
 

 

 

 

 

 

 

（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 

実施方針等に関する質問及び回答 

（実施方針分） 

 

 

 

 

 

平成１５年１２月１２日 

千 葉 県 水 道 局 

 

・ 平成 15 年 11 月 17 日（月）から平成 15 年 11 月 21 日（金）の間で受け付けた実施

方針等に対する質問及びその回答を公表します。 

・ 実施方針等に対する質問への回答を公表資料ごとに整理して記述してあります。 

・ 回答は、現時点での考え方を示したものであり、意見招請等により変更する可能性

があります。最終的には、入札公告時に確定します。 

・ 質問事項は質問者の記載のとおりを転載していますが、明らかな字の間違い等は修

正してあります。 



実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者

1 実施方針 1 1 (1) エ

1-(1)-ｴ.事業目的において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ありますが、濃縮槽機器の
メンテナンス時や緊急時において高濃度汚泥を既
存濃縮施設にて処理する場合や低濃度汚泥を新設
濃縮施設にて処理する必要があると予想される場
合があれば、各濃縮施設への汚泥流入配管におい
て連絡配管を設置することは可能でしょうか。

既存施設の機器更新または高々濁度等の緊急
時には、新設濃縮施設や既存濃縮施設を有効
活用して対応することを想定ており、各濃縮
施設間の連絡配管は必要と考えています。

株式会社荏原製作所

2 実施方針 1 1 (1) エ

「（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、･･･高度浄水処理の
導入や施設の耐震化など、･･･」とありますが、
現時点で想定されている「高度浄水処理」の処理
方式がありましたら教えてください。

オゾン＋生物活性炭処理方式を想定していま
す。

株式会社石垣

3 実施方針 1 1 (1) エ

「（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業
は、･･･高濃度の汚泥を処理する濃縮施設を新設
し、･･･それぞれの濃縮汚泥を処理する脱水施設
を新設し、･･･」とありますが、「それぞれの」
は、[濃縮汚泥]と[脱水施設]のいずれにかかって
いますか。

濃縮汚泥にかかります。

株式会社石垣

4 実施方針 1 1 (1) エ

古ヶ崎浄水場と栗山浄水場を統合し江戸川浄水場
を建設するとありますが、古ヶ崎・栗山浄水場の
運転停止（廃止）時期および江戸川浄水場の整備
計画（廃止計画に伴う浄水開始時期、浄水量な
ど）について教えて下さい。

江戸川浄水場の運転開始と同時期に古ヶ崎浄
水場の運転を停止します。栗山浄水場の運転
停止時期は未定です。また、江戸川浄水場の
運転開始時期は、現段階では未確定です。

東京電力株式会社

5 実施方針 1 1 (1) エ

エ項にて事業目的が示されておりますが、本事業
をＰＦＩによって実施する趣旨が示されておりま
せん。 民間事業者のノウハウをどういった面で
引き出したいとお考えなのか、お聞かせくださ
い。 その点が明白とならなければ、県水道局殿
の期待と異なった方向で提案がなされ、折角のＰ
ＦＩが価値を生まないものと懸念されます。

業務要求水準書（案）１ページに記載のとお
りです。

富士電機システムズ株式会社

6 実施方針 1 1 (1) エ

高濃度の汚泥、低濃度の汚泥とありますが、どの
ような処理の違いにより生ずる違いなのでしょう
か。それぞれ、原水または取水箇所が異なるので
しょうか。

高濃度汚泥は、傾斜管横流式沈でん池より排
泥され、低濃度汚泥は高速凝集沈でん池とろ
過池洗浄排水が排泥・排水されます。原水ま
たは取水箇所は同一です。 日本碍子株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

7 実施方針 1 1 (1) エ

文章の中程に「（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」という
記述があります。江戸川浄水場の平成１９年供用
分は、古ヶ崎浄水場分であると考えられますが、
栗山浄水場については、PFI事業終了時まで供用
を行うと考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりお考え頂いて結構です。

月島テクノメンテサービス株
式会社

8 実施方針 1 1 (1) エ

文中に低濃度の汚泥及び高濃度の汚泥と言う表現
がありますが、低濃度の汚泥というのは、栗山浄
水場からの排泥、高濃度の汚泥というのは江戸川
浄水場からの排泥と理解してよろしいでしょう
か。

ご質問のとおりご理解頂いて結構です。

月島テクノメンテサービス株
式会社

9 実施方針 1 1 (1) エ

新設の「高濃度」汚泥濃縮施設と既存（継続使
用）の「低濃度」汚泥濃縮施設は何故使い分けを
する必要があるのでしょうか。
また、今までの運転管理上何らかの工夫をされて
いたのでしょうか。

高濃度汚泥は、傾斜管横流式沈でん池より排
泥され、低濃度汚泥は高速凝集沈でん池とろ
過池洗浄排水が排泥・排水され、極端に濃度
の違う汚泥を処理することが前提条件となっ
いるため使い分けをしています。また、高濃
度汚泥を処理する浄水場はまだ稼動していま
せん。

月島機械株式会社

10 実施方針 2

　今回のＢＴＯ方式で想定されている、建設費支
払い方法についてご教授ください。
　（例：①竣工後、一括支払い方式
　　　　②竣工後、分轄支払い方式
（この場合延払い期間は、何年ですか）
　　　　③ＢＯＴと同じくサービス料での支払い
方式

建設費の支払い方法は②で延払い期間は20年
です。

新日本製鐵株式会社

11 実施方針 2
　建設期間中の用役費（電気、水他）は、受託事
業者の負担となるのでしょうか？

受託事業者の責任で必要な用役費を調達し
て、工事を実施してください。 新日本製鐵株式会社

12 実施方針 2

　古ヶ崎および栗山浄水場の脱水ケーキ再利用状
況を、
ご教授ください。
　また水道局で主管されています、他浄水場での
再利用状況についても、ご教授お願いします。

古ヶ崎浄水場は人工軽量骨材です。
栗山浄水場・柏井浄水場・北総浄水場・福増
浄水場はセメント原料です。

新日本製鐵株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

13 実施方針 2 1 (1) カ

1-(1)-ｶ.事業の範囲において「排水処理にとも
な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。」とありますが、弊社調査による
と、有価の再利用市場は、現状ではほとんど存在
しないと考えられますので、有価による再利用市
場を見込まず、非有価による再利用市場での対応
とさせていただけるよう、事業計画を作成いただ
けませんでしょうか。

再生利用は有価でも非有価でも可能です。配
分は事業者の裁量によります。全量非有価利
用も可能です。

株式会社荏原製作所

14 実施方針 2 1 (1) カ

1-(1)-ｶ.事業の範囲において「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」とありますが、ここでいう再生利用は土
木工事用埋立土への利用も認められるのでしょう
か。

可能です。ただし、廃掃法等の関係法令等に
従い、再生利用してください。

株式会社荏原製作所

15 実施方針 2 1 (1) オ

施設の設計・製作に関する準拠規格として，水道
局様の発効する「千葉県水道局，水道工事標準仕
様書（2000）」を適用する必要はありますか．

要求水準書（アウトプット）を満たしておれ
ば、水道工事標準仕様（インプット）を満た
していなくても可能です。 株式会社日立製作所

16 実施方針 2 1 (1) カ

「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。」とありますが、脱
水・乾燥処理後の発生土を採石場の穴の埋戻等に
利用することは再生利用と考えてよろしいでしょ
うか？

廃掃法等の関係法令に従った、埋戻等の使用
は再生利用です。脱水ケーキの不法投棄、県
の承諾なくしての最終処分地への埋め立ては
禁止です。 清水建設株式会社

17 実施方針 2 カ

「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」とありますが、有
価・無価を問わないものと考えて宜しいでしょう
か。

お問い合わせの通りです。再生利用は有価、
非有価を問いません。

日立造船株式会社

18 実施方針 2 オ

平成15年4月1日より施行された「エネルギーの使
用の合理化に関する法律（通称　省エネ法）」で
定められるエネルギー削減義務は事業範囲に含ま
れるのでしょうか。

省エネ法は、直接的には、経済産業大臣から
第一種または第二種エネルギー管理指定工場
の指定を受けている工場・事業場や政令で定
める規模以上の建築物にのみ適用されるもの
であり、本件排水処理施設は、これに該当し
ないと思われますので、直接的なエネルギー
削減義務はかかりません。

株式会社東芝

19 実施方針 3

　既設設備用の電源も、受託事業者が準備し、切
替後は用役費負担することと考えてよろしいので
しょうか。

既存施設は、本件事業の維持管理運営開始日
の前日まで県水道局が運営しまので、維持管
理運営開始日から受託事業者が準備した電源
に切替てください。

新日本製鐵株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

20 実施方針 3 1 (1) カ (ア) b.

設備新設および更新後の、運転切替要領につい
て、具体的にご教授ください。

新設施設及び既存施設は、維持管理運営開始
日から事業者が提案した内容で電源の切替を
行い、維持管理運営してください。既存施設
の更新は、維持管理運営開始後に実施してく
ださい。

新日本製鐵株式会社

21 実施方針 3 1 (1) カ (ア) b.

既設設備の更新時、処理バランス上、設備の運転
休止は可能ででしょうか。過去の、施工方法につ
いて、ご教授ください。

既存１次濃縮槽の掻寄機等の更新は、低濃度
汚泥の一部を新設濃縮槽にて処理（※）する
ことにより、既存１次濃縮槽の処理量を減ら
し、更に必要に応じて脱水設備の運転時間を
延長して、１槽ずつ更新することを想定して
います。
※新設濃縮施設に送泥する連絡管を整備する
必要があります。また、新設濃縮施設は、後
期（10年後（想定）以降）の高濃度汚泥を処
理する施設能力を要求しているので、前期は
処理能力に余裕があります。
既存２次濃縮槽は、バイパスすることにより
休止可能です。
排水排泥池、上澄水槽は、８時間程度の休止
は可能です。
なお、掻寄せ機の点検整備のため、１次濃縮
槽を１ヶ月程度停止させたことがあります。

新日本製鐵株式会社

22 実施方針 3

　施設の経年劣化については、要求水準書にしめ
された機能を果たせば、改善は事業者負担とはな
らないという理解でよろしいでしょうか。

事業者が提案した能力が維持されているか確
認するため、モニタリングを行うことを考え
ています。モニタリングの結果、能力が維持
されていない場合には事業者の負担で改善す
る必要があります。

新日本製鐵株式会社

23 実施方針 3

・「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。」と有ります。これに関連し
て県水道局殿は事業期間中も既存施設のコンク
リート構造物は健全な状態であると判断されてい
ると理解してよろしいでしょうか。また、県水道
局殿が責任を負う範囲には、設置設備の修復費用
や停止もしくは修復の期間における得べかりし利
益の損失も含むと理解してよろしいでしょうか。

お問い合わせのとおりです。但し、コンク
リート構造物の修理等にあたっては、事前協
議するものとします。

電源開発株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

24 実施方針 3 1 (1) カ (ア) C

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と明
記されていますが、既存脱水機棟を使用しない提
案も可能でしょうか。また、その際に定量化評価
に影響することがありますか。

用途は問いませんが排水処理関連業務に使用
して下さい。

大成建設株式会社

25 実施方針 3 1 (1) カ （ア） b.

「1-(1)-ｶ-(ｱ)-b 既設設備に付属する設備の更新
においてコンクリート構造物の固有の原因」とは
どのような内容ですか。また、県水道局が責任を
負うとは、具体的にどのような対処になります
か。

更新した設備の修繕又は機器の更新が既存コ
ンクリート構造物の欠陥に起因して必要と
なった場合、これにより生じた増加費用及び
損害は県水道局が負担します。
詳細については、契約書（素案）に示しま
す。

株式会社荏原製作所

26 実施方針 3 1 (1) カ （ア） a.

1-(1)-ｶ-(ｱ)-a 新設の整備業務等において低濃度
の汚泥と高濃度の汚泥それぞれの濃縮汚泥を処理
する脱水施設を新設するとありますが、低濃度の
汚泥と高濃度の汚泥を別々の脱水施設で処理する
必要はありますか。

事業者の裁量です。

株式会社荏原製作所

27 実施方針 3 1 (1) カ （ア） b.

1-(1)-ｶ-(ｱ)-b 既設設備に付属する設備の更新に
おいて既設排水排泥池、１次・２次濃縮槽に付属
する設備の更新を行うとありますが、更新対象機
器は付属する全ての機器について行うのでしょう
か。事業者の判断で必要なものを更新し、不要な
ものは撤去することは認められますか。

必要な設備を設置し、既存の設備はすべて撤
去してください。また、撤去品は、廃掃法等
の関係法令に従い適切に処分してください。

株式会社荏原製作所

28 実施方針 3 1 (1) カ （ア） b.

