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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 、 多摩川 清掃工場
焼却炉補修及びその他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

大阪技 術振興協会

担当技術士

深田

晃二

技術士（衛生 工学部門 ）
登録番号

第1章
1.1

印

第 58565 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。
a）特許等工業所 有権 （法的実効性 を含めて 検証）
b）性能確保及び 性能 保証
c）工期の明確な 短縮
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1.2

調査実施日

平成 28 年 12 月 6 日(火)
1.3

調査場所

多摩川清掃工 場 3 階 会 議室
1.4

出席者

工場長

丹下

邦彦（ 機械）

説明者

整備 係長

佐藤

晋吾（ 機械）

説明者

整備 係

浅野

真之（ 機械）

(書記)

整備係

園田

樹弘（ 電気）

整備係

川畑

伸兆（ 電気）

整備係

冨田

達（機 械）

上田

基雄（ 機械）

工場係長

小池

勇二（ 機械）

工場係

千葉

雅人（ 機械）

技術課
技術 係長
施設課

整備技術調整 担当係長

1.5

柳

信雄

（ 機械）

監査事務局長

林

英彦

監査担当係長

金子

信之

担当技術士

深田

晃二（ 衛生工学 部門）

日程

１０：００

工事概要の説 明

１０：２０

資料確認、技 術審査及 び質疑応答

１２：００

（昼休み）

１３：１０

資料確認、技 術審査及 び質疑応答（ 続き）

１４：３０

現場視察

１５：２５

講評

１６：００

終了
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1.6

調査方法

工事調 査は下記 の方法により 実施した 。
（１）当該工 事監督員 の 説明による 工事概要 確認
（２）質疑書 及びそれ に対する回答 を基にし た当該工事内 容詳細確 認
（３）当該工 事関連書 類内容確認
（４）当該工 事実施状 況現場確認 （ 中間点検 中につき、見 学者コー ス 巡回）
1.7

対象施設概要

（１）焼却炉
炉形式

回 転ストーカ式
全連続燃焼式 火格子焼 却炉 （廃熱ボ イラ付）
燃焼ガス温 度 850℃以 上、滞留時 間 2 秒以 上

設計最高発熱 量

12,100ｋJ/kg

規模（炉基数 ）

300 トン／日（150 トン ／日×2 基）

焼却能力

300 トン／日

（２）灰溶融 炉
炉形式

回 転式表面溶融 炉（都市 ガス燃焼式、 二重円筒 構造）
1,200℃以上で 加熱溶 融

規模（炉基数 ）

30 トン／日（30 ト ン ／日×1 基）

溶融能力

30 トン／日

溶融スラグ

ガ ラス状スラグ は元のゴ ミの約 40 分の １の容 積

（３）ボイラ
ゴミ燃焼 の熱を回 収し蒸気をエ ネルギー として利用
過熱器 付自然循 環式水管ボイ ラ
蒸発量

23.3t/h

蒸気圧 力 、 温度

4.00MPa、400℃

（４）ろ過集 じん器
排ガス中 のばいじ んを捕集
排ガス中に活 性炭と消 石灰を吹き込 み、活性 炭に吸着され たダイオ キシン
類や、消石灰 に反応さ せた硫黄酸 化 物、 塩化 水素を除去す る
（５）排ガス 洗浄塔
排ガスと 苛性ソー ダ溶液を接触 させ、塩 化水素、硫黄 酸化物を 除去
（６）触媒反 応塔
排ガス中 の窒素酸 化物やダイオ キシン類 を分解する
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（７）蒸気タ ービン発 電機
ボイラで発生 させた蒸 気でタービン を回して 発電する
形式

抽気復水ター ビン

蒸気流量 、 圧力

最大

35.9t/h、3.71 MPa

発電出力

最大

6,400kW

2014 年度 実績

36,295MWh（環境報告 書 2015）

2015 年度 実績

36,284MWh（環境報告 書 2016）

（８）中央制 御室
施設内設備 を集中的 に監視・制御 する
（９）汚水処 理設備
清掃工場 の床排水 や、排ガスの 洗浄水に 含まれる固形 物・重金 属類 等を規
制値以下まで 除去し下 水道に放流
二段凝集沈殿 ろ過方式

