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まえがき
本技術調査 報告書は 、東京二十三 区清掃一 部事務組合（ 以下、清 掃一組とい
う）の平成 28 年度行政監査に伴う 技術調査 委託として、 港清掃工 場プラント
低圧動力制御 盤整備工 事 の積算及び 特命随意 契約が適切に 行われて いるかを、
外部専門家の 視点から 調査、確認し た結果を とりまとめた ものであ る。
なお、本委 託は行政 監査の技術的 な補助と して実施した 。
公益社団法人
担当技術士

大阪技 術振興協会
弓削

靖

技術士（電 気電子 、 総合技術監理 部門）
登録番号

第1章
1.1

印

第 52032 号

調査概要
調査目的

公共工事は競 争入札が 原則であ るが 、 清掃一 組では性能保 証等の必 要から契
約相手方を特 定する特 命随意契約を 締結して いる件数が多 い。この 現状を踏ま
え、次の事項 に留意し 、主に技術的 な調査及 び確認を行う 。
（１）積算に ついて
① 積算方法は適 切か 。また、積算 金額は妥 当か。
② 積算基準の適 用が 適正に行われ ているか 。
③ 標準価格表の 適用 が適正に行わ れている か。
④ 見積による積 算に おいて、その 検討が適 正に行われて いるか。
（２）特命随 意契約の 理由について
① 特命随意契約にしなければならない理由として適切な論理構成となっ
ているか。
② 特命理由の 下 記の 事項について 、論理的 根拠があるか 。
・性能確保及 び性能保 証
・工期の明確 な短縮
1.2

調査実施日
平成 28 年 11 月 29 日(火)

1.3

調査場所
港清掃工 場 2 階 B 会 議室
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1.4

出席者
工場長

1.5

1.6

平田

宏紀（ 機械）

説明者

整備 係長

岩本

貢一（ 機械）

説明者

整備 係

牧野

信之（ 電気）

説明者

整備 係

鈴木

崇史（ 電気）

書記

整備 係

谷口

慎吾（ 機械）

技術課

工務 係長

稲辺

孝一（ 電気）

施設課

工場 係長

小池

勇二（ 機械）

工場係

下倉

久人（ 電気）

整備技術調整 担当係長

柳

信雄

監査事務局長

林

英彦

監査担当係長

金子

信之

技術士(プラント電 気 )

弓削

靖

（ 機械）

日程
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資料確認、技 術審査及 び質疑応答
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（昼休み）
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資料確認、技 術審査及 び質疑応答（ 続き）
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調査方法

・当該工事監 督員の 説 明による工事 概要確認
・質疑応答書 を基にし た当該工事内 容詳細確 認
・当該工事関 連書類内 容確認
・当該工事実 施状況現 場確認
1.7

対象施設概要

(1)焼却炉
形式

全連続燃焼式 スト ーカ 炉
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焼却能力

可燃ごみ 300 トン/日×3 基 (うち１基は予備炉 ）

発熱量

高質

約 13,400ｋJ/kg (3,200kcal/kg)

基準

約 10,000ｋJ/kg (2,400kcal/kg)

低質

約 7,100ｋJ/kg (1,700kcal/kg)

(2)ボイラ
形式

過熱器付自然 循環式水 管ボイラ

蒸発量

最大

59.3t/h×3 基

蒸気圧力

常用

2.70MPa(27.5kg/cm2)

(3)余熱利用設備
形式

蒸気タービン 発電機

蒸気流量

最大

129.8t/h×1 基

蒸気圧力

常用

2.45MPa(25.0kg/cm2)

発電機出力

22,000kW

(4)公害防止設備 ・排ガス 処理設備
集じん設備

形式

ろ過式集じん 器

洗煙塔

形式

水噴霧循環式

脱硝反応塔

形式

触媒脱硝方式

排水処理設備

形式

凝集沈殿・ろ 過・キレ ート吸着処理 方式

(5)コンピュータ システム
プラント制御
1.8

形式

分散型制御シ ステム

工事実施の背 景、 実施 上の制約

(1)工事実施の背 景
・当該清掃工 場は平 成 11 年 1 月に竣工し ており、設置 された施 設、設備は
約 17 年経過し ている 。
・当該清掃工 場の建設 は、プラント ・ 建築事 業者 JV による 入札の 結果、三
菱重工・竹中 ・ 日 産 JV が受注し 、電気設備 は富士電機が 施工した 。
・当該工事の 対象であ る電気設備は 概ね 10～20 年の耐用年 数で ある。
参考：建物付 属設備