1-(1)-ｶ-(ｱ)-b-(c)－既設設備に付属する設備の
更新において、引抜きポンプ室内の配管の更新を
行うとありますが、配管の更新範囲は引抜きポン
プ室の壁貫通管室内側第１フランジまでと判断し
ますがよろしいでしょうか。

ご質問のとおりの判断で結構です。

株式会社荏原製作所

29 実施方針 3 1 (1) カ （ア） b.

1-(1)-ｶ-(ｱ)-b－既設施設に付属する設備の更新
時においても排水処理を行いながら更新工事を行
うものと判断しますが、予備機がない機器の更新
については機器更新工事期間中において、流入排
泥量を減量することは可能でしょうか。

質問２１をご参照ください。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

30 実施方針 3 1 (1) カ （ア） c.

1-(1)－ｶ-(ｱ)-c－事業者の通常の使用方法による
既設脱水機棟の消耗について県水道局はその弁済
を求めないとありますが、ここでいう通常の使用
方法とはどのような範囲でしょうか。

経年劣化に伴う損傷は、通常の使用方法によ
るものと考えます。

株式会社荏原製作所

31 実施方針 3 1 (1) カ （ア） c.

1-(1)-ｶ-(ｱ)-c－既設脱水機棟において事業期間
の終了後は県水道局が使用する予定であるとあり
ますが、どのような形で使用されるのでしょう
か。その使用方法によっては既設脱水機棟に事業
者が設置した機器・配管類を事業期間終了時に撤
去する必要がありますか。

事業期間終了後においても、既存脱水機棟が
使用可能な状態で、県水道局に引き継いでい
ただく趣旨で記載したものです。
事業者が提案により設置した機器等は、事業
終了の数年前に県水道局と協議の上、撤去又
は継続使用の取り扱いを取り決めます。
協議の時期や内容につきましては、事業契約
書（素案）にて県水道局の考えをお示ししま
す。

株式会社荏原製作所

32 実施方針 3

既存の脱水設備等の撤去において、既存脱水機棟
内の機器は、一切再利用は認められないのでしょ
うか。すなわち、脱水機棟建物のみの再使用に限
られるのでしょうか。

既存脱水機棟（建物）に付属する電気設備、
機械設備の使用は提案によります。不要なも
のはすべて撤去してください。 株式会社荏原製作所

33 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c.

既存の地下燃料タンク（基礎を含む）も，１年以
内に撤去する対象となりますか．もしくは，事業
者の提案により排水処理業務の範囲に関する用途
に使用することが可能ですか．

撤去してください。

株式会社日立製作所

34 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c.

撤去する変圧器は，微量PCBを含まないものとし
て計画を立案してよろしいですか．

ＰＣＢのトランスではありませんが、微量Ｐ
ＣＢの検査はしていません。

株式会社日立製作所

35 実施方針 3 1 (1) カ (ア) a.

高濃度汚泥を処理する新設の濃縮施設について、
添付資料１のフロー図に記載されている設備を、
提案者の判断により変更することは可能ですか。
例えば、新設上澄水槽を設けないという提案をす
ることは可能ですか。

業務要求水準書(案)のP5-2-(3)の上澄水の返
送に関する要件を満たすことができれば、新
設上澄水槽を設けない提案は可能です。
なお、新設濃縮施設は、高濃度汚泥の量が増
加する後期[10年後（想定）以降]において
も、高濃度汚泥の全量を処理できる必要があ
ります。(業務要求水準書(案)P2 Ⅱ)

株式会社石垣

36 実施方針 3 1 (1) カ (ア) b.

(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」の対象には、土木構造物を除
く、機械設備（機器・配管弁類・埋設配管）、電
気計装設備（機器・配線・地中配線）が含まれま
すか。

埋設配管以外の附属設備は更新してくださ
い。

株式会社石垣
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

37 実施方針 3 1 (1) カ (ア) b.

(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」とありますが、上澄水槽と
して使用するにあたり、現在設置されている機器
で上澄水槽の機能を阻害しないと考えられる機器
は、撤去せず、現況のままでよろしいですか。

除塵機・導水ポンプ・電気設備は、県水道局
が撤去します。

株式会社石垣

38 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c.

既存脱水機棟の使用とは、事務所、倉庫、脱水
ケーキ管理場所（ヤード・加工場）程度と考えて
よろしいですか。
また、脱水機棟を使用しない場合、撤去後の養生
復旧は必要ないと考えてよろしいですか。

事業範囲に関連する用途に使用することを条
件に使用方法は事業者の提案とします。
脱水機棟を使用しない場合は想定していませ
ん。用途は問いませんが排水処理関連業務に
使用して下さい。

株式会社石垣

39 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c.

事業者による撤去対象設備（機械・電気）の仕様
書・図面等を頂くことは可能ですか。

頒布資料の既存機械設備一覧表のとおりで
す。 株式会社石垣

40 実施方針 3 1 (1) カ (ア) a.

「高濃度汚泥」「低濃度汚泥」の定義が明確に示
されておりません。添付資料１を見ると、新設さ
れる江戸川浄水場から排出される汚泥を高濃度汚
泥、栗山浄水場から排出される汚泥を低濃度汚泥
と解釈してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりご解釈頂いて結構です。

東京電力株式会社

41 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c.

事業者の通常の使用方法による脱水機棟の消耗に
ついて県水道局は弁済を求めないとありますが、
消耗に伴う事業運営期間中の修繕も県側で実施・
負担するという解釈でよろしいでしょうか。

屋上防水や外壁の塗装など、既存脱水機棟の
維持に必要な工事は、維持管理・運営業務に
含みます。ただし、消耗による維持管理費用
の増加については、県水道局が負担します。

東京電力株式会社

42 実施方針 3

事業者が使用する既存施設のコンクリート構造物
については、事業期間中を通じて使用可能である
ことを前提に、更新が必要な程の劣化については
貴県水道局が責任を負うとされている事柄と考え
てよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

東亜建設工業株式会社

43 実施方針 3

撤去すべき設備を設備名称一覧等にて具体的にお
示し頂けませんでしょうか

頒布資料の既存機械設備一覧表のとおりで
す。 東亜建設工業株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

44 実施方針 3 c

既存脱水設備の再利用は認めないとありますが、
受変電設備を含んだ電気施設は転用しても宜しい
ですか。

転用は認めませんので、撤去してください。

日立プラント建設株式会社

45 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c

既存脱水機棟は事業期間終了後県水道局が使用す
る予定であるとの記述がありますが、事業期間内
に脱水機棟の消耗により使用出来ない状態とな
り、撤去する必要が出てきた場合は、協議の上、
県水道局殿が当該設備の撤去を行うものと考えて
よろしいのでしょうか。

既存脱水機棟は、事業期間終了まで健全な状
態であると判断しています。
ただし、屋上防水や外壁の塗装など、既存脱
水機棟の維持に必要な工事は、維持管理・運
営業務に含みます。

月島テクノメンテサービス株
式会社

46 実施方針 3 1 (2)

業務範囲内に既設地中配管が含まれていますが、
劣化の状況等の把握が困難なことから、既設コン
クリート構造物同様にトラブルについては、県水
道局殿の所掌として頂けないでしょうか。

既存コンクリート構造物のトラブルと同様の
取り扱いとします。

月島テクノメンテサービス株
式会社

47 実施方針 3 1 (1) カ (ア) c

既存排水処理施設について、維持管理・運営業務
の開始から1年以内に撤去されるとあります。ま
た、事業者の提案により既存脱水機棟を使用でき
る旨記載もありますが、これは既存脱水機棟使用
期間が維持管理・運営業務開始から1年以内とい
うことを意味するのでしょうか。

既存脱水設備等の撤去は、事業範囲に含みま
す。維持管理業務の開始から１年以内に撤去
してください。
既存脱水機棟は、脱水設備等の撤去後、必要
な改良を行った後、事業期間終了まで使用し
てください。

月島機械株式会社

48 実施方針 3 (ア) b

既存施設に付属する設備の更新業務中、新設及び
既存施設の連絡管等の取扱をどの様にお考えです
か？

質問２１をご参照願います。

日立造船株式会社

49 実施方針 3 (ア) b

既存施設は、御県が維持管理・運営業務開始まで
運営を行うとすると、更新工事は、維持管理・運
営業務開始以降となりますが、ＥＰＣに対する対
価としての支払いは新設工事終了後、未工事分を
含めて割賦払いとなるのでしょうか。

既存施設設備更新費は、工事完了後に割賦払
いとすることを考えていますが、詳しくは事
業契約書素案に示します。

日立造船株式会社

50 実施方針 3 (ア) b

既存脱水機棟内の脱水設備以外については、当社
提案により必要であるならば、継続使用してもよ
いものと考えて宜しいでしょうか。

既存脱水機棟（建物）に付属する電気設備、
機械設備の使用は提案によります。不要なも
のはすべて撤去してください。 日立造船株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

51 実施方針 3 カ (ア) a(b)

「既存施設と新設施設の連絡管など、…」とあ
り、管路敷設工事が含まれておりますが、地下埋
設をしないことも可能と考えてよろしいのでしょ
うか。

地下埋設を原則とします。地上配管はやむを
得ない場所に限ります。

株式会社東芝

52 実施方針 4

建設期間および切替期間中の、既設排水処理設備
の運転管理主管（責任）は、発注者、受託事業者
どちらと考えたら良いのでしょうか。

維持管理・運営開始日（入札公告時に示しま
す。）の前日までは県水道局が運転管理しま
す。 新日本製鐵株式会社

53 実施方針 4

　高濁度発生継続時間は、実績的にどの程度です
か。
また、高々濁度の年間発生頻度および継続時間
も、実績的にどの程度かご教授ください。

高濁度発生継続時間は日オーダーで発生する
ものと理解してください。
高濁度データの整理結果によれば，高濁度が
２日以上続いたのは，過去１１年間では次の
通りとなる。①300度以上--3日継続-1回，2
日継続-1回　　②240度以上--3日継続-1回，
2日継続-3回　　③200度以上----　4日継続-
1回，3日継続-2回，2日継続-3回④150度以上
----　4日継続-2回，3日継続-2回，2日継続-
3回

新日本製鐵株式会社

54 実施方針 4

　緊急時（高々濁度時、３００００ｍ3／日の返
送あり）の計画前提・業務要求水準についてご教
授ください。設備計画段階で別途一時貯留槽が必
要でしょうか。

維持管理・運営開始日から10年間（想定）は
添付資料3に示す新設排泥池、新設濃縮槽に
余裕があり、排水排泥池から新設排泥池への
連絡管を設置しておけば、一時貯留槽は不要
です。

新日本製鐵株式会社

55 実施方針 4

「上澄水は、全量新設沈砂池へ返送する。」とあ
りますが、脱水機下コンベヤ、搬送設備の洗浄
水、脱水工程排水（ろ液、ろ布洗浄排水）は、同
様に返送する、又は他の方法で処理する等、どの
ような方法で対応すればよろしいでしょうか。

同様に新設沈砂池に返送します。基本的に脱
水機関連の排水はすべて新上澄水槽に戻るこ
とを考えてます。浄化槽にはいるのはいわゆ
る流し，清掃用シンク，浴室排水，トイレ排
水，と考えております。

株式会社荏原製作所

56 実施方針 4

金融機関と県水道局との直接協定を結ぶとありま
すが、金融機関の債権保全を目的に、金融機関に
介入権を与えることが、協定にうたわれることと
なるのでしょうか。

直接協定の内容については、金融機関と県水
道局との協議によって定めることと致しま
す。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

57 実施方針 4 1 (1) キ (ア) d.

