
「岡山県西部衛生施設組合広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運

営事業に係る基盤設計及び発注支援業務」仕様書（案） 
 

 

第１章  総則 

第１節 業務の目的 

「岡山県西部衛生施設組合広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業に係る基

盤設計及び発注支援業務」（以下，「本業務」という。）は，岡山県西部衛生施設組合

（以下「組合」という。）が，民活手法を導入して実施する熱利用施設の整備運営事業

（以下「本事業」という。）に係る事業化推進支援として，基盤実施設計業務，許認

可・事業補助等の支援業務及び事業者選定アドバイザリー業務を実施するものであ

る。 

基盤実施設計業務及び許認可・事業補助等の支援業務においては，アドバイザリー

業務との綿密な調整を図りつつ，公共側にて整備すべき，基盤施設等の設計業務や関

連する許認可等の手続きの整理・検討を実施し，工事発注や許認可等の申請に必要と

なる図書のとりまとめを行うものとする。また，事業者選定アドバイザリー業務にお

いては，実施方針の公表から事業者選定，契約の締結までに必要となる各種検討及び

募集資料等の作成を行い，本事業を担う民間事業者の募集・選定プロセスの的確な推

進を支援する。 

 

第２節 業務の名称 

岡山県西部衛生施設組合広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業に係る基盤

設計及び発注支援業務 

 

第３節 業務の場所 

岡山県浅口郡里庄町大字新庄 地内 

 

第４節 業務の期間 

契約締結日 ～ 令和６年３月２２日 

 

第５節 業務の内容 

本業務の内容は，「第２章 業務内容」のとおりとする。 

 

第６節 適用の範囲 

本仕様書は，組合が行う本業務に適用する。本業務の内容及び範囲は「第２章 業務

内容」のとおりとし，本仕様書に基づき履行するものであるが，本仕様書に明記なき



事項であって，本業務に必要な事項が生じた場合は，組合と協議・決定の上，受託者

の責任において履行するものとする。 

 

第７節 関係法令等の遵守 

受託者は，本業務の実施にあたって，関係法令，通達，マニュアル及びその他の条

例等の最新版で示された当該業務に関する事項を遵守し，業務内容に不備のないよう

にしなければならない。 

 

第８節 業務管理 

受託者は，契約後速やかに業務計画書を作成し，組合の承諾を得なければならな

い。また，業務の円滑な推進を図るため，十分な経験を有する管理技術者と照査技術

者を配置し，監督員の指示に従い，業務全般にわたり技術上の管理を行わなければな

らない。 

ついては，本業務における管理技術者と照査技術者を組合に届け出るものとし，受

託者が直接雇用している者であることの確認できる書類（健康保険証等の写し）を提

出すること。 

ただし，管理技術者は照査技術者を兼ねることはできないものとする。 

（１）管理技術者は，以下の条件を満たすこととする。 

技術士法（昭和 58 年 4月 27日法律第 25号）に基づく技術士登録の建設部門（都市

及び地方計画）又は，総合技術監理部門（建設－都市及び地方計画）の資格を取得後

５年以上の実務経験を有し，かつ，管理技術者，照査技術者及び担当技術者のいずれ

かの立場で，平成 18 年度以降に受注したプール，フィットネスジム及び温浴施設の

いずれかを含む施設の整備に関するアドバイザリー業務又はＰＦＩ事業のアドバイザ

リー業務の業務実績を有すること。 

 

（２）照査技術者は，以下の条件を満たすこととする。 

技術士法（昭和 58 年 4月 27日法律第 25号）に基づく技術士登録の建設部門（都市

及び地方計画）又は，総合技術監理部門（建設－都市及び地方計画）の資格を取得後

５年以上の実務経験を有し，かつ，管理技術者，照査技術者及び担当技術者のいずれ

かの立場で，平成 18 年度以降に受注したプール，フィットネスジム及び温浴施設の

いずれかを含む施設の整備に関するアドバイザリー業務又はＰＦＩ事業のアドバイザ

リー業務の業務実績を有すること。 

 

第９節 資料の提供 

本業務を実施するにあたり，必要な資料の収集は，原則として受託者が行うことと

するが，現在，組合が所有し，業務に利用出来得る資料はそれを貸与する。この場



合，貸与を受けた資料については，リストを作成のうえ，組合に提出し，業務完了と

同時に返納しなければならない。 

 

第１０節 秘密及び中立性の保持 

受託者は，業務を遂行する上で知り得た事項について，他に漏らしてはならない。

また，常にコンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。 

 

