シマジン 0.03mg/ℓ

チオベンカルブ 0.2mg/ℓ

ベンゼン 0.1mg/ℓ

セレン及びその化合物 0.3mg/ℓ

1,4－ジオキサン 0.5mg/ℓ

ダイオキシン類 3ng-TEQ/ｇ以下
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1.2.16.3 リサイクル施設

① 排水基準

1)プラント排水は焼却施設の排水処理設備に移送・処理し、系内利用とする。

2)生活排水は、水処理施設に移送・処理し、系内利用とする。

② 粉じん濃度基準

集塵装置排気塔出口において 0.1g/㎥ N 以下

1.2.16.4 最終処分場

① 地下水の環境基準

地下水の環境基準に関する環境基準は次の基準値以下とする（地下水の水質汚濁に

かかる環境基準－環告 10 号（平成 31 年、環告 54 号改正）、ダイオキシン類による

環境基準－環告 68号(平成 21 年、環告 11 号改正)）。

項 目 基 準 値

カドミウム 0.003mg/ℓ

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01mg/ℓ

六価クロム 0.05mg/ℓ

砒素 0.01mg/ℓ

総水銀 0.0005mg/ℓ

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02mg/ℓ

四塩化水素 0.002mg/ℓ

1,2－ジクロロエタン 0.004mg/ℓ

1,1－ジクロロエチレン 0.1mg/ℓ

1,2－ジクロロエチレン 0.04mg/ℓ

1,1,1－トリクロロエタン 1mg/ℓ

1,1,2－トリクロロエタン 0.006mg/ℓ

トリクロロエチレン 0.01mg/ℓ

テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ

1,3－ジクロロプロペン 0.002mg/ℓ

チウラム 0.006mg/ℓ

シマジン 0.003mg/ℓ

チオベンカルブ 0.02mg/ℓ

ベンゼン 0.01mg/ℓ

セレン 0.01mg/ℓ

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ℓ

ふっ素 0.8mg/ℓ

ほう素 1mg/ℓ

塩化ビニルモノマー 0.002mg/ℓ

1,4－ジオキサン 0.05mg/ℓ

ダイオキシン類 1pg-TEQ/ℓ
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1.2.17 ユーティリティー

本事業を行うために必要なユーティリティーの確保については、以下のとおり。

1.2.17.1 契約及び費用負担

各種契約及び費用負担は下記のとおりである。

1.2.17.2 ユーティリティー条件

ユーティリティー条件は以下のとおりである。

① 上水利用

取水可能量 ５９０㎥／日

（計量棟､焼却施設､リサイクル施設、水処理施設、管理共同利用施設）の合計

② プラント排水、生活排水

リサイクル施設から発生するプラント排水は、焼却施設に移送し、焼却施設の排水

処理設備にて処理する。生活排水は、水処理施設へ送水するものとする。

焼却施設から発生するプラント排水は、系外へ排出しないものとする。

③ 雨水利用計画

焼却施設、リサイクル施設からの屋根降雨水は、集水し、再利用を図る。用途は床

洗浄水等とする。

契約項目
契約 費用負担

本市 事業者 本市 事業者

電気 ○ ○

上下水道 ○ ○

通信

（インターネット含む）
○ ○

電話

（内線電話含む）
○ ○

燃料、薬品等 ○ ○
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④ 電力

1.2.18 災害発生時等の協力

震災その他不測の事態により、多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その

処理を本市が実施しようとする場合、事業者はその処理処分に協力しなければならな

い。但し、その場合、廃棄物の処理処分に伴う費用等については、本市と事業者の協

議により別途定めるものとする。

契約種別 契約電力 供給方式・電圧 計量電圧

特別高圧電力 5,000ｋｗ
交流 ３相 ３線式

標準 60,000Ｖ
60,000Ｖ

自家発補給電力 1,500ｋｗ
交流 ３相 ３線式

標準 60,000Ｖ
60,000Ｖ

予備電力（予備線） 6,500ｋｗ
交流 ３相 ３線式

標準 60,000Ｖ
60,000Ｖ
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第３節 運転管理等事業条件

1.3.1 運転管理等事業

運転管理等事業は、次に基づいて行うものとする。

（1）エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業 契約書

（2）エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業 要求水準書

（3）エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業 運転管理等業務提案書

（4）その他本市の指示するもの

1.3.2 提案書の変更

事業者が作成した提案書の記載事項について、事業期間中に要求水準書に適合しない個

所が発見された場合には、事業者の責任において要求水準書を満足させる変更を行うもの

とする。

1.3.3 要求水準書記載事項

（1）記載事項の補足等

要求水準書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上

回って管理運営することを妨げるものではない。要求水準書に明記されていない事項

であっても、施設を管理運営するために当然必要と思われるものについては、全て事

業者の責任において補足・完備させなければならない。

（2）参考図書の取扱

要求水準書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは、一例を示すものである。

事業者は「（参考）」と記載されたものについて、施設を管理運営するために当然必要

と思われるものについては、全て事業者の責任において補足・完備させなければなら

ない。

1.3.4 契約金額の変更

1.3.2、1.3.3 の場合、契約金額の増額等の手続は行わない。
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第２章 運転管理等体制

2.1.1 全体組織計画

（1）事業者は、本事業にかかる組織として適切な組織構成を計画すること。

（2）事業者は、本事業を行うにあたり事業者として必要な有資格者を配置すること。

（3）事業者は、廃棄物処理施設技術管理者（一般廃棄物）の資格を有する者で、前記各施

設の現場総括責任者としての経験を有するものを現場総括責任者として配置するこ

と。

2.1.2 施設別組織計画

（1） 事業者は、計量棟、焼却施設、リサイクル施設、水処理施設及び最終処分場の運転

管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務に適切な組織構成を計画する

こと。

（2） 事業者は、計量棟、焼却施設、リサイクル施設、水処理施設及び最終処分場の各施

設の管理運営に必要な有資格者及び人員を確保すること。なお関係法令、所轄官庁の

指導を遵守する範囲において、有資格者及び人員の施設間での兼任は可能とする。ま

た、施設運用に支障のない範囲において、組織・機能・機器の施設間の兼用も可能と

する。

表 2-1 運転管理等必要資格

資格の種類 主な業務内容

技術管理者

（焼却施設：一般廃棄物）

維持管理に関する技術上の業務及び維持管理の事務に

従事する職員の監督

技術管理者

（破砕・リサイクル施設：一般廃棄物）

維持管理に関する技術上の業務及び維持管理の事務に

従事する職員の監督

技術管理者

（最終処分場（管理型）：一般廃棄物）

維持管理に関する技術上の業務及び維持管理の事務に

従事する職員の監督

総括安全衛生管理者 安全管理者、衛生管理者を指揮し、安全衛生業務を総

括（常時 100 人以上の雇用労働者を使用する事業場）

安全管理者 安全に係る技術的事項の管理(常時 50 人以上の労働者

を使用する事業場)

衛生管理者 衛生に係る技術的事項の管理(常時 50 人以上の労働者

を使用する事業場)

第２種酸素欠乏危険作業主任者 酸欠危険場所で作業する場合、作業員の酸素欠乏症を

防止する

防火管理者 施設の防火に関する管理者

有機溶剤作業主任者 有機溶剤による汚染防止の指揮・監督

危険物保安監督者、危険物取扱者

フォークリフト運転士

危険物取扱作業の冠する保安・監督

フォークリフトの運転

ボイラ取扱作業主任者 ボイラの取扱作業

第 1 種圧力容器取扱操作業主任者 圧力容器の取扱作業
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※業務内容については、関係法令を遵守すること。

※その他運営を行うにあたり必要な資格がある場合は、その有資格者を置くこと。

2.1.3 労働安全衛生・作業環境管理

（1） 事業者は労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者の安全と健康を確保するため

に、本事業に必要な管理者、組織等を整備すること。

（2） 事業者は、整備した安全衛生管理体制について本市に報告すること。なお、体制を

変更した場合は速やかに本市に報告すること。

（3） 事業者は作業に必要な保護具及び測定器等を整備し､従事者に使用させること。また、

保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態が保てるようにしておくこと。

（4） 事業者は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基

発第 401 号の 2、平成 13 年 4 月 25 日）に基づき本市が設置するダイオキシン類対

策委員会に参加し、委員会において策定される「ダイオキシン類へのばく露防止推

進計画」を遵守すること。

（5） 事業者は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基

発第 401 号の 2、平成 13年 4月 25 日)に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防

止対策措置を行うこと。

（6） 事業者は、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等を整備すること。

整備した体制について本市に報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やか

に本市に報告すること。

（7） 事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題がある

場合は、本市と協議の上、施設の改善を行うこと。

（8） 事業者は労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者に対して健康診断を実施し、

その結果及び結果に対する対策について本市に報告すること。

（9） 事業者は従業者に対して、定期的に安全衛生教育を行うこと。

（10） 事業者は安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催については、事前

に本市に連絡し、本市の参加について協議すること。

（11） 事業者は場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ

こと。

（12） 上記各号に関係する法令等の改廃、変更により労働安全衛生・作業環境管理に要す

る費用の増加がある場合は、本市と事業者は契約金額の見直しについて別途協議を

行う。

クレーン運転士 クレーンの運転

第 2 種電気主任技術者 電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督

第 2 種ボイラー・タービン主任技術者 ボイラータービンの工事維持及び運用に関する保安の

監督

ガス溶接作業主任者 アセチレン等を用いて行う金属の溶接、切断又は加熱

の作業

高圧ガス作業主任者 高圧ガスの取扱、消費等

公害防止管理者・公害防止主任管理

者・公害防止統括者・各代理人

公害防止に関する技術的な管理
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2.1.4 防火管理

（1）事業者は消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等を整備

すること。

（2）事業者は、整備した防火管理体制について本市に報告すること。なお、体制を変更し

た場合は速やかに本市に報告すること。

（3）事業者は、日常点検、定期点検等の実施において、防火管理上、問題がある場合は、

本市と協議の上、施設の改善を行うこと。

（4）事業者は、特に、焼却施設、リサイクル施設については、入念な防火管理を行うこと。

2.1.5 連絡体制

事業者は、平常時および緊急時の本市等への連絡体制を整備すること。なお、体制を変

更した場合は速やかに本市に報告すること。

2.1.6 緊急時の組織体制の整備・防災訓練

（1）事業者は、災害、機器の故障、停電等の緊急時においては、人身の安全を確保すると

ともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、

二次災害の防止に努めること。

（2）事業者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧等の手順を

定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行

うこと。なお、事業者は作成した緊急対応マニュアルについて必要に応じて随時改善

していかなければならない。

（3）事業者は、台風・大雨等の警報発令時、地震、火災、事故、作業員の怪我などが発生

した場合に備えて、自主防災組織を整備すると共に、警察、消防、及び本市等への連

絡体制を整備すること。なお、体制を変更した場合は速やかに本市に報告すること。

（4）事業者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓

練等を行うこと。また、訓練の開催については、事前に本市に連絡し、本市の参加に

ついて協議すること。

（5）緊急対応マニュアルに従い、事故が発生した場合、直ちに事業者は、事故の発生状況、

事故時の運転記録等を本市に報告すること。報告後、速やかに対応策等を記した事故

報告書を作成し、本市に提出すること。
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2.1.7 施設警備・防犯体制