提案資料における年次は「平成１９年度後半」が
事業運営の開始時期となります．事業期間におけ
るSPCの営業年度（4月1日から翌年3月31日を想定
しています）が異なることは許されますか．

ＳＰＣの自主的自な判断で決めて頂いて結構
です。

株式会社日立製作所

58 実施方針 4 1 (1) ク

既存施設の更新および既存脱水機棟内の改良設備
も，BTOの対象となりますか．その場合の，所有
権移転の時期をご教示ください．

既存施設の更新および既存脱水機棟内に新規
に設置した設備もBTOの対象となります。所
有権の移転日は、県水道局による完工確認完
了日以降を想定しております。

株式会社日立製作所

59 実施方針 4 1 (1) ク (イ)

（イ）既存施設に附属する設備の更新等　におい
て　「既存設備については、掻き寄せ機の更新
等、事業者が必要な改造を行った上で・・・」と
ありますが、改造を検討する対象範囲は浄水場施
設全体と考えてよろしいでしょうか？

業務要求水準書Ⅲ-1-(3)に示す事業用地内を
範囲とします。更新する施設は、排水排泥
地、濃縮槽等です。

清水建設株式会社

60 実施方針 4 キ

新設施設等の引渡し期間は平成19年度後半となっ
ておりますが、実際の引渡し業務にかかる時間は
どの位を考えていますか？
所有権移転等に関わる新設施設への支払い方法に
ついてご提示願います。また、前途金、一時出来
高支払い等の条件もご提示願います。

引渡し業務は、２～３ヶ月程度を想定してい
ます。これは、事業者による完成届の提出か
ら所有権の引渡し日までの期間で、県水道局
による完工確認（及び事業者による修正工
事・再検査）を含む期間です。新設施設の支
払い方法条件の詳細につきましては、事業契
約書（素案）に示します。

日立造船株式会社

61 実施方針 5 1 (1) ケ

１(1)ケ・事業者の収入－要求水準、送泥条件に
変化する場合は、県水道局と事業者は協議すると
ありますがその協議する内容について、特に送泥
濃度は、近隣の浄水場汚泥と比較した場合低濃度
汚泥と高濃度汚泥（高濃度施設は更新設備）とも
異常に低いと判断します。実績のある企業は現実
的な提案、すなわち保守的な余裕を負荷した提案
と成らざるを得ない為、当然初期投資コスト高と
なります。公平性を保持する上で汚泥濃度につい
ては保証値として頂けますでしょうか。また、予
め契約書で協議する事項を規定して頂けますで
しょうか。

Ⅲ-1-（6）のアの状態からイの状態への移行
時期は、入札公告時に設定します。変更と
は、設定後県水道局の事由により、その時期
が早まったり、遅くなったりすることです。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

62 実施方針 5

事業者の収入－脱水ケーキを有価物として再生利
用した場合の収入は、事業者の収入と考えており
ますがよろしいでしょうか。

事業者の収入です。

株式会社荏原製作所

63 実施方針 5 1 (2) イ

「コスト算出による定量的評価」とありますが、
入札金額と技術提案との点数配分率はどのように
お考えでしょうか。

この項目は、特定事業の選定に関する事項を
記載したものです。落札者決定基準について
は、入札広告に示します。 月島機械株式会社

64 実施方針 5 1 (2) イ (ア)

「コスト算出による定量的評価」とありますが、
技術提案のうち、価格点および評価点の評価項目
と評価点についていつの段階で公表されるので
しょうか。

この項目は、特定事業の選定に関する事項を
記載したものです。落札者決定基準について
は、入札広告に示します。 月島機械株式会社

65 実施方針 5 1 (2) イ (ウ)

ＰＦＩ事業として実施することの「定性的評価」
とは具体的に何を指すのでしょうか。

ＰＦＩ事業として実施することにより、民間
事業者の能力を活用し、効率的で機能的な事
業の運営が期待できるかどうかを評価しま
す。

月島機械株式会社

66 実施方針 5 (2) イ

「選定基準」における客観的評価の審査に関し、
各評価項目及び配点は開示されるのかご教示くだ
さい。

この項目は、特定事業の選定に関する事項を
記載したものです。落札者決定基準について
は、入札広告に示します。 日立造船株式会社

67 実施方針 5 (2) ア

「特定事業として選定する」と明記されていま
す。選定結果の公表は平成15年1月下旬になって
いますが、VFM等の確認(評価)はどのように行わ
れるのでしょうか？
VFMを提示する業者が存在し、平成15年1月下旬ま
でにVFM評価が終わるという言うことでしょう
か？

実施方針１-(２)特定事業の選定に関する事
項に記載のとおりです。ＰＦＩ事業推進委員
会の意見等を踏まえて、県水道局が選定しま
す。

日立造船株式会社

68 欠番

69 実施方針 6

　同敷地内で脱水ケーキの破断・造粒・篩い分け
以外に、製品化するために他の原料と混同するこ
とは可能でしょうか。

関係機関と協議中です。協議が整いしだい公
表します。

新日本製鐵株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

70 実施方針 6

　入札公告時に公表される特定事業契約書の内容
は、（入札条件なので）落札者決定後の交渉段階
で修正はできないという理解でよろしいのでしょ
うか。

原則としてはできません。

新日本製鐵株式会社

71 実施方針 6 2

平成１６年度の上旬、下旬等の表現で記載されて
いるスケジュールについて、月単位で結構ですの
で目安がありましたら教えてください。

入札公告時に示します。

株式会社石垣

72 欠番

73 実施方針 8 2 (3) イ

2-(3)-ｲ（P8）及びｳ（P9）及びｵ（P10）－実施方
針等に対する質問・意見・再質問の内容及び質問
者・意見提出者について公表するとありますが、
提案者の提案内容や技術的なノウハウが流出する
可能性のある質問・意見・再質問はその内容及び
質問者・意見提出者を伏せて頂くことは可能で
しょうか。
また回答はホームページ等にて行われるとありま
すが、提案者個別のヒアリングを行う予定はない
のでしょうか。

提案者の技術的ノウハウが流出する質問・意
見はその旨併記してください。県水道局が認
めるものは伏せます。公表、非公表について
合意の得られない質問には回答しません。
質問・意見・再質問に関してヒアリングの予
定はありません。 株式会社荏原製作所

74 実施方針 9 2 (3) ウ

意見内容、意見提出者について、入札説明書に添
付して公開されるとの事ですが、ノウハウに関わ
る部分等につきましては、非公開としていただく
ことは可能でしょうか。

提案者の技術的ノウハウが流出する質問・意
見はその旨併記してください。県水道局が認
めるものは伏せます。公表、非公表について
合意の得られない質問には回答しません。 月島機械株式会社

75 実施方針 10 2 (3) カ

２（３）カ．サンプリング水採取（別紙３）－採
取場所及び期間は来年1月19日からとなっていま
すが、本件の計画固形物量・汚泥濃度から判断し
数回のサンプリングが必要と判断します。12月に
もサンプリングする機会を提供して頂けますで
しょうか。

希望があれば12月中にも実施しますので、12
月15日から17日の間に申し込んでください。
様式は様式６・７を使用してください。

株式会社荏原製作所

76 実施方針 10 2 (3) キ

２(3)キ．脱水実験(別紙4)－提供場所及び期間は
来年1月19日からとなっていますが、本件の計画
固形物量・汚泥濃度から判断し数回の脱水実験が
必要と判断します。12月にも脱水実験する機会を
を提供して頂けますでしょうか。

希望があれば12月中にも実施しますので、12
月15日から17日の間に申し込んでください。
様式は様式６・７を使用してください。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

77 実施方針 10 2 (3) カ

「原水」とは、取水のことでしょうか。 取水口付近の江戸川表流水のことです。

株式会社石垣

78 実施方針 10 2 (3) キ

今回の脱水実験は、冬季・低濃度汚泥が対象にな
りますが、夏季・低濃度汚泥についてはどのよう
にお考えですか。
また、高濃度汚泥については、どのようにお考え
ですか。

低濃度汚泥の脱水実験は、夏季に実施するこ
とも検討します。高濃度汚泥は、新設施設の
ため汚泥の提供できません。また、高濃度汚
泥については、「高濃度汚泥について」別紙
３のとおり想定しています。

株式会社石垣

79 実施方針 10 1 (3) カ

・ サンプリング水および脱水実験用汚泥です
が、低濃度系、高濃度系ともに採取可能でしょう
か。
・ 採泥時期として１月下旬を予定されておられ
ますが、この時期が年間を通じ最も脱水性の低下
する時期と考えてよろしいでしょうか。
・ その他の時期の脱水実験は可能でしょうか。

質問７８をご参照ください。

日本碍子株式会社

80 実施方針 10 2 (3) カ

サンプリング水採取の際に現地にて泥水の性状等
に対して軽微な計測（手持ち式計器による）を実
施してもよいでしょうか？

可能です。

清水建設株式会社

81 実施方針 10 カ

サンプリング水採取希望日における水質（濁度）
が、明らかに平年と異なる場合は、採取日を変更
できますか。また、サンプリングを行なうために
必要な機材について事前に確認できる機会を設け
て頂けますでしょうか。

変更は可能です。変更する日は後日調整しま
す。

日立プラント建設株式会社

82 実施方針 10 キ

汚泥提供希望日における水質（原水の濁度による
影響等）が、明らかに平年と異なる場合は、提供
日を変更できますか。サンプリングを行なうため
に必要な機材について事前に確認できる機会を設
けてますでしょうか。

変更は可能です。変更する日は後日調整しま
す。

日立プラント建設株式会社

83 実施方針 11

・基本協定（案）は、入札説明書の公表時期まで
に示される、という理解でよろしいでしょうか。

事業契約書（素案）と共に公表することを予
定してします。

電源開発株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

84 実施方針 11 2 (4)

応募者の構成員における過去の工事実績・納入実
績によって，何らかの制限または加点要素が考慮
されますか．

入札公告及び落札者決定基準において示しま
す。

株式会社日立製作所

85 実施方針 11 2 (4) ア (イ)

構成員の変更における県の承諾条件は，同等の技
術力・資格要件が整っていれば良いと考えてよろ
しいですか．

原則として構成員の変更は認めません。

株式会社日立製作所

86 実施方針 11 2 (4)

「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、構成員の変更および追
加を認める」とあります。
実施方針Ｐ１３　２　（４）　ウ　（イ）の協力
企業の記述についても同様の解釈でよろしいで
しょうか。

そのようなご理解で結構です。

月島機械株式会社

87 実施方針 11 (4) ア (イ)

「参加表明書実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、
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。」とありますが、代表企業の経営等の
都合で参加を辞退した場合、事業遂行のために、
他の構成員が代表企業となり継続して参加するこ
とはよいものと考えて宜しいでしょうか。また、
構成員の変更及び追加を認める場合の条件をご教
示願います。

代表企業の変更は認められません。
構成員の変更を認める場合の条件について
は、一概に回答することはできません。県水
道局が、構成員の変更がやむを得ないと判断
した場合に変更を認めます。

日立造船株式会社

88 実施方針 12 2 (4) ア (ウ)

2-(4)-ｱ-(ｳ)　１応募者の構成員は他の応募者の
構成員となることができないとありますが、１応
募者の協力会社は他の応募者の協力会社となるこ
とは可能でしょうか。

脱水ケーキの再生利用に係わる協力会社の
み、他の応募者の協力会社になることができ
ます。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

89 実施方針 12 2 (4) ア (エ)

協力会社への委託は，事業会社（SPC)から構成員
を介しての委託であっても，本条項に抵触します
か．（13ページに「協力会社」の規定が記載され
ていますが，SPCからの直接受託は必要条件では
ありません）

SPCからの直接に業務を受託する会社を協力
会社としてください。

株式会社日立製作所

90 実施方針 12 2 (4) イ

構成員の制限の項目で、構成員の過去の実績等に
ついての制限は含まれ無いのでしょうか。

入札公告時に示します。
月島テクノメンテサービス株
式会社

91 実施方針 12 (4) ア (エ)

　「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。」とありますが、協力会
社については、事業期間中に変更・追加してよい
ものと考えて宜しいでしょうか。

原則変更できません。
構成員から業務を受託し、設計、建設を行う
協力会社も明記し、その変更は原則として出
来ません。

日立造船株式会社

92 実施方針 13 2 (4) ウ

2-(4)-ｳ－この項目で明記されている協力企業と
前記項目（実施方針　P.１２　１－（４）－ア－
（エ））において明記されている協力会社との違
いをご教示願います。

協力企業と協力会社は同じです。

株式会社荏原製作所

93 実施方針 13 2 (5) ア

2-(5)-ｱ及びｲ－提案審査において評価項目として
環境に対する配慮の項目がありませんが、評価項
目のひとつとして考慮すると考えてよろしいで
しょうか。

落札者決定基準において示します。

株式会社荏原製作所

94 実施方針 13 2 (5) ウ

２(4)ウ．設計業務及び建設業務に係る要件－浄
水場排水処理及び環境系ＰＦＩの場合基本的事
項・数値の評価が必要と判断します。それは、各
社の長年の蓄積とノウハウの上に施設が稼動して
おります。より現実的な提案を評価する為に、建
設企業の実績、運営企業の実績も参加資格要件に
含めていただきたく要望します。

入札公告時に示します。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

95 実施方針 13 2 (5) イ

２(5)イ．審査手順に関する事項－提案書の審査
を行い優秀提案の選定する。県民にサービスを提
供する事を第一とした場合、それは約束を守れる
提案であるかが最大の評価と考えます。提案審査
には①予定金額を超えない②基礎審査③定量化審
査として頂きたい。本件は制約の多い事業です。
例えば、廃棄物の処理および清掃に関する法律に
定める許可要件、その他事業に関する法令・指針
を満足しない内容である場合着工が困難です。そ
の為にも基礎的要求を満足しないもしくは齟齬の
提案は失格としませんと県民へのサービスは満足
できません。それを通過した事業提案のみを定量
化審査として頂きたい。現実的な審査とする事を
基本として頂きたく要望します。

審査手順は、お問い合わせの内容に沿ってい
ます。

株式会社荏原製作所

96 実施方針 13 2 (4) ウ (イ) b.

