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第１章  総則 

 

第１節 業務の目的 

本業務は，岡山県西部衛生施設組合（以下，「本組合」という。）が計画して

いる新ごみ処理施設の整備に関する基本的事項を整理し，施設の整備方針や概

要をまとめた基本計画を策定するとともに，事業の方向性を具体化することを

目的とする。 

 

第２節 業務の名称 

新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務 

 

第３節 業務の場所 

岡山県西部衛生施設組合管内 

 

第４節 業務の期間 

契約締結の日より，令和２年３月３１日までとする。 

 

第５節 業務の内容 

本業務の内容は次のとおりとする。 

（１）施設整備基本計画の策定 

（２）事業手法の検討  

（３）(仮称)施設整備基本計画検討委員会の運営支援 

（４）打合せ・協議 

 

第６節 適用の範囲 

本仕様書は，本組合が行う「新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務

（以下，「本業務」という。）」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，本組合と協議・

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，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。 
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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，本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本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。 

・技術士登録の衛生工学部門（廃棄物処理，廃棄物管理，廃棄物管理計

画のいずれか）又は総合技術監理部門（衛生工学一般及び廃棄物管理

又は廃棄物管理計画）の資格を有する。 

（２）照査技術者は，以下の条件を満たすこととする。 

・技術士登録の衛生工学部門（廃棄物処理，廃棄物管理，廃棄物管理計

画のいずれか）又は総合技術監理部門（衛生工学一般及び廃棄物管理

又は廃棄物管理計画）の資格を有する。 

  

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，本組合が所有し，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，本組合

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 成果品の審査 

受託者は，業務完了時に本組合の成果品審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。 

検査合格をもって本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。 
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第１２節 関係機関等との協議 

受託者は，本計画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

本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，遅滞なく本組合

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，本組

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，受託者は本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 

１）施設整備基本計画の策定 

業務報告書【A4 版】     ： ３部 

電子データ【CD-R】     ： １式 

２）事業手法の検討 

事業手法の検討に係る成果品は，「１）施設整備基本計画の策定」に  

兼ねるものとする。 

３）（仮称）施設整備基本計画検討委員会 

議事録（全文おこし）     ： １式 

（２）提出物 

１）着手時 

①着手届 

②工程表 

③管理技術者及び照査技術者届等 

２）完了時 

①納品書 

②完了届 

③成果品 
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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）本組合が必要と認めた時は，業務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，本組合，受託者協議の上，契約金

額を増減するものとする。 

 

 

第２章  業務内容 

 

第１節 施設整備基本計画の策定 

受託者は，本組合がこれまでに取り組みを進めてきた本事業に係る経緯や将

来計画，方向性等を理解するとともに，本組合を構成する市町における地域特

性を把握した上で本業務に取り組むこと。 

また，平成 25 年度「西部ブロックごみ処理広域化施設用地選定報告書」を

基に，ごみ焼却施設候補地の総合評価をまとめるとともに，同「西部ブロック

ごみ処理広域化実施計画書」の時点修正及び再整理を併せて行い，以下の内容

を整理するものとする。 

（１）施設整備基本方針の整理 

本組合における新ごみ処理施設等の整備の位置付けを明確にし，施設 

の整備方針を設定する。 

◎施設整備基本方針 

◎計画目標年次 

◎新ごみ処理体系 

◎施設整備の必要性 

◎建設時期 

（２）基本項目の整理 

新ごみ処理施設に関する以下の項目を整理する。 

◎計画処理量及び計画ごみ質 

◎施設規模及び系列数 

◎処理方式 

◎基本処理フロー（全体処理フロー，排ガス処理フロー， 
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排水処理フロー，蒸気・温水フロー等） 