電気設備（そ の他のも の）

耐用年 数 15 年

（国税庁耐用 年数 ：建 物・建物附属 設備 )
・当該工事で の更新対 象である装置 類 はすで に製造終了と なり、 製 造メーカ
による修理対 応 期間で ある 10 年もす でに 終 了している。
・製造メーカが推 奨す る耐用年数か ら 5 年 以 上が経過し 、当該 工事 での更新
対象である装 置類は 、平成 22 年度 に 1 台故 障、平 成 23 年度 には 4 台故障、
平成 24 年度には 7 台 故障している 。故障時 には、工場所 有の予備 品と交
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換して応急措 置がとら れていた。
・当該工事での更 新対 象である装置 類が故障 した場合 、次の不 具合 が発生し、
工場の運営に 支障が生 じると共に、 区民の生 活に大きな影 響を与え ること
になる。
■中央制御室 からの監 視制御不能
■焼却炉運転 停止
(2)工事実施上の 制約
・３基の焼却 炉の維持 管理のために １号から ３号までの各 炉 停止計 ３回（全
炉停止含む） 、全炉停 止期間約２週 間を利用 して当該設備 更新工事 を完遂
する必要があ る。
・限られた期 間 での工 事となり、綿 密な実施 計画立案と準 備、工事 実施時の
施工、工程、 品質管理 が必要である 。
・各炉停止期 間終了時 には 設備の正 常復旧が 絶対条件であ り、その ために は
施工業者に当 該清掃工 場 におけるプ ラントフ ロー（焼却処 理、排ガ ス処理
等のための設 備の稼働 順序）、設備 構成等の 熟知が求めら れる。
1.9

工事概要

工事名

港清掃工場プ ラント低 圧動力制御盤 整備工事

工事概要
①コントロー ルセンタ ユニット更新

113 台

１）共通汚水 処理設備 （１）コント ロールセ ンタユニット 更新
２）共通汚水 処理設備 （２）コント ロールセ ンタユニット 更新
②コントロー ルセン タ PLC 更新

10 台

１）共通汚水 処理設備 （１）コント ロールセ ンタ PLC 更新
２）共通汚水 処理設備 （２）コント ロールセ ンタ PLC 更新
３）１号炉設 備コント ロールセン タ PLC 更 新
４）２号炉設 備コント ロールセン タ PLC 更 新
５）３号炉設 備コント ロールセン タ PLC 更 新
６）１号炉排 ガス設備 コントロール セン タ PLC 更新
７）２号炉排 ガス設備 コントロール セン タ PLC 更新
８）３号炉排 ガス設備 コントロール セン タ PLC 更新
９）予備（１ ）（2 号 炉汚水処理設 備等） コ ントロールセ ンタ PLC 更新
10）予備（２）（3 号 炉汚水処理設 備等） コ ントロールセ ンタ PLC 更新
③ソフトウェ ア更新

１式

④試運転調整 及び教育 訓練

１式

4

請負者

富士電機株式 会社

契約金額

135,486,000(税込)

工期

平成 27 年 5 月 29 日 ～平成 27 年 11 月 6 日

1.10

工事内容解説

①コントロー ルセンタ ユニット更新 113 台
・コントロー ルセンタ
プラント内に 多数ある 重要機器電動 機の始動 、停止、逆転 、回転数 制
御、故障等を 一つの筐 体に収納し一 括して管 理できるよう にした装 置
・コントロー ルセンタ ユニット
1 台の電動機 の制御回 路を構成する 基本構成
・更新内容
１）コントロ ールセン タユ ニットの 老朽化に 伴う撤去・新 設
既設コントロ ールセン タユニットが 旧式とな り、現行機種 への更新 が
必要
■変流器及び 零相変流 器の変更
■入出力点数 増による 既設取り合い 部のコネ クタ改造
■ デ ジ タ ル 入 力 信 号 の 仕 様 変 更 （ AC100V→ 無 電 圧 接 点 入 力 ） に よ
るリレー取付 、配線変 更
２）更新ユニ ットと既 存の盤側接続 部の調整
３）既設ブレ ーカの 現 行機種 への更 新で 、操 作ハンドル位 置 変更に よる
盤扉の更新
②コントロー ルセン タ PLC 更新