建設業務を担当する者の要件として，経営事項審
査が記載されていますが，総合評点による制限は
ありますか．

総合評点は資格審査要件とする予定です。
詳しくは入札公告時に示します。

株式会社日立製作所

97 実施方針 13

経営事項審査を受けた者であれば、評点等の審査
結果は資格審査の項目や事業者の選定にあたって
の評価には含まれないと考えてよろしいでしょう
か

資格審査の項目に含まれます。

東亜建設工業株式会社

98 実施方針 13 2 (5)

審査に対する考え方にて、最優秀提案を選定する
となっていますが、もし仮に最優秀提案が２提案
あった場合は、どの様に落札者を決定されるので
しょうか。

落札者決定基準に基づいて、ＰＦＩ事業推進
委員会において最優秀提案を１点選定しま
す。 月島テクノメンテサービス株

式会社

99 実施方針 13 2 (5)

審査に際し、PFI事業推進委員会を設置するとご
ざいますが、委員会の構成員については、いつ頃
公開されるのでしょうか。

ＰＦＩ事業推進委員会の委員については、水
道局ホームページの更新履歴の中のＰＦＩ事
業の平成１５年１０月３１日付「ＰＦＩ事業
の実施方針について（庁議報告内容）」をご
覧下さい。

月島機械株式会社

100 実施方針 13 ウ

協力会社の定義には、応募者構成員の下請業者も
含まれますか？
もし含まれる場合、応募時に業者名を明記する必
要がありますか？

質問89への回答にありますように、協力会社
には応募者構成員の下請業者は含まれませ
ん。

日立造船株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

101 実施方針 14 2 (7) ア

２(7)ア．著作権－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。事業者の選
定では、下から4行目、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と判断し
た場合落札者を選定しない。また、添付資料５で
は評価の方法としては価格面のみならず優れた提
案を求めています。応募に対する誤解を招く恐れ
を感じます。県水道局が具体的に提案書の全部又
は一部を無償で使用できる範囲を落札提案のみと
して頂きたい。

採用に至らなかった応募者の提案は落札者選
定結果の公表以外にには使用しないとしてい
ます。

株式会社荏原製作所

102 実施方針 14 2 (5) ウ

 項目中｢審査結果に基づいて落札者を決定｣とあ
りますが、サービス購入料について｢予定価格｣は
公表されますか。

公表することを考えています。

株式会社フジタ

103 実施方針 14 2 (5) ウ

ウ項で、「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」とありますが、ＰＦＩ事業として実施するこ
とが適当か適当でないかの判断基準をお示しくだ
さい。 その点が曖昧なままでは、事業者候補と
して膨大な資源（主に人的資源）を投入して入札
に取り組む動機付けができかねます。

添付資料５を参照してください。詳細は落札
者決定基準において示します。

富士電機システムズ株式会社

104 実施方針 14 (7) ア

「提案書の著作権は応募者に帰属する」とありま
すが、一方では「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。」ともあります。その際には事業者との協議
の場があると判断してよろしいでしょうか。

特に、事業者との協議は予定しておりません
が、採用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
ないこととします。詳細については、事業契
約書（素案）に示します。 月島機械株式会社

105 実施方針 14 (7) ア

「なお、本件事業において公表及びその他…」と
ありますが、県水道局殿が一般講演会などで発表
される場合も、本件事業の範囲とみなされるので
しょうか。

県水道局が、一般の講演会などにおいて、採
用に至らなかった応募者の提案について説明
することは考えておりません。詳細について
は、事業契約書（素案）に示します。 株式会社東芝
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

106 実施方針 15 2 (8)

２(8)特別目的会社の設立等－「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%を越
えるものとする。」とありますが、例えば構成員
とならない銀行等の出資比率が49%以下なら、特
別目的会社を設立できると解釈してよろしいです
か。

応募グループの代表者の出資比率が全出資者
中最大であれば、例示のケースにおけるSPC
の設立は可能です。

株式会社荏原製作所

107 実施方針 15 2 (8)

「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」と記載されていますが，事業開
始時点での構成比率と解してよろしいでしょう
か．

実施方針に記載した条件は、SPC設立時のも
のですが、当該条件は原則としてSPCの設立
から清算までの全事業期間に渡って充足して
いただきたいと考えております。

株式会社日立製作所

108 実施方針 15 2 (8)

株式の質権設定など担保設定の承諾の条件は，ど
のような内容を想定されていますか．

基本的に、担保設定を行う際には、県水道局
の事前承諾が必要となります。詳細について
は、事業契約書（素案）にお示し致します。 株式会社日立製作所

109 実施方針 15 3 (1) イ

本事業に直接関わる法制度の新設・変更等が実施
され、事業者が取得する許認可に遅れが出た場合
は、事業者の責任となるのでしょうか、県水道局
殿の考えをご教示して頂ければ幸いです。
（P.41　添付資料6）

本事業に直接関することの法制度の新設・変
更は県水道局のリスクとなります。

月島テクノメンテサービス株
式会社

110 実施方針 15 (8)

ＳＰＣ設立への出資は、応募グループの構成員が
50％以上出資するのなら、その他に構成員の関連
会社等からの出資は認められるものと考えてよろ
しいでしょうか。また、出資は劣後融資を含めて
の出資と考えて宜しいでしょうか。

お問い合わせの通りです。

日立造船株式会社

111 実施方針 15 (8)

　「ＳＰＣには、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律２１条に基づく技術管理者を設置するものと
する。」とありますが、技術管理者は、ＳＰＣの
社員とする必要がありますか。出向ベース又は籍
は派遣元のままとしてよろしいでしょうか。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律２１条に
基づく技術管理者は、必ずSPCの社員として
ください。

日立造船株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

112 実施方針 16

　設計書について、発注者の確認を取ることとあ
りますが、前提となる施設計画へは、どの程度関
与されるのか、お考えをお聞かせください。

各種法規制に従い、かつ周辺環境に配慮し、
その上で事業者の提案内容から逸脱していな
ければ、民間の裁量を重視します。 新日本製鐵株式会社

113 実施方針 16

・「県水道局の確認を受ける。」、「‐‐‐に配
慮すること」のように「確認」（P.16,17）や
「配慮」（P.20）という表現が用いられていま
す。これらに関して確認方法や配慮の程度につい
て、具体的手段、考慮すべき順守条例や目標値な
どがあればお示し下さい。

確認や配慮の具体的な方法・程度は、事業者
との交渉を通じて詳細を決定していきたい考
えです。
考慮すべき遵守法規・条例等は、1(1)オ.事
業に関係する主な法令等を参考にしてくださ
い。

電源開発株式会社

114 実施方針 16 3 (5) ア

３の(5)のア．モニタリング－「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」とあ
りますが、財務状況を把握するための、具体的な
周期、資料名等をお知らせ願います。

財務諸表の具体的な周期、資料名等につきま
しては、事業契約書（素案）においてお示し
致します。 株式会社荏原製作所

115 実施方針 16 3 (1) ウ

施設の所有権が移転せれていますので，最小限必
要な保険の付保について具体的（火災保険等）に
規定されますか．

付保が必要な保険につきましては、入札説明
書及び事業契約書（素案）においてお示し致
します。 株式会社日立製作所

116 実施方針 16 3 (3)

サービス購入料の「脱水ケーキの再生利用業務
費」は、毎年もしくは数年おきに見直しを実施す
る必要があると考えていますが、県水道局殿はど
の様な考えを持っているのでしょうか、ご教示を
頂ければ幸いです。
（P.50　添付資料12）

脱水ケーキの再生利用業務費の単価は改定す
る余地を残す予定です。詳細は、事業契約書
（素案）に示します。

月島テクノメンテサービス株
式会社

117 実施方針 16 3 (3)

維持管理に関するサービス購入料全般の話です
が、サービス購入料は、再生利用したds量に比例
した算出が行われるのでしょうか、もしくは、年
間ある一定ds量を処理すると仮定した、ランプサ
ムの考え方を導入するのでしょうか。
県水道局殿の考えをご教示して頂ければ幸いで
す。
（P.50　添付資料12）

脱水ケーキの再生利用費は再生利用量に応じ
て支払う方向で考えています。詳細は、事業
契約書（素案）に示します。

月島テクノメンテサービス株
式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

118 実施方針 16 3 (3)

維持管理に関するサービス購入料についてです
が、入札時の計画で予定されていた修繕工事を機
器の状態が良く、修繕の施工しなかった場合、そ
の修繕工事の金額については、事業者側に支払わ
れるのでしょうか。
（P.50　添付資料12）

提案の修繕計画に対応した支払いとし、修繕
の時期の変更は認められますが、支払いの変
更は行わない予定です。詳細は事業契約書
(素案）において示します。 月島テクノメンテサービス株

式会社

119 実施方針 16 3 (3)

上記と関連している質問ですが、修繕工事実施を
状況に応じて計画よりも繰上で実施した場合は、
その修繕工事費用は支払われるのでしょうか。
（P.50　添付資料12）

質問１１８をご参照ください。

月島テクノメンテサービス株
式会社

120 実施方針 16 ウ

保険範囲について、詳細な条件は入札公募にて明
記されるのでしょうか？
又、事業者の責任範囲で決めることは可能でしょ
うか？

前段につきましては、質問115への回答をご
覧下さい。後段につきましては、入札説明書
及び契約書（素案）で付保を義務付ける保険
は必要最小限の種類・条件であり、それ以外
（以上）の種類・条件の保険の付保について
は、事業者の判断にお任せします。

日立造船株式会社

121 実施方針 17 4 (1) エ

4-(1)-ェ-高規格堤防特別区域の指定前であれ
ば、河川保全区域内に新設施設を建設する場合に
は、河川法第55条の許可が必要なのでしょうか。
添付資料9においては、新設施設敷地が河川保全
区域に入り込んでいるのですが、完工後の状況で
あり、河川法の許可を受ける必要はないのでしょ
うか。

新設施設の建設期間は、高規格堤防特別区域
指定前です。
河川保全区域内に新設施設を建設する場合
は、河川法第55条の許可が必要です。

株式会社荏原製作所

122 実施方針 17

事業用地における高規格堤防の構造(平面，断
面)、材質等に関する諸元をご教示頂けませんで
しょうか

頒布資料を参照してください。
詳細は、協議中であり現段階では公表できま
せんが、入札公告までには公表します。

東亜建設工業株式会社

123 実施方針 17

新設施設の敷地における詳細な土質および地質の
データについて、有償頒布された「矢切取水場並
びに栗山浄水場排水処理場地質調査結果」に示さ
れているものでは、設計検討にあたって必要な
データが不足していると考えられます。新たに詳
細なボーリングデータのご提示は可能でしょうか

室内土質試験等の結果については閲覧できま
す。希望される方メール
(edogawapfi@mz.pref.chiba.jp)にてご連絡
下さい。部数に限りがありますので日程を調
整いたします。 東亜建設工業株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

124 実施方針 17 4 (1) エ

エ．その他　において「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。」とありますが、河川法に対する対応を検
討する必要がありますので、高規格堤防工事の工
程・内容についての資料を公開願います。また、
高規格堤防工事による河川濁度の変化等が想定さ
れる場合は、その検討結果を公開願います。

頒布資料のとおりです。
詳細は、協議中であり入札公告までに公表し
ます。
また、高規格堤防事業により河川濁度が変化
することは想定されません。

清水建設株式会社

125 実施方針 17 4 エ

「建設用地は高規格堤防事業の範囲内に位置す
る。」とあります。
新設施設の設計・建設期間中は盛土工事等と重複
するとも考えられますが、工事の施工計画に影響
はありますでしょうか。
また、建設予定地への通路として、栗山橋を通行
することとなると思われますが、重量制限等の制
約はありますでしょうか。