◎ごみの搬入方法，搬入頻度，搬出入車両の形式・台数等 

◎ごみ処理システムの検討 

ごみ処理システムの検討にあたっては，「エネルギー回収型廃棄物処 

理施設整備マニュアル 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理

推進課（平成 30 年３月改定）」を遵守して，本組合にとって最適なご

み処理システムとなるよう検討を行う。なお，検討においては，施設

建設費などのイニシャルコストと維持管理費等のランニングコスト

についても留意する。 

（３）公害防止計画 

新ごみ処理施設における排ガス，排水，騒音，振動，悪臭等の公害防止

基準値及び公害防止対策を検討する。また，環境影響評価に必要な条

件・諸元を整理する。 

◎敷地および周辺条件（地形，標高，計画地盤高，地質条件，都市計画

内容，雨水排水施設関連他） 

◎公害防止基準（排ガス，騒音・振動，悪臭，水質他） 

◎搬出入車両条件（ごみ収集車，一般搬入車，見学者，維持管理関連車

両他） 

◎供給施設条件（電気供給施設，水道供給施設，ガス供給施設他） 

◎運営管理条件（既存の廃棄物処理・処分施設との関連他）等 

（４）環境保全目標の設定 

各処理施設の建設および稼働による周辺環境への影響を保全するため

の目標と対策について取りまとめる。目標の設定は，基準，条例および

周辺環境の保全状況を考慮し決定する。 

◎大気汚染防止関連（ダイオキシン類，ばいじん，塩化水素，水銀他） 

◎水質汚濁防止関連 

◎騒音，振動防止関連 

◎悪臭防止関連他 

（５）余熱利用計画 

新ごみ処理施設から発生する熱エネルギーの利用用途・方法について

検討する。本組合にとって，最適なごみ処理システムにおけるエネルギ

ーの利用方法について，想定される形態を示して比較検討を行う。 

また，発電を含む余熱利用の検討を行う。 

◎発生エネルギーの算出（熱エネルギー，電気エネルギー他） 

◎エネルギー形態別の利用可能量の検討（場内利用，場外利用） 

◎余熱利用施設および地域還元施設の検討 
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◎CO2 排出量の算出 

（６）残渣処理計画 

新ごみ処理施設で発生する処理残渣の処理計画を検討する。 

（７）環境学習・啓発機能の検討 

新ごみ処理施設における環境学習・啓発機能を検討する。 

（８）施設計画 

新ごみ処理施設の主要設備のうちプラント設備について，形式及び容

量等を検討する。 

また，ごみ処理施設を整備するうえでの国の方針，関係法令及び関連計

画について，国・県の動向を把握しつつ整理する。 

   １）先進施設の調査 

エネルギー回収型廃棄物処理施設における処理方式の比較検討を行う

ため，メーカーにアンケートおよび必要に応じてヒアリングを行い，

技術資料を取りまとめる。 

なお，本メーカーアンケートについては，「第２節 施設整備・運営事 

業に係る事業方式調査」における民間事業者意向調査との連携に留意

して実施すること。 

◎メーカーへのヒアリング資料作成 

◎ヒアリング資料の取りまとめ 

２）処理方式の検討 

新ごみ処理施設等に係る基本的な処理システムの比較検討を行う。 

◎ごみ処理方式の検討（技術比較） 

◎残渣および生成物に関する検討 

◎その他最新技術動向 

 

第２節  事業手法の検討  

（１）導入が想定される事業方式の概要整理 

新ごみ処理施設の整備・運営に際して導入が想定される事業方式（公設 

公営方式，ＤＢО方式，ＰＦＩ方式）の概要を整理する。 

◎施設運営方法 

施設運営方法について概説し，計画施設での導入可能性について比 

較検討を行う。各事業方式を概説し，表形式でそれぞれの比較を行う

作業までを実施する。 

◎施設整備概算費用の算定 

最適と判断したごみ処理システムでの施設整備概算費用を算定する。

なお，算定については最も安価となる建設候補地を想定するものとし，
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イニシャルコストとランニングコストの財源内訳も試算するものと

