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新焼却施設整備に係る PFI 等導入可能性調査及び 

事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書 

 

Ⅰ. 総 則 

 

１．業務の目的 

新潟市（以下「本市」という。）では、令和元年度に策定した「一般廃棄物処理基本計画」

において「焼却施設の統合と更新」を掲げ、新田清掃センターと亀田清掃センターの建替

えによる更新施設の 2 施設体制とすることとし、令和 11年度の稼働開始に向けた亀田清掃

センター更新施設（以下「新施設」という。）の整備事業を進めている。 

本業務は新施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）の整備・運営事業の手法に対して

PFI 等の導入可能性を検討するとともに、事業者選定方法の検討・決定、実施方針及び要求

水準書の作成・公表、特定事業の選定に係る資料作成及び事業者の募集・選定・契約等に

関わる支援を行うことを目的とする。 

 

２．業務委託名 

新焼却施設整備に係る PFI 等導入可能性調査及び事業者選定アドバイザリー業務委託 

 

３．業務の場所 

新潟県新潟市江南区亀田 1835 番地 1 

 

４．業務の履行期間 

契約日から令和 7年 3月 28 日まで 

 

５．対象事業の概要 

（１）敷地面積 ：約 2.9ha 

（２）対象施設 ：エネルギー回収型廃棄物処理施設：約 459ｔ/日（153ｔ/日×3炉） 

 

６．建設及び運営実施期間 

（１）設計・建設期間 ：令和 7 年度～令和 10年度（予定） 

（２）運営期間     ：施設竣工から 20年間（予定） 
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７．業務内容 

本業務の内容は次のとおりとする。なお、業務の詳細については、第Ⅱ編及び第Ⅲ編を

参照のこと。 

  （１）PFI 等導入可能性調査業務 

     ①事業手法検討に係る基礎調査 

     ②民間事業者の参入意向調査 

     ③経済性の評価 

     ④事業手法の総合評価 

     ⑤その他 

  （２）事業者選定アドバイザリー業務 

①事業条件、事業者募集条件等の検討 

②参考見積徴収 

③実施方針の作成及び公表に係る支援 

④特定事業の選定及び公表に係る支援 

⑤事業者募集書類の作成及び公表に係る支援 

⑥民間事業者の選定支援 

⑧契約締結に係る支援 

⑨事業者選定委員会の支援 

⑩費用対効果分析 

⑪その他の支援 

 

８．適用範囲  

本仕様書は、本業務委託に適用するものとし、本仕様書に明記なきことは、本市と受託

者が協議のうえ決定するものとする。 

 

９．提出資料 

（１）受託者は、契約後速やかに次に定める書類を提出し、本市の承認を得ること。 

①業務着手届 

②作業計画書 

③主任技術者届 

④その他必要な書類 

   （２）上記②の作業計画書には、業務方針、業務内容、作業工程、担当技術者等必要事項を 

      記載すること。 

   （３）受託者は、上記（１）において承認された事項を変更しようとするときは、その都度 

      本市の承認を得ること。 
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１０．資料の貸与等 

    本業務の遂行に必要な資料の収集、調査等は原則として受託者が行うものとするが、現

在、本市が所有し、業務に利用できる資料はこれを貸与する。 

    受託者が資料の貸与を受ける際には、そのリストを作成し、本市に提出する。貸与され

た資料は業務完了までに、全て返却するものとする。なお、貸与した資料は本業務に関す

る目的以外に使用してはならない。 

 

１１．打合せ 

（１）必要な時期に、受託者と本市は打合わせを行う。なお、本市の職員で構成された、 

   PPP/PFI 検討チームおよび PPP/PFI 推進プロジェクトチームとの打合わせも含む。 

（２）受託者は打合せの都度、その内容に対する議事録を作成し、相互に確認した後に 

委託者に提出する。 

 

１２．業務管理体制 

（１）技術者の要件 

受託者は、業務の円滑な進捗を図るために必要な技術者を配置すること。なお、主任技

術者は、業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。特に定める技術者の要件

は次のとおりとする。 

区分 要 件 

主任技術者 ・技術士（衛生工学部門 廃棄物に関する専門分野）の資格

を有すること。 

・廃棄物処理施設に関連する業務において、10 年以上の経験

を有すること。 

・平成 24 年度以降に受注・完了した委託業務で、発電設備を

有する一般廃棄物焼却施設の PFI 方式または DBO 方式によ

る整備に係る事業者選定アドバイザリー業務の実績を有す

ること。 

担当技術者 

 