高規格堤防の盛土工事は、協議検討中であり
定まりしだい公表します。栗山橋の設計荷重
はTL-14です。

月島機械株式会社

126 実施方針 17 3 (5) イ

モニタリングの実施とサービス購入料の減額につ
いての記述がありますが、細目と減額処置につい
て詳しくご教示いただけますでしょうか。
P.52　1～2

事業契約書（素案）に示します。

月島機械株式会社

127 実施方針 17 4 エ
高規格堤防事業の内容を具体的にお示しくださ
い。

頒布資料でご確認願います。
月島機械株式会社

128 実施方針 18 4 (1) エ

4-(1)-ｴ－河川法第５５条及び第２６条の許可の
取得に必要な資料の種類をご教示願います。

工事の内容にもよりますが、一般的に位置
図・一般平面図（施設全体）・横断図・丈量
図・建築物（立面図・平面図・断面図）・土
木構造物（平面図・断面図）・土工図・仮設
図・工事工程表が必要となります。

株式会社荏原製作所

129 実施方針 18 5

疑義が生じて協議が整わなかった場合に、特定事
業契約書中に規定する具体的措置に従うとありま
すが、具体的措置が明白であれば、そもそも疑義
が生じないと思われますので、この条項は実際に
機能しないのではないでしょうか。

ご意見を踏まえ、入札説明書及び事業契約書
（素案）に適宜反映させていただきたく存じ
ます。

富士電機システムズ株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

130 実施方針 18 4 (2)

「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。」とありま
すが、排水処理施設の敷地とは江戸川と坂川に挟
まれた部分の敷地でしょうか？浄水場全体の敷地
を工事中の仮設用地や維持管理期間中に発生汚泥
が増大した場合等の緊急仮置き用地等に利用する
ことが可能でしょうか？

事業者が使用できる用地は業務要求水準書
Ⅲ-1-(1)に示すとおりです。

清水建設株式会社

131 実施方針 18 6 (1)

「事業計画書に定める事由」とは具体的にどのよ
うな事を示すのでしょうか。

具体的な内容は、事業契約書（素案）にお示
し致します。 月島機械株式会社

132 実施方針 18 6 (2)

金融機関と水道局による、「直接協定」を締結す
ることがある。とありますが、融資を県水道局で
締結して他の事業者と事業契約をし、継続してい
くことを意味しますか？
又、本「協定書」は基本協定書と特定事業契約書
の対し何らかの影響（拘束）があるのですか？

直接協定の内容については、金融機関と県水
道局とが協議を行うこととします。なお、直
接協定の内容は特定事業の契約の内容と関連
性はありますが、拘束性はないと想定してい
ます。 日立造船株式会社

133 実施方針 20

　事業者は契約締結後、独自に補助金を受給申請
してもよろしいのでしょうか（環境省等）。

可能です。但し、事前に県水道局へ連絡して
ください。

新日本製鐵株式会社

134 実施方針 20

「生活環境影響調査」の結果に基づく住民等の事
業実施に対する反対運動等により施設完成の遅延
が発生するリスクに対する責任分担は貴県にある
と考えてよろしいでしょうか

事業実施そのものに対しての住民対応は県水
道局のリスクです。

東亜建設工業株式会社

135 実施方針 20 8 (1) エ

「エ．水循環（雨水の地下への浸透性等）に配慮
すること」とありますが、雨水の地下浸透処理を
計画する際に地下水位を把握する必要がありま
す。土質柱状図から見るとAs層は河川床と直結し
ているようです。地下水位の季節変動が考えられ
ますので、地下水位の経時変化記録等がございま
したら、ご提示願います。

地下水位の経時変化記録等はありません。

清水建設株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

136 実施方針 21

　浄水場で注入された活性炭が混入してくると考
えられますが、その割合。量（別紙２－３）は将
来とも変化ないのでしょうか。

維持管理・運営開始日より10年後（想定）か
ら、低濃度汚泥を排出する浄水場の送泥量が
減少し、粉末活性炭の使用料は減ります。 新日本製鐵株式会社

137 実施方針 29 別紙1

（意見招請の）回答以降の具体的スケジュールは
いつ頃発表となるのでしょうか。

特定事業選定結果の公表に併せて公表しま
す。

月島機械株式会社

138 実施方針 30 別紙2

有償配布される資料中、引抜きポンプ室の工事竣
工図及び二拡系沈砂池の工事竣工図がないように
思われますが、別途頂けるのでしょうか。

引抜ポンプ室の図面は、栗山浄水場排水処理
管理室築造工事竣工図31/73ありますのでご
確認願います。二拡系沈砂池の図面の配布を
希望される場合は、電子メール
(edogawapfi@mz.pref.chiba.jp)により計画
課技術管理室あて、12月19日(金)までにお申
し込みください。準備が整いしだい、技術管
理室にて配布いたします。配布日時について
は申し込まれた方に電子メールにて連絡いた
します。

株式会社荏原製作所

139 実施方針 32 別紙3
別紙4

サンプリング水の採取及び汚泥の提供について採
取の量に制限はないのでしょうか。

提供する汚泥の量は原則として希望する量を
提供しますが、排水処理業務の都合等で希望
に添えないこともあります。 株式会社荏原製作所

140 実施方針 34 添付資料1

添付資料１によりますと、新浄水場では高濁度汚
泥と低濁度汚泥を別けて処理するようになってい
ますが、濁度区分の考え方、浄水場側での具体的
な操業方法、発生頻度他について、ご教授くださ
い。

要求水準書Ⅲ-1-（5）に示すとおりです。
濁度区分の考え方は質問６のとおりで、高濃
度汚泥及び低濃度汚泥それぞれ別々に２４時
間送泥します。 新日本製鐵株式会社

141 実施方針 34 添付資料1

排水処理フロー図中において新設脱水設備の脱水
設備分離水等を排水排泥池へ移送していますが、
移送先を上澄水槽ではなく排水排泥池としている
のには、理由があるのでしょうか、御教示願いま
す。

ろ布洗浄水が混入する時間帯と脱水ろ液のみ
が返送される時間帯とで、濃度が大きく異な
り、質的に平準化した状態で、沈砂池へ返送
することが、困難になるからです。 株式会社荏原製作所

142 実施方針 34 添付資料1

排水処理フロー図中において低濃度汚泥流入配管
は排水排泥池汚泥流入口まで県水道局殿にて行わ
れると解釈してよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

143 実施方針 34
添付資料
1(P34)
2(P35)

フロー図他－緊急時における上澄水の河川放流
は、事業者の維持管理・運営の範囲に含まれるの
か。含まれる場合について、緊急時の定義、放流
条件等について御教示願います。（業務要求水準
書6項、油類による汚染等の記述）

維持管理・運営業務については、緊急時の上
澄水返送ポンプの運転が必要であると考えら
れます。オイルマットの設置などにより油類
の流出を押さえて適切に放流して下さい。 株式会社荏原製作所

144 実施方針 34 添付資料1
添付資料2

新設貯留槽及び新設脱水設備の系統数及び使用方
法は、事業者の提案範囲と考えてよいでしょう
か。

事業者の提案になります。

株式会社荏原製作所

145 実施方針 34 添付資料1

維持管理運営の開始日から10年を境に送泥条件が
変化することを想定しておりますが、変化すると
想定した理由と送泥量の設定根拠について教えて
下さい。

高濃度汚泥を排出する施設の浄水処理量が増
加し、低濃度汚泥を排出する施設の浄水処理
量が減少することを想定しています。

東京電力株式会社

146 実施方針 35 添付資料2

・上澄水の新設沈砂池への返送管は別途整備とあ
りますが、これは２拡系沈砂池を転用した上澄水
槽から新設沈砂池までの配管と考えればよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。但し、上澄水槽におけ
る返送のためのポンプは事業者が整備くださ
い。

日本碍子株式会社

147 実施方針 35 添付資料2

「別途公共事業にて整備するもの」は、地盤液状
化対策を含めた耐震設計がなされたものと考えて
よろしいでしょうか？また、工事期間中に高規格
堤防工事が重なると思われますが、高規格堤防工
事の工程・計画（車両運行計画を含む）の内容と
完成後の堤防上の用途についてもご教授願いま
す。

ご質問のとおりです。
高規格堤防事業は国土交通省と現在協議中で
あり、概要については、要求水準書別図１及
び頒布資料をご覧ください。

清水建設株式会社

148 実施方針 35 添付資料2

新設沈砂池からの発生砂については事業者側処分
の範囲外と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

月島機械株式会社

149 実施方針 35 添付資料2

添付資料２におきまして、別途公共事業にて整備
頂ける範囲が明記されておりますが、各々の取合
点について変更は可能でしょうか。

県水道局の負担が増えない変更は可能です。

月島機械株式会社

24/44



実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

150 実施方針 37 添付資料4

審査時提出書類一覧表において既設設備更新時に
おける更新工事施工計画書がありませんが、既設
排水処理設備の安定した運転を行いつつ安全に更
新工事を施工することに対して、提案者のノウハ
ウが必要な項
目と考えておりますが、そのことについてはどの
ように思われますか

原則として提案者の提案によります。

株式会社荏原製作所

151 実施方針 39 添付資料5

２貢に「…脱水ケーキは、全量再生利用を図るも
のとする。」と有ります。また、３９貢に「本件
事業における脱水ケーキについては、最終処分場
への埋め立ては認めておらず、再生利用すること
が条件である。」と有ります。汚泥性状に関する
記述は、「有償頒布資料　１．排水処理実績　低
濃度汚泥試験結果」に、低濃度汚泥の成分分析結
果が記載されているのみと理解しております。

　本事業で民間事業者には、再生利用の義務を図
る事が要求されていますが、このとき、重金属の
溶出の有無などの脱水ケーキの安全性が大きな問
題となります。県水道局殿で重金属等の溶出試験
を実施されておりましたらご提示下さい。また、
重金属含有（溶出）は原水に起因し事業者のコン
トロールできない事項であり、汚泥の重金属含有
（溶出）は関係法規に照らして問題ないことが担
保されるべきであると考えます。少なくとも、重
金属含有（溶出）に問題が生じた脱水ケーキにつ
いては、再生利用はほとんど不可能とも考えられ
ますので、このような汚泥については最終処分場
への処理費用は、県水道局殿に費用負担していた
だきたく思います。これらについて、お考えをお
示し下さい。

重金属等の溶出試験結果は別紙２のとおりで
す。
浄水場から送泥する汚泥に含まれる金属等
は、浄水場で注入するアルミニウム（凝集
剤）以外は原水に由来するものです。した
がって、県水道局は、脱水ケーキから溶出す
る金属等の量について、関係法令に関して問
題がないことを担保することはできません。
重金属含有に問題が生じた脱水ケーキは、県
水道局が責任を負います。

電源開発株式会社

152 実施方針 39 添付資料5

脱水ケーキの再生利用に関して、非有価の再利用
業者が減少した場合、脱水ケーキの一部につい
て、最終処分場への埋め立てもみとめられるべき
だと考えますが、いかがでしょうか。

ご意見として承ります。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

153 実施方針 39 添付資料5

脱水ケーキを最終処分場へ埋立することは認めら
れておりませんが、緊急避難的措置として最終処
分場へ埋立を行う場合なども認めらないのでしょ
うか。また、最終処分場へ埋立を行った場合のペ
ナルティについて教えて下さい。

県水道局の承認を得ない最終処分場への埋め
立てや不法投棄が発見された場合は、事業者
に帰責事由がないことが確認されない限り、
直ちに契約を解除します。
ただし、原水への有害物質の混入、再生利用
市場の著しい縮小などの、不可抗力的な緊急
事態が発生した場合には、県水道局は、事業
者と協議の上、最終処分場への埋め立てを承
認することがありえます。

東京電力株式会社

154 実施方針 39 添付資料5

Ⅰ項 基本的な考え方に、具体的評価項目および
配点については入札公告時に発表するとなってい
ますが、細区分は別として、大まかな配点につい
ては、早急にお示しください。 その点がはっき
りしなければ、提案の方針・スキーム検討を事前
に進める事ができず、入札に間に合わないことが
懸念されます。