第１１節 成果品の検査 

受託者は，本業務の完了時に組合の成果品検査を受けなければならない。その結

果，訂正を指示されたときは，直ちに訂正しなければならない。 

検査合格をもって委託業務の完了とするが，業務完了後に，明らかに受託者の責に

伴う業務の瑕疵が発見された場合，受託者は直ちに当該業務の修正を行わなければな

らない。また，成果品内容に誤記・誤算があった場合は速やかに訂正し，再提出しな

ければならない。 

 

第１２節 関係機関等との協議 

受託者は，本業務の内容に関係する機関等との協議を必要とするとき，または組合

に協議を求められたときは誠意をもってこれにあたり，遅滞なく組合に助言，報告す

るものとする。 

 

第１３節 議事録の作成 

受託者は，打合せ及び協議の都度，その内容に対する議事録を作成し，組合に提出

するものとする。 

 

第１４節 疑義 

本仕様書の記載事項及び業務遂行上の疑義が生じた場合，または仕様書に定めの無

い事項については，受託者は組合と十分な打合せ及び協議を行い，業務の遂行に支障

ないように努め，これを定めるものとする。 

  

第１５節 成果品及び提出物 

本業務の成果品及び提出物は以下のとおりとする。 

（１）成果品 

 下記の成果物 各３部（Ａ４版，縦型，横書き，左綴じ，簡易製本）及び電子デー

タ（ＣＤ－Ｒ）１式。 

① 基盤実施設計等業務編 

・実施設計報告書 



・実施設計図書（図面，数量） 

・実施設計参考資料（設計計算書，その他参考資料） 

② 許認可等手続き及び補助事業申請等支援業務編 

・土壌汚染対策法に関する手続きに係る図書 

・工作物確認申請に係る図書 

・補助（交付金）事業申請書に係る図書 

・上記に係る参考資料（検討図書，その他参考資料） 

 ③ 事業者選定アドバイザリー業務編 

・公募資料一式（実施方針，要求水準書（案），入札説明書，要求水準書，落札者決

定基準，様式集，契約書（案），基本協定書（案），質問回答資料） 

・事業者選定委員会資料 

・審査支援資料 

・契約締結支援資料 

 

（２）提出物 

・着手時 

① 着手届 

② 現場代理人等の指名通知書 

③ 工程表 

④ 業務実施計画書 

⑤ 業務実施体制 

⑥ 管理技術者届及びその経歴書（資格証の写し及び保険証等を含む） 

⑦ 照査技術者届及びその経歴書（資格証の写し及び保険証等を含む） 

⑧ 担当技術者届及びその経歴書（資格証の写し及び保険証等を含む） 

・完了時 

① 完了届 

② 照査報告書（チェックリスト） 

③ 納品書（納品書類一式の写真添付） 

④ 業務報告書（電子データを含む） 

⑤ 請求書 

⑥ その他委託者が指示する書類 

 

第１６節 その他 

（１）本業務に文献その他の資料を引用した場合は，その文献，資料名を明記するこ

と。 

 



（２）本仕様書は，本業務の概要を示すものであるため，本仕様書に明記のない事項

であっても，業務遂行上必要と認めるものについては実施するものとする。 

 

（３）組合が必要及び不要と認めた項目については，業務内容の変更若しくは停止を

命ずることができる。この場合の変更等については，組合，受託者協議の上，

契約金額を増減するものとする。 

 

（４）受託者は，本事業に応募又は参画しようとする事業者のコンサルタント等の業務

を受託することができない。 

 

（５）受託者は，本事業に応募又は参画することはできない。 

 

（６）本仕様書に定める事項及び本業務遂行上疑義が生じた場合は，速やかに組合と協  

議し，指示に基づいて業務を遂行すること。 

 

（７）本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は，別途協議するものとする。 

 

（８）受託者は，組合と適宜連絡をとり，業務の進捗状況に支障が生じないようにする

こと。 

 

 

第２章 業務内容 

第１節 共通事項 

（１）提出書類 

受託者は，委託者が指定した様式により，契約締結後に関係書類を委託者に遅滞なく

提出しなければならない。また，受託者が委託者に提出する書類で様式が定められてい

ないものは，受託者において様式を定め，提出するものとする。ただし，委託者がその

様式を指示した場合は，これに従わなければならない。 

 

（２）業務計画 

受託者は，契約締結後 14 日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し，監督員に

提出しなければならない。 

業務計画書には，契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

①業務概要，②実施方針，③業務工程，④業務組織計画，⑤打合せ計画，⑥成果物の品

質を確保するための計画，⑦成果物の内容，部数 ，⑧使用する主な図書及び基準，⑨

連絡体制(緊急時含む)，⑩使用する主な機器，⑪企画提案書，⑫その他（行政情報流出



防止対策の強化に関する事項を含む） 

なお，受託者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は，照

査計画について記載するものとする。 

 

