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（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業実施方針 

 

1 特定事業の選定に関する事項 

（1）事業内容に関する事項 

ア. 事業名称 

（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 

 

イ. 事業に供される公共施設等の名称 

千葉県水道局（仮称）江戸川浄水場排水処理施設 

 

ウ. 公共施設の管理者等の名称 

千葉県水道局長 相原 茂雄 

 

エ. 事業目的 

千葉県水道局（以下、「県水道局」という。）は、「将来にわたって安全で

良質な水を安定的に供給し続ける」ことを事業運営の基本理念としており、こ

の基本理念実現のため「安定供給水の確保」、「安全で良質な水の供給」、「緊

急時対策の推進」、「需要者サービスの向上と経営の改善」の４つの事項を基

本方針として、主要施策の推進と財政の健全運営に全力をあげて取り組んでい

る。 

（仮称）江戸川浄水場は、老朽化した古ヶ崎浄水場と栗山浄水場を統合し、

運転管理の効率化を図るとともに、高度浄水処理の導入や施設の耐震化など、

より一層安全で良質な水の安定的な給水を目指し建設するものである。 

（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業（以下、「本件事業」という。）

は、添付資料１に示すとおり高濃度の汚泥を処理する濃縮施設を新設し、低濃

度の汚泥は既存の濃縮施設を継続使用するとともに、それぞれの濃縮汚泥を処

理する脱水施設を新設し、あわせて施設の維持管理・運営と脱水ケーキの再生

利用業務を実施するものである。 
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オ. 事業に関係する主な法令等 

ＰＦＩ法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の

実施に関する基本方針」（平成１２年総理府告示第１１号 以下「基本方針」

といいます。）のほか、次に掲げる関連の各種法令に基づくこととする。 

（ア）水道法（昭和３２年６月１５日法律第１７７号） 

（イ）建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号） 

（ウ）都市計画法（昭和４３年６月１５日法律第１００号） 

（エ）河川法（昭和３９年７月１０日法律第１６７号） 

（オ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（昭和４５年１２月２５日法律第１３７号） 

（カ）電気事業法（昭和３９年７月１１日法律第１７０号） 

（キ）消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号） 

（ク）水質汚濁防止法（昭和４５年１２月２５日法律第１３８号） 

（ケ）大気汚染防止法（昭和４３年６月１０日法律第９７号） 

（コ）騒音規制法（昭和４３年６月１０日法律第９８号） 

（サ）振動規制法（昭和５１年６月１０日法律第６４号） 

（シ）悪臭防止法（昭和４６年６月１日法律第９１号） 

（ス）千葉県環境基本条例（平成７年３月１０日条例第２号） 

※ 本件事業の遂行に必要となる許認可については、事業者の責任において取得するも

のとし、その費用についても事業者の負担とする。 

カ. 事業の範囲 

本件事業は、「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7 月30 日法律第117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）」に基

づき、事業者が新たに濃縮施設及び脱水施設等を設計・建設し、県水道局に所

有権を移転し、既存施設を含めた排水処理施設全体の維持管理・運営業務を遂

行する。 

また、排水処理に伴って発生する脱水ケーキは、全量再生利用を図るものと

する。 
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 具体的には次のとおりとする。 

（ア）新設施設の整備業務等 

a 新設施設の設計及び建設 

（ａ）高濃度の汚泥を処理する濃縮施設、及び低濃度の汚泥と高濃度の汚

泥それぞれの濃縮汚泥を処理する脱水施設 

（ｂ）既存施設と新設施設の連絡管など、その他維持管理・運営業務の実

施に必要な工事 

※ 県水道局が別途公共事業にて整備する範囲を添付資料２に示す。 

 

b 既存施設に付属する設備の更新等 

（ａ）既存排水排泥池、１次・２次濃縮槽に付属する設備の更新 

（ｂ）既存２拡系沈砂池を上澄水槽に転用するため必要な設備の設置 

（ｃ）引抜きポンプ室内の配管の更新 

（ｄ）その他維持管理・運営業務の実施に必要な改良 

なお、既存施設のコンクリート構造物の固有の原因により発生するト

ラブルについては、県水道局が責任を負う。 

 

