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岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備基本計画策定その２業務 

仕様書 

 

第１章  総則 

第１節 業務の目的 

岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備基本計画策定その２業務（以下，「本業

務」という。） は，岡山県西部衛生施設組合（以下，「本組合」という。）が令和元年度に

実施した「新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務」との整合を図るとともに，必

要に応じ，更新・修正等を行うこととする。 

また，本組合がこれまでに取り組みを進めてきた新ごみ焼却施設整備事業（以下，「整

備事業」という。）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とする。 

 

第２節 業務の名称 

岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備基本計画策定その２業務 

 

第３節 業務の場所 

岡山県浅口郡里庄町新庄 地内 

 

第４節 業務の期間 

契約締結の日より，令和２年９月３０日までとする。 

 

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，本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，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，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。 
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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 成果品の検査 

受託者は，業務完了時に本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。 

 

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
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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 

・施設整備基本計画の策定 

①業務報告書【A4版】     ： ３部 

②電子データ【CD-R】     ： １式 

・（仮称）新ごみ焼却施設整備事業検討委員会（以下，「検討委員会」という。） 

③議事録（全文おこし）     ： １式 

（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 チェックリスト 

② 完了届 

③ 納品書（電子データを含む） 

④ 請求書 

⑤ その他委託者が指示する書類 
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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 

新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務で策定した内容を踏まえ，以下の内容を

整理すること。 

また，必要に応じ，新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務で策定した内容を更

新・修正すること。 

 

１ 処理設備等計画 

（１）土木・建築計画 

新ごみ焼却施設等の検討を行い，土木・建築計画を策定する。なお，敷地造成に係る基

本計画は別途実施することを想定する。 

・土地造成計画 

・外構施設計画 

・建築計画 

・建築設備計画 

（２）電気計装設備計画 

・受電・引き込み方法 

・配電計画 

・計装・監視制御計画 

（３）余熱利用方式の検討 

建設予定地および周辺環境を考慮し，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元還元施設の検討 

 

２ 配置計画  

建設予定地における，新ごみ焼却施設等の全体敷地計画（配置計画）を作成する。 
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なお，計画立案に際しては，建設予定地及び全体敷地にある既存施設について考慮する

こと。 

（１）施設計画の内容を受け，建設予定地条件を踏まえ，配置計画図を作成する。 

・全体敷地計画図 

・関連施設計画図 

・車両動線計画図 

・その他計画図 

 

３ 見積徴収  

（１）要求水準書（案）の作成 

事業予算及び施設内容の整理を行うための基本条件の整理を行うとともに，参考見積書

の徴収のための要求水準書（案）を作成する。その際，要求水準書（案）に添付すべき参

考資料，図面等も併せて作成する。 

（２）見積図書徴収支援 

見積図書を徴収するための支援を行う。支援の内容は以下のとおりとする。 

① 見積図書提出依頼 

② 事業者からの質問回答に関する支援 

（３）見積図書の整理 

事業者から提出された見積図書を整理するとともに，見積仕様書との対比を行う。この

見積図書は，本組合が予定価格を設定するための基礎資料にすることに留意の上で整理す

ること。 

 

４ 検討委員会の運営支援 

受託者は，検討委員会における効率的・効果的な運営を支援すること。 

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，必要に応じて説明及び委員からの質疑

に対する回答を行い，検討委員会の開催ごとに審議結果をとりまとめる。 

なお，検討委員会における委員への交通費及び謝礼代は，本業務費には含まないものと

する。 

（１）検討委員会検討事項 

検討委員会の検討事項は，以下とする。 

・「新ごみ処理施設整備基本計画策定等その１業務」での決定事項 

  （処理方式，事業方式，発注方式，事業スケジュール等） 

・その他必要事項 

（２）開催回数 

１回を想定する。 
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（３）検討委員会支援業務 

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検討委員会への出席 

受託者は，原則として開催予定の検討委員会に出席し，必要に応じて会議資料の説明

を行う。 

③検討委員会議事録の作成 

検討委員会の議事録（要旨）を作成する。 

 

５ 成果品  

成果品は次のとおりとする。 

（１）施設基本計画書（Ａ４版）     ３部 

（２）検討委員会議事録等        １式 

（３）その他資料            １式 

（４）打合せ議事録           １式 

（５）上記報告書の電子媒体       １式 

 

 

第３章 参考業務内容 

（岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設発注支援業務） 

受託者は，整備事業を実施する事業者の選定支援を行うこと。 

なお，本業務は，「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平

成 11年法律 第 117)号」に準じ，事業契約の締結までの一連の業務及び関連業務を支援す

ることとし，内容は下記のとおりとする。 

 