（1）事業者は、関連施設等を除く対象施設内の警備体制を整備すること。

（2）事業者は、整備した施設警備・防犯体制について本市に報告すること。なお、体制を

変更した場合は速やかに本市に報告すること

（3）事業者は、関連施設等を除く対象施設内の警備を実施し、第三者の安全を確保するこ

と。

2.1.8 見学者対応

事業者は、本市が行う見学者対応について、運転管理業務に支障のない範囲で協力する

こと。

2.1.9 住民対応

事業者は、常に適切な運転管理等を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を

得ること。また、本市が住民等と結ぶ公害防止協定等を十分理解し、これを遵守すること。

2.1.10 帳票類の管理

事業者は、各組織の運転管理等に必要な帳票類を整備し管理する。（表 2-2 帳票類の種

類（参考））なお、帳票リスト及び様式については、本市との協議の上、決定する。

表 2-2 帳票類の種類（参考）

2.1.11 地元雇用

（1）事業者は、雇用については、可能な限り地元から採用することを条件とする。

（2）事業者は、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。

（3）事業者は、現従業員の雇用の維持に努めること。

NO 名称 NO 名称

1 職員配置表 7 焼却施設維持管理状況報告

2 勤務体制編成表 8 定期整備報告書

3 運転日報・月報・年報 9 設備（機器）台帳

4 機器運転・作業日誌 10 検査台帳

5 受電変電設備日誌 11 給油台帳

6 試験検査日誌 12 備品・予備品台帳

13 その他必要な書類
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第３章 運転管理業務

第１節 計量棟に係る運転管理業務

3.1.1 受付業務

事業者は、計量棟において、搬入廃棄物及び搬出物等を積載する車両の計量業務につい

て、車両の計量、料金徴収及び記録の整備等の管理を行うものとする。

3.1.2 案内・指示

事業者は直接搬入ごみの搬入車両に対し、各施設までのルートとごみの降ろし場所につ

いて、適切に案内・指示しなければならない。

3.1.3 搬入ごみの検査等

事業者は、直接搬入ごみに混入している処理不適物について、原則として受入ピットに

投入する前に、目視確認を行い、極力排除するよう努めること。

3.1.4 清掃

事業者は、施設の清掃計画を作成し、施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。

3.1.5 安全衛生管理・作業環境管理

事業者は、関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、

快適な職場環境の形成を促進すること。

3.1.6 受付時間

曜日 受付時間帯 備考

月～土 8:30 ～ 17:00

祝・祭日除く（一部可。祝・祭日欄参考）

事業系一般廃棄物は、（12:00～13:00)

の間、搬入不可

日
8:30 ～ 12:00

第３日曜日のみ
13:00 ～ 17:00

祝・祭日 搬入不可。ただし、祝・祭日が月曜日の場合のみ（8:30～11:30)可。

年末年始 本市の指示に従うこと

※ただし、上記表の搬入不可、受付時間外についても、本市が事前に指示する場合は、受

付業務を行うこと。
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第２節 焼却施設に係る運転管理業務

3.2.1 焼却施設の運転

事業者は、焼却施設の各設備を適切に運転し、焼却施設の基本性能（1.2.13 参照）を発

揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、焼却施設の公害防止条件等を遵守し適切に処理す

るとともに、経済的運転に努めること。

3.2.2 運転条件

事業者は以下に示す運転条件に基づき、施設を適切に運転管理すること。

3.2.2.1 計画搬入量及び搬入量実績

計画搬入量及び年度別搬入量（別紙３－１参照）

3.2.2.2 廃棄物の受付

※ただし、上記表の搬入不可、受付時間外についても、本市が事前に指示する場合は、受

付業務を行うこと。

3.2.2.3 年間運転日数

（1） 施設の年間運転日数は、搬入される廃棄物を滞りなく処理することのできる運転日

数とすること。

（2） 焼却炉は年一回の定期修繕期間及び全停電作業時を除き可能な限り連続運転を行

うこと。

3.2.2.4 運転時間

施設の運転は２４時間連続運転とする。

曜日 受付時間帯 備考

月～土 8:30 ～ 17:00

祝・祭日除く（一部可。祝・祭日欄参考）

事業系一般廃棄物は、（12:00～13:00)

の間、搬入不可

日
8:30 ～ 12:00

第３日曜日のみ
13:00 ～ 17:00

祝・祭日 搬入不可。ただし、祝・祭日が月曜日の場合のみ（8:30～11:30)可。

年末年始 本市の指示に従うこと
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3.2.2.5 施設動線

（1） 事業者は、場内の動線について、別途本市の指示する動線を遵守すること。

（2） 事業者は、緊急時の動線について、本市と協議すること。

3.2.2.6 計画ごみ質

① 可燃ごみの三成分（参考）

② 可燃分中の元素分析値（参考）

※なお、直近のごみ質の分析実績は、別紙３－１のとおり

3.2.2.7 焼却条件

（1） 炉内温度

・燃焼室出口温度 850℃以上

・上記燃焼温度でのガス滞留時間 ２秒以上

・煙突出口のＣＯ濃度 30ppm以下

（O2 12％換算値の４時間平均値）

・100ppmを超えるＣＯ濃度瞬時値のピークを極力発生させないこととする。

（2） 焼却残渣の熱灼減量 3%以下

（3） 白煙温湿度条件

外気温度 8℃、相対湿度 70%（地上）の外気条件において煙突出口で白煙を生じない

こと。

3.2.2.8 公害防止条件

1.2.16 参照

低質 基準 高質

水分 (％) 60.0 50.0 34.0

可燃分（％） 35.0 44.0 55.0

灰分 （％） 5.0 6.0 11.0

低位発熱量（kJ/kg）

(kcal/kg)

4,600

(1,100)

7,745

(1,850)

10,884

(2,600)

単位容積重量（t/㎥） 0.25 0.20 0.15

元素名 C H O N S Cl

重量（％） 53.16 8.08 36.65 1.04 0.09 0.98
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3.2.2.9 ユーティリティー条件

1.2.17 参照

3.2.2.10 車両

事業者は、運転管理に必要と見込まれる車両の調達を行うこと。また、燃料、自賠責

保険、車検、補修等の維持管理は事業者が行うものとし、それらに要する費用は事業者

の負担とする。

3.2.3 搬入物の性状分析

事業者は、焼却施設に搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行うこ

と。

3.2.4 搬入管理

（1）事業者は、安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び施設周辺において搬

入車両を誘導・指示すること。また、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な誘導・

指示を行うこと。

（2）事業者は、焼却施設に搬入される廃棄物について、目視検査を行い処理不適物の混入

防止に努めること。

（3）事業者は、必要に応じて焼却施設に搬入される廃棄物の展開検査をプラットホーム内

にて実施し、処理不適物の混入を防止すること。

（4）事業者は、直接搬入ごみの荷降ろし時に分別等の適切な指示及び補助を行うこと。

（5）事業者は、処理不適物を発見した場合、処理不適物のうち、リサイクル施設で処理可

能な廃棄物を選別し、また最終処分場にて埋立処分が可能な廃棄物を選別すること。

（6）事業者は、上記の選別後に処理不適物が残った場合は、本市に報告し、本市の指示す

る場所に運搬し保管すること。

（7）事業者は、処理不適物の混入防止のため、搬入を行う者に対する指導等が必要と判断

する場合は、本市へ速やかに報告すこと。

3.2.5 適正処理

（1）事業者は、搬入された廃棄物を、関係法令、施設の公害防止条件等を遵守し、適切に

処理を行うこと。特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行うこと。

（2）事業者は、焼却施設より搬出される金属、飛灰処理物等が関係法令、焼却施設の公害

防止条件を満たすように適切に処理し、確認すること。
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3.2.6 適正運転

（1） 事業者は、施設の運転が、関係法令、焼却施設の公害防止等を満たしていることを確

認すること。確認の結果については、3.2.18 に規定する運転管理記録に含めること。

（2） 事業者は、年間を通じて発生するごみ質の変動に応じ、可能な限り一定負荷運転とな

るように、連続運転を厳守すること

3.2.7 リサイクル施設への搬入

事業者は、処理不適物から選別されたリサイクル施設で処理可能な廃棄物について、焼

却施設よりリサイクル施設へ運搬すること。

3.2.8 最終処分場への搬出

（1） 事業者は、焼却施設より搬出される不燃残さ、金属、焼却灰処理物、飛灰処理物等が

関係法令、焼却施設の公害防止条件を満たすことを定期的に確認し、焼却施設より最

終処分場へ運搬すること。

（2） 事業者は、処理不適物から選別された最終処分が可能な廃棄物について、焼却施設よ

り最終処分場へ運搬すること。

3.2.9 搬出物の搬出・資源化の促進への協力

（1） 事業者は、本市が行う焼却施設より搬出される金属の資源化に協力を行うこと。

（2） 事業者は、本市が行う焼却灰の運搬について協力を行うこと。

3.2.10 搬出物の性状分析

事業者は、焼却施設より搬出される焼却灰処理物、飛灰処理物、不燃残さ、金属等の量

について分析・管理を行うこと。

3.2.11 発電

事業者は可能な限り連続発電を行い、本市が購入する電力が最小限となるとともに発電

量が最大となるよう、効率的な運転を行うこと。余剰電力が発生した場合、本市が電力会

社等へ売電するものとする。

3.2.12 用役管理

事業者は、薬剤、消耗品等（電気・水道を除く）について、経済性に配慮した調達を行

い、これらを常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように、適切に管理す

ること。
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3.2.13 清掃

事業者は、施設の清掃計画を作成し、施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。特に見学

者等第三者の立ち寄る場所について、常に清潔な環境を維持すること。

3.2.14 安全衛生管理・作業環境管理

（1） 事業者は関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するととも

に、快適な職場環境の形成を促進すること。

（2） 特に「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基発第

401 号の 2、平成 13 年 4 月 25 日）に基づき、運転、点検等の作業の際における作業

者のダイオキシン類のばく露防止措置を行うこと。

（3） 事業者は、対象施設に係るダイオキシン類対策特措置法等の関連法制度等、及び労

働安全衛生法等を遵守した作業環境管理基準を定め、本市へ報告すること。

（4） 事業者は、運転管理等に当たり、作業環境管理基準を遵守すること。

（5） 法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、本市と協議すること。

（6） 事業者は、作業環境に関する調査・計測を行い、作業環境管理報告書を本市に提出

すること。

（7） 事業者は焼却施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め､

その励行に努め、作業行動の安全を図ること。

（8） 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る

こと。

3.2.15 運転管理体制

（1） 事業者は、焼却施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。

（2） 事業者は、整備した運転管理体制について本市に報告し、本市の承諾を得ること。

（3） 事業者は、運転管理体制を変更した場合は速やかに本市に報告し、本市の承諾を得る

こと。

3.2.16 運転計画の作成

（1） 事業者は、本市と協議の上、計画処理量に基づく施設の点検、補修等を考慮した年間

運転計画を毎年度作成し、本市に提出し、承諾を得ること。

（2） 事業者は、年間運転計画に基づき、毎月、月間運転計画を作成し、本市に提出し、承

諾を得ること。

（3） 事業者は、作成した年間運転計画及び月間運転計画に変更が生じる場合、本市と協議

の上、計画を変更すること。
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3.2.17 運転管理マニュアル