c 既存の脱水設備等の撤去 

維持管理・運営業務の開始前まで既存排水処理施設を県水道局が運営

する。事業者は維持管理・運営業務の開始から１年以内に既存脱水設備

等を撤去する。 

既存脱水機棟は事業者の提案により排水処理業務の範囲に関連する用

途に使用するものとする。 

事業者の通常の使用方法による脱水機棟の消耗について県水道局はそ

の弁済を求めない。 

なお、事業期間の終了後は、県水道局が使用する予定である。 

ただし、既存脱水設備の再利用は認めない。 

 

（イ）新設施設及び既存施設の維持管理・運営 

※ 維持管理・運営業務には、清掃、保守管理（点検、保守、修理、交換、改良

その他一切の管理業務）の他、新設施設の修繕及び新設・既存施設の機器更

新を含む。 
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（ウ）脱水ケーキの再生利用 

a 脱水ケーキの搬出 

b 脱水ケーキの再生利用 

c 脱水ケーキの管理（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45

年12月25日法律第137号）に基づく保管業務」 

 

（エ）上澄水の返送業務 

上澄水は、全量新設沈砂池へ返送する。 

 

キ. 事業スケジュール 

（ア）事業期間 

a 新設施設等の設計・建設 平成16年度後半～平成19年度後半 

b 許認可等の取得 平成16年度後半～平成19年度後半 

c 新設施設等の引渡し・所有権移転 平成19年度後半 

d 維持管理・運営 平成19年度後半 

～平成39年度後半 

（イ）契約等の締結 

a 基本協定 平成16年度後半 

b 特定事業契約 平成16年度後半 

c 金融機関と県水道局との直接協定 平成16年度後半 

 

ク. 事業方式 

（ア）新設施設 

ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式（※）とする。 

※ 事業者が施設を設計・建設後、施設の所有権を県水道局に移転、その後事業者が維

持管理・運営期間（20 年間）を通じて、施設の維持管理・運営を行う方式。 

（イ）既存施設に付属する設備の更新等 

既存施設については、掻き寄せ機の更新等、事業者が必要な改造を行

った上で、新設施設と合わせて維持管理・運営期間（20 年間）を通じて、

維持管理・運営を行う（施設は県水道局が所有）。 

※ なお、既存施設の維持管理・運営に必要となる図面等は有償頒布する。詳細は、別

紙２「有償頒布のお知らせ」参照。 
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ケ. 事業者の収入 

県水道局は、事業者が実施する本事業に要する費用のうち、施設の整備業務

等に係る費用については、事業期間中、県水道局と事業者との間で締結する事

業契約書に定める額を事業者に支払う。 

また、施設の維持管理・運営業務に係る費用については、事業期間中、事業

契約書の規定に従い、事業者に支払う。 

なお、要求水準書（案）Ⅲ、１、（４）計画固形物量・送泥濃度・送泥量に

おいて、アの状態の送泥条件からイの状態の送泥条件に変化する時期及び濃度

等の内容を変更する場合、県水道局と事業者が協議する。 

 

（2）特定事業の選定に関する事項 

ア. 選定方法 

本件事業をＰＦＩ（Private Finance Initiative）の手法により実施した場

合に、従来型の手法により実施した場合と比べて、財政資金の効率的活用が図

られることが見込まれる場合に限り、特定事業として選定する。 

 

イ. 選定基準・手順 

次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

（ア）コスト算出による定量的評価 

（イ）事業者に移転されるリスクの調整 

（ウ）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

（エ）上記の結果を踏まえた総合的評価（ＶＦＭ評価） 

 

ウ. 選定結果及び選定における客観的評価の公表方法 

特定事業の選定結果について、ＶＦＭ評価の内容を明らかにした上公表する。 

 

 

