
（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業

　実施方針等に対する意見招請結果・回答

平成１６年７月５日

千　葉　県　水　道　局

　・平成１５年１０月３０日に公表した実施方針等に対する
　　意見及びその回答を公表します。



実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者

1 実施方針 51 資料12

サービス購入
料の構成，支
払い期間につ
いて

サービス購入料の構成要素の内，排水処理施設整備等
の費用は，20年（80回）の割賦が基本となっていま
す．以下の観点より，サービス購入料の変動を許容し
ていただけますと，より効率的な提案が可能となりま
す．

① 法定耐用年数が，施設としての資産価値を持つ期
間と考えられる
　　（ｻｰﾊﾞ・PC：4～5年，機械設備：12～15年，建築
物：30年以上）
② 既設の改修・撤去工事費は，費用の発生時期が供
用後２年目以降
③ 既存脱水機棟の活用に係る設備の撤去費は，最終
年度に必要となる
④ 20年より短期の返済期間とすることで，金利を抑
えることが可能

上記に伴い，現在価値への割引き率として実質的な値
（※１）を指定しませんと，不自然な逆転現象（※
２）を引起します．
　※１：PSC算出における起債金利
　※２：長期返済の事業提案の方が現在価値の合計が
小さくなる

ご意見として承りました。 株式会社　日立製作
所

2 実施方針

（仮称）江戸
川浄水場，栗
山浄水場の運
用における，
排水処理施設
のPFI事業運
営について．

（仮称）江戸川浄水場と栗山浄水場は，県民に対して
安全で良質な水道サービスの提供に重要な位置を占め
ます．これらの浄水場につながる排水処理施設におい
ては，水道サービスを連続的に維持するためにも，同
様の重要性を求められるものと考えます．

公共サービス業務の一部の機能をPFI事業として切り
出す場合，公共とSPCの関係を事業契約書において定
義してリスクの分担等を明確にすることが一般的で
す．本案件は，排水処理施設の運用ではありますが，
二浄水場との総体として捉え，県水道局殿との協力･
ご指導によって総合的な効率化が図れるものと考えま
す．そのようなインセンティブが働く余地を事業契約
に盛り込むことも必要であろうかと思います．

① 脱水ケーキの需要先の確保と拡大，グリーン購入
等の促進
② 原水高濁度時における，浄水場と排水処理の運用
協力
③ 浄水プロセス，排水処理プロセスの協議に基づく
変更・改良等

ご意見として承りました。 株式会社　日立製作
所
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

3 実施方針 添付資料11

不可抗力によ
り生じる増加
費用・損害負
担の事業者負
担について

不可抗力により生じる増加費用・損害負担について、
設計・建設期間中は工事費の１％まで、維持管理・運
営期間は各事業年度維持管理・運営及び脱水ケーキ再
利用業務費の１％まで事業者負担とご回答頂きまし
た。
（実施方針質疑に対するご回答№１５０）
誰にも帰責性の無い不可抗力リスクの負担方法として
は、大変合理的なご回答であるものと判断しておりま
す。
しかし、定量化できないリスクである不可抗力リスク
を負うことは事業者にとっは、やはり大変過大なもの
であります。
そこで、不可抗力リスクが複数回に渡って発生した場
合の事業者負担は１回のみとさせて頂けるようお願い
致します。

事業契約書（案）別紙５をご覧くださ
い。

戸田建設株式会社

4 実施方針 16,50 3 (3) 添付資料12

脱水ケーキの再生利用につきましては、有効な方法を
検討中ですが、現時点では有価はもとより有償におい
ても、市場の動向もあり事業者にとって過大なリスク
となることが懸念されます。
サービス購入料の「脱水ケーキの再生利用業務費｝の
単価の改定は２年おきとしていただきたくお願いいた
します。

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

戸田建設株式会社

5 実施方針 添付資料11
不可抗力のリ
スク分担につ
いて

リスク分担で、事業者が従負担者で、それぞれの業務
費用の１％を負担することと質問回答にありますが、
１％であっても上限設定がないため、ＳＰＣの健全性
が損なわれる可能性があります。リスクの定量化とＳ
ＰＣの健全な運営を考慮すると、上限設定がされるこ
とが妥当であると考えます。