（1） 事業者は、施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定すると

共に、操作手順､方法について取扱説明書に基づいて基準化した運転管理マニュアル

を作成し、本市の承諾を得ること。

（2） 事業者は運転管理マニュアルに基づいた運転を実施すること。

（3） 事業者は、本市の承諾を得て、施設の運転状況にあわせ、運転管理マニュアルを随時

改善すること。

3.2.18 運転管理記録の作成及び報告

事業者は、各設備機器の運転データ、電気・上水等の用役データを記録すると共に、分

析値、補修、故障及び事故等の内容を含んだ運転日誌、日報、月報、年報等を作成し、本

市に報告すること。
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第３節 リサイクル施設に係る運転管理業務

3.3.1 リサイクル施設の運転

事業者は、リサイクル施設の各設備を適切に運転し、リサイクル施設の基本性能（1.2.13

参照）を発揮し、搬入される廃棄物を、関係法令、リサイクル施設の公害防止条件等を遵

守し適切に処理すると共に、経済的運転に努めること。

3.3.2 運転条件

事業者は､以下に示す運転条件に基づき、施設を適切に運転管理すること。

3.3.2.1 計画処理量及び搬入量実績

計画処理量及び年度別搬入量実績（別紙３－１参照）

3.3.2.2 廃棄物の受付

※ただし、上記表の搬入不可、受付時間外についても、本市が事前に指示する場合は、受

付業務を行うこと。

3.3.2.3 年間運転日数

施設の年間運転日数は、搬入される廃棄物を滞りなく処理できるように設定すること。

3.3.2.4 運転時間

施設の運転時間は、原則として、午前 8時 30 分から午後 5時までの間とする。

3.3.2.5 施設動線

（1） 事業者は、場内の動線については、別途本市の指示する動線を遵守すること。

（2） 事業者は、緊急時の動線については本市と協議すること。

曜日 受付時間帯 備考

月～土 8:30 ～ 17:00

祝・祭日除く（一部可。祝・祭日欄参考）

事業系一般廃棄物は、（12:00～13:00)

の間、搬入不可

日
8:30 ～ 12:00

第３日曜日のみ
13:00 ～ 17:00

祝・祭日 搬入不可。ただし、祝・祭日が月曜日の場合のみ（8:30～11:30)可。

年末年始 本市の指示に従うこと
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3.3.2.6 計画ごみ質

計画ごみ質は下記のとおり

3.3.2.7 公害防止条件

1.2.16 参照

収集上の分類 内容

不燃・粗

大ごみ処

理設備対

象ごみ

粗大ごみ

（可燃性）

○１ｍ以上の可燃性ごみ（木製又はプラスチック製の机・家具、剪

定木くず、じゅうたん、プラスチック製衣装ケース、木製ベッド、

その他）

○仏壇、神棚

粗大ごみ

（不燃性）

○１ｍ以上の不燃性ごみ（自転車、オルガン、洗面台、金属又はガ

ラス等の不燃物が含まれる机・家具、その他）

燃やせないごみ

○陶器・ガラス類（花瓶、鑑、食器、その他）

○危険物（包丁、かみそり、電球（ＬＥＤ蛍光灯を含む）、その他）

○家電製品（家電４品目又は使用済み小型家電を除く家電製品）

○アルミホイル、傘、使い捨てカイロ、缶・ビンのふた、その他）

金属類

○なべ類（フライパン、やかん、なべ、その他）

○食品用の缶（２０cm 以上の菓子缶、その他）

○食品用以外缶（スプレー缶、塗料缶、オイル缶、その他）

○電子レンジ、石油ファンヒーター、ストーブ、その他

処理困難物
○スプリング入りの家具等（ソファー、マットレス）

○鎖、鉄アレイ、針金、ハンガー、金庫、その他

埋立物
○漬物石、火山灰、瓦、コンクリート（30cm 未満）、レンガ、スレ

ート

蛍光灯、乾電池、水銀式体温計、温度計

資源ごみ

選別設備

対象ごみ

びん（無色、茶色、その他）

スチール缶、アルミ缶

ＰＥＴボトル

その他プラスチック製容器包装（白色トレイを含む）

飲料用紙パック

段ボール

その他紙製容器包装

新聞・雑誌類

布類
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3.3.2.8 ユーティリティー条件

1.2.17 参照

3.3.2.9 車両

事業者は、運転管理に必要と見込まれる車両の調達を行うこと。また、燃料、自賠責

保険、車検、補修等の維持管理は事業者が行うものとし、それらに要する費用は事業者

の負担とする。

3.3.3 搬入物の性状分析

事業者は、リサイクル施設に搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を

行うこと。

3.3.4 搬入管理

（1） 事業者は、安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び施設周辺において

搬入車両を誘導・指示すること。また、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な

誘導・指示をおこなうこと。

（2） 事業者は、リサイクル施設に搬入される廃棄物について目視検査を行い処理不適物

の混入防止に努めること。

（3） 事業者は、必要に応じてリサイクル施設に搬入される廃棄物の展開検査をプラット

ホーム内にて実施し、処理不適物の混入を防止すること。

（4） 事業者は、直接搬入ごみの荷降ろし時に分別等の適切な指示及び補助を行うこと。

（5） 事業者は処理不適物を発見した場合、処理不適物のうち、焼却施設で処理可能な廃

棄物を選別し、また最終処分場にて埋立処分が可能な廃棄物を選別すること。

（6） 事業者は、上記の選別後に処理不適物が残った場合は、本市に報告し、本市の指示

する場所に運搬し保管すること。

（7） 事業者は、処理不適物の混入防止のため、搬入を行う者に対する指導等が必要と判

断する場合は、本市へ速やかに報告すること。

（8） 事業者は、粗大ごみの荷降ろし時に分別等の適切な指示及び補助を行うこと。

（9） 事業者は、搬入された粗大ごみについて、処理不適物の混入を防止すること。

（10） 事業者は、搬入された粗大ごみに処理不適物が混入されていないことを確認した上

で、不燃性粗大ごみと可燃性粗大ごみに区分すること。

（11） 事業者は、可燃性粗大ごみについては、可燃物粗大ごみピットへ直接投入するか、

切断式破砕機にて破砕後に可燃性ごみピットへ投入するかを適切に判断すること。

（12） 不燃、粗大ごみのうち、フロンガスが含まれているものについては、施設内で処理

を行わず、ストックヤードに保管した後、本市で処理を行う。
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3.3.5 適正処理

（1） 事業者は、搬入された廃棄物を、関係法令、施設の公害防止条件等を遵守し、適切

に処理を行うこと。

（2） 事業者は、容器包装リサイクル法対象物のうち、容器包装プラスチック類、ペット

ボトルについては、（公財）日本容器包装リサイクル協会「分別基準適合物引取りガ

イドライン」の品質基準を満たすよう、適切に処理すること。

（3） 事業者は、処理不適物のうち、簡易な処理によって適正処理が可能となるものにつ

いては、簡易な処理を行い､適正処理を行うこと。

（4） 選別物の品質基準は下記のとおり

3.3.6 適正運転

事業者は、施設の運転が、関係法令、リサイクル施設の公害防止条件等を満たしている

ことを確認すること。確認の結果については、3.3.15 に規定する運転管理記録に含めるこ

と。

3.3.7 資源化物等の搬出・資源化の促進

（1）事業者は、リサイクル施設の資源ごみ選別設備により回収されるアルミ缶、スチール

缶、カレットについて、「3.3.5 適正処理」の選別基準に準ずる処理を行い、ストッ

クヤードにて保管・管理し、本市の指定した業者に引き渡すこと。

（2）アルミ缶、スチール缶の成型物は運搬時に容易に崩れないものとする。

（3）ペットボトルの梱包物は、(公財)日本容器包装リサイクル協会｢分別基準適合物引取

りガイドライン｣を考慮したものであること。

（4）事業者は、リサイクル施設の不燃・粗大ごみ処理設備より回収されるアルミニウム類、

鉄類について、ストックヤードにて保管・管理し、本市の指定する業者に引き渡すこ

と。

種類 回収率（％） 純度（％）

不燃・粗大ごみ

鉄類 90 95

アルミニウム類 80 95

可燃物 85 80

資源物

缶

類

スチール缶 95 98

アルミ缶 90 98

び

ん

類

無色 80 98

茶色 80 98

その他の色 80 98
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（5）事業者は、別途回収される紙類についてストックヤードにて保管・管理し、本市の指

定する業者に引き渡すこと。

（6）事業者は、リサイクル施設より回収される破砕不適物について、プラットホームで本

市の確認を受けた上で、ストックヤードにて保管・管理し、本市の指定する業者に引

き渡すこと。

（7）事業者は搬出車両への積込みにおいて、本市に対し必要な協力を行うこと。

3.3.8 最終処分場への搬出

事業者は、発生したリサイクル残さを、不燃物貯留ホッパにて貯留し、最終処分場、及

び清武町、田野町、佐土原町、高岡町、国富町、綾町がそれぞれ保有する最終処分場（別

紙４参照）までの運搬を行うこと。

3.3.9 用役管理

事業者は、薬剤、消耗品等（電気・水道を除く）について、経済性に配慮した調達を行

い、これらを常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように、適切に管理す

ること。

3.3.10 清掃

事業者は、施設の清掃計画を作成し、施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。特に、見

学者等第三者の立ち寄る場所は、常に清潔な環境を維持すること。

3.3.11 安全衛生管理・作業環境管理

（1）事業者は、関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するととも

に、快適な職場環境の形成を促進すること。

（2）事業者は、対象施設に係る関連法制度等、及び労働安全衛生法等を遵守した作業環境

管理基準を定め、本市へ報告すること。

（3）事業者は、運転管理等に当たり、作業環境管理基準を遵守すること。

（4）法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、本市と協議すること。

（5）事業者は、作業環境に関する調査・計測を行い、作業環境管理報告書を本市に提出す

ること。

（6）事業者は、リサイクル施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）

を定め､その励行に努め、作業行動の安全を図ること。

（7）安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し､その周知徹底を図るこ

と｡
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3.3.12 運転管理体制

（1） 事業者は、リサイクル施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。

（2） 事業者は、整備した運転管理体制について本市に報告し、本市の承諾を得ること。

（3） 事業者は、運転管理体制を変更した場合は速やかに本市に報告し、本市の承諾を得

ること。

3.3.13 運転計画の作成

（1）事業者は、本市と協議の上、計画処理量に基づく施設の点検、補修等を考慮した年間

運転計画を毎年度作成し、本市に提出し、承諾を得ること。

（2）事業者は、年間運転計画に基づき、毎月、月間運転計画を作成し、本市に提出し、承

諾を得ること。

（3）事業者は、作成した年間運転計画及び月間運転計画に変更が生じる場合、本市と協議

の上、計画を変更すること。

3.3.14 運転管理マニュアル

（1） 事業者は、施設の運転操作に関して、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基

準化した運転管理マニュアルを作成し、本市の承諾を得ること。

（2） 事業者は、運転管理マニュアルに、爆発・火災事故の発生防止対策について定めるこ

と。

（3） 事業者は運転管理マニュアルに基づいた運転を実施すること。

（4） 事業者は、本市の承諾を得て、施設の運転状況にあわせ、運転管理マニュアルを随時

改善すること。

3.3.15 運転管理記録の作成及び報告

事業者は、各施設機器の運転データ、電気・上水等の用役データを記録すると共に、分

析値、補修、故障及び事故等の内容を含んだ運転日誌、日報、月報、年報等を作成し、本

市に報告すること。
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第４節 最終処分場に係る運転管理業務