※ なお、用語の定義は、添付資料15を参照のこと。（仮称）江戸川浄水場排水処理施設の位置図（一

部は案）、想定事業スキーム等の本件事業に関する基本的な事項については、添付資料７から10まで

を参照。 
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2 事業者の募集及び選定に関する事項 

（1）事業者選定の方法 

総合評価一般競争入札方式（地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167

条の10の2）による。 

 

（2）選定の手順及びスケジュール 

 全体スケジュール 

  

11月上旬 ア 実施方針等の公表／説明会 

11月中旬 イ 実施方針等に対する質問受付 

12月中旬 実施方針等に対する質問への回答 

12月中旬 ウ 実施方針等に対する意見招請 

 

 

１月下旬 

１月下旬 

１月下旬 

 

 

エ 特定事業の選定結果の公表 

カ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ水採取 

キ 脱水実験 

２月上旬 オ 再質問受付・回答 

  

 

 

 

 ケ 現況調査 

 コ 入札公告等に対する質問回答 

 サ 参加表明書、資格確認申請書の受付 

 シ 資格確認通知の発送 

 ス 提案書の受付 

 

 

 

 セ 落札者の決定 

 ソ 基本協定締結 

 タ 特定事業契約締結 

  

（備考）表中のア、イ、ウ…は、次ページ（３）応募手続き等の各項番に対応している。 

平

成

15

年

度 

平

成

16

年

度 

ク 入札公告等 
（実施方針等への意見に対する回答、落札者決定基準等を含む。） 

前半 

後半 
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（3）応募手続き等 

本件事業では、早い段階から事業に関する県水道局の考え方を提示し、事業参入

のための検討を容易にするため、実施方針の公表に合わせて、業務要求水準書（案）

を公表する。 

実施方針の公表から入札公告までの応募手続等を別紙１に示す。 

 

ア. 実施方針等の公表／説明会 

県水道局は本件事業についてＰＦＩ法第５条に規定する事項を記載した実施

方針並びに業務要求水準書（案）を平成15年10月30日（木）に公表する。 

なお、下記の日時・場所で説明会（現地見学会を含む。）を開催するととも

に、実施方針等の閲覧を行う。 

 

【説明会の開催】 

（ア）日時 平成15年11月11日（火） 14 時00 分から16 時30 分まで 

（イ）場所 千葉県水道局栗山浄水場 会議室（松戸市栗山198） 

※ 実施方針等に関する説明の終了後、引き続き濃縮施設及び新設施設等の建設用地の

現地見学会を行う。（現地写真撮影可。） 

【説明会の事前申込み】 

説明会へは多数の参加希望者が予想されるため、事前申込み制とする。 

参加希望者は次の手続きにより事前に申し込むこと。なお、説明会場の収容

人数に制約があるため、申込みの状況によっては、１社当たりの参加人数の制

限及び時刻の変更をすることもある。 

（ア） 申込期日 平成15年11月６日（木）午後3 時まで（必着） 

（イ） 申込み方法 様式１「説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、Ｅ

メール又はファックスにより、水道局技術部計画課技術

管理室あてに申し込むこと。（電話での申込みは不可と

する。） 

（ウ） 注意事項 

・説明会当日は、実施方針、業務要求水準書（案）は配布しないので、千

葉県水道局のホームページからダウンロードして、持参すること。 

・事前に申し込まずに、当日来場しても説明会には参加できない。 

・現地見学会のみの参加は不可とする。 
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【説明会会場への交通】 

北総・公団線「矢切駅」から徒歩７分程度。 

※ 添付資料３ 「栗山浄水場位置図」参照。 

※ なお、駐車スペースがないため、車での来場はできない。 

【実施方針等の閲覧】 

（ア） 閲覧期間 平成15年11月10日(月)から平成15年11月21日(金)まで 

 （ただし、土曜日、日曜日を除く。） 

（イ） 閲覧時間 午前9 時から正午まで及び午後1 時から午後4 時まで 

（ウ） 閲覧場所 千葉県水道局技術部計画課 

 （千葉市中央区長洲１丁目９番１号） 

【本件事業の実施に必要な関係資料の有償頒布】 

本件事業の実施に必要となる図面等の有償頒布を別紙２「有償頒布のお知ら

せ」によって行う。 

（ア） 申込み期間 平成15年11月４日(火)～平成15年11月11日(火)(必着） 

（イ） 有償頒布 平成15年11月17日(月) 

