
新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する運営業務委託に係る 

運営モニタリング実施結果について【平成 30年度】 

 

 

１．運営モニタリング実施要領 

  運営事業者(受託者：株式会社むさしの E サービス)が実施する「新武蔵野クリーンセン

ター(仮称)整備運営事業(以下「整備運営事業」という。)」に関する施設運営業務につい

て、整備運営事業「要求水準書 第５章施設運営業務 第１節施設運営業務に関する基本的

事項 ８.市によるモニタリングの実施」及び「運営業務委託契約書 第 54条 市のモニタリ

ング」に基づき、要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されていることを確認

する。 

 

２．対象年度 

  平成 30年度 

 

３．運営モニタリングスケジュール及び内容 

  運営モニタリングは、整備運営事業「要求水準書 第５章施設運営業務 第１節施設運営業

務に関する基本的事項 ８.市によるモニタリングの実施」に基づき、四半期毎に以下の内容

にて実施した。 

区分(対象期間) 日時 実施内容 

第１四半期 

(平成 30年４月～６月) 

平成 30年 ７月 24 日（火曜日） ①財務状況モニタリング 

(経営管理事項) 

 

②施設運営状況モニタリング

(施設運営事項) 

*1 周辺環境モニタリング含む 

*2 事業者提案イベントなどの 

事項は第４四半期に実施 

第２四半期 

(平成 30年７月～９月) 

平成 30年 10月 24 日（水曜日） 

第３四半期 

(平成 30年 10月～12月) 

平成 31年 １月 21 日（月曜日） 

第４四半期 

(平成 31年１月～３月) 

平成 31年 ３月 29 日（金曜日） 

 

４．運営モニタリング実施体制 

  運営モニタリングは、整備運営事業「運営業務委託契約書 第 54 条 市のモニタリング」

に基づき、第三者機関の支援及び技術的助言を得て、市が実施した。第三者機関に関する詳

細事項（業務内容、事業者名など）を以下に示す。 

業務内容 第三者機関 事業者名 

運営管理モニタリング支援 

(モニタリング全般事項) 

株式会社日建設計 

運営管理モニタリング技術支援 

（モニタリング技術的事項） 

公益社団法人全国都市清掃会議 



 

５．運営モニタリング実施結果 

  運営モニタリング実施結果より、要求水準書･運営業務委託で定められた水準が全ての

項目で達成されていることを確認した。 

運営モニタリング（第１四半期～第４四半期）の実施結果を以下に示す。 

 

 ５－１ 運営モニタリング実施結果一覧（総括） 

 

＊モニタリング実施結果判定一覧凡例 

    ○：整備運営事業の要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されている。 

    △：整備運営事業の要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されていない 

     事項があり、一部是正処置及び減額処理が必要なもの。 

    ×：整備運営事業の要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されていない。 

 

区分(対象期間) モニタリング実施内容 モニタリング実施 

結果判定 

第１四半期 

(平成 30年４月～６月) 

■財務状況モニタリング ○ 

■施設運営状況モニタリング ○ 

第２四半期 

(平成 30年７月～９月) 

■財務状況モニタリング ○ 

■施設運営状況モニタリング ○ 

第３四半期 

(平成 30年 10月～12月) 

■財務状況モニタリング ○ 

■施設運営状況モニタリング ○ 

第４四半期 

(平成 31年１月～３月) 

■財務状況モニタリング ○ 

■施設運営状況モニタリング ○ 

  

 

■施設運営費内訳 

整備運営事業「運営業務委託契約書 第 73 条 施設運営費の支払い及び別紙２ 施設運

営費の算定方法」による施設運営費内訳を以下に示す。 

施設運営用 項目 金額(円/年度) *消費税抜き 

固定費  *消費税抜き 

(運転管理及び維持管理等の施設運営に係る固定的費用) 

405,788,000 

変動費(運転管理に必要な薬剤等の購入費用) *消費税抜き 

*小数点以下切捨て(四半期毎にて) 

*変動費単価：766.55(円/t) 

21,848,162 

*処理対象物 28,501.943(t/年度) 

消費税(8%) 34,210,891 

施設運営費 年度合計 461,847,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■施設運営費の見直し（翌事業年度による） 

整備運営事業「運営業務委託契約書 第 74 条 施設運営費の改定方法等及び別紙３ 施

設運営費の見直し」より、翌事業年度の施設運営費の見直し協議を行い、本整備運営事業

の入札時(平成 23 年 10 月から平成 24 年９月の平均値)と平成 30 年度(平成 29 年８月か

ら平成 30 年７月の平均値)の日本銀行調査統計局企業物価指数(12 ヶ月平均値)の変化率

が＋2.08%となり、平成 31 年度の施設運営費(固定費･変動費単価)の見直しは行わない。 

  ＊日本銀行調査統計局企業物価指数(12 ヶ月平均値)の変化率が±3.0%以内の場合には、影響が軽微で

あるとして、施設運営費の見直しを行わないものとする。 

 

５－２ 運営モニタリング実施結果一覧（各四半期毎、業務毎） 

 

＊実施結果一覧凡例 

    ○：整備運営事業の要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されている。 

    ×：整備運営事業の要求水準書･運営業務委託で定められた水準が達成されていない。 

(水準未達による是正及び減額事項あり) 

 

 ①財務状況モニタリング結果 

番号 業務内容 第１ 第２ 第３ 第４ 備考 

１ 運営事業者に関する事項 ○ ○ ○ ○ 要求水準書第３章第１節２ 

２ 実施体制に関する事項 ○ ○ ○ ○ 要求水準書第３章第１節３ 

３ 運営事業者の財務に関する事項 ○ ○ ○ ○ 要求水準書第３章第１節４ 

４ 運営事業者の経営等に関する報告 ○ ○ ○ ○ 要求水準書第３章第２節１～７ 

 