3.4.1 最終処分場の運転

（1） 事業者は、最終処分場の各設備を適切に運転・使用し、最終処分場の基本性能

（1.2.13 参照）を発揮し、最終処分場に搬入される廃棄物を、関係法令、最終処

分場の公害防止条件及び埋立維持管理計画等を遵守し適切に埋立処分すると共に、

経済的運転に努めること。

（2） 事業者は、前項に関らず、災害、その他特別な事情がある場合は、廃棄物の性状

を考慮し、本市と協議の上適正な工法を使用することができる。

3.4.2 埋立条件

事業者は、以下に示す埋立作業条件に基づき、埋立作業を適切に実施すること。

3.4.2.1 最終処分場埋立実績

最終処分場埋立実績（別紙３－２参照）

3.4.2.2 廃棄物の受付

※ただし、上記表の搬入不可、受付時間外についても、本市が事前に指示する場合は、受

付業務を行うこと。

3.4.2.3 年間運転日数

施設の年間運転日数は、搬入される廃棄物を滞りなく埋立処分できるように設定する

こと。

3.4.2.4 埋立作業時間

埋立作業は、原則として月曜日から土曜日の午前 8時 30 分から午後 5時までの間に行

うものとする。

曜日 受付時間帯 備考

月～土 8:30 ～ 17:00

祝・祭日除く（一部可。祝・祭日欄参考）

事業系一般廃棄物は、（12:00～13:00)

の間、搬入不可

日
8:30 ～ 12:00

第３日曜日のみ
13:00 ～ 17:00

祝・祭日 搬入不可。ただし、祝・祭日が月曜日の場合のみ（8:30～11:30)可。

年末年始 本市の指示に従うこと
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3.4.2.5 施設動線

（1）事業者は、場内の動線について、別途本市の指示する動線を遵守すること。

（2）事業者は、緊急時の動線について、本市と協議すること。

3.4.2.6 公害防止条件

1.2.16 参照

3.4.2.7 車両

事業者は、運転管理に必要と見込まれる車両の調達を行うこと。また、燃料、自賠責

保険、車検、補修等の維持管理は事業者が行うものとし、それらに要する費用は事業者

の負担とする。

3.4.3 搬入物の性状分析

事業者は、最終処分場に搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析・管理を行う

こと。

3.4.4 搬入管理

（1） 事業者は、搬入作業が安全に行われるように搬入車両を適切に誘導すること。

（2） 事業者は、搬入車両に、搬入廃棄物のダンピング場所を適切に指示すること。

（3） 事業者は、ごみ搬入時に目視検査を行うこと。

（4） 事業者は、必要に応じて最終処分場に搬入される廃棄物の展開検査を実施し、処理

不適物の混入を防止すること。

（5） 事業者は、処理不適物の混入防止のため、搬入を行う者に対する指導等が必要と判

断する場合は、本市へ速やかに報告すこと。

3.4.5 埋立作業方式

（1） 埋立工法はセル方式とすること。

（2） 事業者は、遮水工、集排水路の損傷防止を厳守すること。

（3） ごみの飛散･流出防止､悪臭の発散防止、衛生害虫の発生防止、火災の発生・延焼

防止、及び景観等環境保全の対策を目的に毎日埋立作業終了時に覆土を実施する

こと。

（4） 事業者は、埋立作業の進捗に伴い、雨水、浸出水の切り換えを的確に行うこと。

（5） 事業者は、覆土材について本市が保有している覆土材を優先的に使用し、その後

は本市が指定する場所から掘削・運搬すること。
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（6） 事業者は、最終処分容量の減容化に努めた埋立作業を行うこと。

（7） 事業者は、埋立不適物を発見した場合は、本市に報告し、本市の指示する場所に

運搬し、保管すること。

（8） 事業者は、浸出水量の削減に努めた埋立作業を行うこと。

（9） 事業者は、環境汚染の未然防止、地盤の安定化を十分に考慮した埋立作業を行う

こと。

（10） 事業者は、関係法令等を遵守した埋立作業を行うこと。

（11） 事業者は、埋設ガス処理施設の損傷防止対策及びガス抜き立ち上げ管の嵩上げを

適正に行うこと。また、破損等が発生した場合は、すみやかに補修又はボーリン

グ等を利用して新たなガス抜き設備を設けること。

3.4.5.1 浸出水調整池の運転･管理

事業者は、浸出水調整池の能力を維持するよう、適切に運転管理すること。

3.4.6 適正処分

事業者は、搬入された廃棄物を、関係法令、施設の公害防止条件等を遵守し、適切に処

分を行うこと。

3.4.7 適正運転

事業者は、施設の運転が、関係法令、施設の公害防止条件等を満たしていることを確認

すること。確認の結果については、3.4.14 に規定する埋立記録に含めること。

3.4.8 用役管理

事業者は、薬剤、消耗品等（電気・水道を除く）について、経済性に配慮した調達を行

い、これらを常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように、適切に管理す

ること

3.4.9 清掃

事業者は、施設の清掃計画を作成し、施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。

3.4.10 安全衛生管理・作業環境管理

（1） 事業者は、関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに、快適な職場環境の形成を促進すること。

（2） 事業者は、対象施設に係る関連法制度等、及び労働安全衛生法等を遵守した作業環

境管理基準を定め、本市へ報告すること。

（3） 事業者は、運転管理等に当たり、作業環境管理基準を遵守すること。

（4） 法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、本市と協議すること。
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（5） 事業者は、作業環境に関する調査・計測を行い、作業環境管理報告書を本市に提出

すること。

（6） 事業者は、最終処分場における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を

定め､その励行に努め、作業行動の安全を図ること。

（7） 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し､その周知徹底を図るこ

と｡

3.4.11 埋立作業体制の整備

（1） 事業者は、最終処分場を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。

（2） 事業者は、整備した運転管理体制について本市に報告し、本市の承諾を得ること。

（3） 事業者は、運転管理体制を変更した場合は速やかに本市に報告し、本市の承諾を得る

こと。

3.4.12 埋立計画の作成

（1） 事業者は、本市と協議の上、計画埋立量に基づく施設の点検、補修等を考慮した年間

埋立計画を毎年度作成し、本市に提出し承諾を得ること。

（2） 事業者は、年間埋立計画に基づき、毎月、月間埋立計画を作成し、本市に提出し承諾

を得ること。

（3） 事業者は、作成した年間埋立計画及び月間埋立計画に変更が生じる場合、本市と協議

の上、計画を変更すること。

3.4.13 埋立作業マニュアルの作成

（1） 事業者は、埋立作業に関して、操作手順、方法について基準化した埋立作業マニュア

ルを作成し、本市の承諾を得ること。

（2） 埋立作業マニュアルには、埋立物の目視確認、埋立不適物発見時の対応、本市への報

告方法等について定めること。

（3） 事業者は埋立作業マニュアルに基づく埋立作業を行うこと。

（4） 事業者は、本市の承諾を得て、埋立状況にあわせ、埋立作業マニュアルを随時改善す

ること。

3.4.14 埋立記録

事業者は、埋立廃棄物の種類、量、埋立場所等を記録すると共に、分析値、補修、故障

及び事故等の内容を含んだ日誌、日報、月報、年報等を作成し、本市に報告すること。

3.4.15 出来高管理

事業者は、処分場の埋立容量、残余容量を毎年４月、１０月に測定・記録し、本市に報

告すること。なお、測定の間隔は概ね等間隔とすること。
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第５節 水処理施設に係る運転管理業務

3.5.1 水処理施設の運転

事業者は、各設備を適切に運転し、水処理施設の基本性能（1.2.13 参照）を発揮し、最

終処分場より送水される浸出水及び焼却施設、リサイクル施設、管理共同利用施設から排

出される生活排水を、関係法令等を遵守し処理すること。

3.5.2 運転条件

事業者は、以下に示す運転条件に基づき、施設を適切に運転管理すること。

3.5.2.1 年間運転日数

施設の運転日数は、浸出水調整池の浸出水を滞りなく処理できる運転日数とすること。

生活排水については、流入する生活排水を滞りなく処理できる運転日数とする。

3.5.2.2 運転時間

施設の運転は 24時間連続運転とする

3.5.2.3 公共下水道への放流

事業者は、浸出水処理水公共下水道送水システム管理・運用マニュアルを遵守し、浸出

水処理水は焼却施設へ送水し、漏水等が発生しないよう公共下水道へ放流すること。

3.5.2.4 処理水の再利用等

（1） 生活排水処理水は、計量棟、焼却施設、リサイクル施設、水処理施設、管理共同

利用施設及び環境整備施設にて便所用水等として利用する。なお、最終的に利用

しきれない生活排水処理水については、本市が認める場合は放流できるものとす

る。

（2） 焼却施設及びリサイクル施設の屋根雨水については、適切な処理を行い、機器冷

却水として使用すること。

3.5.2.5 施設動線

（1） 事業者は、場内の動線について、別途本市の指示する動線を遵守すること。

（2） 事業者は、緊急時の動線について、本市と協議すること。
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3.5.2.6 浸出水原水水質実績値

3.5.2.7 処理水水質

3.5.2.8 汚泥処理

発生した汚泥は、最終処分場へ搬出すること。

汚泥発生量（最大処理時） ２ｔ/日

3.5.2.9 公害防止条件

1.2.16 参照

項目
平成２５

年度

平成２６

年度

平成２７

年度

平成２８

年度

平成２９

年度

平成３０

年度

ｐH 7.8 7.8 7.7 7.4 7.5 7.6

BOD （mg/l） 87 133 38 60 69 102

COD （mg/l） 130 213 95 135 129 164

SS （mg/l） 37 64 20 23 41 64

T-N （mg/l） 37 58 38 64 58 59

Ca （mg/l） 964 947 1,520 3,717 2,417 2,243

Cl （mg/l） 5,600 6,617 7,608 16,083 12,050 12,500

項目 浸出水処理水水質 生活排水処理水水質

㏗ 5.8～8.6 5.8～8.6

BOD(mg/l) 10 以下 5以下

COD(mg/l) 20 以下 10 以下

SS(mg/l) 10 以下 5以下

T-N(mg/l) 10 以下 10 以下

Ca²(mg/l) 100 以下 －

Cl-(mg/l) 9,500 －

ダイオキシン類(pg-TEQ/l) 10 以下

大腸菌群数（MPN/100ml） 1,000 以下 1,000 以下
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3.5.2.10 ユーティリティー条件

