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平成２９年度玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務 仕様書  

 

本仕様書は、玖珠町（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」とい

う。）に委託して行う「平成２９年度玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務」に

適用し、その内容について定める。  

 

１ 件名  

 平成２９年度玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務  

 

２ 委託期間  

 契約締結日から平成３０年３月２２日（木）まで  

 

３ 納入場所  

 玖珠町役場 環境防災課  

 

４ 業務の目的  

 東日本大震災の発生を教訓に、国において平成２６年３月に「災害廃棄物対

策指針」の改定が行われたところである。  

本町において大規模地震等が発生した場合の被害を想定し、災害廃棄物等の

処理についての課題等を抽出することにより、災害廃棄物処理における迅速で

適正な災害応急対策を確保し、早期の災害復旧・復興対策を円滑に実施するた

め、本町の現状及び国の指針等に則り、より具体的で実効性のある計画を策定

することを目的とする。  

 

５ 業務の基本事項  

 (1) 本町の地域特性、廃棄物処理状況及び施策を十分に考慮し、最新のデー

タ、最新の知見と最高水準の技術をもって業務を遂行するものとする。  
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 (2) 本町の環境部局が定める廃棄物関連条例及び一般廃棄物処理計画、その

他関連施策、防災部局が定める防災関連条例及び玖珠町地域防災計画、大分県

災害廃棄物処理計画、その他国が定める関連施策との整合性を図ること。  

 (3) 国及び県の動向や廃棄物関連法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

災害廃棄物対策指針）及び防災関連法（災害対策基本法、国土強靭化基本法

等）との整合性を図ること。  

 (4) 本業務の遂行にあたっては、県等の関係機関及び役場内の関係する部署

と連携・調整を行いながら進めることとし、各種資料の使用のため関係者の承

認が必要な場合は、原則として乙が手続きを行う。また、本業務に関して、法

令等により官公庁への申請が必要な場合も同様とする。  

 (5) 乙は、本業務中や本業務終了後において、その内容や成果物について甲

から照会があった場合、または第三者への技術的説明の依頼があった場合に

は、これに協力するものとする。  

 

６ 技術者の配置  

 乙は、十分な経験を有する技術者を配置し、業務を遂行するものとする。  

 技術者は、技術士法（昭和 58 年 4 月 27 日法律第 25 号）第 2 条第 1 項に規

定する技術士の資格（衛生工学部門（廃棄物管理）、建設部門（建設環境）、

総合技術監理部門（廃棄物管理または建設環境））を有する者を配置し、業務

の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。  

 

７ 提出書類  

 (1) 乙は、契約締結後 14 日以内に次に定める書類を提出し、甲の承認を得

るものとする。  

ア 着手届  

  イ 業務工程表  

  ウ 課税事業者届出書  

  エ 管理技術者及び照査技術者選任通知書  

  オ その他、甲が必要と認める書類  
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 (2) 乙は、前項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

度甲の承認を得るものとする。  

  