・平成 24 年度以降に受注・完了した委託業務で、発電設備を

有する一般廃棄物焼却施設の PFI 等導入可能性調査の実績

を有する技術者を１名以上配置すること。 
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・同じく、PFI 方式または DBO 方式による整備に係る事業者

選定アドバイザリー業務の実績を有する技術者を１名以上

配置すること。 

※上記業務実績の兼任は認める 

 

（２）各技術者の交代 

各技術者は、原則として変更しないこと。ただし、やむを得ず技術者を変更する場合に 

は、その理由と新たに配置する技術者が上記に該当する資格要件を満たすことを証明 

する書類を本市に提出し、承諾を受けること。 

 

１３．検査 

本業務は、本市の検査合格を持って完了とする。 

なお、納品後に成果品に記入もれ、不備または、誤りが発見された場合、受託者は速やか 

に訂正しなければならない。 

 

１４．疑義の解決 

本委託業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、受託者は本市と十分な打合せ、又は 

協議を行って、業務の遂行に支障のないように努めなければならない。 

 

１５．関係官公庁との協議 

受託者は、関係する官公庁との協議を必要とするとき、又は協議を求められた場合は 

誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく本市に報告しなければならない。 

 

１６．再委託 

受託者は、本業務を第三者に再委託することはできない。ただし、あらかじめ本市の書面 

による承諾を得たときはこの限りでない。 

 

１７．費用の負担 

業務に伴う必要な経費は、受託者の負担とする。 
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１８．業務の資料 

業務に使用した資料、設定数値及び計算根拠等はすべて明確にし、整理して提出する 

ものとする。 

なお、業務の途中において本市が報告を求めたときは、直ちに報告を行うものとする。 

 

１９．成果物及び納期等 

PFI 等導入可能性調査報告書（製本）10 部および事業者選定アドバイザリー業務報告書

2 部と、編集可能なデータ（Microsoft office 製品を用いる）及び PDF 形式で作成のうえ、

CD-R 等に格納した電子データを納入すること。 

なお、詳細は本市と協議のうえ、提出する成果物の種類・内容・納期等を決定すること。

また、受託者及び本市で協議のうえ、別の成果物を作成することに合意が得られた 

場合は、成果物の名称および内容、納期などを決定して作成すること。 

なお、受託者はそれぞれの納入前に成果品について委託者の審査を受けなければならな 

い。その結果、訂正を指示されたものについては、速やかに訂正すること。 

 

２０．成果物の納品場所 

    新潟市役所環境部循環社会推進課 

    新潟市中央区学校町通１番町 602 番地１（市役所本館２階） 

 

２１．成果物の使用等 

（１）成果品はすべて本市の所有とし、受託者は本市の承諾を受けずに他に公表、貸与、 

使用してはならない。 

（２）受託者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法や文献等を使用した 

場合は受託者において著作権者の了解を得た上で、成果品にそのことを明示するもの 

とする。 

 

２２．委託料の支払い方法 

委託料の支払いは、年度ごととし、検査終了後、請求に基づき支払うものとする。 
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２３．その他 

（１）本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱などを十分理解 

すること。また、「新潟市総合計画」「新潟市環境基本計画」等の上位計画等との整合 

を図ること。 

（２）今後、新たに国や県より本業務に関係する指針等が示された場合には、当該指針等を 

踏まえた内容とすること。 

（３）本仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本業務履行上必要な基本 

事項に変更の必要性が認められた場合は、速やかに本市と受託者間でその都度協議の 

上、決定するものとする。 

（４）本業務の実施により知り得た一切の事項については、契約履行中はむろんのこと、 

契約履行後も秘密を厳守すること。 

（５）本業務の履行においては、環境負荷の低減に努めること。 

（６）本業務の履行完了など、契約終了後に受託者の業務内容について、本市は下記の基準 

により評価を行い、記録を保存するものとする。なお、受託者は評価結果について 

異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を 

与えることは一切ないものとする。 

 

評価 

ランク 
評価基準 

１ 成果物の品質、納入などで仕様を超える成果があった。 

２ 通常の指示により仕様どおりの成果を得た。 

３ 仕様書のほかに口頭の指示などにより仕様どおりの成果を得た。 

４ 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様のレベルの成果を得た。 

５ 仕様を達成できなかった（契約解除等） 
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Ⅱ. PFI 等導入可能性調査業務 