 

イ. 実施方針等に対する質問回答 

実施方針等の内容に対する質疑応答を、次のとおり行う。 

（ア） 質問の提出方法 

質問内容を簡潔にまとめ、様式３「実施方針等に関する質問書」に記入

の上、千葉県水道局技術部計画課技術管理室へ、Ｅメール又は郵送により

提出すること。 

（イ） 受付期間 

平成15年11月17日（月）から平成15年11月21日（金）まで（必着） 

（ウ） 回答 

質問に対する回答は、平成15年12月12日（金）から千葉県水道局のホー

ムページへの登載及び閲覧により行う。なお、質問内容及び質問者につい

ても合わせて公表する。 
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【質問及び回答内容等（実施方針等を含む）の閲覧】 

（ア） 閲覧期間 平成15年12月12日(金)から平成15年12月19日(金)まで 

  （ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

（イ） 閲覧時間 午前９時から正午まで及び午後１時から４時まで 

（ウ） 閲覧場所 千葉県水道局技術部計画課 

 （千葉市中央区長洲１丁目９番１号） 

 

ウ. 実施方針等に対する意見招請 

実施方針等に対する意見招請を、次のとおり行う。 

（ア） 意見の提出方法 

実施方針等に対する意見がある場合は、様式４「実施方針等に関する意

見書」に記入の上、千葉県水道局技術部計画課へ、Ｅメール又は郵送によ

り提出すること。 

（イ） 受付期間 

平成15年12月12日（金）から平成15年12月19日（金）まで（必着） 

（ウ） 回答 

意見に対する回答は、入札説明書に添付して公表する。なお、意見内容

及び意見提出者についても合わせて公表する。 

 

エ. 特定事業の選定結果の公表 

本件事業をＰＦＩ事業として実施すべき事業か否かを評価し、その結果（Ｖ

ＦＭ）を公表する。 

 

オ. 実施方針等に対する再質問の受付 

特定事業の選定後、実施方針等に対する質問・回答を踏まえて、再度の質問

を受け付け、その回答を行う。 

これは、民間事業者の参入にあたっての課題等を把握し、参入のしやすさに

配慮した事業契約条件等の設定の一助とするため、再質問の機会とする。 

（ア） 再質問の提出方法 

実施方針等に対する再質問がある場合は、様式５「実施方針等に関する

再質問書」に記入の上、千葉県水道局技術部計画課へ、Ｅメール又は郵送

により提出すること。 
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（イ） 受付期間 

平成16年２月上旬を予定し、特定事業の選定結果の公表にあわせて受付

期間を公表する。 

（ウ） 回答 

再質問に対する回答は、平成16年３月上旬から、千葉県水道局ホームペー

ジへ搭載及び閲覧により行う。なお、質問内容及び質問者についてもあわ

せて公表する。 

 

カ. サンプリング水採取 

事業者による排泥池、濃縮槽の規模の算定等に必要なデータの収集に資する

ため、希望者に対し、原水及び栗山浄水場高速凝集沈澱池の引抜き汚泥、並び

に排水排泥池（既存汚水池）において汚泥を採取する機会を設ける。 

※ 詳細は、別紙３「サンプリング水の採取について」を参照 

キ. 脱水実験 

事業者による脱水設備の規模の算定等に必要なデータの収集に資するため、

希望者に対し脱水実験に使用する汚泥の提供を行う。 

※ 詳細は別紙４「脱水実験に使用する汚泥の提供について」を参照。 

ク. 入札公告等 

本件事業は、総合評価一般競争入札方式により実施することから、千葉県報

により入札公告をするとともに、実施方針等に対する意見等を踏まえ、入札説

明書（本編及び付属資料（業務要求水準書、特定事業契約書（案）、落札者決

定基準等）を公表する。 

 

