
1 
 

契約事前確認公募について 

令和３年９月９日 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「機構」という）で検討している「１F廃棄物

管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）業務」に関する業務につ

いて、下記の内容で事前確認公募を実施します。 

 

事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定

法人等との契約手続に移行します。なお、応募要件を満たすと認められる者がいる場合に

あっては、一般競争入札手続きに移行する予定です。応募者は、参加意思確認書等を提出

した場合、辞退することはできません。 

 

記 

１．契約の概要 

（１）件名 

   １F 廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）業務 

（２）履行期間 

   契約締結日～令和４年３月３１日 

（３）概要 

   福島第一原子力発電所（以下「１F」という。）における廃棄物管理においては、関

連する評価や予測の不確実性及び計画の不確定性に対処しつつ多様な１F廃棄物管理

全体を合理的なものとするための最適化を指向する検討の方法や関係する情報・根拠

等が必要であり、本業務では、１F廃棄物の処分までの一連の流れを見据え、放射性

廃棄物の最適化を体系的に行っていくための方法論構築とそれに係る情報・知識の整

理を行う。具体的な業務の内容等については、別添２の仕様書参照のこと。 

 

２．応募する者に必要な資格 

  下記全ての条件を満たす者とする。 

（１）当該契約を締結する能力を有しない者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得な

い者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３２条第１項各号に掲げる者に該当しない者であること。 

（２）次の各号に該当しない又はその事実があった後２年を経過していること。 

  ① 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき 

  ② 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得る

ために連合したとき 

  ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき 

  ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき 

  ⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき 

  ⑥ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故



2 
 

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき 

  ⑦ この項（この号を除く。）の規定により応募資格を有しないとされている者を、契

約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した

とき 

（３）令和１・２・３年度全省庁統一資格「役務の提供等」の「A」、「B」、及び「C」のいず

れかの等級に格付されている者であること。 

（４）内閣府、文部科学省及び経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置

が講じられている者ではないこと。 

（５）過去３年以内に情報管理の不備を理由に機構との契約を解除されている者ではない

こと。 

（６）本業務の履行に関して、秘匿性の高い情報を適切に管理できること。 

（７）中立的かつ公平的な立場で業務を実施できる者であること。 

（８）仕様書の交付を受けた者であること。 

（９）本業務を遂行できる履行体制と業務実施計画を有していること。 

（10）以下の技能及び条件を満たしていること。 

① １F廃棄物の取り出しから処分までの一連の取扱フロー（以下「廃棄物ストリーム」

という。）について横断的に知識化を行い、種々の技術オプションやそれに付随する不

確実性・不確定性によるリスク要因を抽出し、種々の尺度を総合して技術オプションの

選定やリスク管理方策に関する意思決定を行う技術を開発できる能力を有すること 

② 放射性廃棄物管理における知識化に経験を有すること 

③ 本業務を履行可能な体制と作業計画を有すること 

 

３．手続き等 

（１）問合せ先 

〒１０５－０００１東京都港区虎ノ門２－２－５ 共同通信会館５F 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 技術グループ 

    「１F廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）業務」

担当 

メール：h_dai11@ndf.go.jp 

（ｴｲﾁ ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ ﾃﾞｨ ｴｲ ｱｲ ｲﾁ ｲﾁ ｱｯﾄﾏｰｸ ｴﾇ ﾃﾞｨ ｴﾌ ﾄﾞｯﾄ ｼﾞｰ ｵｰ ﾄﾞｯﾄ ｼﾞｪｰ ﾋﾟｰ） 

    ※応募に関する問合せの受付は、E-mail のみとします。 

（２）説明会の有無 

   無 

（３）仕様書等の交付 

   令和３年９月１６日（木）までに別添２の仕様書をダウンロードすること。 

（４）参加意思確認書の提出期限及び提出先 

  ① 提出期限 

    令和３年９月１７日（金）１５時００分 

  ② 提出先： 

    〒１０５－０００１東京都港区虎ノ門２－２－５ 共同通信会館５F 

    原子力損害賠償・廃炉等支援機構 技術グループ 

    「１F廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）業務」

担当あて（郵送による場合は、期限まで必着のこと） 

 

【提出書類】 

①  参加意思確認書（別添１） 
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②  令和 01・02・03 年度競争参加資格（全省庁統一資格）における資格審査結果

通知書の写し 

   ③ 組織概要（パンフレット等） 

   ④ 作業体制図、作業計画書（様式自由） 

   ⑤ ２．応募する者に必要な資格（10）の技能要件を満たすことを説明する資料

（様式自由） 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）競争手続きに移行した場合、その旨通知する。 