事業契約書（案）別紙５をご覧くださ
い。

日立造船株式会社

6 実施方針 協力会社につ
いて

協力会社とは、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となっていますが、構成員
の事業に対するモチベーションを考慮すれば、ＳＰＣ
を運営する構成員の直接的な関与を可能とし、関係法
規を満足するならば、構成員からの委託者でも協力会
社との位置付けとしていただきたい。

ご意見として承りました。 日立造船株式会社
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

7
業務要求
水準書
(案)

22 別紙3 高濃度汚泥に
ついて

本項目P.2に高濁度時における発生固形物量で前期
739t-ds/年，
後期1,683t-ds/年と記載されていますが、計算式中前
期81%，後期87%を乗じています。これは設備の稼働率
と考えております。
御指示願います。

水利権量に対する取水量実績の比率で
す。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

8 実施方針 50 添付資料12 サービス購入
料の支払方法

供用期間20年の金利変動リスクは県殿が主負担者に
なっており、長期のスワップレートが基準金利として
示されると思われますが、10年を超えるスワップ締結
は困難であるため5年程度～10年の期間を見直しサイ
クルとしていただきたくお願い致します。基準金利に
ついては邦銀からの資金調達の可能性が高いことを勘
案し、Tiborベースとしていただきますようご検討を
お願い致します。

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

9
業務要求
水準書
(案)

4 1 (4) ア イ
計画固形物
量・送泥濃
度・送泥量

低濃度汚泥　送泥量欄外に高々濁度時における送泥量
が当初10年間で
30,000m3/日，10年後以降で20,000m3/日と記載されて
います。
質問書回答を拝見しますと、この数字は上澄水返送設
備の設計条件を示すためのものであるとあります。
（質問回答NO.28）
この解釈が正しいのであれば、この高々濁度時送泥量
の記載をP.5　２　排水処理業務に係る要件　（３）
上澄水の返送　の箇所に移動していただけませんで
しょうか？
現状の欄に記載されていますと、脱水設備能力の計画
値と混同する恐れがあると考えます。

業務要求水準書は「上澄水の返送」に
も記載します。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

10
業務要求
水準書
(案)

5 2 (1) 2)
送泥計画に係
る連絡調整と
事業者の対応

２日間の原水平均濁度が240度以下の場合は、汚泥を
適切に処理するものとすることとありますが、原水平
均濁度80度以上240度以下が２日間以上続いた場合は
別途協議していただけないでしょうか？
質問回答を拝見しますと施設規模を設定する条件は業
務要求水準書（案）P.4
-Ⅲ-1-(4)であると記載されていることより、高濁度
時は80度と解釈出来ます。（質問回答NO.53）
原水濁度240度の場合、設計計画値である80度の３倍
量の固形物負荷量が排水処理設備に流入するため、濃
縮槽設備の容量を超えた汚泥が流入した場合、脱水設
備に負荷がかかり、設備規模もその分過大なものとな
ると考えられます。
また、240度に設定された根拠をよろしければ教えて
いただけませんでしょうか？

ご意見として承ります。
240度に設定した考え方は、原水濁度80
度が24時間継続した場合、８時間以内
に含水率65％以下できる施設整備が前
提です。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

11 実施方針 41 添付資料6
不可抗力、脱
水ケーキの再
利用

実施方針質問回答157に関連してご意見申し上げま
す。不可抗力の定義に「・・・通常の予見可能な範囲
内にあっても回避可能性がないものなどをいう」とあ
ります。本事業においては脱水ケーキを全量再利用す
ることが条件となっていますが、事業者が最大限の努
力をしているのに再利用方法がない、あるいは再利用
市場が消滅してしまった場合、これは不可抗力の定義
に該当するのではないでしょうか。時代や環境の変化
は事業者としては制御不能であり、このような事態は
民間ノウハウの限界を超えるものであるため民間が全
てリスク負担するものではないと考えます。（民間ノ
ウハウの活用＝民間の全リスク負担と考えることが、
PFIの本来の趣旨に合致するものとも思えません。）
このような事態が生じた場合、最終処分場への埋立費
用を含めて不可抗力の費用負担に準じた扱いとするな
ど、費用負担についてのご検討をお願い致します。