（３）打合せ協議 

設計業務等を適正かつ円滑に実施するため，管理技術者と監督員は常に密接な連絡を

とり，業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし，その内容についてはその都度受託

者が書面（打合せ記録簿）に記録し，相互に確認しなければならない。なお，連絡は積

極的に電子メール等を活用し，電子メールで確認した内容については，必要に応じて打

合せ記録簿を作成するものとする。 

設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて，管理技術者と監督員

は打合せを行うものとし，その結果について受託者が打合せ記録簿に記録し相互に確認

しなければならない。 

管理技術者は，仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は，速やかに監督

員と協議するものとする。 

打合せ（対面）協議は，初回，中間（４回），納品時に実施するものとし，管理技術者

は，本組合が認める場合を除き打合せ等に必ず出席することとする。 

なお，新型コロナウイルス感染症の状況に応じて，対面での打合せが実施できない場

合はリモートによる打合せが出来る体制を構築すること。 

 

（４）報告書作成 

第２節～第４節の内容を踏まえ，報告書のとりまとめを行う。 

 

第２節 基盤実施設計等業務 

（１）基本条件の整理 

現地踏査の実施により，現地条件の確認を行い，周辺の道路排水や雨水排水の流

末条件に関する確認を行い，委託者と放流等に関する条件協議を実施すること。ま

た，第４節（１）の内容を踏まえ，実施設計に関わる基本条件の抽出・整理を行う。 

 

（２）基盤造成等設計 

① 設計計画 

設計条件の整理や設計基準の整理等を行い，関連する交差点改良設計の内容と

の調整課題の把握や第４節 事業者選定アドバイザリー業務との調整課題を確

認のうえ，基盤設計の設計計画を行う。 

② 造成計画案の詳細比較検討 

過年度調査により計画対象地内における土壌汚染調査（自主調査）を実施して



おり，一部区画において土壌汚染の可能性が確認されている。このことを踏まえ，

過年度造成基本設計の検討を踏襲しつつ，汚染土壌の措置方法を考慮した比較に

より，造成計画案の詳細比較検討を実施する。なお，検討に際しては，基本計画

業務において作成した建築モデルプランを整備した際の土工影響についても考

慮した比較検討を実施すること。 

③ 平面縦横断設計 

造成基本設計の成果及び，雨水排水設計の検討を踏まえ，平面縦横断設計を行

う。また，公共側にて造成を完了し民間へ引き渡す際の仕様については，②の比

較検討結果，並びに募集要項の記載事項との整合性を踏まえて，決定するものと

する。 

④ 雨水排水設計 

②の検討と並行し，雨水排水施設の計画を実施する。放流先については，既存

施設への放流を基本とし，既設桝等への接続までを設計対象とする。なお，本設

計では完成時の雨水排水設計の他，工事中の仮設防災計画の検討を含むものとす

る。 

⑤ 概算工事費の算出 

本設計成果をもとに，概算工事費を算出する。 

⑥ 実施設計図の作成 

①～④の設計を踏まえ，実施設計図面を作成する。作成する図面工種について

は，委託者との協議にて決定するものとする。 

⑦ 数量計算書の作成 

⑥の内容を踏まえて，数量計算書を作成する。数量計算については，数量総括

の他，単位数量計算書，延長集計の作成など，数量算出根拠がわかるように整理

する。なお，数量計算書のツリー図や数位などは，国土交通省の基準及び岡山県

土木工事書類作成マニュアルに準じることを基本とする。 

⑨ 照査 

基盤造成等の設計に関する照査を実施する。また，実施設計図面・数量につい

ては，赤黄チェックによる照査を実施すること。 

 

（３）擁壁詳細設計 

① 擁壁詳細設計 

過年度予備設計の内容を踏まえ，基盤造成設計との整合を図りながら，擁壁詳

細設計を実施する。擁壁タイプは，タイプ A（標準設計適用外）とタイプ B（標準

設計適用）とし，擁壁高は H=2.0m～6.0m を想定している。当該擁壁は，宅地を

支える擁壁となることから，宅造擁壁として整備することを基本とするが，擁壁

の設計計算根拠は設計協議にて変更できるものとする。なお，擁壁タイプについ



ては，過年度予備設計の内容を踏まえて確定することから，発注時点の仕様から

変更となる場合は，委託者との協議を行うこと。 

② 基礎詳細設計 

過年度予備設計の基礎形式の選定結果を踏まえた一般構造物基礎詳細設計を

行う。基礎設計の対象は，擁壁高さ 4m 以上の場合を想定しているが，設計計算

により４ｍ未満の擁壁に対しても杭基礎が必要となる場合は，委託者との協議に

より，設計断面数を変更できるものとする。 

 ③ 植栽計画及び景観検討 

道路改良工事と一体的に整備予定の擁壁前面においては，景観に配慮した植栽

による修景計画を検討する。なお，計画内容については，イメージスケッチ等を

用いてわかりやすく説明すること。 

 