する。 

◎施設整備スケジュールの立案 

計画施設の稼働に向けた施設整備スケジュールを立案する。なお，施

設運営方式等の違いによりスケジュールが大きく変更する場合は，必

要に応じて複数案を想定する。 

（２）事業概要書の作成 

民間事業者意向調査を実施するため，新ごみ処理施設の概要（施設概要，

事業範囲，事業スキーム，リスク分担等）を整理する。 

◎概略事業スキームの検討 

事業スキームについて概略の検討を行う。検討にあたっては，独立採

算型，ジョイントベンチャー型，サービス購入型等の事業類型のあり

方，官民の役割分担のあり方等の観点を踏まえるものとする。 

◎過去事例調査 

過去の施設整備・運営事業の事例について，概要及び特徴についてと

りまとめる。 

    ◎支援措置等の検討 

公的補助，税制上の支援，土地の貸与形態や金融上の支援措置等，民

間事業者の事業参入意欲を高めるとともに，事業採算性向上の支援措

置について検討する。 

（３）法的課題の整理 

新ごみ処理施設の整備・運営にＰＦＩ方式等を導入する場合の法的課

題を整理する。 

（４）民間事業者意向調査の実施 

新ごみ処理施設の整備・運営に参画すると想定される民間事業者に対

して，民間事業者のノウハウに基づく創意工夫，競争性，公平性を確保

するため，本事業の代表企業となる可能性の高い企業に対して，事業の

妥当性，参加意欲の有無，募集要件等についての意見をアンケートによ

り把握し，ＶＦМの算出に必要な前提条件を整理する。その結果，必要

により対象企業に対してヒアリングを行う。 

なお，本民間事業者意向調査については，メーカーアンケートとの連携

に留意して実施すること。 

（５）総事業費の算出 

従来型公共事業で実施した場合の事業費（ＰＳＣ）とＰＦＩ方式等で実

施した場合の事業費（ＰＦＩ方式等のＬＣＣ）を算出する。 

（６）ＶＦМの算出 
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ＤＢО・ＰＦＩ事業等で実施した場合のリスク調整等について検討す

るとともに，「（５）総事業費の算出」の結果をふまえ，ＤＢО・ＰＦＩ

方式等の導入により期待されるＶＦМ を算出し，財政支出の削減効果

を検証する。 

 （７）事業成立可能性シミュレーション 

上記の検討結果から有効と思われる手法について，事業成立の可能性 

を探る。具体的には，事業化に際して影響を及ぼすと考えられる項目を

抽出し，それらを操作的に変動させることで事業成立の条件等を検討

する。 

（８）事業性評価 

上記の検討結果を総合的に判断し，新ごみ処理施設の整備・運営におけ

る事業手法について評価及び選定を行う。 

（９）事業実施における課題 

「（８）事業性評価」で選定した事業手法を導入した場合に想定される

課題を整理する。 

 （10）発注方式の検討 

指名・公募型競争入札，プロポーザル方式，総合評価一般競争入札方式

について比較検討する。 

 

第３節  (仮称)施設整備基本計画検討委員会の運営支援 

施設整備基本計画を策定するにあたっては，学識経験者等で構成する(仮 

称) 施設整備基本計画検討委員会（以下，「検討委員会」という。）を設置す

る予定であり，その運営に係る支援を行う。本業務は，計画の遂行に際し，

必要となる技術的かつ専門的な内容についての資料作成，情報提供を行うと

もに，検討委員会に出席し，必要に応じ説明及び委員からの質疑への回答を

行い，検討委員会の開催ごとに審議結果をとりまとめる。検討委員会は３回

程度の開催を予定している。 

なお，開催に係る会場費，委員交通費，委員報酬等は本組合が負担するも

のとする。 

（１）検討委員会の会議資料の作成 

受託者は，検討委員会の開催において必要となる会議資料を作成する。 

なお，検討委員会の開催にあたっては，本組合と事前に十分な打ち合わ

せを行い，会議資料を作成する。 

（２）委員長への事前説明 

本組合が，委員長に対し事前説明を行う際は同行するものとする。また，

委員の選定は本組合が行うが，これに関する支援も行うこと。 
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（３）検討委員会への出席及び資料説明等の支援 

全ての検討委員会へ出席し，議事進行の支援，資料説明及び質問への対

応等の支援を行うとともに，議事録（全文起こし及び概要）を作成する

ものとする。 
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