
（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業
　様式集及び記述要領に対する質問・回答

平成１６年８月２７日

千　葉　県　水　道　局

　・平成１６年７月６日に公表した様式集及び記述要領に対する
　　質問及びその回答を公表します。
  ・平成１６年７月６日に公表した様式集及び記述要領について、
　　Ｎｏ９、Ｎｏ１９～２２、Ｎｏ２６～２７、Ｎｏ４６～４７の
　　回答のとおり訂正をします。



様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

1 7 様式1-6-1 　

入札参加要件の共通事項では上下水道等の規模及び
主要な施設整備を平成6年以降施工実績を有すると規
定しています。また、設計業務では一級建築事務所
登録のみが表記され、様式1-6-1では設計業務実績を
添付するようにとなっていますが、従来公共工事で
の機械器具設備工事での発注形態は性能発注です。
よって、設計業務は施工企業の担当範囲と解され設
計・施工を含めた受注実績としていた関係から設
計・施工実績を設計実績と読み替えた解釈で業務実
績を報告することは可能でしょうか、ご教示願いま
す。ただし、可能な場合でも委託契約書等の資料は
添付できません。

参加表明及び資格確認に関する質問３２を御参照く
ださい。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

2 7

設計業務を行う企業の参加資格要件一覧・建築士法
第23条に基づく一級建築士事務所の登録状況※入札
参加資格審査結果通知書の写しを添付ください。と
ありますが、入札参加資格審査結果通知書を具体的
にご教示ください。

参加表明及び資格確認に関する質問３４を御参照く
ださい。

三菱重工業株式会社

3 7

設計業務を行う企業の参加資格要件一覧・設計業務
実績※記載した業務の委託契約書の写し・完成検査
通知書又は実績証明書の写し・設計大要が記載され
ている資料を添付ください。とありますが、具体的
に設計大要が記載されている資料とは何か、ご教示
ください。

参加表明及び資格確認に関する質問３２を御参照く
ださい。

三菱重工業株式会社

4 15 　 　

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録して
ある場合、押印は使用印を押印でよろしいでしょう
か。

「提案提出書」は、使用印も認めます。

株式会社市川環境エンジニアリング

5 20

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録して
ある場合、押印は使用印を押印でよろしいでしょう
か。

「委任状」は、使用印も認めます。

株式会社市川環境エンジニアリング

6 21

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録して
ある場合、押印は使用印を押印でよろしいでしょう
か。

「入札書」は、使用印も認めます。

株式会社市川環境エンジニアリング

7 22

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録して
ある場合、押印は使用印を押印でよろしいでしょう
か。

「誓約書」は、使用印も認めます。

株式会社市川環境エンジニアリング
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

8 25 様式5-1 　

構成員記載用の表の中に協力企業や再委託企業用記
載欄の中にある「事業配分率」がありませんが、適
宜追加して記載すればよろしいのでしょうか。

グループ構成員の表に、事業配分率の項目を適宜追
加して記載してください。

ダイヤモンドリース株式会社

9 25 様式5-1

欄外に様式6-4-1に示す有価証券報告書という記述が
ありますが、様式6-3-10の誤りでしょうか。

ご指摘のとおり、様式6-3-10の誤りです。

ダイヤモンドリース株式会社

10 25 様式5-1

「様式6-4-1に示す有価証券報告書等」とあります
が、これは「様式6-3-10に示す有価証券報告書等」
の間違いでしょうか。それともが「様式6-4-1」が欠
落しているのでしょうか。