230m 3 /日

処理量

（１０）余熱 利用 設備
場外熱供給設 備（ 区立 矢口区民セン ター、温 水プール）
高温水（無償 供給）

1.8

7.53GJ/h

（130℃、循環使用）

2014 年度 実績

3,637GJ/年（環 境報告書 2015）

2015 年度 実績

2,890GJ/年（環 境報告書 2016）

工事実施の背 景、 実施 上の制約

（１）工事実 施の背景
①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、 石
川島・大林 ・鴻池建 設共同企業体 が受注し 、 プラント工 事 は石川 島播磨重
工業株式会社 ） が施工 した。
工期

平成 12 年 3 月 9 日から平 成 15 年 6 月 30 日 まで

②当該清掃工 場は 竣工 以来約 13 年 が経過し ている。 多摩 川清掃工 場 が株式
会社ＩＨＩ環 境エンジ ニアリング（ 本工事の 特命業者）に 発注した システ
ム的な補修・ 修繕・整 備・改修工事 の発注額 は次の通りで あ る。
平成 25 年度

４件 （合計契約金 額

286,114,500 円）

平 成 26 年度

８件（合計 契約金額

332,456,400 円）

③平成 27 年 度は本工 事により補修 整備が行 われたが、多 摩川清掃 工場運営
協議会資料（ 平成 28 年 10 月 19 日）によ ると、 本工事 後の 平 成 27 年 12
月と平成 28 年 1 月に １号炉故障の ため休炉 している。経 年劣化 等 による
休炉予防のた め今後と も 定期的なメ ンテが 必 要である。
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（２）工事実 施上の制 約
①清掃一組内 の 他清掃 工場と関係を 調整の上 、 限られた工 期が設定 されてお
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。
②未処理ゴミ の滞留を 起こさないた めに 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
ラントシステ ム及び 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

（１）工事名

多 摩川清掃工場 焼却炉補 修及びその他 整備工事

工事場 所

大 田区下丸子二 丁目３３ 番１号

（２）工事概 要
Ⅰ

焼却炉補 修工事
§２焼却炉本体設備 、 §３灰処理設備、§５ 通風設備、§６煙道 設 備、
§７集 じ ん設 備 、§８ 洗煙 設 備、§９ 触媒 反 応設 備 、§11 ボ イラ 設備 、
§12 発電設備 、§14 蒸気復水設備 、§15 純水設備、§18 給水 設備

Ⅱ

整備工事
§１灰処理設備

（３）契約金 額

284,040,000(税込)

（４）工事工 期

平成 27 年 5 月 21 日 ～平成 27 年 9 月 4 日

（ただし、Ａ 部分工事 については
（５）請負者
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平成 27 年 7 月 31 日 まで）

株式会社ＩＨ Ｉ環境エ ンジニアリン グ

工事種目別事 項 詳細

（１）Ａ部分 工事
Ⅰ

焼却炉補 修工事

§２焼却炉本体設備
１．回転スト ーカ清掃 及び点検（１ 号系）
２．回転スト ーカロー タリージョイ ント点検 整備（１号系 ）
３．焼却炉耐 火物補修 （１号系）
４．着火バー ナ点検整 備（１号系）
５．給じん・ 後燃焼ス トーカ用油圧 駆動装置 点検整備 （ １ 号 系 ・ Ｂ 号 機 ）
６．給じん装 置点検整 備（１号系）
§３灰処理装置
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１．ストーカ 下コンベ ヤ（１）清掃 及び点検 （１号系）
２．主灰コン ベヤ（２ ） 点検整備（ １号系）
§５通風設備
１．押込ファ ン点検整 備 （１号系）
§６煙道設備
１．誘引ファ ン 点検整 備（１号系）
２．誘引ファ ン回転数 制御装置点検 整備（１ 号系）
§７集じん設備
１．ろ過式集 じん機清 掃及び点検 （ １号系）
２．焼却炉用 供給ブロ ア点検整備（ １号系・ Ａ号機）
３．集じん機 用空気圧 縮機点検整備 （共通系 ・Ｃ号機）
§８洗煙設備
１．排ガス 洗浄塔清 掃及び点検（ １号系）
２．減湿冷 却水ポン プ点検整備（ １号系・ Ｂ号機）
３．ガス冷 却ポンプ 点検整備（１ 号系・Ｂ 号機）
４．吸収循 環ポンプ 点検整備（１ 号系・Ｂ 号機）
§９触媒反応設備
１．アンモ ニア気化 装置清掃及び 点検（１ 号系）
２．触媒反 応塔清掃 及び点検（１ 号系）
§11 ボイラ設備
１．蒸気ド ラム開放 点検（１号系 ）
２．ボイラ 水管外部 清掃（１号系 ）
３．ボイラ 水管肉厚 測定（１号系 ）
４．ボイラ 水圧試験 （１号系）
５．安全弁 封鎖試験 （１号系・共 通系）
６．ボイラ 給水ポン プ点検整備（ １号系・ Ｂ号機）
７．ボイラ 循環水ポ ンプ点検整備 （１号系 ・Ｂ号機）
８．手動弁 点検整備 （１号系・共 通 系）
９．調節弁 点検整備 （１号系・共 通系）
１０．電動 弁点検整 備（１号系）
１１．ボイ ラ保安警 報作動試験（ １号系）
１２．スー トブロア 点検整備（１ 号系）
§12 発電設備
１．タービ ン発電機 等点検整備（ 共通系）
２．タービ ン抽気減 温減圧装置の 点検整備 （共通系）