②施設運営状況モニタリング結果(運転管理業務) 

番号 業務内容 第１ 第２ 第３ 第４ 備考 

１ 処理対象物の適正管理 

1)受入供給設備の運転管理 

2)焼却及び不燃･粗大ごみ処理施設の運転管理 

3)用役管理、発生廃棄物の適正処理、緊急時対応 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第２節２ 

２ 有効なエネルギー活用 

1)ごみ発電、近隣公共施設への電力及び熱供給、

再生可能エネルギー活用 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第２節３ 

３ プラント設備法定検査の実施 

1)各設備法定検査の実施、記録の適正管理 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第２節４ 

４ 運転管理時の計測管理 

1)法･条例等で規定の測定及び計測管理 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第２節５ 

(周辺環境モニタリング含む) 

 



③施設運営状況モニタリング結果(維持管理業務) 

番号 業務内容 第１ 第２ 第３ 第４ 備考 

１ 施設の補修･更新等 

1)維持管理計画の適正な履行 

2)施設の点検･検査の実施(周辺公共施設への電力 

供給に伴う電気設備含む) 

3)施設の補修･更新の実施 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節１ 

２ 施設の清掃･樹木等植栽管理 

1)事業範囲内の清掃管理 

2)事業範囲内の樹木等植栽管理 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節２～３ 

３ 施設の警備管理 

1)事業範囲内の警備･防犯･誘導員管理 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節４ 

４ 地元市民等との協働等① 

1)広域支援等の協力(災害廃棄物処理等含む) 

2)住民対応(苦情などの対策など) 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節５ 

５ 地元市民等との協働等② 

1)見学者の対応(一般見学、団体見学など) 

2)環境学習やワークショップ等のサービス提供 

 (事業者提案イベントなど) 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節５ 

６ 施設の安全衛生･防災及び情報管理 

1)事業範囲内の作業環境･安全衛生･防災管理 

2)事業範囲内の情報管理(運転管理マニュアル･ 

保全計画維持管理など) 

○ ○ ○ ○ 要求水準書第５章第３節６～７ 

 

 

 ＊参考 事業者提案イベント開催実績一覧 

 イベント名 開催日時 参加者数 開催内容 

エコマルシェ 

(第４回) 

*台風の影響に伴い、屋内 

にて規模縮小による開催 

平成 30年６月 10日 

(日曜日) 

551 名 環境にやさしい暮らし、ごみ処理などにつ

いて、多くの市民の皆様にお伝えする場づ

くり、交流イベント。 

■各種ブース出展(ワークショップなど) 

■おもちゃのかえっこ(交換会) 

■リチウムイオン電池、生ごみ堆肥パネル 

展示 

■施設見学ツアー･クイズラリー 

エコマルシェ 

(第５回) 

平成 30年９月 16日 

(日曜日) 

1,223名 

エコマルシェ 

(第６回) 

平成 30年 12月９日 

(日曜日) 

809 名 

 

 

 



 

 イベント名 開催日時 参加者数 開催内容 

屋上収穫体験･観察会 平成 30年７月 21日 

(土曜日) 

48 名 屋上のベジタブルガーデン･リサイクルガ

ーデンを活用し、クリーンセンターを身近

に感じた収穫体験･観察会。（講師:成蹊小、

クリーンむさしのを推進する会） 

夏休みワークショップ 平成 30年８月７日 

(火曜日)から 

８月 10日(金曜日) 

538 名 ごみ処理やごみ減量、環境にやさしい行動

について理解を深める場とした、春･夏･冬

休みの子ども向けワークショップイベン

ト。 

■廃材工作(自由工作含む)、ダルマの顔入 

れ、人形作り、クロスウィービング作り 

ワークショップ 

■エコゲーム(すごろくでストップ！地球 

温暖化) 

■TeensTownむさしの(子どものまち) 

■工場･屋上見学ツアー、クイズラリー 

冬休みワークショップ 平成 30年 12月 26日 

(水曜日)から 

12月 27日(木曜日) 

240 名 

春休みワークショップ 平成 31年３月 27日 

(水曜日)から 

３月 29日(金曜日) 

756 名 

オープンハーヴェスト 平成 30年 11月 24日 

(土曜日) 

1,049名 食と環境をテーマに、楽しみ、交流ができる

イベント。 

■各種ブース出展(ワークショップなど) 

■おもちゃのかえっこ(交換会) 

■リチウムイオン電池、堆肥のパネル展示 

■屋上見学ツアー･クイズラリー 

アップサイクル 

イベント 

「クリーンセンターと 

あそぶ はじめよう 

 アップサイクル」 

平成 31年１月 27日 

(日曜日)から 

４月５日(金曜日) 

1,282名 廃材(生活に不要なもの)を用いて、アーテ

ィストの方々によるワークショップイベン

ト。 

*ワークショップに参加した方々の作品は、 

見学者通路、ホールにて展示を実施 

ペチャクチャナイト 

(エコチャット) 

 

平成 31年２月２日 

(土曜日) 

58 名 ごみ焼却施設紹介をテーマとし、クリーン

センター従事職員(市･運営事業者)がプレ

ゼンテーションを行い、参加者同士が語ら

うコミュニケーションイベント。 

*gomi pit BAR 内で実施 

 事業者提案イベント参加者数 合計 

 

6,554名  

 


