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平成２２年度事業報告書  
 
１  合併契約締結   
      平成２２年４月２８日に財団法人高知県医療廃棄物処理センターと合併

契約を締結した。  
 
２  第４８回評議員会  
   平成２２年６月２８日に開催し、（１）から（３）の項目について同意

し、（４）の項目について報告した。  
 （１）平成２１年度事業報告及び決算報告について  
  （２）財団法人高知県医療廃棄物処理センターとの合併契約の承認について
 （３）合併後の理事、評議員及び監事などについて  
 （４）建設工事について  
 
３  第４９回通常理事会  
   平成２２年６月２９日に開催し、（１）から（４）の項目について決定

し、（５）の項目について報告した。  
 （１）平成２１年度事業報告及び決算報告について  
 （２）任期満了に伴う評議員の選出について  
 （３）財団法人高知県医療廃棄物処理センターとの合併契約の承認について
 （４）合併後の理事、評議員及び監事などについて  
 （５）建設工事について  
 
４  合併認可  
      平成２２年９月１６日付けで、高知県から、財団法人高知県医療廃棄物

処理センターとの合併の認可を受けた。  
 
５  合併登記  
      平成２３年１月４日、高知地方法務局いの支局に財団法人高知県医療廃

棄物処理センターとの合併登記を行った。  
 
６  第４９回評議員会  
   平成２３年３月２８日に開催し、（１）から（３）及び（５）の項目に

ついて同意し、（４）の項目について決定し、（６）から（８）の項目
について報告した。  

 （１）平成２２年度補正予算について  
  （２）平成２３年度事業計画について  
 （３）平成２３年度予算について  
 （４）任期満了に伴う理事、監事の選任について  
 （５）規程の変更について  
 （６）合併登記について  
 （７）エコサイクルセンターの建設工事について  
 （８）医療廃棄物処理センターの事業状況について  
 
７  第５０回通常理事会  
   平成２３年３月２９日に開催し、（１）から（５）の項目について決定
   し、（６）から（８）の項目について報告した。  
 （１）平成２２年度補正予算について  
  （２）平成２３年度事業計画について  
 （３）平成２３年度予算について  
 （４）評議員の選出について  
 （５）規程の変更について  
 （６）合併登記について  
 （７）エコサイクルセンターの建設工事について  
 （８）医療廃棄物処理センターの事業状況について  
  
８  事業報告  
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（１）エコサイクルセンター  
  ア  建設工事  
  （ア）エコ高知 (債）第１号  
        平成２３年３月１４日付けで、請負代金額を１０８，６２６，７００

円増額する工事請負契約の変更 (第４回 )を行った。  
 
    （イ）エコ高知 (債）第２号  
        平成２３年３月１４日付けで、設計内容を変更する工事請負契約の変

更 (第４回 )を行った。  
 
    （ウ）エコ高知（債）第２１－７号  
        新進・三宝特定建設工事共同企業体との契約に基づき、最終処分棟建

築主体工事を施工した。  
 
  （エ）エコ高知（債）第２１－８号  
    （有）日高組との契約に基づき進入道路（第３工区）工事を施工し、

平成２２年８月２５日に完成した。  
  
  （オ）エコ高知第２２－６号  
        山本建設と平成２２年８月４日付けで進入道路（第４工区）工事を契

約して施工し、平成２３年２月８日に完成した。  
 

（カ）エコ高知（債）第２２ -１１号  
        平成２２年１２月２２日、最終処分棟機械設備工事について一般競争

入札を行い、落札した（株）東和設備と平成２３年１月１１日に平成
２３年１月１２日から平成２３年６月１０日までの工期で契約し、工
事に着手した。  

 
  （キ）エコ高知（債）第２２ -１２号  
        平成２２年１２月２８日、最終処分棟電気設備工事について総合評価

方式による一般競争入札を行い、低入札価格調査の結果、落札した黒
潮電機（株）と平成２３年１月２６日に平成２３年１月２７日から平
成２３年６月１０日までの工期で契約し、工事に着手した。  