事業契約書（案）別紙１１の３の
（２）のウ発生土の再生利用をご覧く
ださい。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

12 実施方針 42 添付資料6 第三者賠償リ
スクなど

第三者賠償が県殿の事由に起因するか、あるいは事業
者の事由に起因するかの区分によってリスク負担者が
別れていますが、双方に当てはまらないケースがでて
くる可能性も否定できないため、事業者の事由による
ものとそれ以外の事由によるものという区分とする
か、あるいは双方に当てはまらないケースは不可抗力
とするかいずれかでご検討いただきたいと存じます。
同様に、環境問題、事業の中断、工事遅延、の項目も
再考をお願い致します。（工事費の増大については、
実施方針質問回答167で、不可抗力に該当すると解さ
れるご回答がなされています。）

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

13 実施方針 50 添付資料12 発生土単価改
定

実施方針質問回答214に関連してご意見申し上げま
す。栗山浄水場の平成14年度の処分費総費用は約2千5
百万円（含水率42%）から推測しますと単価的に県殿
にメリットが存在します。寒川浄水場PFIで受入表明
並び計画書の提出を条件とした場合、受け入れ側の要
望する単価設定を提案する事になり、結果VFMの提案
が出来なくなる恐れがあります。事業者提案に全量任
せるより、当初10年間は発生量の1/４、10年以降は１
／２を事業者提案とする。その事で発生土リスクを公
共から事業者へ無理なく移行する要求水準とする事
で、提案コストのメリット性を発揮できると判断しま
す。また、価格改定頻度は発生土市場から３年程度と
して頂きますことを要望します。実施方針質問回答
192

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

14 実施方針 43 添付資料6 かし担保

実施方針質問回答194に関連してご意見申し上げま
す。かし担保期間については民法上10年と在ります
が、事業契約書等に建中モニタリングの実行を規定さ
れた場合、何ら従来型公共事業と変わりません。依っ
て、工事約款と同じコンクリート造り2年、設備工事1
年とすることを検討願います。

事業契約書（案）第３５条をご覧くだ
さい。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

15 実施方針 ユ-ティリティ

発生土は濁度によって発生量が変動します。単価設定
と基準発生量で提案評価、運用上はDS換算し従料制と
判断しますが、発生量が変動しますとユーティリティ
も当然変動します。依って、ユーティリティも発生土
に連動した形態を検討願います。不可能であれば、過
去20年間分の発生土量の提示をお願いいたします。

ご意見として承りました。
後段については、過去１０年間の発生
土量は提示しましたが、更に１０年間
の提示は不可能です。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

16 実施方針 実施方針2

浄水汚泥の有効利用法として、現在、古ヶ崎浄水場は
人工軽量骨材、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とありますが、それぞ
れのリサイクル率と、リサイクル費用を御提示お願い
します。

古ヶ崎、栗山、柏井、北総は100％、福
増は約80％のリサイクル率です。リサ
イクル費用は全体で約４億円です。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

17 実施方針 20 8 (1) エ

水環境（雨水
の地下への浸
透性等）に配
慮すること

基礎工事における地下水への対応方法の違いにより、
建設費が変化することが考えられます。
地下水位の御提示は、県水道局殿の責と考えられ、調
査いただいた地下水位において、事業者は基礎工事の
費用を算出することになるのではないでしょうか。

県水道局がボーリングを実施した箇所
のデータを提示しています。事業者は
必要に応じて自らの責任と費用によ
り、その他の調査を行い、建設費を算
出してください。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

18
業務要求
水準書
(案)

別紙3
No16,20,27関
係　高濃度汚
泥について

１．送泥濃度、２．濃縮性、３．脱水性いずれにおい
ても県水道局殿の想定値であり、PFI事業者は独自に
設定することとありますが、実運転時の汚泥性状の想
定からの変動は、実施方針、添付資料６リスク分担
表、「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」に該当すると考えられ、汚泥性状変動に
起因する責は、県水道局にあると考えられますが、汚
泥性状変動に伴う、ユーティリティ等の増加、改造等
が必要となった場合の費用等は、お支払いいただける
と考えてよろしいでしょうか。