10 台

・PLC(プログラ マブ ルロジックコ ントロー ラ )
コントロール センタ ユ ニットと中央 監視制御 システム間に あって、 両
者の監視制御 信号（始 動、停止、回 転数指令 、故障等）の 中間処理 を
行う装置
・更新内容
１ ） PLC(プ ロ グ ラ マ ブ ル ロ ジ ッ ク コ ン ト ロ ー ラ )の 老 朽 化 に 伴 う 撤 去・
新設
③ソフトウェ ア改造 1 式
・改造内容
１）更新し た PLC に 適合するよう ソフトウ ェアを変更
■入出力信号 点数増に よるアドレス 変更
■CT(変流器 )更新によ る電流値スケ ール変更
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２）変更後、 模擬回路 による コント ロールセ ンタユニット と PLC との
通信及び動作 確認によ るソフト検証
④試運転調整 及び教育 訓練

1式

・試運転調整
１）シーケン ス試験
■各操作場所 （中央操 作卓、 コント ロールセ ンタ ユニット 本体、現 場
操作盤）からの操作連動（運転、停止、逆転、自動、手動、中央、
現場の組み合 わせ）、 保護連動（過 負荷、短 絡、地絡等の 故障）を
模擬動作させ 、保護動 作及び各操作 場所での 表示内容 を確 認
２）地絡過電 流継電器 単体試験
■試験器を用 いて、新 規ユニットの 地絡過電 流動作値、動 作時間等 を
測定
３）計測イン ターフェ イス試験
■CT(変流器 )に模擬回 路 から定電流 を流し、コントロール センタユ ニ
ット、 中央操 作卓 、現 場操作盤での 計測値 を 確認
４）電動機運 転試験
■各操作場所 から運転 、停止、回転 数指令を 行い、正常動 作を確認
・教育訓練
１）更新後の 装置の取 り扱い、警報 発報時の 対応等につい て の職員 向け
研修
第2章
2.1

調査結果
技術調査にお ける所見

(1)計画
以下の確認に より、適 切であると判 断する。
・下記理由に より、清 掃工場の機能 保全のた めに は更新工 事を 速や かに 実
施することが 必要であ ると認められ る。
■当該工事対 象設備が 耐用年数を迎 えている 。
■当該工事対 象設備の 構成装置類 は すでに製 造終了となり 、製造メ ー
カによる修理 対応期間 である 10年もすでに 終 了している。
■ 当 該 工 事 対 象 設 備 の 構 成 装 置 類 の 故 障 が 平 成 22年 以 降 多 発 し て い
る。
・事業予算は 一組予算 として適切に 手当され た中での執行 となって いる。
■予算名称