 
  （ク）エコ高知（債）第２２ -１３号  
        平成２２年１２月２８日、医療廃棄物施設建築主体工事について総合

評価方式による一般競争入札を行い、低入札価格調査の結果、落札し
た関西土木（株）と平成２３年１月２６日に平成２３年１月２７日か
ら平成２３年６月１０日までの工期で契約し、工事に着手した。  

 
  （ケ）エコ高知（債）第２２ -１４号  
        平成２２年１２月９日、医療廃棄物施設機械設備工事について指名競

争入札を行い、落札した戸梶設備（有）と平成２２年１２月１７日に
平成２２年１２月１８日から平成２３年６月１０日までの工期で契約
し、工事に着手した。  

 
  （コ）エコ高知（債）第２２ -１５号  
        平成２２年１２月１０日、医療廃棄物施設電気設備工事について指名

競争入札を行い、落札した（有）ハシダ電業と平成２２年１２月２０
日に平成２２年１２月２１日から平成２３年６月１０日までの工期で
契約し、工事に着手した。  

 
  （サ）エコ高知（債）第２２ -１６号  
        平成２２年１２月１０日、管理棟建築主体工事について指名競争入札

を行い、落札した（有）西田土建と平成２２年１２月２０日に平成２
２年１２月２１日から平成２３年４月２９日までの工期で契約し、工
事に着手した。  
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  （シ）エコ高知（債）第２２ -１７号  
        平成２２年１２月９日、管理棟機械設備工事について指名競争入札を

行い、落札した（有）大貴工業と平成２２年１２月１７日に平成２２
年１２月１８日から平成２３年４月２６日までの工期で契約し、工事
に着手した。  

 
  （ス）エコ高知（債）第２２ -１８号  
        平成２２年１２月１０日、管理棟電気設備工事について指名競争入札

を行い、落札した（有）森下電気と平成２２年１２月２０日に平成２
２年１２月２１日から平成２３年４月２９日までの工期で契約し、工
事に着手した。  

 
  イ  施工管理等  
    （ア）エコ高知 (債 )第７号  
        楠瀬るいこ設計事務所楠瀬路易子 (１級建築士 )と履行期間を平成１９

年１０月２０日から平成２３年３月３１日までとして結んだ契約に基
づき、貯留構造物及び擁壁工の施工監理業務を実施し、平成２３年２
月１８日に完了した。  

 
  （イ）エコ高知第２０－４号  
    株式会社潮技術コンサルタント高知事務所と履行期間を平成２０年７

月２３日から平成２３年９月３０日までとする契約に基づき、水処理
施設の実施設計監理業務及び現場施工監理業務を実施した。  

 
   （ウ）エコ高知（債）第２１－４号  
        株式会社ライト岡田設計と履行期間を平成２１年６月２日から平成２

３年９月３０日までとする契約に基づき、被覆施設建築工事の発注に
係る支援を受けるとともに、工事の施工監理業務を実施した。  

 
  （エ）エコ高知（債）第２１－９号  
        株式会社第一コンサルタンツと履行期間を平成２２年２月２７日から

平成２２年４月３０日までとする契約を結び、未買収用地の測量及び
立竹木調査業務を実施し、平成２２年４月３０日に完了した。  

 
  （オ）エコ高知第２２－１号  
    平成２２年４月２８日に東洋園芸食品株式会社と履行期間を平成２２

年４月１日から平成２３年３月３１日までとする契約を結び、植生復
元のために現地で採取した種子から播種育苗した植物の育成管理を実
施し、平成２３年２月１５日に完了した。  

 
    （カ）エコ高知第２２－２号  
    平成２２年４月２０日に社団法人高知県建設技術公社と履行期間を平

成２１年４月２１日から平成２３年３月３１日までとする契約を結び、
エコサイクルセンター建設工事の土木造成工事に係る施工管理業務及
び建築工事の発注業務に係る支援を受けた。  

 
  （キ）エコ高知第２２－３号  
        平成２２年４月１６日に岡村正三と履行期間を平成２２年４月１７日

から平成２２年８月１４日までとする契約を結び、エコサイクルセン
ター建設地周辺地域でのオオタカの営巣状況に関する調査を実施した。  

 
  （ク）エコ高知第２２－４号  
        建築工事の設計図書の変更及び建築基準法に基づく構造計算の再計算

書を作成するため、本施設の実施設計を行った日本工営株式会社高知
営業所と平成２２年６月２５日に履行期間を平成２２年６月２６日か
ら平成２２年９月２３日までとする契約を結び、実施した。  
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   （ケ）エコ高知第２２－５号  
        日本工営株式会社高知営業所と平成２２年６月２５日に履行期間を平