１ 施設の整備・運営に関する基礎調査 

（１）事業者選定方式の検討 

事業者選定に先立ち，選定方式の具体的方法や事業者の参加資格条件，評価方法，検討

委員会で審査する内容等について検討を行う。また，事業者選定スケジュールを作成す

る。 

（２）官民役割分担の検討・リスク分析 

整備事業を進めるにあたり，官民役割分担の検討およびリスク分析を行う。 
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２ 募集書類の作成 

事業者を募集するための各種資料の作成を行う。 

（１）入札説明書 

これまでの検討結果を踏まえ，事業スキームやリスク分担，料金の支払い方法，各種イ

ンセンティブ付与とペナルティの設定等の詳細検討を行う。 

その検討結果を踏まえ，民間事業者の選定に先立ち，事業の概要説明，事業実施の前提

条件，民間事業者の募集，選定手順及び契約に関する事項等，重要な事項を記載した資料

を取りまとめる。 

（２）要求水準書 

本業務で作成した要求水準書（案）を踏まえ，事業者が実現すべき施設整備，運営・維

持管理等のサービス内容と水準等を整理する。 

なお，仕様の記述内容，記述レベルについては別途協議とするが，事業方式や整備事業

の条件等を適切に判断すること。 

（３）落札者決定基準 

整備事業の条件や検討委員会の審議を踏まえた上で，事業者から提出される提案書の審

査方法について検討し，落札者決定基準を作成する。なお，検討にあたっては，これまで

検討してきた処理方式や事業方式の経緯を参考とすること。 

（４）様式集 

整備事業の条件や検討委員会の審議を踏まえた上で，事業者から提出される提案書の審

査が容易となる様式集を作成する。 

（５）契約書(案) 

事業者と契約する契約書(案)を作成する。 

なお，契約書(案)は，基本協定書(案)，基本契約書(案)，建設請負契約書(案)，運営委

託契約書(案)を想定している。 

 

３ 事業者選定事務支援 

事業者の選定に必要な事務支援を行う。支援の内容は以下のとおりとする。 

（１）入札公告に係る説明会開催に関する支援 

（２）事業者からの質問回答に関する支援 

（３）事業者との対話支援 

（４）事業者の資格審査に関する支援 

（５）事業者からの提案書等の審査に関する支援 

（６）事業者選定に係る検討委員会の審査結果の公表に関する支援 

 

４ 検討委員会の運営支援 

事業者の選定に関しては，募集書類に対する審議や事業者提案の審査等を実施する検討
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委員会の運営に関する支援を行う。検討委員会は，原則，非公開とする。 

検討委員会資料は，委員が判断するための設定条件，根拠等を明確にした内容とするこ

と。 

支援の内容は以下のとおりとする。 

なお，検討委員会における委員への交通費及び謝礼代は本委託業務費には含まないもの

とする。 

（１）検討委員会用資料の作成 

検討委員会資料は，受託者が１５部（紙資料）を準備すること。 

（２）検討委員会等への出席及び技術説明 

検討委員会には，管理技術者を含め２名以上が，原則出席すること。 

検討委員会からの質問に対し，本組合が回答する上での技術支援を行うこと。 

なお，検討委員会の開催は５回を予定しているが，本組合や検討委員会の指示により開

催回数が増加しても柔軟に対応すること。 

また，必要に応じて委員長等への事前説明を３回程度予定している。 

（３）議事録(要旨，概要版（公開用）の２種類)の作成 

（４）事業者へのヒアリング支援 

事業者へのヒアリングは，検討委員会主催で開催するため，各委員が円滑に質問等をで

きるよう支援する。 

 

５ 協定及び契約締結支援 

本組合と事業者との基本協定及び各種契約（仮契約）の締結が円滑に進むよう支援を行

う。 

 

６ 交付金申請支援 

費用対効果分析を行い，循環型社会形成推進交付金の申請に必要となる費用対効果分析

書を作成する。 

また、その他交付金申請に係る申請書類を作成する。 

 

７ 成果品 

（１）報告書                        Ａ４版 １０部 

成果品は次のとおりとする。（以下の内容を含むこと） 

① 入札説明書 

② 要求水準書 

③ 落札者決定基準 

④ 様式集 

⑤ 契約書（案）（基本協定書，基本契約書，建設請負契約書，運営委託契約書） 
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⑥ 事業者からの質問に対する回答書 

⑦ 事業者の資格審査結果 

⑧ 事前審査結果 

⑨ 審査講評（案） 

⑩ 検討委員会議事録等 

⑪ 費用対効果分析書 

（２）成果品の電子ファイル（CD－R）                  一式 

（３）その他必要なもの                        必要数 