８ 業務内容  

 (1) 検討条件の整理  

  ア 被害想定の整理及び災害廃棄物発生量の把握  

    大分県災害廃棄物処理計画及び玖珠町地域防災計画における風水害・

地震被害想定状況を整理し、災害発生量を把握する。  

  イ 災害廃棄物等の種類と処理目標期間の検討  

    災害廃棄物等の内訳及び処理目標期間を、既往の事例等を参考にリス

クアセスメントの観点も踏まえ検討する。  

  ウ 廃棄物処理施設の処理能力等の整理  

    玖珠九重行政事務組合が管理する廃棄物処理施設、民間の廃棄物処理

施設の処理能力等を整理する。  

  エ 処理方針の整理  

    災害廃棄物処理計画策定にあたっての処理方針を整理する。  

 (2) 仮置場の検討  

  ア 仮置場としての利用可能性調査  

    仮置場としての利用可能性のある土地の調査を行う。  

  イ 処理対象地域と仮置場の必要規模の検討  

    処理対象地域を検討し、それぞれに必要な仮置場の規模を検討する。  

  ウ 仮置場の管理運営での留意事項の整理  

    仮置場設置に際しての事前調査事項（土壌等の環境調査やボーリング

調査等）の整理及び事前の広報対応について整理する。  

  エ 仮置場における選別方法や選別機器の調査、配置の検討  

    仮置場での可能な選別方法や必要な機器について検討し、その調査を

行う。また、仮置場における保管場所や機器等の配置の検討を行う。  

 (3) 搬送ルートの検討  

  ア 処理対象地域から仮置場までの搬送ルートの検討  
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    災害廃棄物等の運搬の際の搬送ルートを検討する。  

  イ 運搬車両台数の検討と調査  

    災害廃棄物等の運搬に必要な運搬車両数等の検討を行い、その調査を

行う。  

 (4) 災害廃棄物等処理能力の検討  

  ア 災害廃棄物等処理に必要な処理施設及び能力の検討  

    災害廃棄物等処理に必要な処理施設の種類及び処理能力を検討する。  

  イ 処理施設の処理能力及び災害対策の検討  

    処理施設において可能な災害廃棄物等の処理能力及び災害時でも処理

機能を維持するために必要な対策について検討する。  

  ウ その他の処理施設（民間廃棄物処理施設等）の処理能力の検討  

    その他の処理施設（民間廃棄物処理施設等）において可能な災害廃棄

物等の処理能力について検討する。  

  エ 仮設処理施設の種類と処理能力の検討  

    現存している施設での処理能力が不足する場合に必要となる仮設廃棄

物処理施設の種類と能力について検討する。  

  オ 仮設処理施設設置場所としての利用可能性調査  

    仮設処理施設設置場所としての利用可能性のある土地の調査を行う。  

 (5) し尿処理及び生活系ごみの処理についての検討  

  ア し尿の処理  

    避難所に設置される仮設トイレ数を推計するとともに、仮設トイレ及

び発災後に各家庭から排出されるし尿の適正な処理を行う体制の構築

について検討する。  

  イ 生活系ごみの処理  

    避難所から排出される生活系ごみの量を推計するとともに、避難所及

び発災後に各家庭から排出される生活系ごみを適正に処理するための

体制の構築について検討する。  

 (6) 災害廃棄物処理体制の検討及び課題の整理  

  ア 災害廃棄物等の概略処理フロー図及び概略処理工程の作成  
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    検討結果を処理フロー図の処理工程としてまとめる。  

  イ 災害廃棄物処理体制の構築  

    玖珠町地域防災計画による組織編制を参考に災害廃棄物処理体制につ

いて検討する。  

  ウ 災害廃棄物の処理における課題の整理  

    災害廃棄物処理計画策定等から得られた課題及び対応を整理する。  

 (7) 計画の構成  

    本町で計画する災害廃棄物処理計画の構成は以下の内容を想定してい

る。なお、追加検討が必要な場合は、別途協議を行う。  

  ア 基本的事項  

    本町計画の趣旨、対象とする災害、組織・配備態勢、情報伝達方法、

協力支援体制等、災害対応の基本的な事項をとりまとめたものである。  

    以下に、想定される項目例を示す。  

   (ｱ) 計画策定の趣旨  

   (ｲ) 組織・配備体制、業務分担、役割  

   (ｳ) 情報収集・連絡、発信  

   (ｴ) 協力・支援（受援）体制  

  イ 災害廃棄物処理対策  

    本町が被災地になることを想定し、本町に定められた災害廃棄物処理

に関わるそれぞれの担当において、必要となる事項をとりまとめたもの

である。  

    以下に、想定される項目例を示す。  

   (ｱ) 品目別発生量推計・見込  

   (ｲ) 災害廃棄物処理方針の作成  

   (ｳ) 全体スケジュールの把握  

   (ｴ) 処理フローの構築  

   (ｵ) 収集運搬体制の整備  

   (ｶ) 既存の廃棄物処理施設の活用  

   (ｷ) 仮置場の確保、運営管理支援  
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   (ｸ) 仮設処理施設の設置  