（４）その他必要事項 

    工事の実施に当たり，以下の事項について整理すること。 

   ・共通仮設費に関すること。 

   （運搬費，準備費，事業損失防止施設費，安全費，役務費，技術管理費，営繕費） 

  ・特記仕様書の作成 

   ・工事仮設計画 

  ・工事安全対策 

  ・建築敷地以外の敷地に対する法面の対策 

 

第３節 許認可・事業補助等の支援業務 

（１）土壌汚染対策法の手続きに関する補助支援業務 

過年度業務において，計画対象地の土壌汚染の状況把握並びに今後の事業実施時に必

要となる届出の手順や，申請書（案）を作成している。本業務では，実際に今年度以降，

工事発注が行われるが，行為毎に土壌汚染対策法の届出や措置を講じる必要があるため，

以下の項目に関する事業支援を，工事着手前に実施する。 

本業務においては，組合にて実施する３つの工事を対象に措置の実施方針について助

言する（工法及び施工計画等の検討は含まない）ものであり，協議回数が変更となる場

合は，監督員との協議を実施するものとする。 

① 事前協議資料作成及び協議（※委託者協議・県民局協議 各１回） 

② 本協議資料への助言及び協議（※委託者協議 ２回，県民局協議 １回） 

③ 県民局協議を踏まえた対策等の助言（※委託者協議・県民局協議 各１回） 

 

（２）工作物（擁壁等）設置に関する建築確認申請等の協議書作成等支援 

本事業で施工予定の工作物（擁壁等）については，過年度関係機関協議において開発



許可に関する協議（都市計画法）の対象とならないことで協議済みであるが，工作物高

H=2.0ｍ以上の擁壁となることから，建築基準法に基づく建築確認申請の手続きが必要

となる。 

本業務における擁壁詳細設計の内容に基づき，建築確認申請に関する事前協議，本申

請の作成支援を行うものとする。 

 

（３）補助（交付金）事業申請支援業務 

本事業の実施に際しては国庫補助事業，交付金事業等の財源確保を検討中であり，当

該申請に必要な検討及び資料作成の支援を実施する。財源は設備整備ごとに複数の事業

を組み合わせて申請する可能性があり，それぞれの補助条件に合わせた対象事業の整理

を行うこととし，民間事業者が作成する設計書等でも明確な整理を行うことを要求水準

等にも盛り込むこととする。なお，本申請については，適宜必要な時期に組合及び組合

市町が作成・提出することを想定しており，本業務では，申請を見据えた計画書（案）

の作成および事前調整として，以下の項目について検討を行うものとする。 

① 交付申請書（案）の作成 （施設整備計画・地域再生計画（案）の作成含む） 

② 成果目標及び指標（案）の作成 

③ 各市町の上位計画との整合確保及び変更に関する検討支援及び協議・調整 

 

第４節 事業者選定アドバイザリー業務 

（１）関連事業を踏まえた前提条件の精査・整理 

「岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備運営事業」及び第２節 基盤実施設計

等業務における設計内容や，「岡山県西部衛生施設組合基本計画策定及び民間活力導入

可能性調査業務」（以下「可能性調査」という。）の検討内容（地質調査，測量調査，土

壌汚染調査等），及び関連工事（道路改良工事，公共下水道工事）の進捗等を踏まえ，

本事業の敷地整備や土地利用条件，建築計画等の前提条件の精査・整理を行う。 

 

（２）実施方針（案）の作成及び公表に係る支援 

① 実施方針の作成 

可能性調査の検討内容に基づき，本事業の事業概要，事業スケジュール及び応

募者の参加資格要件等を整理し，ＰＦＩ法第５条に規定される実施方針を作成す

る。 

② 実施方針への質問・意見に対する回答支援 

公表された実施方針に関し，民間事業者から提出された質問及び意見を整理し，

質問に対しては回答書案を作成する。 

 

（３）要求水準書（案）の作成支援 



本事業で整備する熱利用施設についての設計及び建設に係る要求水準及び供用開始

後の運営・維持管理に係る要求水準について，民間事業者の創意工夫の発揮を意図した

性能発注の視点に留意して検討を行い，要求水準書（案）を作成する。実施方針ととも

に公表し，民間事業者からの質問及び意見を受け付けることとする。 

 