入札公告時に示します。

富士電機システムズ株式会社

155 実施方針 40 添付資料5

基礎審査のひとつに「業務シミュレーションが要
件を満たしているか」とあります。
具体的内容につき、お示しください。

ＳＰＣの20年間の事業収支キャッシュフロー
シミュレーション等において、前提条件が正
確に反映されているかを見ます。 電源開発株式会社

156 実施方針 41 添付資料6

　最悪、事業中断に至った場合のペナルティーの
考えからについて、具体的にご提示いただけませ
んでしょうか。

事業中断の場合の処置については、中断の事
由によっても異なるため、事業契約書（素
案）においてお示し致します。 新日本製鐵株式会社

157 実施方針 41 添付資料6

　更に、不可抗力の範囲に再生利用市場の消失等
も含めることができるでしょうか。

再生利用はサービス要求事項です。条件につ
いてはご意見として承ります。

新日本製鐵株式会社

26/44



実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

158 実施方針 41 添付資料6

　損害金に上限がないのは事業者にとってリスク
が大きすぎると思うのですが、上限を設けるつも
りはないのでしょうか。
（例えば不可抗力により第三者に損害を及ぼした
場合等々）

第三者に損害が発生した場合は、事業者はそ
の損害を賠償しなければなりません。事業者
には第三者損害賠償責任保険に加入していた
だきます。詳細は事業契約書（素案）に示し
ます。 新日本製鐵株式会社

159 実施方針 41 添付資料6

共通－事業の中断・・・この項目は事業者の事由
による事業の中断以外は県の負担と理解してよろ
しいでしょうか。(県水道局の事由による事業の
中断等は県の負担となっています)仮に否の場
合、どちらの事由でもない事由による事業の中断
はどのようにリスク負担をするのでしょうか。

不可抗力により事業が中断し、事業者に生じ
た合理的な増加費用及び損害については、設
計・建設期間は工事費の1％まで、維持管理
運営期間は、各事業年度維持管理・運営費及
び脱水ケーキ再生利用業務費の1％までの分
について、事業者に負担していただきます。
詳細は事業契約書（素案）に示します。

株式会社荏原製作所

160 実施方針 41 添付資料6

共通－不可抗力・・・県が主負担者、事業者が従
負担者となっていますが、どのようなリスク分担
を想定しているのでしょうか。何らかの費用が発
生した場合、その費用負担についてはどのように
お考えでしょうか。

不可抗力により事業者に生じた合理的な増加
費用及び損害の負担のうち、設計・建設期間
は工事費の1％まで、維持管理運営期間は、
各事業年度維持管理・運営費及び脱水ケーキ
再生利用業務費の1％までの分について、事
業者に負担していただきます。詳細は事業契
約書（素案）に示します。

株式会社荏原製作所

161 実施方針 41 添付資料6
添付資料11

不可抗力時におけるリスク分担において、事業者
が従負担するとありますが、回復に要する費用に
ついて県水道局殿との協議の上、費用分担を決定
することとすると解釈するのでしょうか。

質問１６０をご参照ください。

株式会社荏原製作所

162 実施方針 41 添付資料6

既設施設区域（現地盤高のまま）における洪水に
不可抗力が適用された場合，施設の復旧費用にお
いて事業者は従負担となりますか．

質問１６０をご参照ください。

株式会社日立製作所
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163 実施方針 41 添付資料6

不可効力リスクの責任分担に●主負担、▲従負担
とありますが、▲従負担者の責任分担に対しての
負担率もしくは上限等の設定はお考えでしょう
か。

質問１６０をご参照ください。

戸田建設株式会社

164 実施方針 41 添付資料6

　住民説明会は事業者での実施となるのでしょう
か。廃掃法上の住民の同意（賛同）は不要と理解
してよろしいのでしょうか。

住民説明会は県水道局が主体となって実施し
ます。

新日本製鐵株式会社

165 実施方針 41 添付資料6

① 従負担(▲)の意味合いについては、それぞれ
の項目別に、考え方をお示しください。
② 施設瑕疵については、民法で言うところの10
年を適用されておられるものと理解しますが、こ
れは建物に関するもので、設備に関しては通常の
商慣習に従って１年であることをご確認ねがいま
す。

①については質問１６０をご参照ください。
②については、建築物、設備とも、基本的に
は民法の基準に沿ったものを考えています。
具体的な期間は事業契約書（素案）に示しま
す。 富士電機システムズ株式会社

166 実施方針 41 添付資料6

　維持管理・運営段階
　　計画変更
　維持管理・運営期間中（20年間）は浄水処理方
法の変更（凝集剤の変更等）は無いとの認識でよ
ろしいのでしょうか。
　また、浄水処理方法の変更があった際のリスク
は、県水道局殿にて責任を負われるとの認識でよ
ろしいのでしょうか。

凝集剤の変更の可能性が無いとは言えませ
ん。それは県水道局のリスクです。

月島テクノメンテサービス株
式会社

167 実施方針 42 添付資料6

建設段階－工事費増大・・・県水道局あるいは事
業者のいずれの事由でない工事費増大については
不可抗力と理解してもよろしいでしょうか。

質問１６０をご参照ください。

株式会社荏原製作所
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

168 実施方針 42 添付資料6

・【建設段階／施設損傷】
「施設の引渡し前に生じた不可抗力による施設損
傷」に係るリスクが、県●（＝主負担）、民間事
業者▲（＝従負担）となっています。
民間事業者が負担すべきリスクの具体的内容につ
き、お示しください。

質問１６０をご参照ください。

電源開発株式会社

169 実施方針 42 添付資料6

　既設施設の老朽化調査は実施しているのでしょ
うか。
あれば、その結果を公表していただけるのでしょ
うか。
また、別途事前に確認することはできるでしょう
か。

老朽度調査は実施しておりませんが、十分な
耐久性を有していると考えています。なお、
入札広告後、現況調査の機会を予定していま
す。

新日本製鐵株式会社

170 実施方針 42 添付資料6

　現状の土壌汚染が判明した場合は、県の費用負
担で汚染処理していただくという理解で間違いな
いでしょうか。

合理的な汚染処理費用は、県水道局が負担し
ます。

新日本製鐵株式会社

171 実施方針 42 添付資料6

　事業者が取得すべき許認可の項目はどのような
ものでしょうか。
　また、許認可リスクは事業者の負担という理解
でよろしいでしょうか。

実施方針１（１）オ事業に関係する主な法令
等を参考にしてください。県水道局が取得す
る許認可についてはリスクを負担しますが、
事業者が取得する許認可のリスクは業者の負
担です。

新日本製鐵株式会社

172 実施方針 42 添付資料6

　建設段階で事業者が県の承認を得る場合、原則
としてのリミットは設けられるのでしょうか。
　また、承認待ちが重なって、工事遅延が発生し
た場合の責は県道局と事業者、どちらでしょう
か。

承認待ちによる工事開始遅延については、承
認遅延の事由によって責任の帰属先を決定す
ることとなります。

新日本製鐵株式会社

173 実施方針 42 添付資料6

建設段階－工事遅延・・・県水道局あるいは事業
者のいずれの事由でない完工遅延についてはどの
ようなリスク負担と理解すればよろしいでしょう
か。

工事遅延は事業者のリスクです。
工事が維持管理・運営開始時期までに完了す
るよう、事業者の責任で必要な許可を取得し
てください。県水道局は完成届受領から14日
以内に完工確認検査を行います。

株式会社荏原製作所
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174 実施方針 42 添付資料6

物価変動(リスクの種類)・・・建設期間中の物価
変動のリスクは民間事業者とあります。しかし、
建設期間は３年にもおよび、その間民間事業者の
コントロールできない物価の変動に関しリスク全
面的に取る事は不合理ではないでしょうか。した
がって、維持管理・運営段階(P43)の物価変動の
リスクは、民間事業者は▲になっていることか
ら、おそらくエスカレーションのフォーミュラー
(数式)で調整されると解されますが、同様にもし
くはそれよりは短期(それよりは予見可能性が働
く)という事情に鑑み当該数式の係数を異なる形
で、物価変動のリスクを県と民間事業者間で調整
するのが合理的と考えますが、いいがでしょう
か。

建設期間中の物価変動は事業者の負担としま
すので、そのリスクを見込んで提案してくだ
さい。
維持管理・運営段階の物価変動は見直しする
ことを考えています。詳細については、事業
契約書（素案）に示します。

株式会社荏原製作所

175 実施方針 42 添付資料6

建設段階における物価変動リスクは、県水道局殿
の御負担と考えますが、いかがなものでしょう
か。

建設期間中の物価変動は事業者の負担としま
すので、そのリスクを見込んで提案してくだ
さい。

株式会社荏原製作所

176 実施方針 42 添付資料6

建設段階における金利変動リスクは、県水道局殿
の御負担と考えますが、いかがなものでしょうか

事業者の負担としますので、そのリスクを見
込んで提案してください。

株式会社荏原製作所

177 実施方針 42 添付資料6

事業用地以外の建設に要する用地の追加確保は民
間事業者のリスク分担となっていますが、江戸川
浄水場建設用地内に排水処理工事用の資材ヤード
を確保することは可能でしょうか

要求水準書別図1に示す事業者の使用できる
用地内に確保してください。

東京電力株式会社

178 実施方針 42 添付資料6

建設時の物価変動、金利変動とも民間のリスク分
担となっておりますが、全て民間負担とした根拠
を教えて下さい。

建中金利を含めて、施設整備費等に係わる対
価として、サービス購入料を構成してくださ
い。 東京電力株式会社
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179 実施方針 42 添付資料6

当該項目について、民間事業者が従負担となって
おりますが、具体的な分担方法をご教示くださ
い。

質問１６０をご参照ください。

東亜建設工業株式会社

180 実施方針 42 添付資料6

金利の設定方法は、先行事例で多く見られる「基
準金利＋スプレッド」となるのでしょうか。
また、建設段階の金利変動リスクは民間負担とい
うことは、上記で言う基準金利の設定時期は、施
設引渡し時（運営・維持管理開始時）との解釈で
よろしいのでしょうか。

金利の設定方法は、ご質問のとおりとするこ
とを考えています。基準金利の設定時期は、
融資契約日とすることを考えています。詳細
は、事業契約書（素案）に示します。

東亜建設工業株式会社

181 実施方針 42 添付資料6

リスク分担－既存脱水機棟並び既設水槽等を改造
し転用する提案を事業者が行った場合、改造した
箇所の瑕疵担保期間は従来の請負契約と同様（工
事約款ではコンクリート造り2年、設備工事1年の
規定）と解釈して宜しいでしょうか、また、その
改造が原因であるか合理的に証明出来ない場合の
水槽等クラック等が発生した責任は、リスク責任
分担でいう建設段階の施設損傷に該当すると考え
ますが、ご教示願います。

瑕疵担保期間は、建築物、設備とも、基本的
には民法の基準に沿ったものを考えていま
す。具体的な期間は事業契約書（素案）に示
します。
改造が原因であるか否かが明らかでない場合
のリスクは、事業者と県水道局との協議によ
ります。 株式会社荏原製作所

182 実施方針 43 添付資料6

　瑕疵担保責任の存続期間は建物も機械品も一律
に10年という理解でよろしいでしょうか。

質問１６５をご参照ください。

新日本製鐵株式会社

183 実施方針 43 添付資料6

　将来、凝集剤変更（アルミ→鉄系等）によっ
て、処理汚泥の脱水性が低下した場合、また発生
土の有効利用が困難になった場合は、その責は県
水道局か事業者かどちらでしょうか。

県水道局が負います。

新日本製鐵株式会社
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184 実施方針 43 添付資料6

　将来、河川水の水質変化等、明らかに県水道局
の責とはいえない条件変更により、処理汚泥の脱
水性が低下した場合、また発生土の有効利用が困
難になった場合、その責は県水道局か事業者かど
ちらでしょうか。またその対応方法をご教授くだ
さい。
（不適合の発生土について産業廃棄物扱いとして
最終処分せざるを得なくなった場合、ペナルティ
等の範囲外としていただけるのでしょうか）

県水道局の承諾なくして、埋め立て処分した
場合は、ペナルティの対象です。

新日本製鐵株式会社

185 実施方針 43 添付資料6

　大規模修繕は、別途予算措置していただけるの
でしょうか。

大規模修繕の必要性を検討の上、必要な場合
はサービス購入料を構成してください。

新日本製鐵株式会社

186 実施方針 43 添付資料6

　再生利用に係る価格上昇リスクは県水道局で
しょうか、事業者でしょうか。

質問１１６をご参照ください。

新日本製鐵株式会社

187 実施方針 43 添付資料6

・維持管理・運営段階の【計画変更】
「送泥条件の変化の時期と濃度等の内容の変更」
に係るリスクが、県●（＝主負担）、民間事業者
▲（＝従負担）となっています。
民間事業者が負担すべきリスクの具体的内容につ
き、お示しください。