東京二十三区清掃一部事務組合
清掃費

施設整備費
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平 成 27年 度 一 般 会 計

清掃工場整備費

工事請負費

投資的工事費
■予算総額

135,700,000円

(2)設計
以下の確認に より、適 切であると判 断する。
・焼却炉の計 画停止期 間 に実施でき 、不具合 を生じている 装置が更 新でき
るよう、更新 範囲や更 新計画が綿密 に 検討さ れている。
・当該工事で 新しく設 置する装置の 特徴を十 分に把握し、 中央操作 卓や現
場操作盤など 既存シス テムとの整合 が図られ 、設備全 体として の機 能性、
信頼性が確保 されるよ う十分に検討 されてい る。
(3)積算
以下の確認に より、 概 ね適切である と判断す る。
・積算や機材 単価は「 一組工事関係 基準体系 図」に記載の 次の基準 類によ
って適切に設 定されて いる。
■工事積算基 準等
■設備積算基 準
■設備積算基 準細目
■設備積算標 準単価
■電気設備工 事積算標 準単価表
・単価のない 機材単価 は 以下の要領 で適切に 設定 されてい る。
■ 公 表 価 格 (カ タ ロ グ 価 格 )か ら 「 設 備 積 算 基 準 細 目 」 に て 基 準 に 定 め
られた率 で低 減した金 額（シーケン サ等）
■見積価格 か ら「設備 積算基準細目 」にて 基 準に定められ た率 で低 減
した金 額（見 積１社の 場合 の規定に 準拠）
・ソフトウェ アの費用 は、下記公的 資料によ り適切に設定 されてい る。
■積算資料（ 経済調査 会発行） 平成27年3月 号

情報サー ビス料金

・積算は港清 掃工場整 備係 で実施さ れた後、 ３者（ 設計調 査担当 、 整備係
長、工場長 ） により確 認照査されて いる。
(4)契約理由
特命随 意契 約に よる １ 社契約 とな って いる が 、 以下 の考 察 に より 、 やむを
得ない措置で あると判 断する。
１）
「1.8

(2)工事実施 上の制約 」に記載 した 制約の中で確 実に工事 を実施

し、終了後に は設備を 正常に復旧さ せ、 確実 に清掃工場の 機能保全 を図
るためには、 当初設置 工事業者 によ る対応が 必須である。 本件は、 当該
工事の特命理 由（下記 ）に合致する 内容であ る。
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(特命理由)
①当該設備は、富 士電 機株式会社に よって設 計、製造されたも ので 、その整備
工事は設備の 構造、機 能全般に精通 した製造 メーカ が行わ なければ 性能の確
保ができない 。
②当該工事は 、製造 メ ーカによる独 自のシス テム構成、ソフト開 発 が行われて
おり、その 他の業者 が 整備工事を行 うことは 極めて困難で ある。シ ステムと
して機能の信 頼性を確 保するために、製 造メ ーカに性能を 保証させ る必要が
ある。
③清掃事業の 性質上 、焼却炉の稼働 停止期間 が限定される ので、焼 却炉の停止
期間を最短化 し、かつ 確実な履行を 求めるに は当該施設に 精通した 業者が最
も信頼できる 。
２）上記は「 公共工事 の入札及び契 約の適正 化の促進に関 する法律 」第三
条第二号に 「 公正な競 争入札の促進 」と ある が、総務省 の 公表資料 「入
札・契約制度につい て 」の見解に 示される と おり、
「 競争入札 制度 の原則
を貫くと当初 の目的が 達成できなく なるなど の弊害が生じ る 」こと が懸
念される。当 該工事は 区民の生活の 一端を支 えるごみ処理 に関連す る設
備が対象であ るため、 工事実施 の最 重要目的 は次の点に集 約される もの
と考える。
・工事実施後 に当該設 備の 機能保全 、信頼性 向上が図られ ること。
・工事実施後 に プラン ト全体が正常 復旧する こと。
よって、上 記の目的 を確実に果た すことの できる施工業 者を選定 する
ことが必須条 件である 。
３）既設電気 設備 には 当初設備設置 工事業者 の独自装置仕 様や 独自 のソフ
トウェアなど が導入さ れているため 、設置工 事業者 以外の 他社が更 新を
実施する場合 には短期 間での更新は 不可能で あり、設備全 体の信頼 性が
低下すること が懸念さ れる。 (※)
４）上記の考 察を踏ま え、当該工事 は 随意契 約に関する規 定である 地方自
治法施行令第 百六十七 条の二

第一 項二号 に 該当するもの と判断す る。

地方自治法施 行令 第百 六十七条の二
二

第一項

不動産の 買入れ又 は借入れ、普 通地方公 共団体が必要 とする物 品の
製造、修理、 加工又は 納入に使用さ せるため 必要な物品の 売払いそ の
他の契約でそ の性質又 は目的が競争 入札に適 しないものを するとき 。