ケ. 現況調査 

入札公告後、新設施設等の建設用地、既存施設の状態等の現況を確認する機

会を設ける予定。 

 

コ. 入札公告等に対する質問回答 

入札説明書等に対する質問回答を行うものとする。 
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サ. 参加表明書、資格確認申請書の受付 

応募者は、参加表明書及び資格審査確認申請書を提出すること。なお、当該

様式については入札説明書に示す。 

 

シ. 資格確認通知の発送 

資格審査の結果を応募者に通知する。なお、入札参加資格がない場合、その

理由の説明要求があった応募者に対しては回答書を送付する。 

 

ス. 提案書の受付 

応募者は、本件事業に関する提案内容を記載した提案書を提出すること。提

案書の作成要領については入札説明書に示す。また、必要に応じて応募者に対

するヒアリングを行うことがある。 

※ 添付資料４「審査時提出書類一覧表（案）」参照。 

セ. 落札者の決定 

総合評価一般競争入札方式により落札者を決定し、応募者に通知する。 

 

ソ. 基本協定締結 

落札者と基本協定を締結する。 

 

タ. 特定事業契約締結 

基本協定の締結後、ＳＰＣと特定事業契約を締結する。 

 

（4）応募者の備えるべき参加資格要件 

ア. 応募者の構成等 

応募者の構成等については、次のとおりとする。 

（ア） 応募者は１社又は複数の企業等により構成されるグループとし、グルー

プで応募する場合は代表者を定める。 

（イ） 参加表明書により参加の意思を表明した応募者の構成員の変更は認めな

い。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、県水道局と協議を行い、

県が承諾した場合に限り、構成員の変更及び追加を認める。ただし、この

場合であっても代表企業の変更は認めないこととする。 
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（ウ） １応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 

（エ） 応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、事業者か

ら直接業務を受託し又は請け負うことを予定している者（以下「協力会社」

という。）は、提案書等の提出時において協力会社として明記する。 

（オ） 応募グループで申し込む場合には、提案書等の提出時に代表企業名を明

記し、必ず代表企業が応募手続を行うこととする。 

 

イ. 構成員の制限 

次に該当する者は、応募者又はその構成員になれないものとする。 

（ア） 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者 

（イ） 参加表明時から提案書提出時までの間に、県知事から県工事請負契約等

に係る指名停止措置を受けている者 

（ウ） 最近１年間の事業税を滞納している者 

（エ） 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること 

・会社更生法（昭和27 年法律第172 号）第30 条の規定による更生手続開始

の申立て（ただし、更生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

・民事再生法（平成11 年法律第225 号）第21 条の規定による再生手続開始

の申立て（ただし、再生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

（オ） 本件事業のアドバイザリー業務に関わっている者及びその関連会社 

・本事業のアドバイザリー業務に関与した者は、次のとおり。 

株式会社三菱総合研究所   東京都千代田区大手町２－３－６ 

三井安田法律事務所     東京都港区赤坂２－１４－３２ 

日本上下水道設計株式会社  東京都港区海岸１－９－１５（竹芝ビル） 

・関連会社とは、次の者をいう。 

－アドバイザリー業務に関与した者の発行済株式総数の100 分の50 を超

える株式を有する者又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資を

している者。 

－アドバイザリー業務に関与した者が、発行済株式総数の100 分の50 を

超える株式を有する者又はその出資の総額の100 分の50 を超える出資

をしている者。 

－代表権を有する役員が、アドバイザリー業務に関与した者の代表権を有

する役員を兼ねている者。 

（カ） ＰＦＩ事業推進委員会の委員本人、委員が属する企業及びその関連会社 
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ウ. 設計業務及び建設業務に係る要件 

