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東紀州広域ごみ処理施設整備事業に関するサウンディング型 

市場調査実施要領 

 

 

令和 3 年９月１日 

東紀州環境施設組合 

 

1. 調査の目的 

東紀州環境施設組合（以下、「本組合」という。）では、尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

における広域化による可燃ごみ処理を行うべく、新たなごみ処理施設を令和 10年度より稼働するこ

とを目指しています。 

本調査は、広域ごみ処理施設整備基本構想に基づき、施設の内容をより具体化し、施設の処理方

式の決定や事業方式等の検討に資する情報収集を目的として、民間事業者等に広く意見を募るもの

です。 

なお、本調査は、本組合が「東紀州広域ごみ処理施設整備基本計画策定等及び生活環境影響調査

業務」を委託している国際航業株式会社が実施します。 

 

2. 対象用地・施設の概要 

建設予定地の位置 尾鷲市矢浜真砂地内 

建設予定地の面積 約 23,000m2 

建ぺい率等 建ぺい率 70%、容積率 200% 

都市計画等による制限 非線引き区域、建築基準法第 22条地域 

今後、尾鷲市の都市計画決定を予定 

道路斜線制限 1:1.5、距離 20m 

隣地斜線制限 1:2.5、立上り 31m 

現況 尾鷲市営野球場として使用 

処理対象物 構成市町から排出される、可燃ごみ、脱水し尿汚泥（熊野市、紀北町

分のみ）、災害廃棄物（災害時のみ） 

計画施設規模 71t/日 

稼働予定年度 令和 10年度 

※そのほか、対象用地・施設の概要等は、別添の施設基本構想による。 

 

3. スケジュール 

実施要領の公表 令和３年９月１日（水） 

説明会の参加申込期限 令和３年９月８日（水） 

説明会の開催（web開催） 令和３年９月 15日（水）から９月 17日（金） 

現地見学 個別に申請の上、指定の時間において自由見学 
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サウンディング参加申込期限 令和３年９月 30日（木） 

提案書の提出期限 令和３年 10月 11日（月） 

サウンディングの実施 エントリーシートの希望日（10月 19日から 10月 22

日の間）を調整の上、開催時間を別途通知 

実施結果概要の公表 令和３年 12月中旬を予定 

 

4. サウンディングの内容 

4.1 サウンディングの対象 

本事業に興味があり事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグループで一般廃棄物

処理施設の整備実績を有するもの（法人のグループの場合は、いずれか 1者が当該実績を有するこ

と）を対象とします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者 

② 参加申込書提出時点で、指名停止措置要綱等に基づく指名停止を受けている者 

③ 会社更生法（令和 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（令和 11 年法律第 225 号）に基づ

く更生・再生手続き中の者 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団排除条例等に該当する者 

⑤ 廃棄物処理法第７条第５項第４号に規定する欠格要件に該当する者 

⑥ 市町村税等を滞納している者 

⑦ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

4.2 サウンディングの項目 

サウンディングの項目は、次のとおりです。 

① 本組合が取り扱う廃棄物に係るごみ処理方式の提案・アイデア 

〈例〉ごみ焼却・ごみ燃料化・バイオガス化・堆肥化・上記の組み合わせ処理・新技術等事業方

式に関する提案 

② 本組合で整備を予定するごみ処理施設から発生する副生成物等に対する利活用提案 

〈例〉廃棄物発電、余熱利用施設（温室、養殖場、老人福祉施設、温水プール等）、焼却灰の資源

化、二酸化炭素の回収等 

③ 地方公共団体の施策の方向性を踏まえた提案（地域貢献、環境対策等） 

④ 事業の対象範囲、事業期間等の諸条件に関する提案 

⑤ 資金計画（総事業費、運営費（年額）、交付対象事業費の割合等） 

⑥ その他、事業実施にあたって行政に期待する支援や配慮してほしい事項 
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5. サウンディングの手続き 

5.1 説明会の開催 

当該施設の概要等について、サウンディングへの参加を希望する事業者向けの説明会を web で

実施します。 

参加を希望される方は、期日までに本書に添付の「説明会申込書」を下記申込先へ、参加者の氏

名、所属企業部署名（又は所属団体名）、電話番号を明記の上、電子メールにてご連絡ください。な

お、件名には【説明会参加申込】としてください。 

なお、説明会の参加は、サウンディング参加の必須条件ではありません。 

申込受付期間 令和３年９月１日(水)～９月８日(水) 午後５時まで 

申込先 ８．問い合わせ先のとおり 

説明会開催日時 令和３年９月 15 日（水）～９月 17日（金）の間で調整の上、開催時

間を別途通知 

会場 web開催（Google Meetsによる開催） 

所要時間 30分から 45分程度 

 

5.2 現地見学について 

現地見学は、以下の期間において予定します。現地見学を希望される方は、説明会申込書に現地

見学の希望に○をしていただき、希望の日時を回答ください。日時は、調整の上回答します。現地

見学は、自由見学とし、組合職員及び委託業者は同行しません。野球場の使用状況によりご希望に

添えない場合がありますのでご了承ください。またグラウンドには立ち入らないようお願いします。 

現地見学の受付期間 説明会の申込受付期間に同じ 

申込先 ８．問い合わせ先のとおり 

現地見学日 ９月 13日（月）～9月 22日（水）：土曜日、日曜日、祝日を除く 

見学時間は、指定の時間から 1時間以内としてください。 

なお、現地見学は、サウンディング参加の必須条件ではありません。 

 

