
 

 

 

 

 

 

 

（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 

（業務要求水準書（案）分） 
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・ 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。 



業務要求水準書（案）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 業務要求
水準書(案) 2 Ⅱ

排水処理業務のNo.2の「汚泥を処理」について、乾燥
設備・熱源設備は、必須ではなく提案者の提案と考え
てよろしいですか。

ご質問のとおりです。

株式会社石垣

2 業務要求
水準書(案) 2 Ⅱ

「１０年後に汚泥の量が変化することを想定」とあり
ますが変化する理由をお示しください。

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。 月島機械株式会社

3 業務要求
水準書(案) 2 Ⅱ

脱水施設の日最大能力については、運転日数及び運転
時間は制限が無いものと考えてよろしいでしょうか？

ご質問のとおりです。

日立造船株式会社

4 業務要求
水準書(案) 2 Ⅱ

「維持管理・運営の開始日から10年後に汚泥の量等が
変化することを想定している。」とありますが、この
変化は、どのような原因によって生じると想定してい
ますか？

NO.2をご参照ください。

日立造船株式会社

5 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 （3）

Ⅲ-1-(3)－既設脱水設備を撤去するとありますが、既
設脱水機棟内には高分子凝集剤注入設備や粉末活性炭
注入設備等があります。既設脱水設備以外の設備は撤
去不要と判断してよろしいでしょうか。

既存脱水設備及びその付属設備（高分子凝集
剤注入設備を含む）は、事業者に撤去してい
ただきます。ただし、粉末活性炭注入設備
は、県水道局が撤去します。 株式会社荏原製作所

6 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 （1）

Ⅲ-1-(1)－新設施設区域の高規格堤防の盛土レベルを
ご教示願います。

新設施設区域の高規格堤防の盛土レベルにつ
いては、頒布資料の横断面図をご参照くださ
い。なお、詳細については、入札公告までに
お示し致します。

株式会社荏原製作所

7 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 （3）

１(3)既存施設の撤去－既存脱水機設備及び除砂設備
は事業者が撤去するとありますが、場内撤去と判断す
べきか、撤去品の処分も含むとするかご教示願いま
す。

撤去品の処分も含みます。

株式会社荏原製作所

8 業務要求
水準書(案) 3

既存施設(設備)のうち、事業者による使用あるいは撤
去のいずれの指示もない施設について、その施設や設
備に関する管理等の責任の分担をお示し頂けませんで
しょうか

事業用地内の施設は、使用しない場合も事業
者の責任において管理してください。例え
ば、既存上澄水槽を使用しない場合は、開口
部に蓋をするなど安全面に配慮することが考
えられます。

東亜建設工業株式会
社

項目
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業務要求水準書（案）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

9 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (1)

「新設施設区域の高規格堤防の盛土は、県水道局と国
土交通省が共同で平成18年度前半までに行う。」とあ
りますが、工事期間が当排水処理施設整備等事業にお
ける工事期間に重なります。「坂川に架かる栗山橋付
近にある県水道局敷地への入口から事業者が使用する
用地への入口までの範囲は共通進入路とする。」とあ
りますが、出入口の交通誘導及び進入路の維持管理に
ついての責任分担については、どのように考えればよ
いのでしょうか？

高規格堤防事業の盛土工事は、協議・検討中
であり、盛土工事が栗山橋を利用するかは、
現段階では確定していません。排水処理施設
の建設において、栗山橋を工事のために単独
で使用することとなった場合は、事業者に出
入口の誘導員の配置及び栗山橋及び共通進入
路の清掃をしていただきます。

清水建設株式会社

10 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (3)

「既存脱水設備及び除砂設備は新設施設の稼働後1年
以内に事業者が撤去すること。」とありますが、設備
の処分も含まれると考えてよいのでしょうか？その場
合機械設備等の仕様・台数のリストを提示願います。
また、廃材の再利用等の条件がございましたら、公開
願います。