県水道局の事由による時期の変更であり、原
則県水道局が負担します。
電力料金等時間を置いて事業者が変更できる
ものは協議により支払いを削減します。

電源開発株式会社

188 実施方針 43 添付資料6

計画変更(リスクの種類)－送泥条件の変化と時期
と濃度等の内容の変更がある場合に、民間業者が
リスクを負う場合もある(▲)とされています。こ
の場合は、民間業者がかかる変更を全くコント
ロールできない場合ではないでしょうか。かかる
変更が、民間業者の責めに帰すべき事由がある場
合や、それをコントロールできる場合はリスクを
負うのは理解できますがかかる変更が民間業者の
全くコントロールできない事由による場合もリス
クを負う場合があるというのは理解できません。
したがって、民間業者のリスクの可能性(▲)を削
除していただけないでしょうか。

質問１８７をご参照ください。

株式会社荏原製作所
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189 実施方針 43 添付資料6

・【維持・管理コスト増大】
「上記以外の事由による維持管理費の増大（物
価、金利の変動によるものは除く）」に関しては
民間事業者のリスク負担ですが、不可抗力事由に
よる場合は、民間事業者のリスク負担からは除く
という理解でよろしいでしょうか。

質問１６０をご参照ください。

電源開発株式会社

190 実施方針 43 添付資料6

維持管理運営段階－物価変動・・・県が主負担
者、事業者が従負担者となっていますが、どのよ
うなリスク分担を想定しているのでしょうか。
P51には維持管理運営業務にかかるサービス購入
料は物価変動を踏まえて改定するとあります。

物価変動について見直しを行います。見直し
期間内の変動は事業者が負担してください。

株式会社荏原製作所

191 実施方針 43 添付資料6

維持管理運営段階－金利変動・・・県が主負担
者、事業者が従負担者となっていますが、どのよ
うなリスク分担を想定しているのでしょうか。

金利変動について見直しを行います。見直し
期間内の変動は事業者が負担してください。

株式会社荏原製作所

192 実施方針 43 添付資料6

脱水ケーキ再生利用リスクの項目がありません。
やはり全面的に事業者負担になるのでしょうか。

脱水ケーキの再生利用業務費の単価は改定す
る余地を残す予定です。詳細は、事業契約書
（素案）に示します。 株式会社荏原製作所

193 実施方針 43 添付資料6

施設の瑕疵(リスクの種類)－瑕疵担保期間は10年
を想定されているように見えます。しかし、この
表では「10年目以降」の県のリスク負担は▲に
なっていますが、これでは10年以降も民間業者は
主たる瑕疵担保期間と負う意味になります。ま
た、通常このようなプラントでは１，２年ではな
いでしょうか。(もちろん故意過失によるものは
10年というのは理解できますが)プラント工事の
実体に合わせ、瑕疵担保期間は1年として頂きた
くお願い申し上げます。またその期間満了後は県
のリスク負担は●として頂きたくお願いいたしま
す。

建設工事に起因する瑕疵で、瑕疵担保期間以
降発見されたものは、専ら県水道局の負担で
す。
瑕疵担保期間については、事業契約書（素
案）にて示します。

株式会社荏原製作所
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194 実施方針 43 添付資料6

維持管理・運営段階において施設瑕疵の期間（10
年）は長すぎると考えますが、いかがでしょう
か。

瑕疵担保期間については、事業契約書（素
案）にて示します。

株式会社荏原製作所

195 実施方針 43 添付資料6

維持管理・運営段階において施設瑕疵の期間（10
年）において、機器、部品寿命がきてしまうもの
もあると考えられますが、その取替え、修繕の費
用は、県水道局殿にお支払いいただけるとの判断
でよろしいでしょうか。

要求水準を維持するための、機器、部品等の
取り替え、修繕は、事業者の負担です。

株式会社荏原製作所

196 実施方針 43 添付資料6

維持管理・運営段階における汚泥の量・品質・処
分費用に関するリスク分担が示されておりませ
ん。汚泥の品質が想定したものより劣悪である場
合に関するもの、また、原水濁度が240度を超過
した場合の対応コストに関するものについてリス
ク分担の考え方を教えて下さい。

汚泥の品質悪化や原水濁度の上昇が相当の期
間にわたって継続した場合には協議します。
協議の内容により、事業者の維持管理費が増
大する場合、その費用を合理的な範囲で県水
道局が負担します。 東京電力株式会社

197 実施方針 43 添付資料6

当該項目について、民間事業者が従負担となって
おりますが、具体的な分担方法をご教示くださ
い。

質問１８７をご参照ください。

東亜建設工業株式会社

198 実施方針 43 添付資料6

貴県側を従負担とされているのは、「10年目まで
に顕在化した瑕疵は民間事業者の責任で対処し、
10年目以降に顕在化した瑕疵に関する修補は貴県
の負担」という考え方でよろしいのでしょうか。

基本的には、ご指摘のとおりですが、瑕疵担
保期間については、事業契約書（素案）に示
します。

東亜建設工業株式会社

199 実施方針 43 添付資料6

当該項目について、民間事業者が従負担となって
おりますが、具体的な分担方法をご教示くださ
い。

物価変動、金利変動について見直しを行いま
す。見直しまでの間の変動負担は、事業者が
負います。 東亜建設工業株式会社
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200 実施方針 43 添付資料6

維持管理・運営段階の物価変動・金利変動リスク
は民間事業者としてコントロールできないリスク
と考えます。従負担となっておりますがご再考願
えないでしょうか。

物価変動、金利変動について見直しを行い、
見直しまでの間の変動負担は、事業者が負い
ます。

月島機械株式会社

201 実施方針 43 添付資料6

施設瑕疵は１０年となっております。ここでいう
「施設」とは建屋のことと理解しますが、機械及
び電機等の設備瑕疵期間は１年と考えてよろしい
でしょうか。

質問１８１をご参照下さい

月島機械株式会社

202 実施方針 45 添付資料6

現況図・計画図について、CADデータを配布頂け
ないでしょうか。
(P.46　添付資料9も)

県水道局ホームページにて公表します。

月島機械株式会社

203 実施方針 46 添付資料9

新施設区域(約5,000㎡)内は地中障害物はないも
のと考えて良いでしょうか。

既設沈砂池，ポンプ室，基礎杭、駆体廻り配
管を撤去後，盛土をしますので地中障害物は
ないものと考えて結構です。 株式会社荏原製作所

204 実施方針 46 添付資料9

河川保全区域内の行為の制限についての問合せ先
(河川管理者)を御教示下さい。

国土交通省江戸川河川事務所ですが、問い合
わせは県水道局を通して行ってください。

株式会社荏原製作所

205 実施方針 48 添付資料11

添付資料11－河川原水濁度が2日間にわたりその
平均濁度が240度を超えた場合、不可抗力により
返送水濁度が上昇することと認めるが、その値は
都度、県水道局殿との協議によるものとなるので
しょうか。

協議に入るということです。協議の内容によ
り、事業者の維持管理費が増大する場合、そ
の費用を合理的な範囲で県水道局が負担しま
す。 株式会社荏原製作所

206 実施方針 48

本フローに従って不可抗力に対応した際に発生す
る経費の負担に関してのお考えをご教示頂けませ
んでしょうか

不可抗力により事業者に生じた合理的な増加
費用及び損害の負担のうち、設計・建設期間
は工事費の1％まで、維持管理運営期間は、
各事業年度維持管理・運営費及び脱水ケーキ
再生利用業務費の1％までの分について、事
業者に負担していいただきます。詳細は事業
契約書（素案）に示します。

東亜建設工業株式会社
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207 実施方針 48

いずれのケースにおいても、事業者と県水道局と
の協議が開催されますが、この協議において費用
負担も決定されるのでしょうか。
リスク責任分担表におきましても、不可抗力につ
いて民間事業者が従負担となっておりますが、民
間事業者としてコントロールできないリスクと考
えますので、ご再考願えないでしょうか。

質問２０６をご参照ください。

月島機械株式会社

208 実施方針 49 添付資料11

不可抗力において、浄水場の機能が稼働不能に
陥った場合、汚泥処理設備への送泥が停止されま
すが、稼働期間が長引いた場合、稼働体勢にある
汚泥処理設備の人工等固定費については、お支払
いいただけると判断してよろしいでしょうか。

質問２０６をご参照ください。

株式会社荏原製作所

209 実施方針 50 添付資料12

サービス購入料の構成要素のⅠとして、排水処理
施設整備等の費用及びこれに係る金利相当分につ
いて、既存排水処理施設の設備更新費と既存脱水
設備等の撤去費が含まれていると示されていま
す。しかし、撤去時期は供用後1年以内、更新時
期は供用後2年以内となっており、資金の支出時
期とサービス購入料の支払い時期にずれが生じま
す。そこで、この撤去費及び更新費をサービス購
入料の割賦代金に算入する考え方としては以下の
ような考え方でよろしいでしょうか。また以下に
示しました考え方と異なるという場合には具体的
にその考え方をお教えください。

「撤去費及び更新費のサービス購入料算入の考え
方」
撤去費及び更新費（金利等資金調達費用含む）を
初期投資（金利等含む）分に加えたものを整備費
用等の割賦元本として供用後20年間の元利均等計
算によって算出する。

既存施設設備更新費は、工事完了後に割賦払
いとすることを考えていますが、詳しくは事
業契約書素案に示します。

大成建設株式会社
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210 実施方針 50 添付資料12

既存の「排水処理施設の設備の更新費」と「既存
の脱水設備等の撤去費」は費用の発生時期が，新
設施設の建設費と異なります．これらの費用につ
いても，事業開始の当初からサービス購入料に組
入れて構いませんか．

質問２０９をご参照下さい。

株式会社日立製作所

211 実施方針 50

添付資料１
２,

添付資料１
５

脱水ケーキの再生利用業務費－排水処理施設の維
持管理・運営業務と脱水ケーキの再生利用業務は
明確に分離することは困難と思われるが、分界点
の考え方について御教示願います。（再生利用の
ために乾燥機を設置した場合、乾燥機の運転に要
する費用等）

県水道局では、施設の設置や維持管理費用の
分界点等は想定しておりません。合理性が認
められる範囲において、応募者の裁量に委ね
ます。

株式会社荏原製作所

212 実施方針 50 添付資料12

1　サービス購入量の構成要素－Ⅰ排水処理施設
整備等の費用及びこれに係る金利相当分の内、そ
の他維持管理運営業務に必要な工事及び必要な改
良には、業務要求水準書（案）Ｐ６記載（脱水
ケーキを既存脱水機棟内等に一時貯留することが
可能）されている既存脱水機棟内に脱水ケーキを
貯留する改良工事費用も含まれると考えてよろし
いですか。

質問211への回答をご覧下さい。

株式会社荏原製作所

213 実施方針 50 添付資料12

1　サービス購入量の構成要素－Ⅲ脱水ケーキの
再生利用業務費の内、脱水ケーキ管理費には、重
機のレンタル代、燃料費、運転手代も含まれると
考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

株式会社荏原製作所

214 実施方針 50 添付資料12

脱水ケーキの再生利用業務費は①搬出・運搬費②
再生利用費③脱水ケーキ管理費から構成されてお
りますが、現状の脱水ケーキ処理費用について①
搬出・運搬費②再生利用費③脱水ケーキ管理費を
ご提示ください。

栗山浄水場の平成１４年度の運搬費と処分費
を合わせた総費用は、約２千５百万円程度で
す。また、搬出時の脱水ケーキ含水率は平均
で約４２％程度です。

東京電力株式会社
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215 実施方針 50 添付資料12

(2)項で、物価変動を踏まえて改定するとありま
すが、金利変動も同様であることをご確認くださ
い。 また、変更の周期等の詳細についてお示し
ください。

物価変動と金利変動を踏まえて見直す方向で
考えています。
詳細は契約書（素案）に示します。

富士電機システムズ株式会社

216 実施方針 50 添付資料12

サービス購入料の構成要素は、Ⅰ排水処理施設整
備等の費用及びこれにかかる金利相当分、Ⅱ排水
処理施設の維持管理・運営費、Ⅲ脱水ケーキの再
生利用業務費となっていますが、サービス購入料
の支払い方法は一体不可分ではなく、出来高に応
じて支払われると考えてよろしいでしょうか？例
えば、Ⅱ維持管理運営費業務やⅢ脱水ケーキ再生
利用業務に対するペナルティーはⅠ排水処理施設
整備等の費用及びこれに係る金利相当分に影響し
ないと考えてよいでしょうか？

脱水ケーキの再生利用業務費は、再生利用量
に応じて支払います。維持管理運営業務と脱
水ケーキの再生利用業務に対するペナル
ティーは、排水処理施設整備等の費用及びこ
れにかかる金利相当分に影響しない方向で考
えています。詳細は事業契約書(素案）に示
します。 清水建設株式会社