  

PFI 等導入可能性調査業務の詳細については以下のとおりとする。 

 

１．事業手法検討に係る基礎調査 

（１）法的課題の整理 

事業の実施に際して、現行法における課題を整理する。 

（２）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）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、対象事業範囲及び事業 

期間を設定するとともに、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。 

（４）概要条件書の作成 

「新焼却施設整備基本計画」等を基に、民間事業者への参入意向調査に必要な概要条 

件書（施設概要、事業範囲、事業規模等）を作成する。 

 

２．民間事業者の参入意向調査 

本事業への参入が考えられる民間企業等に対し、参入意欲についてアンケート調査を 

実施し、その結果を取りまとめる。 

①調査方法 

民間事業者への郵送（宅配便、メールを含む）により発送、回収によるアンケート 

調査を実施する。 

②調査対象 

コンソーシアムの代表企業となる可能性の高い民間企業を対象に実施する（プラント 

メーカーを標準とする）。 

③調査項目 

調査項目は以下を標準とするが、詳細は市との協議によって決定する。 

・本事業への参入意欲 

・希望する業務範囲、形態、事業期間等 

・想定される事業スキームにおける概算事業費及びその根拠 

・本事業におけるコスト削減策の有無と金額及びサービス向上のための提案 

・本事業におけるリスク内容 

・附属休憩所の運営に係る事項 

・本市への要望事項、意見等 
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３．経済性の評価 

民間事業者の参入意向調査の結果をもとに経済性の検討を行う。具体的には以下を標準 

とし、必要により追加する。 

（１）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 事業で実施した場合の事業費 

（PFI 事業の LCC）を算出する。 

（２）VFM の評価 

PFI 事業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、（１）の結果を踏 

まえ PFI 導入で期待される VFM による財政支出の削減効果を算出する。 

（３）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だと思われる手法について、感応度分析等を用いて事業成立 

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。 

 

４．事業手法の総合評価 

これまでの検討結果を総合的に評価し、本事業において有効であると思われる事業手法 

を選定する。 

（１）事業性評価 

基礎調査、参入意向調査、経済性の評価の各結果を総合的に判断し、本事業における 

事業手法について評価、選定を行う。 

（２）事業実施における事業工程と課題 

（１）で選定した事業手法を用いて事業化した場合の事業工程を検討する。また、考 

えられる課題を整理する。 

（３）発注方式の検討 

（１）で選定した事業手法を用いて事業化する場合の発注方式を検討する。 

 

 ５．その他 

  （１）検討会議への対応 

      導入可能性調査結果を、本市の組織で構成された検討会議に諮るため、受託者は以下 

の対応を行う。 

①会議資料の作成 

②会議への出席及び議事進行補助、質疑への対応補助 

③議事録（概要）の作成 

④その他必要な支援 
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※会議の条件は以下のとおりとする。なお、実施回数に変更がある時には本市と協議す

るものとする。 

①会議名称：（仮称）PPP/PFI 推進検討会議 

②実施概要 ：平日昼間の 1 時間程度 

③参加者構成：本市職員 

④開催回数 ：2 回程度（回数に増減がある場合は本市と協議する） 

（２）既存附属休憩所（温浴施設）の運営に係る検討 

     アンケート調査で民間事業者の意見のとりまとめを行い、経済性も含めて比較検討を 

    行う。    
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Ⅲ. 事業者選定アドバイザリー業務 

  

事業者選定アドバイザリー業務の詳細については以下のとおりとする。なお、PFI 等導入可能

性調査を踏まえた本市での検討の結果、PFI 等の事業とならなかった場合は、業務内容の一部を

変更とする。 

 

１．事業条件、事業者募集条件等の検討 

前提となる事業条件、事業者募集条件等の検討を行う。概略は以下のとおりとする。 

（１）事業スキーム・契約手法等の検討 

（２）事業者募集・選定条件等の検討 

（３）リスク分析及び官民役割分担の検討 

（４）施設規模、ごみ質の見直し 

 

２．参考見積徴収 

本市の予算、予定価格等の設定を行うため、参考見積徴収を行う。見積要求水準書の作

成は、本市が実施した「新焼却施設整備基本設計」、「PFI 等導入可能性調査」の結果等を踏

まえ行うものとする。概略は以下のとおりとする。必要に応じてプラントメーカへのヒア

リングを実施する。 

（１）見積要求水準書等の作成 

（２）見積設計図書及び参考見積等の徴収（質問回答への対応を含む） 

（３）見積設計図書の比較 

（４）予定価格設定支援 

 