設計業務及び建設業務を実際に担当する者（応募者の構成員であるか協力企

業※であるかは問わない。）は、以下の要件を満たしていなければならない。 

（ア） 設計業務を担当する者は、建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１

項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 

（イ） 建設業務を担当する者は、次の要件を満たしていること。 

a  建設業法（昭和24 年法律第100 号）第３条第１項の規定に基づく、土

木一式工事及び建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

b  入札日の１年７ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、土木一

式工事及び建築一式工事に関わる建設業法第２７条の２３第１項に定め

る経営事項審査を受けた者であること。 

ただし、複数者で施工する場合は、建設業務を担当する者の代表者が

基準を満たしていればよいものとする。 

※ 協力企業とは、グループ代表者あるいはグループ構成員以外で本件事業の業務を

担う者のこと。なお、協力企業であっても設計業務及び建設業務を担当する者につい

ては、資格審査確認申請後の変更は認めない。 

エ. 参加資格要件確認基準日 

参加資格要件等の確認基準日は提案書の提出期限日とする。なお、特定事業

契約締結前までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合には失格となる。 

 

（5）審査及び選定に関する事項 

ア. 審査に関する基本的な考え方 

（ア） 審査に際しては、学識経験者等及び県職員で構成するＰＦＩ事業推進委

員会を設置する。 

（イ） ＰＦＩ事業推進委員会は、「サービス購入料」、「事業計画」、「施設

計画」、「維持管理・運営計画」「脱水ケーキの再生利用計画」等の観点

から総合的に提案書の審査を行い、優秀提案を選定する。 

 

イ. 審査手順に関する事項 

審査は資格審査と提案審査に分けて実施し、資格審査を通過した事業者につ

いてのみ提案審査を実施する。 

提案審査においては、「サービス購入料」、「事業計画」、「施設計画」、
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「維持管理・運営計画」「脱水ケーキの再生利用計画」などを総合的に評価し、

最も優れた提案を優秀提案として選定する。 

 

ウ. 事業者の選定 

県水道局は、ＰＦＩ事業推進委員会による審査結果に基づいて落札者を決定

する。 

その後、県水道局と落札者は入札説明書に基づき特定事業契約の締結に向け

た手続きを行い、落札者は契約締結により、本件事業の事業者として確定する。 

ただし、事業者の募集、審査及び落札者の選定において、最終的に、応募者

が無い、あるいは、いずれの応募者の提案も公的財政負担の縮減の達成が見込

めない等の理由により、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でない

と判断された場合には、落札者を選定しないものとする。 

落札者決定の考え方を添付資料５に示す。 

 

（6）結果及び評価の公表方法 

審査の結果は県水道局ホームページで公表する。 

 

（7）提出書類の取扱い 

ア. 著作権 

提案書の著作権は、応募者に帰属する。 

なお、本件事業において公表及びその他県水道局が必要と認めるときには、

県水道局は提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった応募者の提案については、落札者選定結果の公表

以外には使用しない。なお、提出を受けた書類は返却しない。 

 

イ. 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、

施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が

負う。 
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（8）特別目的会社の設立等 

本事業に係る選定の結果、落札者として決定した場合、落札者は、商法（明治32 

年法律第48 号）に定める株式会社として、本事業を実施する特別目的会社（以下

「ＳＰＣ」という。）を設立するものとする。 

この場合、県水道局は、落札者と設計業務、建設業務及び維持管理業務等、事業

範囲に含まれる各業務を実施するに当たって必要となる事項等について基本的な

協定を締結し、当該協定に規定した事項に基づき、ＳＰＣと特定事業契約を締結す

る。 

なお、応募企業及び応募グループの構成員は、ＳＰＣに対して必ず出資するもの

とし、応募企業及び応募グループの構成員の出資比率は全体の50％を超えるものと

する。また、応募グループの代表者の出資比率は、出資者中最大となることとする。 

また、すべての出資者は、特定事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有する

ものとし、県水道局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の

設定その他の一切の処分を行うことはできない。 

ＳＰＣには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21 条に基づく技術管理者を

設置するものとする。 

 