6

３．電動弁 点検整備 （共通系）
§14 蒸気復水 設備
１．脱気器 給水ポン プ点検整備（ １号系・ Ｂ号機）
２．排気復 水ポンプ 点検整備（共 通系・Ｂ 号機）
３．減温水 供給ポン プ点検整備（ 共通系・ Ｂ号機）
４．真空ポ ンプポン プ点検整備（ 共通系・ Ｂ号機）
５．タービ ン排気復 水器ファン駆 動装置点 検整備（共通 系）
６．給熱蒸 気だめ減 温減圧装置点 検整備（ 共通系）
７．タービ ン排気復 水器制御盤整 備（共通 系）
§15 純水設備
１．純水装 置点検整 備（共通系）
２．純水装 置制御盤 整備（共通系 ）
§18 給水設備
１．冷却水 揚水ポン プ点検整備（ 共通系・ Ａ号機）
２．冷却水 補助揚水 ポンプ点検整 備（共通 系・Ａ号機）
（２）Ｂ部分 工事
Ⅰ

焼却炉補 修工事

§２焼却炉本体設備
１．回転スト ーカ清掃 及び点検（２ 号系）
２．回転スト ーカロー タリージョイ ント点検 整備（２号系 ）
３．焼却炉耐 火物補修 （２号系）
４．着火バー ナ点検整 備（２号系）
§３灰処理装置
１．ストーカ 下コンベ ヤ（１）清掃 及び点検 （２号系）
２．灰溶融炉 煙道等内 部清掃及び点 検（共通 系）
３．灰溶融炉 耐火物補 修（共通系）
４．溶融飛灰 処理設備 制御盤整備（ 共通系）
§５通風設備
１．押込ファ ン点検整 備（２号系）
§７集じん設備
１．ろ過式集 じん機清 掃及び点検（ ２号系）
２．焼却炉用 供給ブロ ア点検整備（ ２号系・ Ａ号機）
§８洗煙設備
１．排ガス 洗浄塔清 掃及び点検（ ２号系）
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２．減湿冷 却水ポン プ点検整備（ ２号系・ Ａ号機）
３．ガス冷 却ポンプ 点検整備（２ 号系・Ａ 号機）
４．吸収循 環ポンプ 点検整備（２ 号系・Ａ 号機）
§９触媒反応設備
１．アンモ ニア気化 装置清掃及び 点検（２ 号系）
２．触媒反 応塔清掃 及び点検（２ 号系）
§11 ボイラ設備
１．蒸気ド ラム開放 点検（２ 号系 ）
２．ボイラ 水管外部 清掃（２ 号系 ）
３．ボイラ 水管肉厚 測定（２ 号系 ）
４．ボイラ 水圧試験 （２ 号系）
５．安全弁 封鎖試験 （２ 号系）
６．ボイラ 給水ポン プ点検整備（ ２号系・ Ｂ号機）
７．ボイラ 循環水ポ ンプ点検整備 （ ２号系 ・Ｂ号機）
８．手動弁 点検整備 （２号系 ）
９．調節弁 点検整備 （２ 号系）
１０．電動 弁点検整 備（ ２号系）
１１．ボイ ラ保安警 報作動試験（ ２号系）
１２．スー トブロア 点検整備（２ 号系）
§14 蒸気復水 設備
１．脱気器 給水ポン プ点検整備（ ２号系・ Ｂ号機）
Ⅱ