前段につきましては、No.7を参照してくださ
い。撤去する機械設備の仕様・台数のリスト
は、頒布資料の既設機械関係一覧表のとおり
です。廃材の再処理等に関する条件は設定し
ていません。 清水建設株式会社

11 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (2)

既存上澄水槽を利用しない場合、既存の返送ポンプを
撤去することとの記載があります。撤去する場合、返
送配管も撤去するものであると考えていますが、撤去
する場合は、上澄水槽から何処までの配管を撤去すれ
ばよろしいのでしょうか。

ポンプ廻り配管及び接続する露出配管部分を
撤去してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

12 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (1)

Ⅲ-1-(1)事業用地－共通進入路の整備は当事業範囲外
と考えて良いでしょうか。

事業用地－共通進入路の整備は、事業者の業
務範囲外です。

株式会社荏原製作所

13 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (2)

既設の排水処理施設に関するP&ID図、濃縮槽等の組立
図などの図面の参照は可能でしょうか？

既設排水処理施設の設備関係工事の完成図書
の閲覧は可能です。電子メール
(edogawapfi@mz.chiba.pref.jp)まで、事前
にお申し込みください。部数に限りがありま
すので、日程を調整させていただきます。

日立造船株式会社
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業務要求水準書（案）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

14 業務要求
水準書(案) 3 Ⅲ 1 (2)

使用しないポンプの撤去費用は水道局が負担ですか？
既存脱水設備と除砂設備は事業者が撤去する事になっ
ていますが、既存脱水施設撤去後の保存費用は水道局
が負担されると理解していいですか？（事業完了まで
保管するのは莫大な費用が掛かる）

既存上澄水槽のポンプの撤去と処理は、事業
者業務に含まれます。なお、撤去品を保存・
保管する必要はありません。

日立造船株式会社

15 業務要求
水準書(案) 3 カ

業務の範囲として、見学者、訪問者の対応が含まれて
おりません。見学者対応業務は含まず、説明用パネ
ル、模型などの設備は、設置しないことで考えてよろ
しいでしょうか。

原則として、見学者・訪問者の対応は県水道
局が行います。ただし、対応補助及び説明用
パネル並びにパンフレットの作成は事業者の
業務に含みます。 株式会社東芝

16 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

低濃度汚泥につきましては、有償頒布資料にて各種
データが提示されていますが、高濃度汚泥について濃
縮濃度、脱水性に関するデータがありましたら開示願
います。

高濃度汚泥は、処理実績がなくデータは存在
しません。
高濃度汚泥の濃縮濃度、脱水性については、
「高濃度汚泥について」別紙３を参照してく
ださい。

大成建設株式会社

17 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

低濃度汚泥につきましては高々濁時における送泥量が
明記されていますが、高濃度汚泥についての高々濁時
における送泥量を教えてください。

低濃度汚泥の高々濁度時の送泥量は、低濃度
汚泥の送泥量の返送設備の設計条件となりま
す。高濃度汚泥の送泥量は、相対的に量が少
なく、高々濁度時において返送水量への影響
が少ないことから想定していません。

大成建設株式会社

18 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

新設する脱水設備の計画にあたり、要求能力の規定は
ないのでしょうか。それとも、現在提示されている
データをもとに事業者提案となるのでしょうか。

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していま
す。(P8-3-(1)参照)

大成建設株式会社

19 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

１(4)計画固形物量・送泥濃度・送泥量－*高々濁度時
には、30,000m3/日を送泥することがあるとは送泥量
の上限と解釈し、それ以上の送泥は考慮する必要がな
い物としてよいか、ご教示願います。

送泥量の上限値と解釈し、それ以上の送泥は
考慮する必要はありません。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

Ⅲ-1-(4)－高濃度汚泥における送泥濃度が記載されて
いますが、この値の根拠を教えて下さい。また、低濃
度汚泥における計画固形物量・送泥濃度・送泥量は過
去の実績値であると判断してよろしいでしょうか。