(※)ソフトウェア につ いて
ソフトウェ アはプラ ントを正常運 用し、異 常発生時の情 報収集、 対処策
支援などを行 うための プログラムで あり、非 常に複雑な構 成を して いる。
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そのため、プ ログラム の構成を少し 変更する だけでも、全 体プログ ラムへ
の影響がでな いかなど を入念に確認 して、全 体プログラム を常に正 常な状
態に維持して おく必要 がある。
プログラムは 様々な分 岐処理、判断 などが自 動的に行われ るように 組ま
れたものであ り、様々 な 条件が入力 されても 常に正常な出 力が得 ら れるこ
とが求められ る。時に ある特殊な条 件が入力 された場合に 、誤った 出力が
得られること がある 。
（これを 通称「 バグ」という）プログラ ムは このよう
なこと がない よう 100%のもの が求め られ 、開発 時には いわ ゆる 「バグ取
り」が入念に 行われる 。 プログラム が複雑に なればなるほ ど、その 作業 量
は飛躍的に増 大する。
大規模プラン トなどで は、一たび予 想もしな かったバグに よるプロ グラ
ムの暴走など が発生し ようものなら 、多大な 問題が発生し 、システ ムの機
能が著しく損 なわれる ことにつなが る。よっ て、 ソフトウ ェアの開 発・維
持管理・変更 は作成 者 が責任をもっ て対応せ ざるを得ない 非常に繊 細な作
業である。
2.2

総合所見

本調査は先に 記載した とおり 、書類 や職員に 対するヒアリ ングによ り、以下
の確認を行う ものであ る。
①当該工事発 注金額決 定の過程につ いての妥 当性
②当該工事が 特命随意 契約となって いること の契約理由の 妥当性確 認
以下、総合所 見を示す 。
上記①、②に ついて は「2.1(3)

積算」及び「 2.1(4)

契約理 由 」に示した考

察を踏まえ 、概ね 妥 当 であ り、特 に重大な 指 摘事項はない と判断す る。ただし 、
今後は規模が 大きく市 場原理による 適正価格 の要素が働き にくいプ ラント設備
の事業実施に 関しても 、区民に対 する「事 業 への理解度 」を深め る と共に、「事
業実施に関す る説明責 任」を果たす ための取 り組みが必要 であると 考える。よ
って、以下の 提言を行 う。
・区民の生活 に欠かす ことのできな い重要設 備であ り、必 要十分な 投資を行
って運用して いく必要 があ る事業で ある から こそ、 区民に 対し必要 十分な
情報を積極的 に開示し て「清掃工場 運営事業 への理解度」 を深めて いく努
力が必要であ る。よっ て、今後 この取り 組み へのさらなる 努力を求 めたい。
・区民に対し 事業費が 適正価格であ る と裏付 けることので き る何ら かの仕組
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みづくりが今 後必要 で ある。対象と なる事案 数が限られる 中ではあ るが、
やはりこれま で実施さ れた都内や大 規模自治 体などでの事 例から設 定価格
など様々な情 報をデー タベース化し 、適正価 格が割り出せ るような 仕組み
づくりが求め られる た め、今後この ような取 り組みを推進 されるこ とを求
めたい。折しも世 の中 は IoT（Internet of Things）に よるビッ グ データを
解析・利用し て、新た な付加価値を 創造する 流れ になって いる。上 記デー
タベース化な どの仕組 みづくり によ り 清掃事 業実施に関す る 価格が 適正に
割り出され、 そ れを区 民に公表でき るような 時期が早々に 訪れるこ とを希
望する。
むすび
規模が大き く、市場 原理による適 正価格の 要素が働きに くいプラ ント設備の
事業実施に関 しては、 事業費用積算 や施工業 者契約等の手 続きにお いて、一般
区民の観点か らして不 透明な部分が 生じるの は避けて通れ ない。こ れを改善し
ていくために は、 本事 業に精通する もの以外 の第三者から 見ても適 正である、
と納得させる 何らかの 仕組みづくり が必要で ある。今後速 やかに衆 知を集め、
このような仕 組みづく りに取り組ま れること を希望する。
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