整備工事

§１灰処理設備
１．後燃焼 室下部灰 搬出装置補修 （共通系 ）
第2章
2.1

調査結果
技術調査にお ける所見

2.1.1 仕様
（１）準拠す る仕様書
①平成27年度多摩川 清 掃工場焼却炉 補修及び その他整備工 事 特記仕 様書
②東京都工事 標準仕様 書（建築・機械設 備・電気設備）（特記 仕様 書 1-3-1-1）
2.1.2 積算
（１）積算基 準は東京 都 清掃局の積 算基準を 継承し清掃一 組が作成 した 下記の
積算基 準（平成 27年6月版）を使用し ている 。
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①設備積算基 準細目
②設備積算標 準単価
（２）積算ヒ アリング 調査
積算の詳細に ついて説 明があった。
１）特命随契 であって も 、見積採用 の場合、 部品等は３社 見積りを 基準と
し、３社の最 低価格に 基準に定めら れた 減額 率を掛けて 採 用価格と して
いる。
２）設置工事 業者 を通 す製作物等は １社見積 りであるが、 基準に定 められ
た減額率を 掛 けて採用 価格としてい る。
３）支給材の 価格は 購 入当時の価格 、新規品 は今回見積価 格のため 、 同様
の部品で価格 が前後す る場合がある が、基準 通りの積算で ある 。
４）一定金額 以上は高 額機器扱いと する。本 工事でも一 品 目対象品 がある
が、設置 工事業者 価格 に基準に定め られた 減 額率をかけて 採用して いる。
５）基準に定 められた 率は過年度と の価格 を 比較した上で 適切に変 えてい
る。
６）支給 材に対し 施工業者の性 能保証責 任はない。
７）消耗 品雑材料 については、 基準に定 められた率 で 算出して おり、上限
金額を設けて いる。
８） Ａ部 分工 事， Ｂ部 分工 事の§11.2（ボイ ラ 設 備） がほ ぼ同 じ内 容で工
事費に大きな 開きがあ る のは、工期 が夏期 （ Ｂ部分工事） とその他 季節
（Ａ部分工事 ） と違う ため、 清掃一 組積算基 準でダイオキ シン類ば く露
防止対策割増 の割増率 と、足場損料 の考え方 が異なる ため である。
９ ） 工 費 算 出 に 使 う 労 務 単 価 は 作 業 工 種 ご と に 清 掃 一 組 本 庁 で 年 1回 見 直
しを行ってい る。歩掛 りは工事項目 ごとに工 程日数 等から 算出し、 労務
単価を乗じて 工費を算 出 している。 撤去歩掛 りも整備され ている。
１０）設 計書に 積 算項目 記載の ない経費 類が どこに計 上 されて いるか確認
した。
現場 代理 人、 監理技術 者、 電気保安 技術者等の経 費 や 旅費 交通費 は現
場管理費に含 まれる。 清掃一組積算 基準には 現場管理費や 一般管理 費に
含まれる費用 経費項目 が詳細に記載 されてい て、費用 経費 計上はそ れら
に従っておこ なってい る。
１１）ガ スケット 、 ボルトナッ ト などが 「工費に含む 」とある のは、それ
らの部品費 を 含めて歩 掛りを決めて いる。再 使用する 弁等 の これら 小部
品は、弁の 本 体価格な しでも工費に 計上され ている。
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１２）作 業割増は 清掃一組積算 基準によ るが、不快作 業と能率 低下作業を
合わせて最大 割増率を 決めている。
１３）共通費 の算出方 法
①「全体工事 」共通仮 設費は、（Ａ 部分工事 、Ｂ部分工事 ＜整備工 事を
含む＞の直接工事費＋「全体工事」支給材料費）から（「全体工事」
有価物売却費 、受入料 金、分析費） 等を減じ た額（算定対 象額）を 元
に共通仮設費 率を求め 、 それに算定 対象額を 乗じて算出し ている。
②「全体工事 」純工事 費は、（Ａ部 分工事＋ Ｂ部分工事 ＜ 整備工事 を含
む＞の直接工 事費）に （「全体工事 」共通仮 設費と「全体 工事」安 全
対策費、「全 体工事」 環境対策費） を加算し て算出。
③現場管理 費 率は、（「全体工事 」純工事 費 ＋「全体工 事」支給 材 料費）
から（「全体 工事」有 価物売却費、 受入料金 、分析費）等 を減じた 額
を元に算出し ている。
④「全体工事 」現場 管 理費は、（「 全体工事 」純工事費－ 高額機器 材料
費 ＋ 基 準 に 定 め ら れ た 率 ×高 額 機 器 材 料 費 ＋ 基 準 に 定 め ら れ た 率 ×
「全体工事」 支給材料 費）から（「 全体工事 」有価物売却 費、受入 料
金、分析費）等を減じた額に③現場 管理費率を乗じて算出している。
⑤「全体工事 」工事原 価は、（「全 体工事」 純工事費＋「 全体工事 」現
場管理費）と して算出 。
⑥一般管理費 等率の算 出は、（「全 体工事」 工事原価＋「 全体工事 」支
給材料費）か ら（「全 体工事」有価 物売却費 、受入料金、 分析費） 等
を減じた額を 元に算出 。
⑦「全体工事 」一般管 理費等の算出 は、（「 全体工事」工 事原価－ 高額
機器材 料費＋ 基準 に定 められ た率 ×高額 機器 材料費 ＋ 基準 に定 めら れ