ご意見として承ります。
リスク分担表の「送泥条件の変化の時
期と濃度等の内容変更に関するもの」
は前期から後期の移行時期のことで
す。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

19
業務要求
水準書
(案)

4 Ⅲ 1 (4)
計画固形物
量・送泥濃
度・送泥量

低濃度汚泥の計画送泥量は過去実績値と上水施設の改
良効果を加味したものとありますが、「改良効果の加
味」想定値であり、保証値ではないと考えます。よっ
て、上水施設の改良効果の加味による処理効果の減
退、ユーティリティの増加等、運営金額が増加した場
合、県水道局殿の責として認めていただけませんで
しょうか。

ご意見として承りました。 株式会社　荏原製作
所　東関東支店

20
業務要求
水準書
(案)

5 Ⅲ 2 (2) 排水処理

運転方法・問題点・改善点等の情報は、設備図面、運
転方案等を平行して公開いただき、問題点が明確に把
握できるようご配慮願います。

問題点は、１次濃縮槽に高濁度水が大
量流入すると汚泥が濃縮・圧密し、掻
寄機過トルクによる停止が発生するこ
と等があります。

株式会社　荏原製作
所　東関東支店

21
業務要求
水準書
(案)

事業者処理汚
泥量の明確化

事業者が処理すべき汚泥量あるいは原水濁度の上限値
を明確にして頂き、上限値を超えた処理にかかる費用
については県水道局殿にて負担していただきたいと存
じます。
低濃度汚泥の高々濁度時における送泥量は上澄水返送
設備の事業者分担の上限であり、濃縮槽の受け入れ容
量、脱水設備の処理能力に対する上限ではないと理解
してよろしいでしょうか。
　また、濃縮槽にて固液分離すべき上限値、および脱
水設備にて固液分離すべき上限値についても明確にし
て頂くか、あるいは事業者の提案とさせて頂きたいと
存じます。汚泥処理量増大のリスクがすべて事業者側
にあった場合に、金融機関からの融資条件が悪くなる
ことが懸念されます。

ご意見として承りました。
中段についてはご質問のとおりです。

月島機械株式会社

22 実施方針 入札時の想定
処理固形物量

入札時の提案書に記載する想定固形物量を提示下さる
ようお願いします。事業者が故意に想定固形物量を少
なく提案した場合、20年間の提案総事業費が低くな
り、公正な評価の妨げになると考えます。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社

23 実施方針 添付資料12 サービス購入
料について

サービス購入料の構成要素のうち、維持管理運営費、
脱水ケーキ再生利用業務費については発生固形物量に
応じてコストが増減するものが多くあります。そのよ
うな要素については、固定費＋変動費（例：電気料金
の基本料＋従量料金）といった支払い体系を採用して
頂けるようお願いします。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

24 実施方針 39 添付資料5 落札者決定基
準について

建設後のＯ＆Ｍの占める割合の多いＢＴＯのＰＦＩに
おいては、定量化の評価でサービス購入の占める割合
を低く、事業性や技術評価を高く設定することを希望
いたします。
価格対技術の比率を６対４程度におかれることで技術
的な提案範囲が広がり、お客様にとってよりよい設備
の所有権を得ることにつながると思われます。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社

25 実施方針 評価及び入札
金額について

評価及び入札金額は、現在価値ではなく、物価上昇を
考慮しない現在の価格で評価すべきと考えます。
現在価値を用いた場合には、同額の工事でも後年度に
行う方が有利となるためです。