NO9を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

11 33 6 1 2

<リスク分担一覧>リスクＮｏ．８ 「事業者が発注す
る契約の管理内容の変更」の 『管理内容』とは具体
的に何を指すのでしょうか。

ＳＰＣが発注する請負契約及び業務委託契約の内容
又はその業務に関する仕様等のことを指します。

三菱商事株式会社

12 33 様式6-1-2

当該様式に加えてより詳細なリスク分担表を添付し
た場合、評価の対象となりますでしょうか。

リスクの種類を細分化し、具体的なリスクとその対
応策が記載されている場合は、評価対象になりま
す。 株式会社　荏原製作所　東関東支店

13 33

共通，不可抗力「ﾘｽｸNO．10」戦争、風水害、地震
他、千葉県水道局及び事業者の双方の責めに帰すこ
とのできない事由等とありますが、想定できる事業
者側のﾘｽｸをご教示下さい。また、事業者側ﾘｽｸとは
保険対応範囲と理解でよろしいでしょうか。

不可抗力の範囲については、事業契約書（案）に対
する質問回答ＮＯ４のとおり、現段階では具体的な
範囲を示すことはできません。また、後段について
は、事業契約書（案）に対する質問回答ＮＯ２３及
びＮＯ５２のとおり、保険対応範囲に限りません。

三菱重工業株式会社

14 33

維持管理・運営段階，計画変更「ﾘｽｸNO．23」送泥条
件の変化の時期と濃度等の内容の変更に関するもの
（電力従量料金の削減等）とありますが、基本的に
は千葉県側のﾘｽｸと理解致しますが、千葉県殿の考え
ておられる事業所側ﾘｽｸを具体的にご教示下さい。

送泥条件の変化の時期を変更することにより、サー
ビス購入料のうち維持管理・運営費が減少すること
等が考えられます。 三菱重工業株式会社

15 33

維持管理・運営段階，施設瑕疵，計画変更「ﾘｽｸNO．
25」施設の瑕疵が見つかった場合（10年目まで）設
備は1年。とありますが、11年以降は事業者側の負う
ﾘｽｸは無いと理解してよろしでしょうか。

瑕疵担保期間は１０年までです。

三菱重工業株式会社
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

16 45 様式6-2-10

外国銀行の日本支店を起用する場合は、当該銀行の
本社の実績、自己資本比率などを記載すればよろし
いでしょうか。

当該銀行の自己資本比率を記載してください。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

17 45 様式'6-2-
10

プロジェクトファイナンスに関する幹事行の実績に
ついては、海外およびPFI以外の案件の実績も評価の
対象となると考えてよろしいでしょうか。

ＰＦＩ事業以外のプロジェクトファイナンスの実
績、海外の実績を記入しても構いません。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

18 47

既存脱水設備を撤去した後、既存脱水機棟内に発生
土の再生利用に必要な設備等を設置する場合、その
費用は建設費（撤去費等）に計上することでよろし
いでしょうか。

建設費（撤去費）の項目に計上してください。

電源開発株式会社

19 48～51 様式6-3-1

様式6-3-1（a～d）における年度とは10月から翌年9
月を指しておりますが、これと整合性をとらなけれ
ばいけない様式6-3-6においては年度とは4月から翌
年3月となっております。どちらかに統一しないと整
合性の確認など不都合が生じる恐れがありますの
で、できましたら”年度とは4月から翌年3月”に統
一いただけないでしょうか。

様式集の年度は１０月から９月で統一してくださ
い。

ダイヤモンドリース株式会社

20 48～51 様式6-3-1

様式6-3-1（a～d）において欄外に”様式6-3-6の運
営3年度の収入額と整合性がとれるようにしてくださ
い”とのご指示がありますが、aについては運営初年
度、bについては運営2年度、dについては運営11年度
の誤りでしょうか。

ご指摘のとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

21 52～55 様式6-3-2

様式6-3-2（a～d）において欄外に”様式6-3-6の運
営初年度の支出額と整合性がとれるようにしてくだ
さい”とのご指示がありますが、bについては運営2
年度、cについては運営3年度、dについては運営11年
度の誤りでしょうか。

ご指摘のとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

22 52～55 様式6-3-2

様式6-3-2（a～d）における年度とは10月から翌年9
月を指しておりますが、これと整合性をとらなけれ
ばいけない様式6-3-6においては年度とは4月から翌
年3月となっております。どちらかに統一しないと整
合性の確認など不都合が生じる恐れがありますの
で、できましたら”年度とは4月から翌年3月”に統
一いただけないでしょうか。