（２）参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。 

 

以上 
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別添１ 

 

参加意思確認書 

 

 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

理事長 山名 元 殿 

 

提出者 

住所 

会社名 

代表者役職氏名             印 

 

 

下記公募について、応募要件を満たすものとして、参加意思確認書を提出します。 

 

 

記 

 

件名：１F 廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）業務 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

所 属 

役 職 氏 名 

メールアドレス 

電 話 番 号 
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別添２ 

 

「１F廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度）」 仕様書 

 

1. 件名：１F 廃棄物管理方策に係る情報整理および統合化手法の検討(令和 3年度） 

 

2. 事業内容 

2.1背景及び目的 

福島第一原子力発電所（以下「１F」という。）における廃棄物の管理に関しては、廃棄

物の多様性1に加えて、現状では、評価や予測の不確実性2及び計画の不確定性3が存在す

る。このため、それぞれの廃棄物類の発生から容器への収納、固化、貯蔵等の個々の過程

での局所的最適を指向して意思決定を行っていくと、１F廃棄物の管理全体としての最適

条件は達成されず、また、評価や予測の不確実性及び計画の不確定性のために、手戻りや

廃棄物の取り出しから処分までの一連の取扱フロー（以下「廃棄物ストリーム」とい

う。）後段での負荷増加等を招く可能性がある。 

これまで、廃棄物管理全般のプロセスを廃棄物毎に技術オプションを含め、廃棄物スト

リームとして集約してきた。しかし、上記の不確実性・不確定性に対処しつつ多様な１F

廃棄物管理の最適化を指向する検討は実施されておらず、今後の事業の円滑かつ効率的な

推進のためには、不確実性・不確定性に対処しつつ多様な１F廃棄物管理全体を合理的な

ものとするための最適化を指向する検討を体系的に行っていくための方法論や関連する情

報・根拠の整備が必要である。上記１F廃棄物管理の最適化に向けた具体的な目標は以下

に示す３項目となる。 

① 各廃棄物ストリームの技術の準備状況の整理と課題への対処方策オプションの信頼

性評価 

② 分野やストリーム横断的な視点を含む処理処分方策の意思決定に関する試行および

ノウハウの抽出 

③ 広くステークホルダーに受け入れられる統合廃棄物管理方策の実現に資する戦略オ

プションの提案 

令和２年度業務では、処理処分方策検討の方法論を構築し、上記に挙げる目標のうち①

および②について、一部の廃棄物ストリームを対象とした処理処分方策オプションの信頼

性評価ならびに意思決定に関する試行を実施した。本業務では、目標①、②について最新

知見や各分野専門家のヒアリング結果を反映し評価や試行の信頼性の向上を図り、また評

価対象の事故廃棄物の範囲を拡張した試行を行う。さらに、戦略オプション策定手法の整

備等の目標③の達成に資する一部の検討を行う。 

 

 

 
1 廃棄物の多様性：起源の異なる多数の廃棄物が含まれることに加えて、個々のストリームに属する廃棄物の個体間のばらつ
きや不均質性が顕著であること。 
2 評価や予測の不確実性：現状で情報やデータが不足していることに起因する各種廃棄物の量や性状に関する不確実性、新た
に開発・適用する技術の実績が少ないことによる適用性や性能に関する不確実性、従来の廃棄物と異なる特徴や現象に関する

知見が不足していることにより安全評価やコスト評価等に含まれる不確実性など。 
3 計画の不確定性：制度や安全規制等の詳細が未確定であることや多様な 1F廃棄物の処分時の区分方法や処理・処分技術に関
して種々の選択肢が候補として残されていることなど。 
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2.2実施項目 

(1) 汚染水処理二次廃棄物の処理処分方策に関する検討内容の信頼性向上 

(2) 他の事故廃棄物への方法論の適用に関する試行 

(3) 処理処分方策の最適化及び統合廃棄物戦略策定に向けた知見の統合 

 