た率×「全 体工事 」支 給材料 費）か ら（ 「全 体工事 」有価 物売 却費 、
受入料金、分 析費）等 を減じた額に ⑥一般管 理費等率を乗 じて算出 し
ている。
⑧「全体工事 」工事価 格は、「全体 工事」工 事原価＋「全 体工事」 一般
管理費等で算 出。
⑨以上のよう に、あら かじめ全体工 事に対す る各共通費を 算出する 。 各
工事部分の共 通費算出 は、各工事部 分の直接 工事費を全体 の直接工 事
で除し、それぞれの直接工事費割合に応じて案分している。つまり、
高額機器を使 用する設 備または工事 単独での 減額は行わず 、高額機 器
に対する各共 通費の減 額は工事全体 に案分さ れている 。
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１４）以上 の積算作 業により契約 目途額（ 予定価格）を 予定価格 調書として
作成し、工事 施行依頼 書が工場長よ り起工担 当課長に提出 され てい る。
【所見】
積算 について のサンプリン グ調査の 結果 、準拠す る基準、 採用価格、
共通費算出過 程 、全体 集計 等につい て 、所定 の積算基準に 準拠して 行わ
れており不備 な点は見 受けら れず、 適切に行 われているも のと考え られ
る。
高額機器の基準に定められた率をどのように決定するかについての
要 領 は 存 在 し な い よ う で あ り 、 1工 場 だ け で は 比 較 の 対 象 が な い 機 器 で
も、清掃一組 の類似の 機器発注実績 などから 類推できる場 合がある と考
えられるので 、 全工場 横断的な 価格 調査 によ り対処された い 。
2.1.3契約
（１）清掃一 組本庁 内 で契約に至る までの手 続きは 次の通 り行われ ている 。
１）起工担当 から 特命 理由書、契約 締結請求 書、契約締結 請求確認 書、起
工書が契約担 当部署に 提出され る。
２）指名業者 等選定委 員会要綱（平 成 26年3月27日版）にしたが い 、本庁
「指名業者 等 選定委員 会 」で審議し 特命 随契 に決定してい る （契約 方法
決定書）。
３）指名業者 等選定委 員会 は、部課 長をメン バーとして構 成される 。
４）契約担当 が見積通 知書を発行し 、特命業 者から見積書 入手 する 。予定
価格内になる よう 見積 合わせ の上で 契約金額 を決定し 、契約さ れて いる。
（２）特命理 由書
特命に決定し た理由と して下記の理 由書が作 成されている 。
特命理由書
【工事件名】
多摩 川清掃工場焼 却炉補修 及びその他整 備工事
【特命の相手 方】株式 会社ＩＨＩ環 境エンジ ニアリング
【特命理由】
（１） 焼却プラント がその性 能を発揮する ためには 、システ ム全体の 一体 的、
有機的な機能 が確保さ れなければな らない 。補修及び整備 工事にお いて
は、既存設備 の構造や 性能をふまえ 、これと 整合する施 工 が求めら れる。
そのためには、既存設 備の構造、機能、性能 に精通した業 者に一体 的に
請け負わせる 必要があ る。
（２） 焼 却 プ ラ ン ト は 、 一 連 の 有 機 的 シ ス テ ム と し て 構 成 さ れ 、 多 く の 部 分
については設 置工事業 者が特許権な ど工業所 有 権、ノウ ハウ等を 有 して
おり、他の業 者が補修 及び整備工事 を行うこ とはきわめて 困難であ る。
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（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 める当該施設 に精通し た業
者が最も信頼 できる。
多摩川清掃工 場の焼却 プラント設置 業者は株 式会社ＩＨＩ であるが 、株
式会社ＩＨＩ は平 成 21 年 10 月 1 日 より、ゴミ処理施設（汚泥 溶 解・焼却
処理施設を含 む）の 営 業・計画・施 工事業 、及びそれらに 付随する 事業に
関する権利義 務を株式 会社ＩＨＩ環 境エンジ ニアリングに 継承して いる。
以上の理由か ら、本工 事を株式会社 ＩＨＩ環 境エンジニア リングへ 特
命する。
【契約実績】
（１）件
名 東京 都多摩川清掃 工場プラ ント更新工事
請負業 者 石川 島・大林・鴻 池建設共 同企業体
（プ ラント工事 石川島播 磨重工業株式 会社）
契約金 額 ￥15,598,800,000.工
期 平 成 12 年 3 月 9 日から 平成 15 年 6 月 30 日 まで
（２）件
名 多摩 川清掃工場 焼 却炉補修 及びその他整 備 工事
請負業 者 株式 会社ＩＨＩ環 境エンジ ニアリング
契約金 額 ￥297,460,000.工
期 平 成 26 年 5 月 23 日か ら 平成 26 年 8 月 29 日まで
【根拠規定】
地方自治法施 行令 167 条の２第 1 項第 2 号
（３）特許等 工業所有 権（法的実効 性を含め て ）の検証
今回の調査 用として 入手した特許 等工業所 有権の内容を 確認した 。
（特許番号 ）
① 特 3852193