1.2.17 参照

3.5.2.11 車両

事業者は、運転管理に必要と見込まれる車両の調達を行うこと。また、燃料、自賠責

保険、車検、補修等の維持管理は事業者が行うものとし、それらに要する費用は事業者

の負担とする。

3.5.3 適正処理

（1）事業者は、浸出水調整池より導水された浸出水、及び各施設から流入する生活排水を、

関係法令、施設の公害防止条件等を遵守し、適切に処理すること。

（2）事業者は、流入水の水量・水質データを集積・整理して年間の変動パターン、降雨の

影響を把握し、安定的な運転に努めること。

（3）事業者は、処理水の水質データを把握し、異常に対して迅速に対処すること。

（4）事業者は、水処理施設より回収される汚泥を最終処分場で処理すること。

3.5.4 適正運転

事業者は、施設の運転が、関係法令、水処理施設の公害防止条件等を満たしていること

を確認すること。確認の結果については、3.5.11 に規定する運転管理記録に含めること。

3.5.5 用役管理

事業者は、薬剤、消耗品等（電気・水道を除く）について、経済性に配慮した調達を行

い、これらを常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように、適切に管理す

ること。

3.5.6 清掃

事業者は、施設の清掃計画を作成し、施設内を常に清掃し、清潔に保つこと。

3.5.7 安全衛生管理・作業環境管理

（1）事業者は、関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するととも

に、快適な職場環境の形成を促進すること。

（2）事業者は、対象施設に係る関連法制度等、及び労働安全衛生法等を遵守した作業環境

管理基準を定め、本市へ報告すること。

（3）事業者は、運転管理等に当たり、作業環境管理基準を遵守すること。
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（4）法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、本市と協議すること。

（5）事業者は、作業環境に関する調査・計測を行い、作業環境管理報告書を本市に提出す

ること。

（6）事業者は、水処理施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定

め､その励行に努め、作業行動の安全を図ること。

（7）安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し､その周知徹底を図るこ

と｡

3.5.8 運転管理体制

（1）事業者は、水処理施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備すること。

（2）事業者は、整備した運転管理体制について本市に報告し、本市の承諾を得ること。

（3）事業者は、運転管理体制を変更した場合は速やかに本市に報告し、本市の承諾を得る

こと。

3.5.9 運転計画の作成

（1） 事業者は、本市と協議の上、施設の点検、補修等を考慮した年間運転計画を毎年度

作成し、本市に提出し承諾を得ること。

（2） 事業者は、年間運転計画に基づき、毎月、月間運転計画を作成し、本市に提出し承

諾を得ること。

（3） 事業者は、作成した年間運転計画及び月間運転計画に変更が生じる場合、本市と協

議の上、計画を変更すること。

3.5.10 運転管理マニュアル

（1）事業者は、施設の運転操作に関して、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基

準化した運転管理マニュアルを作成し、本市の承諾を得ること。

（2）事業者は運転管理マニュアルに基づいた運転を実施すること。

（3）事業者は、本市の承諾を得て、施設の運転状況にあわせ、運転管理マニュアルを随時

改善すること。

3.5.11 運転管理記録の作成

事業者は､各設備機器の運転データ、電気・上水等の用役データを記録すると共に、分析

値、補修、故障及び事故等の内容を含んだ運転日誌、日報、月報、年報等を作成し、本市

に報告すること。
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第４章 維持管理業務

第１節 計量棟に係る維持管理業務

4.1.1 施設の機能維持

事業者は計量棟の設備・機器等を適切に管理し、計量棟の基本性能（1.2.13 参照）を事

業期間に渡り維持すること。

4.1.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その承諾を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（2）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。また、更新した期間点検・補修・機器更新計画は、

本市の承諾を得ること。

4.1.3 点検・検査実施計画

（1） 事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2） 点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検（表 4-1 処理施設の点検（参

考））、法定点検・検査（表 4-2 法定点検項目（参考））等の内容（機器の項目、頻

度等）を記載した毎年度の点検・検査計画書を作成し、本市の承諾を得ること。

（3） 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。

表 4-1 処理施設の点検（参考）

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業によ

り使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検

(週例、月例、3ヶ月点検)を行い、故障

を未然に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施
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表 4-2 法定点検項目（参考）

4.1.4 点検・検査の実施

（1） 事業者は、点検・検査を、毎年度本市に提出する点検・検査実施計画書に基づいて実

施すること。

（2） 日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3） 点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4） 事業者は、点検・検査結果報告書を作成し、本市に提出すること。

4.1.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

4.1.6 補修の実施

（1） 事業者は補修実施計画に基づき､施設の基本性能を維持するために、補修を行うこと。

（2） 補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3） 事業者は、各設備・機器の補修に係る記録について､適切に管理し、法令等で定めら

れた年数または本市との協議による年数保管すること。

（4） 事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-3 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

（5） 施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

（6） 事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一又は同等以上の

ものを使用すること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7） 事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。

No. 項目 法令・通知等 備考

1 計量機 計量法 定期検査 2年に 1回

2 その他必要な項目 関係法令 関係法令の定めによる
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表 4-3 補修の範囲（参考）

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。

4.1.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.1.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消

耗状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者に

より別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

4.1.9 施設の保全

事業者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保すると

ともに、快適な職場環境の形成を促進すること。

4.1.10 機器更新・保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、

中間点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取

替を行い、突発故障を未然に

防止する。

・ 部分的な分解点検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させ

る。（原則として設備全体を分

解して行う大掛かりな修理を

いう。）

設備の分解→各部点検→部

品の修正又は取替→組付→

調整→精度チェック

予防修理

以上の初期段階に、不具合箇

所を早急に処理する。

日常保全及びパトロール点

検で発見した不具合箇所の

修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したと

き、又は性能が著しく劣化し

た時に早急に復元する。

突発的に起きた故障の復元

と再発防止のための修理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知

できる故障を発生後に早急に

復元する。

故障の修理、調整
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第２節 焼却施設に係る維持管理業務

4.2.1 施設の機能維持

事業者は、設備・機器等を適切に管理し、焼却施設の基本性能（1.2.13 参照）を事業期

間に渡り維持すること。

4.2.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、「エコクリーンプラザみやざき焼却施設長寿命化総合計画書」の施設保全

計画について毎年度、見直しを行い、本市の承諾を得ること。

（2）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その承諾を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（3）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。また、更新した期間点検・補修・機器更新計画は、

本市の承諾を得ること。

4.2.3 点検・検査実施計画

（1）事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2） 点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検（表 4-4 処理施設の点検（参

考））、法定点検・検査（表 4-5 法定点検項目（参考））、自主検査等の内容（機器の

項目、頻度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間と通じたもの）

を作成し、本市の承諾を得ること。

（3） 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。

表 4-4 処理施設の点検（参考）

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業により

使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検(週

例、月例、3 ヶ月点検)を行い、故障を未然

に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施
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表 4-5 法定点検項目（参考）

No 項目 法令・通知等 備考 記録の
保存

1 一般廃棄物処理

施設

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律

維持管理
同法施行規則

精密機能検査
3年に 1回以上 3年

2 クレーン 労働安全衛生法
検査証の有効期間等

クレーン等安全規則
定期自主検査
定期自主検査

性能検査

1年以内ごとに 1 回
1月以内ごとに 1 回
2年以内ごとに 1 回

3年

3 発電用ボイラ 電気事業法
定期検査

同法施行規則
ボイラ

保安規程

1 年を経過した日の前
後 1月をこえない時期

4 タービン 電気事業法
定期検査

同法施行規則
タービン

保安規程

2 年を経過した日の前
後 1月をこえない時期

5 第 1 種圧力容器 労働安全衛生法
検査前の有効期間等

ボイラ及び圧力容器安全規則
定期自主検査

性能検査
1月以内ごとに 1 回
1年以内ごとに 1 回

6 第 2 種圧力容器 ボイラ及び圧力容器安全規則
定期自主検査 1年以内ごとに 1 回 3年

7 小型ボイラ
小型圧力容器

ボイラ及び圧力容器安産規則
定期検査 1年以内ごとに 1 回

8 受配電設備 電気事業法
電気設備技術基準 保安規程

9 消防用設備 消防法
点検

同法施行規則 1年以内

10 危険物の貯蔵所 消防法
維持管理

点検
定期

11 エレベータ 労働安全衛生法
検査証の有効期間等

クレーン等安全規則
定期自主検査
定期自主検査

性能検査

1年以内ごとに 1 回
1月以内ごとに 1 回
1年以内ごとに 1 回

3年

12 ごみ質測定 ＦＩＴ法 1 年に 12 回

13 その他必要な項目 関係法令 関係法令の規程
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4.2.4 点検・検査の実施

（1） 事業者は、点検・検査を、毎年度提出する点検・検査実施計画に基づいて実施するこ

と。

（2） 日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3） 点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4） 事業者は、点検・検査結果報告書を作成し本市に提出すること。

4.2.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

4.2.6 補修の実施

（1） 事業者は、補修実施計画に基づき、施設の基本性能を維持するために補修を行うこと。

（2） 補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3） 各設備・機器の補修に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市

との協議による年数保管すること。

（4） 事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-6 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

（5） 施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

（6） 事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一又は同等以上の

ものを使用すること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7） 事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。
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表 4-6 補修の範囲

4.2.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.2.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消耗

状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者によ

り別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

4.2.9 施設の保全

事業者は施設の照明・採光設備・給排水衛生設備、空調設備等の点検を定期的に行い、

適切な修理交換等を行うこと。特に、見学者等第三者が立ち入る箇所については、適切に

点検、修理、交換等を行うこと。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、中間

点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取

替を行い、突発故障を未然に防

止する。

・ 部分的な分解点検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させる。

（原則として設備全体を分解

して行う大掛かりな修理をい

う。）

設備の分解→各部点検→

部品の修正又は取替→組

付→調整→精度チェック

予防修理

異常の初期段階に、不具合箇所

を早急に処理する。

日常保全及びパトロール

点検で発見した不具合箇

所の修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したとき、

又は性能が著しく劣化した時

に早急に復元する。

突発的に起きた故障の復

元と再発防止のための修

理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知で

きる故障を発生後に早急に復

元する。

故障の修理、調整

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。



53

4.2.10 排出ガス濃度表示板の管理

事業者は排ガス濃度表示板の点検を定期的に行い、適切な管理・補修を行うこと。

4.2.11 保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。
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第３節 リサイクル施設に係る維持管理業務

4.3.1 施設の機能維持

事業者は、設備・機器等を適切に管理し、リサイクル施設の基本性能（1.2.13 参照）を

事業期間に渡り維持すること。

4.3.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、「エコクリーンプラザみやざきリサイクル施設長寿命化総合計画書」の施

設保全計画について毎年度、見直しを行い、本市の承諾を得ること。

（2）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その承諾を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（3）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。また、更新した期間点検・補修・機器更新計画は、

本市の承諾を得ること。

4.3.3 点検・検査実施計画

（1）事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2）点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検（表 4-7 処理施設の点検（参

考））、法定点検・検査（表 4-8 法定点検項目（参考））、自主検査等の内容（機器の

項目、頻度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間を通じたもの）

を作成し､本市の承諾をえること。

（3）全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。

表 4-7 処理施設の点検（参考）

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業によ

り使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検

(週例、月例、3ヶ月点検)を行い、故障

を未然に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施
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表 4-8 法定点検項目（参考）