2.3実施内容 

(1)汚染水処理二次廃棄物の処理処分方策に関する検討内容の信頼性向上 

令和２年度業務では、汚染水処理二次廃棄物を対象として構築した方法論に即し処理処

分方策立案の試行を行った。本業務では、以下に示す項目を実施し汚染水処理二次廃棄物

の処理処分方策立案に関する検討内容の信頼性の向上を図る。 

 核種インベントリ等の最新情報を反映したアップデート： 

評価対象とした汚染水処理二次廃棄物の核種インベントリ及びその不確実性に関する

最新の情報を反映して、令和２年度の試行における長期安全性に関する評価を見直

す。また、上記の評価結果を踏まえて、現時点で認識されているインベントリの不確

実性を低減する努力と不確実性の残留を前提として頑健な処理処分技術オプションを

選択する方策を比較し最適化・合理化を行うための考え方や基準を明らかにする。 

 各分野の専門家へのヒアリングを通じた ESL 評価の論拠及び判断の信頼性向上： 

処理処分の各工程に関する様々な分野の専門家との複数回のワークショップを通じ、

令和２年度の試行で作成した ESL 評価のレビューを行う。また、ワークショップでの

情報共有及びレビュー結果を通じて Decision tree の論理構造の見直し、最新情報を

含むエビデンスの取り込みによるモデルの改善を図るとともに、各分野の専門家の知

見に基づき論拠の十分性やエビデンスによる支持/否定に関する確率を設定すること

で評価の信頼性を高める。 

 

(2)他の事故廃棄物への方法論の適用に関する試行 

令和２年度において汚染水処理二次廃棄物を対象とした方法論の試行を、他の事故廃棄

物へ適用する。 

 デブリ取り出し廃棄物や瓦礫等の他の主要な廃棄物についての試行： 

令和２年度の試行結果を踏まえ、次項に述べる「処理処分方策の最適化及び統合廃棄

物戦略策定に向けた知見の統合」に向けて着目すべき廃棄物の特徴や関連するリスク

等を抽出し、多様な事故廃棄物に関する幅広い知見を得るために対象とすべき代表的

な廃棄物を選定する。選定した代表的廃棄物のそれぞれに対して、令和２年度に構築

した方法論を適用し、関連する情報・知識の収集・分析と構造化(知識化)を行った上

で、合理的な技術オプションの抽出、状況に応じて適切となる処理処分全体方策の構

成、及び処理処分方策を一貫したものとするための道筋（戦略）の提案を行う。 

 デブリ等撤去後の残留汚染物の可能性を考慮した跡地利用の安全評価も含めた総合的

検討： 

サイトから取り出した廃棄物の処理処分についての安全評価に加えて取り出し後の跡

地利用に関する長期的安全性の評価を行い、総合的に最善となる対策の基本的考え方

を示す。 
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(3)処理処分方策の最適化及び統合廃棄物戦略策定に向けた知見の統合 

 候補となる処理処分方策オプションの経済性を含む多面的比較： 

コスト評価の結果を取り入れて、令和２年度に度具体化した二つの処理処分方策（中

深度処分を前提とした上流側工程の合理化、及び記録・知識の保存により中長期の人

間接近を回避するピット処分）及び実施項目(2)で新たに検討する他の廃棄物につい

ての方策オプションを経済性の観点から比較する。また、上記の結果を踏まえた処理

処分方策オプション間の多面的相対評価とこれに基づく処理処分方策を一貫したもの

とするための道筋（戦略）を検討する。 

 処理処分方策の最適化・合理化に関するある程度一般化されたノウハウの整理： 

インベントリ、物量、各工程で配慮すべきリスクや不確実性等の各廃棄物の特徴に応

じて、不確実性を低減する努力と不確実性の存在を前提とした頑健な処理処分技術の

例のような、相反する方策をどの様なバランスでどのように組み合わせるべきかの基

本的な考え方について検討し、本業務の試行で検討対象とする代表的な事故廃棄物

（汚染水処理二次廃棄物、デブリ取り出し廃棄物、瓦礫等）の処理処分方策及び廃炉

後の跡地利用等についての最適化の方向性を提案する。 

 統合廃棄物戦略策定の基本的考え方及び戦略オプション策定手法の整備： 

上記の検討で整理する処理処分方策の最適化・合理化に関するある程度一般化された

ノウハウに基づき、本業務で試行の対象とした廃棄物以外についても、それぞれの特

徴や量及び不確実性に応じて処理処分方策の最適化・合理化の観点からの類別を行

い、統合廃棄物戦略策定の基本的考え方を提案する。 

 

 

3. 納入物 

乙は令和４年３月３１日までに次に掲げる納入物を提出すること。 

一 本別紙１の事業内容の成果を記載した書面 ５部 

二 本別紙１の事業内容の成果を記載した電子媒体 １部 

 

4. 契約期間 

本契約締結から令和４年３月３１日まで。 

 