（出 願日）
1997.12.9

（発 明の名称 ）

回転火格子炉 の燃 焼制御方法及 び装置

内容：回転火格子 炉内 で燃焼中の火 炎重心を 重心法で求め 、回 転火 格子
炉回転数、蒸発量、給 じんプッシャ ー周期を 推論する燃焼 制御方 法 。
② 特 3968828

1997.7.4

回転火格子炉 の燃 焼制御方法及 び装置

内容：火炎重 心位置が 回転炉内で一 定の範囲 内で安定した 燃焼とな る
ようファジー 演算によ り燃焼制御を 行う。
③ 特 4103235

1999.4.8

回転ストーカ 式ご み焼却炉の燃 焼制御方 法

内容：ごみ層 厚 3 パタ ーン、燃 焼分布を ３つ に分け、合計 9 パター ンの
どの状態かを 推定し、 最適燃焼パタ ーンに戻 す回転ストー カ式ご み
焼却炉の燃焼 制御方式 。
④ 特 4164978

1999.4.8

炉内ごみ層 厚検出方 法及び層厚に よる空気 配

分制御方法
内容 ： 炉 内 ご み 層 厚 を 検 出 す る 方 法 及 び 層 厚 に よ る 空 気 配 分 制 御 方 法 。
⑤ 特 4182934

2004.8.20

回転ストーカ 式燃 焼炉の一次空 気供給装 置
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内容：炉上流空気 送給 ラインから各 通気領域 に開閉弁を設 け、順 に 開閉
することによ り通風 量 及び圧力を調 整する一 次空気供給装 置 。
⑥ 特 4200789

2003.3.７

焼却方法 、及び焼 却設備

内容：酸素貧化空 気を 生成供給し燃 焼させる 炭化工程と 、酸素 富化 空気
を生成供給し て燃焼さ せる燃焼工程 を有する ことを特徴と する焼
却方法。
⑦ 特 4122948