217 実施方針 50 添付資料12

脱水ケーキの再生利用業務費－計画汚泥量（計画
固形物量・送泥濃度・送泥量）に対し、汚泥量が
少ない場合や多い場合のサービス購入量の支払に
ついては再生利用費と運搬が変動費と捉え場内運
搬費は固定費と考えますが、どのように考えられ
ているか御教示願います。

再生利用費と運搬費は、再生利用量に応じて
支払います。詳細については、事業契約書
（素案）に示します。

株式会社荏原製作所

218 実施方針 51 添付資料
12(2)

サービス購入料の支払方法として、ア.供用後20
年間にわたり年4回に分けて支払う　イ.施設整備
等にかかるサービス購入料は元利均等で支払う
とありますが、これは次のどちらの方法で計算す
ると考えればよいでしょうか。
①20年間×年4回＝計80回払いの元利均等計算に
て算出したものを一回あたりの支払額とする。
②20年間における年間支払額を元利均等計算に
よって算出し、その額を４で除したものを一回当
りの支払額とする。

①の方法で計算することを想定しておりま
す。

大成建設株式会社
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219 実施方針 51 添付資料12

1(2)サービス購入料の支払方法－脱水ケーキの再
生利用業務費の支払内容の記載がありません。ど
のような形で価格を決定、また改定、支払われる
のでしょうか。価格の決定方法、業務費の改定方
法及び時期、支払いの内訳（再生利用量による従
量料金＋管理費等の固定費）について、ご教示願
います。

質問２１７をご参照下さい。

株式会社荏原製作所

220 実施方針 51 添付資料12

「排水処理施設整備等業務にかかるサービス購入
料は，元利均等で払う」と記載されていますが，
返済期間を20年とする金利の提案となりますか．

質問２１８をご参照ください。

株式会社日立製作所

221 実施方針 51 1 (2) ウ 添付資料12

「維持管理・運営業務にかかるサービス購入料
は、物価変動を踏まえて改定する」とあります
が、何年おきの改定を検討されていますか。

詳細については、事業契約書（素案）で示し
ます。

株式会社石垣

222 実施方針 51 添付資料12

サービス購入料の支払い方法について　は工事着
手前の前途金及び四半期ごとの前途金は考慮され
ているのでしょうか？サービス購入料の改定は四
半期ごとと考えてよいのでしょうか？また、サー
ビス購入量の改定については発生汚泥量実績に対
する考慮はなされないのでしょうか？

工事着工前の前途金の支払いは想定しており
ません。
サービス購入量の改定につきましては、物価
変動等を踏まえ、改定を想定しております。
施設整備等業務に係る金利も改定を予定して
います。
なお、発生汚泥量の変動によるサービス購入
量の見直しは行わない予定です。ただし、脱
水ケーキは、再生利用量に応じて支払いま
す。
詳細は、事業契約書（案）に示します。

清水建設株式会社

223 実施方針 51 添付資料12

維持管理・運営業務にかかるサービス購入料は、
物価変動を踏まえて改訂するとなっていますが、
建設期間の金利・物価変動については、維持管理
期間開始時に改訂されるものと考えてよろしいで
しょうか。
（添付資料12-(2)－ウ）

建設期間中の金利、物価変動は事業者リスク
とし、維持管理運営期間開始時には改定しま
せんが、維持管理運営期間内には、物価変動
を踏まえて改定することを考えています。詳
細は事業契約書（素案）に示します。 月島テクノメンテサービス株

式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

224 実施方針 51

サービス購入料についての記述で「物価変動を踏
まえて改定」とは、
ある一定期間をいうのでしょうか。
（(2)－ウ）

物価変動分は改定することを考えています。
詳細については、事業契約書（素案）で示し
ます。

月島機械株式会社

225 実施方針 52 添付資料13

モニタリングを行うための業務日報及び業務報告
書の具体的な項目が不明ですが、御教示願いま
す。

事業者と県水道局との協議を経て決定しま
す。
詳細は入札公告に示します。 株式会社荏原製作所

226 実施方針 52 添付資料
13(2)

水道局様の指示による随時モニタリングに要する
費用は，事業者の負担から除外されますか．

県水道局の行なう行為は、県水道局の負担で
行います。
事業者が行なう行為は事業者負担です。 株式会社日立製作所

227 実施方針 52 添付資料13

「一部のモニタリング確認項目については、本件
事業における重要性を踏まえ、要求水準に満たな
かった場合にサービス購入料の減額又は支払い停
止の対象とする。」とするとありますが、排水処
理施設整備等の費用及びこれに係る金利相当分も
減額の対象となるのでしょうか。

減額の対象にならない方向で考えています。
詳細については、事業契約書（素案）で示し
ます。

戸田建設株式会社

228 実施方針 52 添付資料13

「・・・・支払期（四半期）ごとに集計した当期
ペナルティーポイントに応じてその期の支払を減
額若しくは停止する」とありますが、改善期間を
設けての減額措置の猶予や減額措置の留保等の軽
減措置はお考えでしょうか。

モニタリングを行う項目に応じて、サービス
購入料の減額または支払い停止等の措置を行
うことを考えています。
詳細は事業契約書（素案）に示します。 戸田建設株式会社

229 実施方針 52 添付資料13

2項に、事業契約書に基づいて定められた業務要
求水準が維持されていないと判断された場合は…
とありますが、減額措置・支払い停止措置を取る
対象項目とその基準をお示しください。

事業契約書（素案）に示します。

富士電機システムズ株式会社

230 実施方針 52

モニタリングのために作成する業務日報および業
務報告書に記載するべき項目およびモニタリング
のために必要とされる測定･分析項目をお示し頂
けませんでしょうか

モニタリングにおける業務報告書等に記載さ
れるべき具体的項目及び内容については、県
水道局と事業者の協議のうえで決定します。

東亜建設工業株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

231 実施方針 52

モニタリングのために作成する記録において、事
業者自らの測定等が認められず、第三者の評価あ
るいは証明が必要な項目の設定はあるでしょう
か、ある場合はその項目をお示し頂けませんで
しょうか

モニタリングに関する基本的な考え、仕組み
は事業契約書（素案）にお示し致しますが、
具体的な判断基準等につきましては、事業者
との交渉において決定してゆくことを想定し
ております。

東亜建設工業株式会社

232 実施方針 52 添付資料13

モニタリングに係る費用については、事業者の負
担とするとなっています。随時モニタリングによ
り、分析等の必要性が発生した場合、分析費用は
事業者の負担となるのでしょうか。
（添付資料13-1-(2)）

県水道局の行なう行為は、県水道局の負担で
行います。
事業者が行なう行為は事業者負担です。

月島テクノメンテサービス株
式会社

233 実施方針 52 添付資料13

事業者の負担する「モニタリングに係る費用」と
は、改善勧告の対応のため事業者が実施する設備
改善費等との認識でよろしいのでしょうか。
　事業者の負担する費用項目についてご教示くだ
さい。
（添付資料13-1-(2)）

県水道局の行なう行為は、県水道局の負担で
行います。
事業者が行なう行為は事業者負担です。

月島テクノメンテサービス株
式会社

234 実施方針 52 添付資料13

業務要求水準に満たない場合の措置

　表中に「ペナルティポイントに応じて支払いを
減額・・」との記載がありますが、ペナルティの
項目、採点方法についてご教示ください

事業契約書（素案）に示します。

月島テクノメンテサービス株
式会社

235 実施方針 53

・【サービス購入料の減額等】
支払停止が解除されるフローにつき、具体的にお
示しください。
また、支払停止が解除された場合、停止期間に支
払われる予定であったサービス購入料は、減額さ
れることなく、事業者に全額支払われる、という
理解でよろしいでしょうか。

脱水設備の能力が要求水準書に求めている能
力を維持していないことが判明した場合、排
水処理施設の維持管理・運営費及び脱水ケー
キの再生利用業務費の支払いは停止します。
改善された時点で、停止分も含めて支払うこ
とを考えています。
送泥停止措置、返送水濁度の悪化に伴いサー
ビス購入料の減額措置がとられた場合、その
減額分は改善後も支払いません。
詳細は事業契約書（素案）に示します

電源開発株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

236 実施方針 53 添付資料13

サービス購入料の減額において、業務水準低下の
対象項目及びペナルティポイントの点数及び減額
料の詳細内容を御教示願います。

事業契約書（素案）に示します。

株式会社荏原製作所

237 実施方針 53 添付資料
13(表)

第三者への業務委託，第三者への譲渡となる場
合，その移行に要する費用は，事業者の負担から
除外されますか．

業務要求水準を満たさない結果、第三者へ業
務委託する場合は事業者の負担となります。
第三者へ譲渡する場合は、サービス購入料の
支払い先が第三者に移ります。

株式会社日立製作所

238 実施方針 53 添付資料13

ペナルティーポイントの明細について公表願いま
す。

事業契約書（素案）にて示します。

清水建設株式会社

239 実施方針 53 添付資料13

業務要求水準に満たない場合の措置にて、業務担
当者の変更要求、第三者への業務委託という記述
がありますが、この場合、維持管理費及び建設費
の割賦払い等の支払いはどの様になるのでしょう
か。
（添付資料13-1-(2)）

建設費の割賦相当については、支払額に影響
はありません。維持管理・運営業務（脱水
ケーキ再生利用を含む）に係るサービス購入
料につきましては、ペナルティポイント累積
による減額はありえますが、契約が解除され
ない限り支払額が直ちにゼロになるわけでは
ありません。

月島テクノメンテサービス株
式会社

240 実施方針 57

　不可抗力の定義（実施方針５７頁）について。
県・事業者のどちらでの責任でもない事由は不可
抗力と理解しました。たとえば、停電等電源確保
ができないために履行義務が果たせなくなった場
合も含めるものと考えてよろしいのでしょうか。

県水道局及び事業者のいずれの責めに期すべ
き事由のない停電は、不可抗力に含めます。

新日本製鐵株式会社

241 実施方針 57 添付資料15

「不可抗力」には原水の高々濁度状態の連続も含
まれるものと考えてよいのでしょうか？

協議することを考えています。協議内容によ
り、事業者の維持管理費が増大する場合、そ
の費用を合理的な範囲で県水道局が負担しま
す。

清水建設株式会社

42/44



実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

242 実施方針 57

生活環境影響調査は①計画②現況把握③予測及び
影響の分析④調査書の作成の４段階に分けられ、
現況調査だけで約１年かかります。よって事業契
約締結後に現況調査を開始した場合、工程の逼迫
および多大な費用の発生も予想されますので現況
把握までは企業局殿で実施していただけないで
しょうか。
これに関連して業務要求水準のＰ１２　４
（３）　５）の電波障害事前調査についても実施
していただきたいと存じます。
（３１）

生活環境影響調査は事業者で実施して下さ
い。電波障害事前調査は、県水道局が実施し
ます。

月島機械株式会社

243 実施方針 33 別紙4

 ｢脱水実験に使用する汚泥の提供｣に関して、浄
水発生土（汚泥）の溶出試験（環境告示第46号）
結果について、ご提示頂く事は可能ですか。

栗山浄水場発生土試験結果表「別紙２」をご
覧ください。

株式会社フジタ

244 実施方針 51 添付資料12
（2）ウ

対象を添付資料１２（頁50）の表に記載のサービ
ス購入料の構成要素Ⅰ「排水処理施設整備等の費
用及びこれに関わる金利相当分」と考えてよろし
いでしょうか？

ご質問のとおりです。

日本碍子株式会社

245 実施方針 53 添付資料13
（表）

対象を添付資料１２（頁50）の表に記載のサービ
ス購入料の構成要素Ⅱ「排水処理施設の維持管
理・運営費」
と考えてよろしいでしょうか？

ご質問のとおりです。

日本碍子株式会社

246 実施方針 53 添付資料13
（表）

運転管理に関するペナルティの減額措置対象に、
サービス購入料のうち施設の建設費用である構成
要素Ⅰ「排水処理施設整備等の費用及びこれに関
わる金利相当分」は不含とするものと思われます
が、いかがでしょうか？

質問２１６をご覧ください。

日本碍子株式会社

247 実施方針 53 添付資料13
（表）

ペナルティポイントの評価基準をご教示願いま
す。

事業契約書（素案）に示します。

日本碍子株式会社
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実施方針に関する質問及び回答
No. 対象資料 ページ 別紙・資料名 質問事項 回答 質問者項目

248 実施方針 33 別紙4

ペナルティポイントに応じたペナルティ内容
（サービス購入料の減額率、支払停止）をご教示
願います。

事業契約書（素案）に示します。

株式会社フジタ
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