成２２年６月２６日から平成２２年８月９日までとする契約を結び、
平成２１年１２月に崩壊した法面対策のための仮設構造物の設計を行
った。  

 
   （コ）エコ高知第２２－８号  
        株式会社第一コンサルタンツと履行期間を平成２２年９月１８日から

平成２２年１０月１７日までとする契約を結び、建設工事に伴い必要
となる資料を得るため、登記関係書類の作成及び立竹木調査を実施し
た。  

 
  （サ）エコ高知（債）第２２－９号  
        平成２２年１１月９日、最終処分場遮水シート工施工監理委託業務に

ついて一般競争入札を行い、落札した（株）東洋技研と平成２２年１
１月１９日に履行期間を平成２２年１１月２０日から平成２３年５月
３１日までとして契約し、遮水シート工事の施工監理業務を実施した。  

 
   （シ）エコ高知第２２－１０号  
        日本工営株式会社高知営業所と平成２２年１１月１０日に履行期間を

平成２２年１１月１１日から平成２２年１２月２５日までとする契約
を結び、進入道路側の補強土壁の補強工事に関する詳細設計を行った。  

 
   （ス）南側斜面上部の掘削排土  
        田中オリビン礦業株式会社及び東洋電化工業株式会社の協力を得て協

定し、貯留構造物南側斜面上部の頂稜部盤下げ工事を行った。  
 
   （セ）エコ高知第２２－７号  
        公募型プロポーザルにより日本工営株式会社高知営業所と平成２２年

９月３０日に随意契約を行い、履行期間を平成２２年１０月１日から
平成２３年３月１５日までとして、開業後に必要なる作業管理、安全
管理等から構成される維持管理マニュアルを作成した。  

 
（２）医療廃棄物処理センター    
 
   平成２２年度の処理実績は、平成２１年度実績の４ ,９１８ KL に対して、
  約５ .４％増加の５ ,１８４ KL になった。  
   平成２２年度の事業収入は、平成２１年度の１３９ ,４５９千円に対し
て、  
  約６％増加の１４７ ,８２８千円になった。  
 
  平成２２年度事業実績の概要  
 
  ・処理量   感  染  性：３ ,９３２ KL（平成２１年度実績：３ ,７２４ KL）  
        非感染性：１ ,２５２ KL（     〃     ：１ ,１９４ KL）  
             合    計：５ ,１８４ KL（     〃     ：４ ,９１８ KL）  
 
  ・事業収入  平成２２年度収入   １４７ ,８２７ ,５０３円  
        平成２１年度収入   １３９ ,４５９ ,４２８円  
 
  ・契約施設の状況（二者契約排出事業者数：平成２３年３月３１日現在）  
           病院               ６４件  
           診療所            ２３２件  
           歯科診療所          ４５件  
           その他            １１９件  
           合  計            ４６１件  
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・過去の事業実績の推移  

 
年  度 

 
感染性（ KL） 

 
非感染性（ KL） 

 
事業収入（千円） 

 
Ｈ１６ 

 
２,６６８ 

 
１,５６３ 

 
１４７ ,３７５ 

 
Ｈ１７ 

 
３,０１８ 

 
１,４６６ 

 
１６０ ,３１９ 

 
Ｈ１８ 

 
３,２０８ 

 
１,２９０ 

 
１６３ ,１６２ 

 
Ｈ１９ 

 
３,３９８ 

 
１,２１８ 

 
１４１ ,６３０ 

 
Ｈ２０ 

 
３,５７４ 

 
１,１９６ 

 
１３５ ,３９４ 

 
Ｈ２１ 

 
３,７２４ 

 
１,１９４ 

 
１３９ ,４５９ 

 
Ｈ２２ 

 
３,９３２ 

 
１,２５２ 

 
１４７ ,８２８ 

 