No 項目 法令・通知等 備考 記録の

保存

1 一般廃棄物処理

施設

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律

維持管理

同法施行規則

精密機能検査

3年に 1 回以上

3年

2 クレーン 労働安全衛生法

検査証の有効期間等

クレーン等安全規則

定期自主検査

定期自主検査

性能検査

1年以内ごとに 1回

1 月以内ごとに 1回

2 年以内ごとに 1回

3年

3 第 2 種圧力容器 ボイラ及び圧力容器安全規則

定期自主検査 1年以内ごとに 1回 3年

4 受配電設備 電気事業法

電気設備技術基準 保安規程

5 消防用設備 消防法

点検

同法施行規則 1年以内

6 危険物の貯蔵所 消防法

維持管理

点検

定期

7 エレベータ 労働安全衛生法

検査証の有効期間等

クレーン等安全規則

定期自主検査

定期自主検査

性能検査

1年以内ごとに 1回

1 月以内ごとに 1回

1 年以内ごとに 1回

3年

8 転落者救助装置 労働安全衛生法ゴンドラ安全規

則第 21 条、第 22 条

検査証の更新、性能検査

定期自主検査

1年ごとに 1回

1 月以内ごとに 1回

9 フ ォ ー ク リ フ
ト、ホイールロ
ーダ 特定自主
検査

労働安全衛生規則第 151 条の

21

特定自主検査

定期自主検査

1年以内ごとに 1回

1 月以内ごとに 1回

10 酸素濃度計、ガ
ス検知計、ピッ
ト発火監視装置
校正及び定期点
検

計量法

定期検査 2年ごとに 1回

11 可燃残さごみ質
測定

1年以内に 4回

12 その他必要な項目 関係法令 関係法令の規程
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4.3.4 点検・検査の実施

（1）事業者は、点検・検査を毎年度提出する点検・検査実施計画に基づいて実施すること。

（2）日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3）点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4）事業者は、点検・検査結果報告書を作成し本市に提出すること。

4.3.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

4.3.6 補修の実施

（1）事業者は補修実施計画に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修を行うこと。

（2）補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3）各設備・機器の補修に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数または本

市との協議による年数保管すること。

（4）事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-9 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

（5）施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

（6）事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一又は同等以上の

ものを使用すること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7）事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。
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表 4-9 補修の範囲

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。

4.3.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.3.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消

耗状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者に

より別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

4.3.9 施設の保全

事業者は、施設の照明・採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検を定期的に行い、

適切な修理交換等を行うこと。特に、見学者等第三者から立ち入る箇所については、適切

に点検、修理、交換等を行うこと。

4.3.10 機器更新･保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、

中間点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取

替を行い、突発故障を未然に防

止する。

・ 部分的な分解点検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させる。

（原則として設備全体を分解

して行う大掛かりな修理をい

う。）

設備の分解→各部点検→

部品の修正又は取替→組

付→調整→精度チェック

予防修理

以上の初期段階に、不具合箇所

を早急に処理する。

日常保全及びパトロール

点検で発見した不具合箇

所の修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したとき、

又は性能が著しく劣化した時

に早急に復元する。

突発的に起きた故障の復

元と再発防止のための修

理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知で

きる故障を発生後に早急に復

元する。

故障の修理、調整
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第４節 最終処分場に係る維持管理業務

4.4.1 施設の機能維持

事業者は、設備・機器等を適切に管理し、本市が作成した、埋立維持管理計画等を遵守

し、最終処分場の基本性能（1.2.13 参照）を事業期間に渡り維持すること。

4.4.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その承諾を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（2）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。また、更新した期間点検・補修・機器更新計画は、

本市の承諾を得ること。

4.4.3 点検・検査実施計画

（1）事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2）点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検（表 4-10 処理施設の点検（参

考））、法定点検・検査（表 4-11 法定点検項目（参考））、自主検査等の内容（機器

の項目、頻度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間を通じたも

の）を作成し、本市の承諾を得ること。

（3）事業者は、貯留構造物の損傷による事故を防止するため、貯留構造物や周辺地盤を点

検し、異常の早期発見に努めること。

（4）事業者は、集排水路の損傷による事故を防止するため、集排水路を点検・清掃し、異

常の早期発見に努めること。

（5）事業者は、しゃ水工の機能を定期的に点検し、浸出水による公共用水域や地下水汚染

防止に努めること。

（6）事業者は、浸出水調整池の機能を定期的に点検し、浸出水による公共用水域や地下水

汚染防止に努めること。

（7）事業者は、埋立ガス処理施設の機能を定期的に点検し、埋立物の安定化に努めること。

（8）事業者は、しゃ水シートの状態を定期的に点検し、周辺水域の汚染の防止に努めるこ

と。

（9）全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。
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表 4-10 処理施設の点検（参考）

表 4-11 法定点検項目（参考）

4.4.4 点検・検査の実施

（1）事業者は、点検・検査は毎年度提出する点検・検査実施計画に基づいて実施すること。

（2）日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3）点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4）事業者は、点検・検査結果報告書を作成し本市に提出すること。

4.4.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

4.4.6 補修の実施

（1）事業者は補修実施計画に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修を行うこと。

（2）補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3）各設備・機器の補修に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数または本

市との協議による年数保管すること。

（4）事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-12 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業によ

り使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検

(週例、月例、3ヶ月点検)を行い、呼称

を未然に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施

No 項目 法令・通知等 備考 記録の
保存

1 受配電設備 電気事業法

電気設備技術基準 保安規程

2 消防用設備 消防法

点検

同法施行規則 1年以内

3 その他必要な項目 関係法令 関係法令の規程
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（5）施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

（6）事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一又は同等以上の

ものを使用すること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7）事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。

表 4-12 補修の範囲

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。

4.4.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.4.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消

耗状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者に

より別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、

中間点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取

替を行い、突発故障を未然に

防止する。

・ 部分的な分解点検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させ

る。（原則として設備全体を分

解して行う大掛かりな修理を

いう。）

設備の分解→各部点検→

部品の修正又は取替→組

付→調整→精度チェック

予防修理

以上の初期段階に、不具合箇

所を早急に処理する。

日常保全及びパトロール

点検で発見した不具合箇

所の修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したと

き、又は性能が著しく劣化し

た時に早急に復元する。

突発的に起きた故障の復

元と再発防止のための修

理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知

できる故障を発生後に早急に

復元する。

故障の修理、調整
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4.4.9 施設の保全

事業者は、施設の照明・採光設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行うこ

と。

4.4.10 機器更新･保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。
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第５節 水処理施設に係る維持管理業務

4.5.1 施設の機能維持

事業者は、設備・機器等を適切に管理し、水処理施設の基本性能（1.2.13 参照）を事業

期間に渡り維持すること。

4.5.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、「エコクリーンプラザみやざき水処理施設長寿命化総合計画書」の施設保

全計画について毎年度、見直しを行い、本市の承諾を得ること。

（2）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その承諾を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（3）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。また、更新した期間点検・補修・機器更新計画は、

本市の承諾を得ること。

4.5.3 点検・検査実施計画

（1）事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2）点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検（表 4-13 処理施設の点検（参

考））、法定点検・検査（表 4-14 法定点検項目（参考））、自主検査等の内容（機器

の項目、頻度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間を通じたも

の）を作成し、本市の承諾を得ること。

（3）全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。

表 4-13 処理施設の点検（参考）

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業によ

り使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検

(週例、月例、3ヶ月点検)を行い、故障

を未然に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施
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表 4-14 法定点検項目（参考）

4.5.4 点検・検査の実施

（1）事業者は、点検・検査は毎年度提出する点検・検査実施計画に基づいて実施すること。

（2）日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3）点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4）事業者は、点検・検査結果報告書を作成し本市に提出すること。

4.5.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

4.5.6 補修の実施

（1）事業者は、補修実施計画に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修を行うこ

と。

（2）補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3）各設備・機器の補修に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数または本

市との協議による年数保管すること。

（4）事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-15 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

（5）施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

No 項目 法令・通知等 備考 記録の
保存

1 受配電設備 電気事業法

電気設備技術基準 保安規程

2 消防用設備 消防法

点検

同法施行規則 1年以内

3 その他必要な

項目

関係法令 関係法令の規程
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（6）事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一又は同等以上の

ものを使用すること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7）事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。

表 4-15 補修の範囲

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。

4.5.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.5.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消

耗状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者に

より別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、

中間点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取

替を行い、突発故障を未然に防

止する。

・ 部分的な分解点検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させる。

（原則として設備全体を分解

して行う大掛かりな修理をい

う。）

設備の分解→各部点検→

部品の修正又は取替→組

付→調整→精度チェック

予防修理

以上の初期段階に、不具合箇所

を早急に処理する。

日常保全及びパトロール

点検で発見した不具合箇

所の修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したとき、

又は性能が著しく劣化した時

に早急に復元する。

突発的に起きた故障の復

元と再発防止のための修

理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知で

きる故障を発生後に早急に復

元する。

故障の修理、調整
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4.5.9 施設の保全

事業者は、施設の照明・採光設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行うこ

と。

4.5.10 機器更新･保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。
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第６節 関連施設等に係る維持管理業務

4.6.1 施設の機能維持

事業者は、設備・機器等を適切に管理し、関連施設等の基本性能（1.2.13 参照）を事業

期間に渡り維持すること。

4.6.2 期間点検・補修・機器更新計画

（1）事業者は、施設の運転、点検・保守（修繕・更新）に関する詳細を記載した期間点検・

補修・機器更新計画を本市に提出し、その確認を受けること。なお、期間点検・補修・

機器更新計画には、維持管理に関する各種の検査要領書も含めること。期間点検・補

修・機器更新計画においては、事業期間を通じての設備機器の修繕・更新計画を明確

にし、主要設備の交換サイクル及び対象範囲を明記すること。

（2）期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守（補修・更新）の結果に基づき、毎年

度更新し、本市に提出すること。更新した期間点検・補修・機器更新計画について、

本市の承諾を得ること。

4.6.3 点検・検査実施計画

（1）事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、毎年度、施設の運転に支障がな

く、効率的に実施できるような点検・検査実施計画を策定し、本市の承諾を得ること。

（2）点検・検査実施計画については、日常点検・法定点検（表 4-16 処理施設の点検（参

考））・検査（表 4-17 法定点検項目（参考））、自主検査等の内容（機器の項目、頻

度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間を通じたもの）を作成

し、本市の承諾を得ること。

（3）全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、廃棄物処理に支障をきたさない計画と

すること。

表 4-16 処理施設の点検（参考）

No. 項目 概要 作業内容

1 日常点検 給油・点検清掃等の簡易な保全作業によ

り使用設備の維持管理を行う。

給油・点検・清掃作業

2 定期点検 設備の異常を予知して、定期的に点検

(週例、月例、3ヶ月点検)を行い、故障

を未然に防止する。

巡回点検

日常点検のチェックと

あわせて実施
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表 4-17 法定点検項目（参考）

4.6.4 点検・検査の実施

（1） 事業者は、点検・検査を毎年度提出する点検・検査実施計画書に基づいて実施するこ

と。

（2） 日常点検で異常が発見された場合や故障が発生した場合等は、事業者は臨時点検を実

施すること。

（3） 点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数または本市との協議

による年数保管すること。

（4） 事業者は、点検・検査結果報告書を作成し本市に提出すること。

4.6.5 補修実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の補修実施計画を作成し、本市の承諾を得るこ

と。

No 項目 法令・通知等 備考 記録の保存

1 統括一元管理

システム

2 防災調整池

・ひ門

3 管理共同利用施設

・エレベーター

労働安全衛生法

検査証の有効期間等

クレーン等安全規則

定期自主検査

定期自主検査

性能検査

1年以内ごとに 1回

1 月以内ごとに 1回

1 年以内ごとに 1回

3 年

4 管理共同利用施設

・空調設備

5 管理共同利用施設

・自動開閉ドア設備

6 管理共同利用施設

・消防用設備

消防法

点検

同法施行規則 1年以内

7 受配電設備 電気事業法

電気設備技術基準 保安規程

8 浸出水処理水公共

下水道送水システム

浸出水処理水公共下

水道送水システム管

理・運用マニュアル

別紙 5参照

9 その他必要な項目 関係法令 関係法令の規程
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4.6.6 補修の実施