入札金額は物価上昇を考慮しない現在
価格とします。詳細は入札説明書に示
します。

月島機械株式会社

26 実施方針 税制変更リス
クについて

税制変更リスクの外形標準課税についてもお客様にて
ご負担くださいますようお願いいたします。

事業契約書（案）別紙６をご覧くださ
い。

月島機械株式会社

27 実施方針 割賦代金につ
いて

割賦代金については、サービス購入料内で可分とし、
ペナルティ発生時にもそれによる減額が割賦に及ばな
いようご配慮いただくことを希望します。

事業契約書（案）別紙１１の２をご覧
ください。

月島機械株式会社

28
業務要求
水準書
(案)

ケーキ再生利
用について

業務要求水準書（案）によれば、65%以下の脱水ケー
キにすることが可能な能力を有することとしています
ので、乾燥設備をお考えになっていないように感じら
れます。その場合、ケーキ再生利用法が限定的になら
ざるを得ないと考えます。
例えば、料金見直し期間を短くし、セメント会社の条
件をお客様にて調査され、その条件に近い契約条件
（期間および価格等）とするなど、ケーキリスクにつ
いてはできるだけ小さくなるよう配慮されることを希
望いたします。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社

29 実施方針 20 8 (2)

生活環境影響
調査・土壌汚
染調査につい
て

生活環境影響調査、土壌汚染調査についてはお客様に
て実施いただきたいと考えます。
また土壌、埋設物に関するリスクはお客様にてご分担
いただきますようお願いいたします。

ご意見として承りました。
後段のリスクについては、県水道局の
負担です。

月島機械株式会社

30 実施方針 建設許認可に
ついて

許認可に関しましては、施設の建設そのものに関する
許認可は、お客様にて実施いただくと共にお客様の協
力が得られることを契約書案にご明記いただきたいと
考えます。

事業契約書（案）第８条をご覧くださ
い。

月島機械株式会社

31 実施方針

応募グループ
構成員の不可
測事態につい
て

コンソーシアムで応募するグループについては、構成
員の不可測事態においてコンソーシアム全体が連座す
ることがないよう、ご配慮賜りますようお願いいたし
ます。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

32 実施方針 19 7 (2) 融資条件につ
いて

現在ＬＩＢＯＲでの調達は可能ですが、必ずしもお客
様が設定される条件と同一条件での取得は国内都銀を
選定する場合には困難です。ＰＦＩ事業者が調達可能
な条件をご設定いただくか、その条件との差をお客様
にてご負担くださいますようお願いいたします。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社

33
業務要求
水準書
(案)

契約解除につ
いて

要求水準未達で直ちに契約解除となる規定につきまし
ては、発動条件にご配慮くださいますようお願いいた
します。
悪意の第三者による契約解除規定への抵触等をご考慮
下さいますようお願いいたします。

ご意見として承りました。 月島機械株式会社

34 実施方針 57 生活環境調査

生活環境調査（計画、現況把握　）は通常１年はかか
ると認識していますが、詳細設計開始前までに完了さ
せていくとなると実施方針の工程に大きな後れが予見
されますが、いかがお考えでしょうか。

生活環境影響調査のうち、水質汚濁に
関する事前調査を県水道局が実施し、
データを提供します。

新日本製鐵株式会社

35 実施方針 41
予想されるリ
スクと責任分
担表

バリューフォアマネーの算定に措きまして、本来であ
れば民間に移転するリスク費用を含めて評価すべきで
はないかと思います。（民間に移転したリスクをコス
ト評価し、リスク調整費として公共に加算する考え方
はないのでしょうか）。

平成１６年１月３０日公表の特定事業
の選定についてをご覧ください。

新日本製鐵株式会社

36 実施方針 39,41 添付資料5,6 脱水ケーキの
再生利用

質問事項１５７にて質問させて頂きましたが、不可抗
力の範囲に再生市場の消失は含まれると思います。是
非、最終処分場への埋め立てや発生汚泥の再購入等の
措置の余地を残していて頂きたく思います。

事業契約書（案）別紙１１の３の
（２）のウをご覧ください。

新日本製鐵株式会社

37 実施方針 34 添付資料1 送泥条件

高濃度汚泥系につきましても計算データだけでは脱水
機のスペック決定に限界があります。性状を把握する
ために事前の凝集沈殿処理試験によるデータが必要と
考えます。

提案者の試験実施のため、冬季は１２
月、１月、２月に河川原水の提供を行
いました。夏季についても河川原水を
提供する機会を設けます。

新日本製鐵株式会社

38
業務要求
水準書
(案)