３．実施方針の作成及び公表に係る支援 

実施方針で規定すべき項目についてとりまとめる。また、応募者からの質問及び意見書 

に対する回答案の作成等について支援する。 

 

４．特定事業の選定及び公表に係る支援 

参考見積徴収の結果を踏まえ、特定事業の選定として取りまとめる。概略は以下のとお

りとする。 

（１）特定事業の選定に関する支援 

（２）VFM の算定に必要なデータ収集・整理 

（３）VFM の算定 
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５．事業者募集書類の作成及び公表に係る支援 

事業者を募集するにあたって必要な、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式

集、契約書（案）等を作成する。また、応募者からの質問に対する回答案の作成等につい

て支援する。作成資料は以下のとおりとする。 

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） 

⑥その他必要な書類 

 

６．民間事業者の選定支援 

応募者から提出された提案書を取りまとめ、審査用資料を作成する。なお、評価及び選

定については事業者選定委員会にて実施するが、評価において助言を求められる場合につ

いては、必要な対応を実施する。概略は以下のとおりとする。 

（１）質問回答への対応（2 回程度） 

（２）対面的対話の実施支援 

（３）資格審査に関する支援 

（４）基礎審査に関する支援 

（５）提案審査支援資料作成 

（６）審査結果のとりまとめ・審査講評の作成支援 

 

７．契約締結に係る支援 

本市と落札者との間で協定及び契約を締結するに際して、契約書（案）及び事業者提案

内容に基づき最終的に締結する契約内容について、PFI 方式等の利点を最大化できるように

確認、調整、交渉並びに契約締結に係る支援を行う。 

 

８．事業者評価委員会の支援 

事業者選定支援業務と平行して本市では事業者評価委員会（以下、「委員会」という。）

を設立し、作成する各書類に対する意見の徴収や事業者選定（評価）事務を実施する予定

である。本業務は、委員会の議事進行に必要な資料作成、議事進行補助とともに、議事録

（概要）作成を行うものである。 

なお、議事進行に必要な資料は各書類に加え、委員会用に必要資料を作成する。委員会

への対応は以下のとおりとする。 
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（１）委員会資料の作成 

（２）委員会への出席及び議事進行補助、質疑への対応補助 

（３）議事録（概要）の作成 

（４）その他必要な支援 

※委員会支援の条件は以下のとおりとする。なお、実施回数に変更がある時には本市と 

協議するものとする。委員への謝金及び旅費・交通費、会場費等の負担は本市とする。 

①委員会名称：（仮称）事業者評価委員会 

②実施概要 ：平日昼間の 2～3 時間程度（ヒアリング等を実施する委員会は 5 時間程度） 

③出席者  ：2 名以上 

④委員構成 ：市職員、有識者等の 5 名程度 

⑤開催回数 ：6 回程度（回数に増減がある場合は本市と協議する） 

 

９．費用対効果分析 

本業務の内容を踏まえて、国の手引書に基づく費用対効果の分析を行う（令和 5 年度）。 

 

１０．その他の支援 

その他、本業務を円滑に事業するための助言、支援等を行う。また、法務的業務の支援

には、弁護士による対応を行う。 

（１）環境影響評価業務の支援 

  本市で別途契約をしている「新焼却施設整備に係る環境影響評価（準備書及び評価書） 

業務委託」の支援を行う。 

・整備・運営に関連する技術的な観点での助言 

・データ徴収の補助（予測のための機器騒音値や機器配置がわかる図面等） 

・審査会対応の補助（2回程度） 

・住民説明会対応の補助(1 回程度) 

  （２）系統連系協議支援 

     本事業において、敷地内にて特別高圧による受電を計画していることから、電力会社 

    との協議支援を行う。特別高圧受電に係る条件設定並びに工事負担金の概算費用を把握 

    するため、プラントメーカーへ必要な情報をヒアリングし、電力会社との協議に必要な 

    資料を作成する。 

 

１１．事業者選定に係る想定スケジュール 

事業者選定に係る想定スケジュールは以下のとおりである。 

（１）実施方針公表    令和 5年 9月 

（２）特定事業の公表            令和 5年 12 月 
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（３）入札公告    令和 6年 5月 

（４）落札者決定    令和 7年 3月 

（５）本契約    令和 7年 6月 

 

 

 