（1）事業者は、補修実施計画に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修を行うこ

と。

（2）補修に際しては、補修工事施工計画書を本市に提出し、承諾を得ること。

（3）各設備・機器の補修に係る記録は､適切に管理し、法令等で定められた年数または本

市との協議による年数保管すること。

（4）事業者が行うべき補修の範囲は、以下（表 4-18 補修の範囲）のとおりである。

① 点検・検査結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整

② 設備が故障した場合の修理、調整

③ 再発防止のための修理、調整

（5）施設の設計、施工に起因する故障等、事業者の責に帰さないものについては、事業者

は補修の責を有さないが、そのような故障・損傷を発見した場合は、遅滞無く本市に

報告すること。なお、報告後は、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与

える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるこ

と。

（6）事業者は、補修に要する部品・材料の調達については、設計時と同一のものを使用す

ること。変更する場合には、本市の承諾を得ること。

（7）事業者は、補修結果報告書を作成し、本市に提出すること。

表 4-18 補修の範囲

※ 表中の業務は、プラント設備、建築設備のいずれにも該当する。

作業区分 概要 作業内容（例）

補

修

工

事

予

防

保

全

定期点検整備

（オーバーホール、

中間点検の補修）

定期的に点検検査又は部分取替を行

い、突発故障を未然に防止する。

・ 部分的な分解点

検検査

・ 給油

・ 調整

・ 部分取替

・ 精度検査 等

更正修理

（補修）

整備性能の劣化を回復させる。（原則と

して設備全体を分解して行う大掛かり

な修理をいう。）

設備の分解→各部点

検→部品の修正又は

取替→組付→調整→

精度チェック

予防修理

以上の初期段階に、不具合箇所を早急

に処理する。

日常保全及びパトロ

ール点検で発見した

不具合箇所の修理

事

後

保

全

緊急事後保全

（突発修理）

設備が故障して停止したとき、又は性

能が著しく劣化した時に早急に復元す

る。

突発的に起きた故障

の復元と再発防止の

ための修理

通常事後保全

（事後修理）

経済的側面を考慮して、予知できる故

障を発生後に早急に復元する。

故障の修理、調整
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4.6.7 機器更新実施計画の作成

事業者は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、また点検、検査により設備･機器の

耐久度と消耗状況を把握した上で、各年度の機器更新実施計画を作成し、本市の承諾を得

ること。

4.6.8 機器更新の実施

（1） 事業者は、機器更新実施計画に基づき、事業期間内における施設の基本性能（1.2.13

参照）を維持するために、更新計画の対象となる機器について、機器の耐久度・消

耗状況により、事業者の費用と責任において、機器の更新を行うこと。

（2） 但し、法令改定、災害等の不可抗力により必要となる機器更新は、本市と事業者に

より別途協議すること。

（3） 事業者は、機器更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。

4.6.9 施設の保全

事業者は、施設を適切に維持し、事故災害等を未然に防止する観点から、関連施設等の

点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行うこと。

4.6.10 防災調整池の監視

事業者は、大雨、台風接近時等、本市の指示がある場合は、監視カメラ・水位計等によ

り防災調整池の構造物・水位の状況を監視し、構造物の損傷等の異常、及び余水吐からの

越流等が生じた場合には、直ちに本市に連絡するものとする。

4.6.11 機器更新･保全改良

事業者は、本市が求める場合には、機器の運転状況等を勘案した、機器更新、保全改良

等に関する意見を提供すること。
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第５章 環境管理業務

5.1.1 事業者が行う環境保全業務

（1） 事業者は、別紙６に示す公害関連及び処理機能に係る各種調査のうち、事業者が行

うものについて、焼却施設、リサイクル施設、最終処分場、関連施設の公害防止条

件、関係法令、「宮崎県廃棄物総合処理センター施設整備事業に係る環境影響評価書」

等に基づく環境管理規準を定め、本市へ報告すること。

（2） 事業者は、環境管理基準を遵守し、環境保全業務を実施すること。

（3） 事業者は、法改正により環境管理基準を変更する場合は、本市と協議すること。

5.1.2 本市が行う環境保全業務への協力

事業者は、別紙６に示す公害関連及び処理機能に係る各種調査のうち、本市が行うもの

について、本市に協力を行うこと。



71

第６章 資源化促進業務

6.1.1 搬出物の資源化促進への協力

事業者は、各施設から排出される搬出物の資源化に関して、資源化対象物の品質や販売

量の管理（販路開拓、販売）等について、本市の行う資源化促進に協力すること。

表 6-1 各施設からの搬出物

種 類 内 容

焼却施設 不燃残さ 焼却施設から回収される大径物等の不燃残さ

金属 焼却施設から回収される金属

焼却灰処理物 焼却施設から回収された主灰で、焼却灰処理設備で処理さ

れた処理物

飛灰処理物 焼却施設から回収された飛灰で、飛灰処理設備で処理され

た処理物

その他

リサイクル

施設

スチール缶・アルミ缶・カレット・ペットボトル・容器包装プラ・鉄・アルミ・

有害ごみ（乾電池、蛍光管、体温計・温度計ごとにそれぞれドラム缶詰めされ

たもの）、紙類、布類、生ビン

可燃物 不燃・粗大ごみ処理設備、資源ごみ選別設備から回収され

る可燃ごみ類、破砕残渣

不燃物 不燃・粗大ごみ処理設備、資源ごみ選別設備から回収され

る不燃性残渣

処理困難物 スプリングマット等

その他
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第７章 情報管理業務

7.1.1 運転記録報告

（1） 事業者は、各施設の廃棄物搬入量、廃棄物排出量、資源化物排出量、副資材搬入量、

運転データ、用役データ、運転日誌、日報、月報、年報等を記載した運転管理に関す

る報告書を作成し、本市に提出すること。

（2） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、本市と協議の上、決定すること。

（3） 事業者は、運転記録に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議による

年数保管すること。

7.1.2 点検・検査報告

（1） 事業者は、各施設の点検・検査計画および点検・検査結果を記載した点検・検査結果

報告書を作成し、本市に提出すること。

（2） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は本市と協議の上､決定すること。

（3） 点検・検査に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議による年数保管

すること。

7.1.3 補修・更新報告

（1） 事業者は、各施設の補修計画及び補修結果を記載した補修結果報告書、更新計画及び

更新結果を記載した更新結果報告書を作成し､本市に提出すること。

（2） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は本市と協議の上、決定すること。

（3） 事業者は、補修、更新に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議によ

る年数保管すること。

7.1.4 環境管理報告

（1） 事業者は、環境管理基準に基づき計測した、焼却施設、リサイクル施設、最終処分

場、水処理施設の各施設の環境保全状況を記載した環境管理報告書を作成し、本市

に提出すること。

（2） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は本市と協議の上、決定すること。

（3） 事業者は、環境管理に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議によ

る年数保管すること。
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7.1.5 作業環境管理報告

（1） 事業者は、作業環境管理基準に基づき計測した、焼却施設、リサイクル施設、最終処

分場、水処理施設の各施設の作業環境保全状況を記載した作業環境管理報告書を作成

し、本市に提出すること。

（2） 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は本市と協議の上、決定すること。

（3） 事業者は、環境管理に関するデータを法令等で定める年数または本市との協議による

年数保管すること。

7.1.6 施設情報管理

（1） 事業者は、本事業の対象施設に関する各種マニュアル、設備（機器）台帳、図面等を

事業期間に渡り適切に管理すること。

（2） 事業者は、補修、機器更新、改良保全等により、本事業の対象施設に変更が生じた場

合、各種マニュアル、設備（機器）台帳、図面等を速やかに変更すること。

（3） 本事業の対象施設に関する各種マニュアル、設備（機器）台帳、図面等の管理方法に

ついては、本市と協議の上、決定すること。

7.1.7 その他管理記録報告

（1） 事業者は、施設の設備により管理記録可能な項目、または事業者が自主的に管理記録

する項目で、本市が要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する

こと。

（2） 提出頻度・時期・詳細項目については、本市と別途協議の上、決定すること。

（3） 本市が要望する管理記録について、法令等で定める年数または本市との協議による年

数保管すること。

7.1.8 報告書類の保存

(1) 事業者は、本市へ報告する書類については、印刷物と電子データの形で提出すること。

(2) 事業者は、本市へ報告する書類については、事業期間中、電子データの形で保存して

おくこと。
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○ 搬入廃棄物の対象地域

西都児湯環境整備事務組合

構成市町村

（可燃ごみのみ）

エコクリーンプラザみやざき

要求水準書 別紙１
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○各施設間の基本フロー（廃棄物・回収物）

要求水準書 別紙２－１

焼
却
灰
処
理
物
・飛
灰
処
理
物

金

属

不
燃
残
さ

計 量 棟

可燃性粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、不燃ごみ、
缶・ビン・ペットボトル・容器包装プラ、乾電池、体温計・温度計、
蛍光管、紙類、布類、その他（処理困難物）