3 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

（1）予想される責任及びリスクの分類と官民間での分担 

ア. 責任分担の考え方 

本件事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することによっ

て、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、新設施設等の整

備並びに新設施設及び既存施設の維持管理・運営の責任は、原則として事業者

が負うものとする。 

ただし、県水道局が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、県

水道局が責任を負うこととする。 

 

イ. 予想されるリスクと責任分担 

県水道局と事業者の責任分担は、原則として添付資料６「予想されるリスク

と責任分担表」によるものとし、意見招請の結果を踏まえ入札説明書において

確定する。 
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ウ. 保険 

事業者は、保険により費用化できるリスクについては合理的な範囲で付保す

るものとする。 

 

（2）提供されるべきサービス水準 

業務要求水準書（案）のとおり。 

 

（3）公共施設等の管理者による支払に関する事項等 

県水道局は、特定事業契約書の条項に従い提供されるサービスの購入料を支払う。 

また、サービス購入料に係るリスク分担、ペナルティ等の考え方については、原

則として添付資料12「県水道局が事業者に支払うサービス購入料について」及び添

付資料13「モニタリングの実施とサービス購入料の減額等」によるものとし、意見

招請の結果を踏まえ入札説明書において確定する。 

 

（4）事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、特定事業契約書に従い誠意をもって責任を履行する。 

 

（5）県水道局による事業の実施状況の監視 

ア. モニタリング 

県水道局は、事業者が特定事業契約に定められた業務を確実に遂行し、特定

事業契約に定める業務要求水準が達成されているか確認するとともに、事業者

の財務状況を把握するために、モニタリングを行う。 

事業者は、県水道局がモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合

には、これに協力するものとする。 

モニタリングの具体的な方法については、入札説明書等で提示する。 

（ア）各種許認可申請・取得時 

事業者は、各種法令等に基づく許認可の書類作成を行い、所管官公庁に

許認可申請を行うとともに、県水道局に事前説明及び事後報告を行う。 

（イ）設計完了時 

事業者は提案書に基づき設計を行い、基本設計及び実施設計完了時に県

水道局の確認を受ける。 
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（ウ）工事施工時 

事業者は、建築基準法第2 条第11 号に規定される工事監理者を設置し、

工事監理を行い、定期的に県水道局から工事施工、工事監理の状況の確認

を受ける。 

また、県水道局が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を

行い、工事現場での施工状況の確認を受ける。 

（エ）工事完成時（完工確認） 

事業者は、施工記録を用意して、現場で県水道局の確認を受ける。 

（オ）施設運営開始後 

県水道局は、定期的に業務の実施状況を確認する。 

 

イ. サービス購入料の減額等 

業務要求水準書で定められたサービス水準が維持されていないことが判明し

た場合は、サービス購入料の減額等を行う。（添付資料13「モニタリングの実

施とサービス購入料の減額等」参照。） 

 

4 立地並びに規模及び配置に関する事項 

（1）施設の立地条件 

ア. 建設用地 千葉県松戸市下矢切 （（仮称）江戸川浄水場場内） 

 ※添付資料９ 「（仮称）江戸川浄水場排水処理施設計画図」 

 

イ. 敷地面積 

新設施設の敷地面積（建設用地） 約 5,000ｍ2 

既存施設の敷地面積 約 9,000ｍ2 

 

ウ. 地域地区等（建設用地） 

市街化調整区域 

 

エ. その他 

建設用地は高規格堤防事業の範囲内に位置する。高規格堤防の盛土完成後、

高規格堤防特別区域として指定される予定である。 

新設施設の設計・建設の期間は、高規格堤防特別区域の指定前であり、河川
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保全区域内に新設施設を建設する場合は、河川法第55条の許可が必要である。 

維持管理・運営の期間は、高規格堤防特別区域の指定後であることが想定さ

れ、掘削工事等を行う際に河川法第26条の許可が必要な場合がある。 

許可の取得は県水道局が行うが、事業者は取得に必要な資料を提供するもの

とする。 

 