（４）特定事業選定のための評価及び公表に係る支援 

① ＶＦＭの精査 

可能性調査におけるＶＦＭ算定結果について，実施方針等を踏まえてＶＦＭ算

定条件及び算定過程を精査し，ＶＦＭの再算定を行う。 

② 特定事業の選定案の作成 

ＶＦＭの精査を踏まえ，本事業を特定事業として選定する理由を整理し，ＰＦ

Ｉ法第 11 条に基づく特定事業の選定に関する公表文書案を作成する。 

 

（５）民間事業者の募集，選定に係る支援 

① 予定価格の算定支援 

   特定事業の算定結果を基に予定価格の算定を行う。 

② 入札説明書の作成支援 

本事業の事業者を募集する入札手続きについて，本事業の事業概要，事業スケ

ジュール，応募者の参加資格要件，提案書の作成要領，リスク分担，提案金額の

算定方法等を整理し，入札説明書を作成する。 

③ 要求水準書の作成支援 

要求水準書（案）に対する民間事業者からの質問・意見等及び構成市町による

その後の調整事項等を踏まえ，募集に際しての確定版となる要求水準書を作成す

る。 

④ 落札者決定基準の作成支援 

価格要素と非価格要素を総合的に評価する総合評価方式による審査を実施す

るために，審査項目，審査項目ごとの評価の視点・配点，審査方法等を検討し，

落札者決定基準を作成する。 

⑤ 様式集の作成支援 

参加資格の確認に関する提出書類及び事業者の提案書の様式について必要な

記載事項等を整理し，様式集を作成する。 

⑥ 質問回答書の作成支援 

公募開始時に公表した資料（入札説明書，要求水準書，落札者決定基準，様式

集，契約書案及び基本協定書案）に関し，民間事業者から提出された質問を整理

し，関係各者の意向を踏まえ，質問に対する回答書案を作成する。また，必要に

応じて入札説明書等の修正を行う。 



 

（６）契約書（案）及び基本協定書（案）の作成に係る支援 

実施方針のリスク分担表並びに実施方針に対する民間事業者からの質問・意見等を

踏まえ，民間事業者の履行業務内容，サービス購入料支払，契約の終了及び債務不履

行，法令変更及び不可抗力発生時の取扱い等を検討し，事業契約書（案）を作成する。

合わせて，選定事業者の設立する特別目的会社の設立・出資に関する条件，事業契約

締結までの手続等を検討し，基本協定書（案）を作成する。 

 

（７）民間事業者の評価・選定，公表に係る支援 

 ① 事業者選定委員会委員（識見を有する者）の紹介 

 ② 事業者の資格審査に関する支援 

③ 提案書の整理及び審査支援資料の作成 

・応募者から提出された提案書の審査を支援するための審査補助資料を作成する。 

 ④ 応募事業者の対面的対話及びヒアリングに関する支援 

⑤ 事業者選定委員会の運営支援 

  ・事業者選定委員会へ出席し，必要に応じて会議資料の説明及び質問回答を行う

ものとする。 

  ・事業者選定委員会の運営について適切なアドバイスを行うとともに，委員会資

料，進行シナリオ及び議事録の作成を支援する。 

⑥ 選定結果の公表に係る支援 

審査委員会における審査結果を踏まえ，審査講評の作成を支援する。 

 ⑦ 上記に係る通知文及び質疑回答等の作成支援 

 

（８）基本協定，仮契約及び契約締結業務等に係る支援 

① 民間事業者との契約調整に係る支援 

選定された民間事業者と組合の契約締結に向けて，基本協定締結の支援及び仮

契約の締結の支援を行い，契約書（案）についての最終的な疑義を調整し，組合

と民間事業者の契約締結に関する支援を行う。また，契約締結に向けた組合議会

の資料作成についても支援を行う。 

② 弁護士による支援 

契約書（案）の作成や選定事業者との契約の締結にあたり，専門的な助言を受

けるために，ＰＦＩ事業の経験を有する弁護士の協力を得て，必要となる支援を

行う。 

 

（９）事業開始後に係るモニタリング方法の検討 

 ① 設計・建設モニタリングの検討 



ＳＰＣが実施する設計・建設業務に対するモニタリング項目，モニタリング方

法等について検討する。 

② 維持管理モニタリングの検討 

ＳＰＣが実施する維持管理業務に対するモニタリング項目，モニタリング方法

等について検討する。 

③ 運営モニタリングの検討 

ＳＰＣが実施する運営業務に対するモニタリング項目，モニタリング方法等に

ついて検討する。 