NO19を参照してください。

ダイヤモンドリース株式会社
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

23 60 様式6-3-4-
b

水道使用料金は59.32円／m3と指定されていますが、
総額表示（税込み料金）と考えてよろしいですか。

消費税を含みません。

株式会社日立製作所

24 60 様式6-3-4-
b

水道使用料金は59.32円／m3と指定されていますが、
基本料金は免除されるものと考えてよろしいです
か。また、実際の契約においても本料金が適用され
ますか。

実際の契約においても本料金を適用します。

株式会社日立製作所

25 61
様式6-3-4-

b
(別紙1)

「東京電力・高圧電力B」以外の契約種別を適用した
場合において、電力の契約制度が変更（適用した契
約種別の廃止等）になったとき、サービス購入料は
どのように改定されますか。

この場合も、事業契約書案の別紙１０「２（２）
ウ」に基づき、改定を行います。その規定が直接適
用できない場合は、別紙１０「２（１）イ」の規定
に基づき、協議を行うものとします。

株式会社日立製作所

26 63 様式6-3-6 　

長期収支計画表は、－１年度からとなっています
が、平成１７年４月から９月までの期間はどうすれ
ば良いでしょうか。

－２年度となりますので、列を追加して記入してく
ださい。

想定質問

27 66 様式6-3-7 　

20年間償還表の脚注に５年基準金利0.675％と記載さ
れていますが、0.765％の誤りと思われます。

ご指摘のとおり、0.765%です。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

28 69

企業名欄は企業名、表記番号のどちらを記載するの
でしょうか。
表記番号の場合、根拠書類に記載されている企業名
の取扱はどの様にすべきなのでしょうか。

企業名欄は、表記番号で記載してください。
根拠書類に企業名は実名としてください。

株式会社市川環境エンジニアリング

29 85 様式7-1-14

工事工程表における記述項目の順序は、EXCELの様式
に従うことでよろしいですか。「ア 調査設計　イ
建築工事　ウ 土木構造物工事　エ 設備工事　オ 電
気工事　･･･」

原則、EXCEL様式に従って作成してください。必要
に応じて項目を追加してください。

株式会社日立製作所
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

30 127 様式7-5-11

本表における１年目とはH19年度（H19年4月1日～
H20年3月31日）と考え、40年目はH58年度（H58年4
月1日～H59年3月31日）とするのか、それとも、１年
目とはH19年10月1日～H20年9月30日と考え、40年目
はH58年10月1日～H59年9月30日とするのでしょう
か。前者の場合、H59年度分として41年目（H59年4
月1日～H59年9月30日）を追記しなくてもよろしいで
しょうか。

１年目とはH19年10月1日～H20年9月30日と考え、40
年目はH58年10月1日～H59年9月30日としてくださ
い。

戸田建設株式会社　千葉支店

31 128 様式8-4-28

本表におけるH19年とはH19年度（H19年4月1日～H20
年3月31日）と考え、H38年とはH38年度（H38年4月1
日～H39年3月31日）とするのか、それとも、本表に
おけるH19年とはH19年10月1日～H20年9月30日と考
え、H38年とはH38年10月1日～H39年9月30日とする
のでしょうか。前者の場合、H39年度としてH39年4月
1日～H39年10月1日分を追記するということでよろし
いでしょうか。

H19年とはH19年10月1日～H20年9月30日と考え、H38
年とはH38年10月1日～H39年9月30日としてくださ
い。

戸田建設株式会社　千葉支店

32 159 様式8-4-22

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

既存施設のコンクリート構造物は、本様式の対象と
なります。
なお、事業契約書(案)に対する質問回答NO44を参照
してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