（2）土地の取得等に関する事項 

排水処理施設の敷地は県水道局の所有地であるが、事業者は本件事業の実施に必

要な範囲において土地を無償で使用できるものとする。 

 

 

5 事業計画等に関する疑義が生じた場合の措置に関する事項 

事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、県水道局と事業

者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約書中に

規定する具体的措置に従う。 

また、特定事業契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管

轄裁判所とする。 

 

 

6 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

（1）事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、県水道局及び事業者は事業契約

書に定める事由毎に、その責任の所在に応じて適切に対応する。 

 

（2）金融機関と県水道局との協議 

本件事業が適正かつ安定的に遂行されるよう、事業者に資金供給を行う金融機関

と県水道局とで協議を行い、「直接協定」を締結することがある。 
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7 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

（1）法制上、税制上の措置に関する事項 

現時点で想定される法制上、税制上の措置としては、施設の整備、維持管理及び

運営における、事業者による県水道局所有財産の無償使用がある。 

 

（2）財政上、金融上の支援に関する事項 

事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力し県水道局は事業者が

これらの支援を受けることができるよう協力するものとする。 

現時点で想定される財政上及び金融上の支援等は、日本政策投資銀行による（民

間資金活用型社会資本整備）に係る融資である。 

応募者は当該融資を利用することを前提として提案することは可能であるが、応

募者は自らのリスクでその活用を行うこととし、県は同行からの調達の可否による

条件変更は行わないものとする。 

なお、当該融資制度の趣旨は、民間事業者の提案喚起及び選定事業の安定性向上

にあることから、当該融資を提案に盛り込む場合には、民間金融機関と同様の金利

を前提とすることとしているので、この点に留意して入札提案を行うこと。 

また、当該融資制度の詳細、条件等については、応募者が直接同行に問い合わせ

ること。 

※ 本件事業は国庫補助対象事業ではない。また、県水道局として補助金、出資等の支援は行わない。 

 

（3）その他の支援に関する事項 

その他の支援については以下のとおりとする。 

ア. 事業実施に必要な許認可等の取得に関し、県水道局は必要に応じて協力を行う。 

イ. 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県水道局

と事業者とで協議を行う。 
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8 その他特定事業の実施に関し必要な事項 

（1）環境への配慮 

事業提案に当たっては、次のとおり環境への配慮に留意すること。 

ア. グリーン購入等、省資源に配慮すること 

イ. 省エネルギーに配慮すること 

ウ. 地球温暖化ガスの排出抑制に配慮すること 

エ. 水循環（雨水の地下への浸透性等）に配慮すること 

オ. 周辺の生活環境（交通安全等）に配慮すること 

カ. 周辺の景観に配慮すること 

 

（2）生活環境影響調査 

本件事業における施設整備は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15 条に基

づく「生活環境影響調査」の対象となる。事業者は本件の「生活環境影響調査」を

実施すること。 

なお、本件事業は環境影響評価法及び千葉県環境影響評価条例に基づく環境アセ

スメントの対象にはならない。 

 

（3）議会の議決 

債務負担行為の設定に関する議案を平成16年県議会２月定例会に提案予定であ

る。 

なお、「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施行令

（平成11年９月22日政令第279号）」に定めるところにより、特定事業契約の締結

については議会の議決を必要としない。 

 

（4）情報公開及び情報提供 

千葉県情報公開条例（平成15年３月７日千葉県条例第13号）に基づき情報公開を

行う。 

情報提供は、適宜、千葉県水道局ホームページ等を通じて行う。 

 

（5）本事業において使用する言語等 

本事業において、使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 
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（6）入札に伴う費用負担 

応募者の入札に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

 

（7）実施方針に関する問い合せ先 

本件事業に関する問い合せ先は、次のとおりとする。 

千葉県水道局技術部計画課技術管理室 

電 話 ０４３－２２３－４４７３（直通） 

ＦＡＸ ０４３－２２４－８３７７ 

Ｅメール edogawapfi@mz.pref.chiba.jp  

ホームページ http://www.pref.chiba.jp/suidou/index.html 

 