22 高濃度汚泥の
性状

高濃度汚泥系につきましても計算データだけでは脱水
機のスペック決定に限界があります。性状を把握する
ために事前の凝集沈殿処理試験によるデータが必要と
考えます。

質問３７をご覧ください。 新日本製鐵株式会社
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

39 実施方針

(仮称)江戸川
浄水場排水処
理施設整備事
業事業計画地
における高規
格堤防事業に
ついて

貴県が国土交通省との共同事業として実施される予定
の高規格堤防事業について、高規格堤防事業での実施
可能な範囲において以下の点をご配慮いただいて実施
あるいはご関係機関とご協議して頂ければ、当該ＰＦ
Ｉ事業において施設建設のコストダウンが計れるもの
と考えます。

・高規格堤防の断面形状について、(仮称)江戸川浄水
場排水処理施設の設置をご配慮頂いたものにする。
・高規格堤防事業において地盤改良が必要な場合に、
(仮称)江戸川浄水場排水処理施設の基礎構造物設置に
できるだけ支障が発生しないように実施して頂きたく
考えます。また、できれば可能な範囲で(仮称)江戸川
浄水場排水処理施設のための地盤改良と兼用できるよ
うな改良となるようなご配慮を頂きたく考えます。
・高規格堤防事業が、(仮称)江戸川浄水場排水処理施
設整備事業の着工時期までに完了して頂きたく考えま
す。
・(仮称)江戸川浄水場排水処理施設整備事業計画地お
よびその周辺の高規格堤防の形状および材質等に関す
る情報をできるだけ早い時期にご提示頂きたく考えま
す。

ご意見として承りました。 東亜建設工業株式会
社

40 実施方針 39 添付資料５

　「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。」とあります。本条件につき、「実施
方針に関する質問及び回答」にて、「・・・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。」と回答されています。つ
きましては、同内容の文章を明記して頂けるようお願
い致します。

事業契約書（案）別紙１１の３の
（２）のウをご覧ください。

株式会社　石垣
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

41 実施方針 41 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[共通][制度
関連][法制
度・許認可]

　[法制度]の新設・変更等は、本事業に直接関わる法
制度と関わらない法制度とに関係なく、県の負担とし
て頂きたくお願い致します。法制度の新設・変更等は
事業者のコントロールの及ばないリスクであり、ＶＦ
Ｍ向上の点から、県の負担とすることが望ましいと考
えるからです。
また、「許認可」につきましては、内容から考えます
と、[許認可遅延]の項目に含まれると思いますので、
本項目から削除した方がよいと考えます。

ご意見として承りました。 株式会社　石垣

42 実施方針 41 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[共通][制度
関連][税制

「法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関す
る税の新設・変更」は事業者のコントロールの及ばな
いリスクであり、ＶＦＭ向上の点から、県の負担とし
て頂けるようお願い致します。

事業契約書（案）別紙６をご覧くださ
い。

株式会社　石垣

43 実施方針 41 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[共通][不可
抗力]

　民間事業者が従負担を負うことになっていますが、
民間事業者が不可抗力に対応することは困難です。
よって、ＶＦＭ向上の点から、県の負担として頂ける
ようお願い致します。

事業契約書（案）別紙５をご覧くださ
い。

株式会社　石垣

44 実施方針 42 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[建設段
階][物価変
動]と[金利変
動]

　物価変動・金利変動につきまして、「実施方針に関
する質問及び回答」にて、リスクを見込んで提案する
よう回答されています。通常の公共請負工事の場合、
公共側は物価・金利変動のリスクを負わないことが通
常です。しかし、ＰＦＩ事業の場合、変動値が運営終
了時まで影響を及ぼします。物価・金利変動は事業者
に起因されず、双方に予測し得ないリスクであるの
で、県の負担として頂きたいと思います。

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　石垣

45 実施方針 43 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[維持管理・運
営段階][施設
瑕疵]