2002.11.28

ろ過式集塵器の 腐 食防止装置

内容：二重蓋構 造のろ 過式 集塵器に パッキン を介在させ取 付ボルト にて
着脱自在に取 り付ける 腐食防止装置 。
⑧ 特願平 10-371229

1998.12.25

廃棄物焼 却 プラントボイ ラ伝熱管 用

高耐食性オー ステナイ ト系ステンレ ス
内容： 廃棄物焼 却発電プラン トで溶融 塩腐食及び酸 露点腐食 に優れた抵
抗性を有する ステンレ ス鋼。 この特 許は東京 都と ＩＨＩを 含む 大手
焼却炉 プラン トメーカ 一１０社の共 同出願で ある。
⑨ 特願平 11-71887

1999.3.17

蒸気タービン 発電機の運転 制御方法 及び

装置
内容： 主蒸気圧 力に応じた発 電を行う 調圧制御モー ドを基本 とする。 こ
の特許は ＩＨ Ｉと 東芝 グループの共 同出願で ある。
⑩ 特願 2000-76256 2000.3.17

バグフィル タ ーの濾布清掃 用ノズル 装置

内容： 濾紙の外 側に付着する ダストの 除去や目詰ま りを、 圧 縮空気を供
給するノズル を回転自 在に取り付け る。 この 特許は (株)ジェイテッ
クスとの共同 出願であ る。
⑪ 特願 2002-328954

2002.11.13

排ガス冷 却塔とダスト かき寄せ 機

内容：少ない動 力でダ ストを排出す ることが できるダスト かき寄せ 機を
備えた排ガス 冷却塔。
⑫ 特願 2003-163458

2003.6.9

減温塔 の排 ガス出口温度 制御方法 及び

装置
内容： 排ガス中 のダストに湿 りを生じ させることな く、減温 塔出口の排
ガス温度を設 定温度に 精度よく調整 できる。
【所見】
これらの特許 等工業所 有権者は石川 島播磨重 工（株）及び 社名変更 後の
（株）ＩＨＩ であり今 回の 特命業者 （株）Ｉ ＨＩ環境エン ジニアリ ングで
はない。しか し特命理 由書にあると おり、営 業・計画・施 工事業、 及びそ
れらに付随す る事業に 関する権利義 務を株式 会社ＩＨＩ環 境エンジ ニアリ
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ングに継承し ている の であるから 、 特許権等 は全て今回の 特命業者 に継承
されるものと 考えられ る。
特許権の存続 期間は、 特許出願の日 から ２０ 年である。 上 記１２件 は全
て存続期間内 であり法 的に有効であ ると考え られる。
多摩川清掃工 場の 回転 火格子炉はＩ ＨＩ独特 のシステムで あり、上 記①
～⑥等の特許 は 、本工 事で発注され た工事種 目の内、 焼却 炉補修工 事の回
転ストーカ清 掃及び点 検、回転スト ーカロー タリージョイ ント点検 整備、
着火バーナ点 検整備、 給じん・後燃 焼ストー カ用油圧駆動 装置点検 整備、
給じん装置点 検整備 、 通風設備、煙 道設備 な どの工事 に関 連してい る。
また、上記⑦ の特許に 関連する 腐食 防止 の対 象として集じ ん設備の 補修
を行っている 。
（４）特命随 意契約の 妥当性につい て
特命随意契約 を行った 理由について 説明があ った。
１）他の業者 に工事を 発注する場合 、①シス テム運転に伴 う連動イ ンター
ロック等の事 前調査に 伴う運転停止 が発生す る、②使用材 料の事前 調査
が必要、③工 場全体の システムを熟 知してい ない、などの 要素から クリ
ティカルパス ※ １ が設 定された工期 に収まら ない 。
２）特命理由 にあげた ３点により、 その他業 者への発注は 不可能 で ある。
３）システム 一体的な 工事や制御は プラント メーカに特命 随意契約 とし、
入札可能な物（汚水 処 理設備、給 じん設備 、クレーンのバ ケット部 分等）
は競争入札 を 実施して いる 。
(注）クリティカルパス※１： 各々の作業の開始から終了迄の一連の工程組合せからなるネットワーク工程表にお
いて、工事全体の開始から終了までのパス（関連性のある各作業の所要日数を順次積算したルート）の中で最
も日数を要するパスのことをいう。クリティカルパスの作業が遅れると、プロジェクト全体のスケジュールが遅れる
ことになるので、クリティカルパス上の作業を管理することがプロジェクトを管理する上で重要である。