33 160 様式8-4-23

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

34 161 様式8-4-24

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

35 162 様式8-4-25

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

36 163 様式8-4-26

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

37 164 様式8-4-27

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

38 166 様式8-4-28

事業契約書第48条4項②より既存施設のコンクリート
構造物は本様式記載の対象外という理解で宜しいで
しょうか。

NO３２を参照してください。

戸田建設株式会社　千葉支店

39 178

発生土の受入先の所在地・連絡先も表記番号で記述
するのでしょうか。

所在地は実際の住所。連絡先は実際の固定電話番号
をご記入ください。

株式会社市川環境エンジニアリング

40 178

パンフレットに記載されている企業名の取扱はどの
様にすべきなのでしょうか。

パンフレットに記載されている企業名はそのまま提
出してください。

株式会社市川環境エンジニアリング

41 179 様式9-1-1

企業名欄は企業名、表記番号のどちらを記載するの
でしょうか。
企業名の場合、代表企業・構成員・協力企業が受入
表明書を提出する場合の、企業名記載の取扱はどの
様にすべきなのでしょうか。

様式9-1-1の企業名は表記番号とし、受入表明書は
実名をご記入ください。

株式会社市川環境エンジニアリング

42 180 様式9-1-2

受入会社が、代表企業・構成員・協力企業が受入表
明書を提出する場合の、企業名記載の取扱はどの様
にすべきなのでしょうか。

NO４１を参照してください。

株式会社市川環境エンジニアリング

43 186 様式9-5

「高濁度時が重なる季節における発生土の受入れあ
るいは発生土保管計画について、過去の高濁度時に
おける発生固形物量を踏まえて、具体的に記載して
ください。」とありますが、上記は事業者の想定で
記載すれば良いということですか？

業務要求水準書「別紙1-2　原水濁度及び低濃度汚
泥排水処理実績（原水濁度の高い月）」の流入固形
物量の実績値を参考に想定して具体的に記載してく
ださい。

電源開発株式会社

44 193 様式10-2-4

発生土の排水処理施設搬出時と一時保管場所搬出時
又は中間処理工場搬出時で運搬車両の積載重量等が
異なる場合の取り扱いについて教えてください。

運搬車両の積載重量等が異なる場合は、本様式を加
工して分かりやすく記述してください。なお、この
場合のページ数の指定は行いません。 想定質問
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

45 197 様式10-3-4

発生土の排水処理施設搬出時と一時保管場所搬出時
又は中間処理工場搬出時で運搬車両の積載重量等が
異なる場合の取り扱いについて教えてください。

NO４４と同様の方法で対応してください。

想定質問

46 200 様式10-5-1

発生土の運搬に伴うNOx排出量の算定において、排水
処理施設搬出時、一時保管場所搬出時又は中間処理
工場搬出時で運搬車両の積載重量等が異なる場合の
算出方法を教えてください。

　発生土の運搬に伴うNOx排出量の計算に当たって
は、千葉県生活環境部の大気保全課が下記ホーム
ページアドレスで公表している「自動車使用管理計
画書及び報告書」の提出（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）
の計画書の記入例に基づき各過程のＮＯｘ排出量を
算出することとしてください。
　ExcelでNOxの排出量の算出過程が分かる計算書を
作成し、様式集Excel版のシート名「様式10-5-1」
の右隣に、シート名を「様式10-5-1(算出過程)」と
して追加してください。
また、作成した「様式10-5-1(算出過程)」は、様式
14提案書資料集に添付してください。また、その算
出根拠も様式14に添付してください。
　なお、これらはすべての運搬過程の算出に当たっ
て適用し、本様式の発生土運搬に伴うＮＯｘ排出量
の計算式は用いないでください。
大気保全課ホームページアドレス：
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_taiki/jidou
/jigyousya/gaiyo.html

想定質問

47 201 様式10-5-2

発生土の運搬に伴うNOx排出量の算定において、排水
処理施設搬出時、一時保管場所搬出時又は中間処理
工場搬出時で運搬車両の積載重量等が異なる場合の
算出方法を教えてください。