　施設の瑕疵が見つかった場合、10年目まで民間事業
者がリスクを負担するとされていますが、設備の瑕疵
担保期間は竣工1年以内が慣行ですので、2年目以降は
県の負担としてください。
　また、「実施方針に関する質問及び回答」で「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。」と回答されてい
ますが、10年目以降の県のリスク負担は▲になってい
ます。回答の意味合いから、●になると考えますの
で、変更をお願い致します。

事業契約書（案）第３５条をご覧くだ
さい。

株式会社　石垣
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

46 実施方針 43 添付資料６　

予想されるリ
スクと責任分
担表
[建設段
階][物価変
動]と[金利変
動]

　物価変動・金利変動につきまして、「実施方針に関
する質問及び回答」にて「見直し期間内の変動は事業
者が負担する」と回答されています。しかし、物価・
金利変動は事業者に起因されず、双方に予測し得ない
リスクであるので、県の負担として頂きたいと思いま
す。県の負担とすることが不可能であれば、見直し期
間を短くして頂きたい（1年毎の見直しを希望しま
す）と考えます。

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　石垣

47 実施方針 51 添付資料12
（2）ウ

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。

　「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、改定
までの負担は事業者に帰することから、改定の期間を
1年おきとして頂きたくお願い致します。

事業契約書（案）別紙１０をご覧くだ
さい。

株式会社　石垣

48
業務要求
水準書
(案)

4 Ⅲ-1 (4) ア
維持管理・運
営の開始日か
ら10年間

　「実施方針に関する質問及び回答」にて、新設する
脱水設備の計画にあたり、「業務要求水準書（案）４
－Ⅲ－１－４の計画固形物量の全量を薬品、その他の
添加物を一切使用することなく含水率65％以下の脱水
ケーキにすることが可能な能力を有すること」と回答
されています。しかし、20年間の運転を考えた場合、
同業務要求水準書（案）４－Ⅲ－１－４に記載の計画
数値及び添付データ（原水濁度データ・濃縮濃度デー
タ・加圧脱水データ）は、設備設計条件としては少な
過ぎるため、十分な検討を行えないと思います。ま
た、本浄水場の汚泥は脱水前段階の濃縮性が低いと予
想されることから、慎重に検討する必要があります。
よって、提案者による数度のテスト（濃縮テスト・脱
水テスト）実施が必要となり、検討期間が長くかかる
と考えられるため、現時点で公表されているスケ
ジュールに無理が生じる可能性があります。
　従いまして、データ（濃縮データ・脱水データ）を
更に開示して頂くか、テスト実施のため、スケジュー
ルに余裕をもたせて頂きたくお願い致します。

提案者のテスト実施のため、冬季は１
月と２月に原水及び汚泥を提供行いま
した。夏季についても原水及び低濃度
汚泥を提供する機会を設けます。

株式会社　石垣
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実施方針等に関する意見招請結果・回答

No. 対象資料 ページ 資料名 意見項目 意見内容 回答 質問者項目

49
業務要求
水準書
(案)

4 Ⅲ-1 (4) ア
維持管理・運
営の開始日か
ら10年間

　高濁度時、通年平均濁度時、冬期について計画固形
物量・送泥濃度・送泥量を記載されていますが、排水
処理設備検討にあたり、いずれの時期の数値を採用す
べきかを明らかにして頂いた方が、よりよい提案が可
能となります。
また、「実施方針に関する質問及び回答」にて「低濃
度汚泥の高々濁度時における送泥量、前期10年間（想
定）30,000ｍ3/日、後期10年後（想定）20,000ｍ3/日
は、上澄水の返送設備の設計のため、送泥量の上限を
規定したものです。」と回答されていますが、もし、
排水処理設備検討の条件として、高々濁度時の数値を
採用すべきとお考えでしたら、送泥濃度を教えて下さ
い。
何らかの形で排水処理設備検討上の担保数値（処理固
形物量）を御公表下さい。また、そのようにして頂く
ことにより、提案の公平性が増すと思われます。

前段については、業務要求水準書に記
載します。
後段については、質問１０をご覧くだ
さい。

株式会社　石垣
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