【所見】
本工事は前述 のように ＩＨＩ独自の 回転スト ーカ炉に係わ る 特許が 多く
含まれており 、その利 権上の問題だ けでなく 、施工及びシ ステム運 転 ソフ
トなどの知見 が一般的 ではないため 、その他 の業者が施工 すること は、 技
術的に不可能 と考えら れる。また、 性能確保 の観点からも 、迅速な ゴミ処
理に対応でき るように 工期内に竣 工 できる能 力があるかな どの詳細 な事前
審査が必要と なる。あ わせて、現状 の事前調 査に時間をと られるた め、 ク
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リティカルパ ス が設定 された工期に 収まらな い 可能性が高 いと考え られる。
以上の様な理 由から 、地方自治法施 行令 第 167 条の 2

第 1 項第 2 号に

該当し、「特 殊な技術 、機器または 設備等を 必要とする工 事で、特 定の 者
との契約を締 結しなけ れば契約の目 的を達す ることができ ないとき 」 と考
えられ、 特 命 随 意 契 約 と す る こ と が 妥 当 で あ る と 考 え ら れ る 。

2.2

総合所見

本調査は書類 や職員に 対するヒアリ ングによ り、（１ ）積算に つい て、（２ ）
特命随意契約 の理由に ついて、重点 的に行っ たものである 。各項に 関する総合
所見を示す。
積算につい ては、積 算方法・積算 金額の妥 当性について 清掃一組 積算基準の
適用が適正に 行われて いるかどうか を中心に 行 い、適 切である こと を確認した 。
次の点につい て一般的 な積算 業務と 相違が見 られる 。
（１）設計 書におけ る 各工事項目積 算が、① 機器部品価格 、②消 耗 品雑材料、
③工費の３項 目しかな い。
（２）複合 単価の考 えが 取り入れ られてい ない 。
（３）ガスケ ット、 ボ ルトナット な どの小部 品の材料費が 工費に包 含されて
いる。
（４）特殊業 務の旅費 ・日当・宿泊 費等が考 慮されていな い。
特命に限ら ず競争入 札においても 、業者か らの提出見積 との項目 対応が難し
く項目毎の金 額査定が 困難 ではない かと推測 される。特に 工費につ いて、今後
業者見積と項 目比較が できて査定で きる工費 の 算出根拠明 細 （たと えば、工種
○○工・単価○ 円 /人工×○人工×割増率○ ＝工費など）を 設計書 に記載する方
式を考慮され ることを お勧めする。
契約金額に対 する 業者 全体 見積の低 減率 と高 額機器材料費 の 低減率 の比較に
おいて、高額 機器の 低 減率が著しく 小さくな らないよう 、 他工場の 価格実績や
重量単価等多 種の査定 ツールを準備 されるこ とが望まれる 。
特命随意契 約につい ては、 個別所 見で述べ たとおり適切 な論理構 成となって
いてその妥当 性は十分 にあるものと 認められ る。

15

むすび
環境報告書 により排 ガス・排水の 測定値が 公開されてい て、ダイ オキシンを
含め全ての項 目で自己 規制値をクリ アーして いる 。また、 清掃工場 便りで焼却
灰等の放射能 濃度や工 場敷地境界線 等の空間 放射線量率を 発表し、 清掃工場入
り口にも掲示 してある 。全て良好な 数値を示 している。
多摩川清掃工 場は三代 目であ り、東 京二十三 区清掃一部事 務組合 の 20 以上
の清掃工場に おける技 術蓄積 は多大 なものと 推測される。 それらの 蓄積ノウハ
ウを集積し 、どの工 場 からでも利用 可能なデ ータベース化 を推進し 、一般都民・
市民から信頼 を得られ る 積算・発注 業務 ・運 転・メンテナ ンス のさ らなる適正
化をはかるこ とが望ま れる 。また、 公益社団 法人全国都市 清掃会議 の「廃棄物
処理施設点検 補修工事 積算要領 」（平成 22 年 度版）の改訂を 主導し 、全国各都
市・各清掃工 場で それ らの知見が 有 効に 利用 できる よう尽 力された い 。
以上
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