収集ごみ 直接搬入ごみ

リサイクル施設

破砕・選別処理

保 管

資
源
化
等

スチール缶

アルミ缶

ペットボトル

鉄

アルミ

有害ごみ（乾電池・
蛍光管・体温計・

温度計）

容器包装プラ

カレット

紙類

布類

生ビン

処理
困難物

本市より処理業者に
処理を委託

最終処分場

（清武町、田野町、佐土原
町、高岡町、国富町、綾町）

リサイクル残さ

埋立最終処分

金属
資
源
化
等

可燃ごみ

収集ごみ 直接搬入ごみ
産業
廃棄物

汚泥

犬猫及び
その他
小動物

水処理施設

焼却施設

焼却処理
発電

浸出水処理

生活排水処理

不燃物

最終処分場

埋立

最終処分

産業
廃棄物

可燃物

埋立ごみ
（一般

廃棄物）

産業
廃棄物

計

量

棟

計 量 棟

管理共同利用施設

再
生
品
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○各施設間の基本フロー（水・電気・電話等）

要求水準書 別紙２－２

焼却施設

再利用水処理設備

最終処分場

電　気

水処理施設

焼却処理

発電

浸出水処理
生活排水処理

埋立
最終処分

計　量　棟 管理共同利用施設

リサイクル施設

破砕・選別処理

保　　管

上
水

給
湯

洗車場 プラント排水

生活排水

プラント排水

電
気

再利用水

給湯

電気

上水

蒸気

電
気

処
理
水

浸
出
水

再
利
用
水

上
水

給
湯

電気 浸出水

生
活
排
水

生
活
排
水

浸出水調整池

放　流

ストックヤード等

屋根雨水

上水

外　構

電気 再利用水

外　構

電
気

再
利
用
水

外　構

電気 再利用水

電話

電
話

電
話

電
話

環境整備
施設

高温水
(循環）

上
水

（
単

独

引

込

み

）

生

活

排
水

浸出水処理水

売

電

受

電

電気

電話

上水道

電　話

上水道

公共下水道

電気
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計画処理量【一般廃棄物】（参考） 単位：t

年度別計画処理量

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

可燃ごみ 138,992 137,299 135,606 133,913 132,220

不燃ごみ 5,072 4,949 4,826 4,703 4,578

可燃粗大ごみ 1,890 1,857 1,824 1,791 1,759

不燃粗大ごみ 826 812 798 784 772

資源ごみ 10,918 10,895 10,872 10,849 10,825

その他 116 117 117 118 118

総搬入量 157,814 155,929 154,043 152,158 150,272

処理対象物

年度別搬入量実績【一般廃棄物】 単位：t

年度別搬入量実績

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

可燃ごみ 139,897 140,737 139,054 137,900 144,071

不燃ごみ 4,395 4,537 4,876 5,045 5,441

可燃粗大ごみ 1,790 1,885 1,886 1,787 1,989

不燃粗大ごみ 747 824 783 875 868

資源ごみ 11,652 11,798 11,739 11,269 10,987

その他 123 148 128 112 115

総搬入量 158,604 159,929 158,466 156,988 163,471

処理対象物

ごみ質分析結果（一般廃棄物）

％

1.2

7.3 7.3

49.6

0.6

50.0

平成25年度

49.7

44.9 43.3

47.3 46.9 48.947.5

45.9

49.2

5.0 5.0 5.1

平成29年度 平成30年度

％

48.6 46.7

46.5 48.2

％

平成28年度

発
熱
量

低位発熱量（計算）

単位容積重量

硫黄（Ｓ）

塩素（Ｃｌ）

分析項目 単位

三
成
分

水分

可燃分

灰分 ％ 4.6

平成26年度 平成27年度

51.7 47.1

5.4

48.3

5.0

6.8 6.5

0.4 0.6

1.10.8

0.6

1.0

0.1 0.1

0.4

0.1 0.1

9,040

32.2 32.5 34.8 33.2

9,355 9,523

0.120.150.14

7,798 8,100

0.13 0.12 0.12kg/㎥

8,195ｋJ/kg

7.3

33.833.5

％

％

0.4

0.1

炭素（Ｃ）

水素（Ｈ）

窒素（Ｎ）

％

％

0.1

0.4

7.1

0.9
元
素
分
析

酸素（Ｏ） ％

要求水準書 別紙３－１
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【最終処分場埋立実績】 （ｔ/年）

金属残さ・焼き鉄

平成２６年度

溶融不適物 2,887.65

項目

一般廃棄物

産業廃棄物

飛灰固化物

1,560.71

133.28

50.69

163.14

10,970.79

921.42

5,529.16

2,337.712,357.96

平成３０年度

232.44

1,919.59 2,494.05

5,629.55

78.71

5,369.64 5,264.12 5,488.01

60.41 67.68 72.35

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

164.72 215.90 216.18

11,941.21

287.68

10,082.66

891.21

10,805.10

1,735.87 350.62

223.69 286.22

11,296.70 13,127.63 16,001.4011,773.46

33,990.30 30,291.95

焼却灰（バイパス灰）

リサイクル残渣

脱水汚泥

覆土 6,411.95

12,285.20

1,702.12

203.45

2,174.87 2,152.62

※表中「産業廃棄物」の内「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十一条第二項により処理する
廃棄物」の割合は、数％程度となる見込みである。

※産業廃棄物は、令和３年度以降「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十一条第二項により処
理する廃棄物」のみとなる。

35,391.84 34,480.66 37,564.96

1,776.59 2,023.60

計

要求水準書 別紙３－２
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清武町、田野町、佐土原町、高岡町、国富町、綾町 最終処分場

１．所在地

２．リサイクル残渣 最終処分場搬入実績

市町名 施設名 施設の所在地

宮崎市

清武町 一般廃棄物最終処分場 宮崎郡清武町大字今泉甲 4212-1 他

田野町 一般廃棄物埋立処理場 宮崎郡田野町乙 003-1

佐土原町 一般廃棄物埋立処理場 宮崎郡佐土原町大字西上那珂 3387

高岡町 一般廃棄物最終処分場 東諸県郡高岡町大字上倉永 1207-30

国富町 一般廃棄物最終処分場 東諸県郡国富町大字三名 2076 番地

綾町 一般廃棄物最終処分場 東諸県郡綾町大字入野 5379-4

町名
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

清武町
146.36 122.23 0 502.81 555.84

田野町
39.67 54.16 174.55 328.56 176.11

佐土原町
207.98 212.79 233.45 0 0

高岡町
68.12 62.7 62.66 0 0

国富町
111.80 113.89 121.02 728.6 731.42

綾町
39.70 44.54 58.81 44.46 51.72

要求水準書 別紙４－１
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３．位置関係

佐土原町一般廃棄物埋立処分場

国富町一般廃棄物最終処分場

田野町一般廃棄物最終処分場 清武町一般廃棄物最終処分場

高岡町一般廃棄物最終処分場

綾町一般廃棄物最終処分場

要求水準書 別紙４－２
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○浸出水処理水公共下水道送水システム管理・運用マニュアル業務分担表

要求水準書 別紙５

項目
本市

（廃棄物対策課）
運転管理等業務

受託者

6-1-(3) ○ △

6-1-(5) ○ △

6-1-(5) ○

6-2-(2) ○

6-2-(3) ○

6-2-(4) ○

6-2-(5) ○

6-2-(6) ○

6-2-(7) ○ △

－ －

送水ポンプの開閉操作（自動/手動の切替を含む） ○

下水道施設課との連絡調整（夜間を除く） ○

夜間における宮崎処理場受託者等との連絡調整 ○

○

市関係各課への連絡 ○

バキューム車の手配 ○

排泥弁調査、引き抜き、洗管、フロート弁設置枡の確認等 ○

－ －

市関係各課への連絡 ○

バキューム車の手配 ○

現場確認（昼間） ○ ○

現場確認および市（廃棄物対策課）への連絡（夜間） ○

送水ポンプの閉止、溢水吸引、エコクリーンプラザへの搬入 ○

溢水箇所の調査手配 ○

関係者および関係団体への連絡説明 ○ ○

6-2-(11) ○ ○

6-3 （注１） （注１）

7-1-(1) ○

7-1-(2) ○

7-1-(3) ○

7-2-(1) ○

7-2-(2) ○

7-2-(3) ○

7-2-(4) ○

△の事項について、運転管理等業務受託者は市（廃棄物対策課）への報告を行う

（注１）運転管理等業務の委託契約期間中に係るものは運転管理等業務受託者、契約期間外に係るものは市が行う。

6-2-(8)

6-2-(9)

6-2-(10)

送水管および付属設備の点検

公共下水道側での異常発生時の対応

浸出水処理水送水管目詰まり時の対応

地表面への溢水発生時の対応

緊急時の対応

施設故障時の修理復旧

その他異常時における関係者・関係団体への連絡

水量と水質に関する記録の作成及び市（廃棄物対策課）への報告

監視及び連絡体制の維持

共同溝内の施設管理

焼却棟内の施設管理、送水ポンプ等維持管理

最終処分場埋立終了後の運用方法

業務内容

浸出水処理水送水ポンプ故障発生時の下水道施設課への連絡

浸出水処理水の水質管理と記録の下水道施設課への提出

浸出水処理水の水質分析

空気弁及び排泥弁の点検及び清掃

排水施設の点検記録の下水道施設課への報告

場外流量計の点検

フロート弁１号２号の点検と監視

極楽寺２号橋電動弁の点検

浸出水処理水着水マンホールの点検
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○公害関連及び処理機能に係る各種調査概要

計量
棟

焼却
施設

リサ
イク
ル施

設

最終
処分
場

水処
理施
設

関連
施設
等

連続測定 ○ 常時

個別測定 ○ -

連続測定 ○ 常時

個別測定 ○ -

○ -

○ - 1.2.16.1①騒音基準、②振動基準

○ - 1.2.16.1③悪臭基準

連続測定 ○ 常時

個別測定 ○ -

○
各埋立区画ごとに、ガス
温度等:月1回以上、発生
ガス成分:年1回以上

変化調査

○ 年2回以上 1.2.16.2④飛灰処理物の溶出基準

不燃残さ(燃え殻)調査 ○ 年2回以上 1.2.16.2⑤不燃残さの溶出基準

焼き鉄（金属）調査 ○ 年2回以上

○ 年6回以上 1.2.16.2⑤不燃残さの溶出基準

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 1月に1回以上/稼動炉 3.2.2.7 焼却条件参照(3%以下)

○ 年2回以上
排出源モニタリングの同処理後調査
とともに処理能力(1.2.16.2④飛灰処
理物の溶出基準)の確認

○ 年1回以上
大気汚染防止法に基づく小型ボイ
ラーの排出基準

○ 年1回以上
ダイオキシン類対策特別措置法に基

づく大気排出基準(5ng-TEQ/m3)

○ 年1回以上

○ 年1回以上

○ 年1回以上 変化調査

○ 年1回以上 変化調査
浸出水処理水の水質は、
排出源モニタリングで実
施

関連施
設

○ 年1回以上
土壌環境基準、ダイオキシン類の水
底の底質に係る環境基準

共通 ○ ○ ○ ○ 搬入の都度

共通 ○ ○ ○ 必要に応じて

○ ○ 年4回以上

○ 年12回以上 FIT法に基づく組成分析

資源物 ○ 年1回以上
(公財)日本容器包装リサイクル協会
「引き取り品質ガイドライン」参照

自主検査

○ 必要に応じて 別途定める廃棄物受入基準

○ 年1回以上

○ 年1回以上

防災調整池の底質調査

別途定める廃棄物受入基準
搬入時の展開検査

水処理施設の汚泥等調査

搬
出
物
の
調
査

PETボトルベール品の品質検査

廃棄物

焼却施設水処理施設の汚泥等調査

リサイクル施設埋立ごみの性状調
査

各種環境基準等

周辺土壌調査

受
入
廃
棄
物
の
調
査

搬入時の目視検査

最
終
処
分
場

埋立残余量の調査

浸出水原水の質・量に関する調査

施
設
の
維
持
管
理
に
係
る
調
査

焼
却
施
設
関
連

焼却残さの熱しゃく減量調査

「3.3.5適正処理」（４）選別物の品
質基準

資源物における缶類・びん類の回
収率と純度調査

飛灰の処理前調査

補助ボイラーのばい煙調査

動物専用炉のダイオキシン類調査

-

埋立地内温度及び発生ガス調査

飛灰処理物調査

敷地境界の騒音・振動調査

敷地境界の悪臭調査

地下水水質調査(しゃ水
機能モニタリング)

焼却灰処理物調査

周辺大気環境

周辺河川底質調査

搬入道の道路騒音・振動調査

各種調査(モニタリング)の種類
本
市

排ガスばい煙調査

浸出水処理施設処理水
調査

施
設
管
理
に
関
す
る
公
害
防
止
協
定

(

案

)

に
基
づ
く
調
査

排
出
源
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

事業者

調査頻度
基準等

（要求水準書参照項目番号）

公害防止基準協定に定める基準
　及び変化調査

性状調査

備考

1.2.16.2①排ガス基準

1.2.16.2②排水基準

一廃 ごみ質

防災調整池排出水調査

埋立地からの粉じん

公共用水域(河川)の水質調査

敷地内地下水水質調査

敷地外地下水水質調査

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
施
設

不燃・粗大ごみにおける鉄類・ア
ルミ・可燃物の回収率と純度調査

要求水準書 別紙６