ＮＯ４６と同様に算出してください。
なお、作成に当たってはＮＯ４６の回答の「様式
10-5-1」を「様式10-5-2」に読み替えてください 想定質問

48 209

様式12-4-1～4において脱水機整備台数欄に「週６日
８時間稼動」とありますが、脱水機の運転方法につ
いては維持管理の人員体制を考慮に入れた事業者提
案の運転日数・運転時間としてよろしいですか。

EXCEL版の様式はH16.7.6 AM11:10に修正しており、
修正後は同様式を削除しています。

日立プラント建設株式会社

49 213

様式13　(8)設計図面提案書にて新設濃縮槽及び既設
の排水排泥池・濃縮槽・引抜ポンプ室・上澄水槽
（既存２拡沈砂池）の機器配置図は必要ありません
か。また、事業者提案内容を説明するために上記の
図面を添付することはよろしいですか。

提案内容の説明のため、必要に応じてご質問の図面
を添付してください。
なお、添付する場合は、様式14の資料集に添付して
ください。

日立プラント建設株式会社
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

50 ⅱ 1 (1) カ

設計実績で基準施設規模を上回っていることを証す
る書類。とありますが、具体的にご教示願います。

参加表明及び資格確認に関する質問３２を参照して
ください。

三菱重工業株式会社

51 ⅱ 1 (1) カ

設計実績で基準施設規模を上回っていることを証す
る書類。とありますが、主要な各施設の整備を、元
請として施工した実績を有していれば設計実績あり
と理解してよろしいでしょうか。

参加表明及び資格確認に関する質問３２を参照して
ください。

三菱重工業株式会社

52 EXCEL 様式6-3-6

事業年度欄に記載されている”-1、0、1、・・・”
とはそれぞれ何年度を指しているのでしょうか。
（SPCを設立する平成17年1月が含まれる平成16年度
（平成16年4月～平成17年3月）が”-1”年度になる
のでしょうか。）

平成１９年１０月～平成２０年９月が第１事業年
度、平成１８年１０月～平成１９年９月が０事業年
度、平成１７年１０月～平成１８年９月が－1事業
年度です。

ダイヤモンドリース株式会社

53 EXCEL 様式6-3-6

欄外に様式6-3-6～様式6-3-8については、様式間で
整合性が確認できるよう計算式及びリンクを残した
ファイルを提出してくださいとのご指示があります
が、可能な限り対応させていただくということでよ
ろしいでしょうか。（実際の作業は、提出するファ
イル以外にも多くのファイルをリンクしながら進め
ておりますので、提出ファイルだけでご要望を満た
すことが困難であるためです。）

様式間の整合性が確認できる計算式及びリンクを残
したファイルを提出してください。

ダイヤモンドリース株式会社

54 EXCEL 様式6-3-7

支払年月の欄が平成19年10月から用意されておりま
すが、実際の支払は初回が平成20年1月、最終回が平
成39年10月になるのではないでしょうか。

Ｈ１９/１０の欄は、平成１９年１０月から１２月
分のサービス購入料の支払い額を示します。

ダイヤモンドリース株式会社

55 EXCEL 様式6-3-7

期末残高欄には消費税込みのサービス購入料を掲載
すればよろしいのでしょうか。それとも税抜き表示
にするのでしょうか。

消費税込みの表示です。

ダイヤモンドリース株式会社

56 viii 1 (4)

「受入表明書(様式9-1-2)」の押印は、提出する20
部の中の1部として、他の19部はコピーを使用してよ
ろしいですか。

押印は1部として、他の19部は押印のあるものをコ
ピーして使用ください。

株式会社日立製作所
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様式集及び記述要領に対する質問・回答

ＮＯ 頁 様式NO 項 番 質  問 回  答 質問提出者

57 xi 様式2 5

書類作成に用いるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄの作業環境のファイ
ル形式について　Windos98, Word2000,Excel2000
を追加お願いします。

県水道局の作業環境
(Windows2000,Word2002,Excel2002)で読み取ること
が出来れば、事業者は
Windows98,Word2000,Excel2000で作成しても差し支
えありません。

株式会社　荏原製作所　東関東支店
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