   (ｹ) し尿及び生活系ごみの処理  

 

９ 業務の工程（予定）  

順番  実施時期  内容  

①  平成 29 年 7 月中旬～  関係者打ち合わせ、調査実施  

②  平成 29 年 10 月下旬  玖珠町災害廃棄物処理計画書 素案  完成  

③  平成 30 年 3 月中旬  玖珠町災害廃棄物処理計画書 最終版  完成  

④  平成 30 年 3 月 22 日  業務報告書提出  

 

１０ 成果品の納入  

(1) 成果品として、次の表に掲げるものを作成する。  

順番  納入期限  内容  

①  平成 29 年 10 月下旬  玖珠町災害廃棄物処理計画書  素案  

玖珠町災害廃棄物処理計画書  素案  概要版  

②  平成 30 年 3 月中旬  玖珠町災害廃棄物処理計画書  最終版  

玖珠町災害廃棄物処理計画書  最終版  概要版  

③  平成 30 年 3 月 22 日  玖珠町災害廃棄物処理計画書  

玖珠町災害廃棄物処理計画書  概要版  

 (2) すべての成果品について、編集可能な電子データ、分析、作成に使用し

たデータを編集可能なフォーマット（マイクロソフトワード 2007 以降、マイ

クロソフトエクセル 2007 以降、マイクロソフトパワーポイント 2007 以降）で

データをＣＤ－Ｒ等に格納したものと紙面に印刷し簡易製本したもの 15 部を 1

セットにして納入するものとする。  

 (3) 乙は本業務が完了したときは、成果品を業務報告書とともに、甲に提出

し検査を受けるものとする。  

 (4) 成果品は甲の指示に基づいて納入期限までに納入するものとする。な

お、乙は、成果品を納入する際は甲の検査を受けなければならない。検査の結

果、訂正等を指示されたものについては、速やかに訂正するものとする。  

 (5) 甲が業務の途中で中間報告を求めた場合には、乙は中間報告をとりまと

め報告すること。  



7 

 

 (6) 文献の利用について著作者等の許諾が必要な場合は、乙が許諾を取るこ

と。また、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

明記するものとする。  

 

１１ 打ち合わせ  

 (1) 乙は本業務の遂行にあたり、主要な区切りにおいて、甲と打ち合わせを

行うものとするほか、随時担当者と連絡を取り、十分な打ち合わせを行うもの

とする。  

 (2) 初回と終回は、原則として主任技術者が立ち会うものとする。  

 (3) 打ち合わせ場所は本庁内とする。乙は、打ち合わせの都度、その内容に

関する議事録を作成し、甲に提出するものとする。  

 

１２ 資料の貸与  

 (1) 本業務の履行に関して、甲から乙に資料等を貸与及び支給した場合、乙

は、貸与・支給の別や資料名等を記録し、業務終了後速やかに甲に貸与品を返

却する。また貸与リストを提出する。  

 (2) 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。  

 

１３ 環境負荷の低減  

 本業務の履行においては、環境負荷の低減に努めること。  

 

１４ 権利の帰属  

 本業務により作成した成果品の著作権、特許権、使用権等の一切の権利は甲

に帰属するものとする。  

 

１５ その他  

 (1) 本業務の履行に関して、契約書及び仕様書に定めのない事項または疑義

が生じた場合は、委託者と受託者協議のうえ決定するものとする。ただし、協



8 

 

議が整わないときは、業務の公共性に鑑み、受託者は委託者の指示に従うもの

とする。  

 (2) 受託者は、本業務の実施において第三者との事故・紛争等が発生した場

合は、受託者の責任において誠意をもってその解決にあたるとともに、経緯等

について速やかに委託者に報告しなければならない。  