5.3 サウンディングの参加申し込み 

サウンディングの参加を希望する場合は、別紙のエントリーシートに必要事項を記入し、件名を

【サウンディング参加申込】として、申込先へ電子メールにてご提出ください。 

申込受付期間 令和３年９月 15日(水)～９月 30日(木) 午後５時まで 

申込先 ８．問い合わせ先のとおり 

 

5.4 サウンディングの日時及び場所の連絡 

サウンディングへの参加申込のあったグループの担当者あてに、実施日時及び場所を電子メール

にて連絡します。希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。 
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5.5 提案書等の提出 

サウンディング事項についての意見・考え等を記載した提案書と電子データを、件名を【提案書

の提出】として送付してください。A4判縦（横書き）で最大 10枚程度（書式自由）とします。図

や工程表等のやむを得ない資料は A3判横書きも可とします。 

その他、必要に応じて、補足資料（配置図等）もご提出ください。 

提出受付期間 令和３年９月 30日(木)～10月 11日(月) 午後５時まで 

提出先 ８．問い合わせ先のとおり 

 

5.6 サウンディングの実施 

サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 

サウンディングの実施に際して、特に資料提出は求めませんが、説明のために必要な場合には、

提出分として計 10部と電子データをご持参ください。 

実施期間 令和 3年 10月 19日(火)～10月 22日(金) 午前 10時～午後５時 

所要時間 1時間程度 

場所 尾鷲市立中央公民館または東紀州環境施設組合事務所を予定 

 

5.7 サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名称は

公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者へ内

容の確認を行います。 

 

6. 留意事項 

6.1 参加事業者の取り扱い 

① サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

② 本組合及び提案者ともに、本調査での提案内容（個別対話時の発言内容を含む。）は、その時

点での想定によるものとし、提案いただいた事業の実施等について、何ら約束するものでは

ありません。 

③ 提案いただいた事業を実施する場合でも、改めて事業者公募を行います。 

④ 本調査の提案者による事業実施を約束するものではありません。 

 

6.2 費用負担 

説明会、現地見学及びサウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

6.3 追加対話への協力 

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施さ

せていただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 
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7. 別紙・参考資料 

参考資料として、以下の資料がホームページに掲載されています。内容をご確認の上ご参加くだ

さい。 

① 広域ごみ処理施設整備基本構想 

https://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17988/1.kihonnkousou.pdf 

② 広域ごみ処理施設整備基本構想【概要版】 

https://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17849/2.kihonnkousou(gaiyoubann).pdf 

③ 広域ごみ処理施設整備基本構想 施設整備の検討 

https://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17988/3.sisetuseibinokenntou.pdf 

④ 広域ごみ処理施設整備」に関するパブリックコメントの実施結果 

https://www.city.owase.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=17988 

 

 

8. 問い合わせ先 

質問等がある場合は下記の調査委託先の連絡先までお問い合わせください。 

＜調査に関するお問い合わせ＞ 

〒183-0057 東京都府中市晴見町2-24-1 国際航業株式会社公共コンサルタント事業部環境保全部

資源循環推進グループ 

 担当：田部井、坂井 

 TEL：０４２－３０７－７４９１ 

 e-mail：hiroko_kamei@kk-grp.jp,yurie_sakai@kk-grp.jp（必ず両名にメール願います。） 

 

9. その他 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、サウンディングを WEB 形式とさせていただく場合が

あります（その場合は、別途申込者に通知します）。 

  



6 

東紀州広域ごみ処理施設整備事業に関するサウンディング型市場調査 

説明会申込書 

 

１ 法人名  

所在地  

(グループの場合)

構成法人名 

 

サウンディング 

担当者 

氏名  

所属企業・部署名  

e-mail  

tel  

２ 説明会の希望日を記入し時間帯をチェックしてください 

（3箇所以上記入してください。） 

９月 15日（水） □9時 30分～ □11時～ □13時～ □14時 15分～ □15時 45分～ 

９月 16日（木） □9時 30分～ □11時～ □13時～ □14時 15分～ □15時 45分～ 

９月 17日（金） □9時 30分～ □11時～ □13時～ □14時 15分～ □15時 45分～ 

３ 説明会 

参加予定者氏名 
所属企業・部署・役職名 

  

  

  

  

４ 現地見学の希望（いずれかに○をしてください） 

（希望する・希望しない）。希望される方は、以下の候補日時を記載願います。 

第１候補   月  日     時～ 

第２候補   月  日     時～ 

第３候補   月  日     時～ 

※ 説明会申込書を受領後、調整の上、実施日時を電子メールにてご連絡します（都合により

希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください）。 

※ 現地見学は、自由見学となります（組合および業務者は同行しません）。  
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東紀州広域ごみ処理施設整備事業に関するサウンディング型市場調査 

エントリーシート 

 

１ 法人名  

所在地  

（グループの場

合）構成法人名 

 

サウンディング 

担当者 

氏名  

所属企業・部署名  

e-mail  

tel  

２ サウンディングの希望日を記入し時間帯をチェックしてください 

（3箇所以上記入してください。） 

10月 19日（火） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17時 □何時でもよい 

10月 20日（水） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17時 □何時でもよい 

10月 21日（木） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17時 □何時でもよい 

10月 22日（金） □10時～12時 □13時～15時 □15時～17時 □何時でもよい 

３ サウンディング 

参加予定者氏名 
所属企業・部署・役職名 

  

  

  

  

※エントリーシートを受領後、調整の上、実施日時及び場所を電子メールにてご連絡します（都合

により希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください）。 

※対話に出席する人数は、１グループにつき４名以内としてください。 

  