高濃度汚泥の送泥濃度の根拠は、「高濃度汚
泥について」別紙3を参照してください。
低濃度汚泥の計画固形物量は計画取水量、取
水濁度を基にした計算値です。
低濃度汚泥の計画送泥量は過去実績値と浄水
施設の改良効果を加味したものです。

株式会社荏原製作所

21 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 （4）

Ⅲ-1-(4)－高々濁度時における送泥量（当初10年：
30,000m3/日，10年以降：20,000m3/日）の根拠を教え
て下さい。また、その汚泥量が流入する期間を教えて
下さい。加えて高々濁度時における汚泥濃度を教えて
下さい。

高々濁度時の送泥量は過去実績を基に、今後
の送泥量を想定した値です。
流入期間は想定していません。
また、高々濁度時はNO.26を参照してくださ
い。

株式会社荏原製作所

22 業務要求
水準書(案) 4

計画固形物量・送泥濃度・送泥量－取水口付近の原水
濁度とは、沈砂池における低減効果を考慮していない
数値と考えてよいか、沈砂池出口における濁度を御教
示願います。また、沈砂池において固液分離された汚
泥は、どのように処理されるのでしょか。

原水濁度は、沈砂池を通過した後の浄水場内
で計測しています。なお、新設沈砂池の汚泥
は県水道局が処理します。

株式会社荏原製作所

23 業務要求
水準書(案) 4

送泥量について、時間当りの汚泥量を御教示願いま
す。

「送泥方法・送泥頻度について」別紙４を参
照してください。 株式会社荏原製作所

24 業務要求
水準書(案) 4

「維持管理・運営段階の計画変更リスク」における
「計画」とは、ここに示される数値・算定根拠等と考
えるが、「変更」とはこれらの数値・算定根拠がどの
ようになった場合を指すのでしょうか。

実施方針43ページの計画変更の下段（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）でいう濃度等の計画については、ご
指摘の理解で結構です。具体的な数字につい
ては、契約書（素案）にてお示し致します。

株式会社荏原製作所

25 業務要求
水準書(案) 4

粉末活性炭の汚泥への混入は、再生利用する上で再生
利用先の引き取り条件になる場合が考えられます。粉
末活性炭の注入に関しての「計画」数値をご教示願い
ます。

低濃度汚泥の排水処理施設計画上の固形物量
は2mg/lとして設定しています。これは、過
去実績の平均値です。
粉末活性炭の計画注入率は、「粉末活性炭注
入率」別紙5を参照してください。

株式会社荏原製作所

4/27 



業務要求水準書（案）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

26 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4)

＜低濃度汚泥について＞
高々濁度時の汚泥を処理できる濃縮・脱水施設とする
必要がありますか。また、その際の[計画固形物量]及
び[送泥濃度]の計画値を設定されていましたら、御開
示ください。
＜高濃度汚泥について＞
低濃度汚泥と同様に、高々濁度時の[計画固形物量]、
[送泥濃度]及び[送泥量]の計画値を想定されていまし
たら、御開示ください。

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。
低濃度汚泥、高濃度汚泥共に高々濁度時の計
画固形物量・送泥濃度・送泥量の計画値は想
定していません。

株式会社石垣

27 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4)

脱水ケーキは全量有効活用が基本ですが、県側でＰＳ
Ｃを算定した際の脱水ケーキ活用量ならびに入札時に
民間事業者が提案する活用量の設定値についてご提示
下さい。

入札時には、低濃度汚泥の発生固形物量につ
いては、過去の実績から設定してください。
また、高濃度汚泥の発生固形物量は、過去の
処理実績がないことから、「高濃度汚泥につ
いて」別紙３のとおり想定しています。 東京電力株式会社

28 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4) ア

事業者が設備規模を決定する際に用いる計画固形物
量・送泥濃度・送泥量が示されておりますが、注釈に
記載してある「高々濁度時には30,000m3／日を送泥す
ることがある」については、設備設計上の与条件では
なく、運用上の留意点と解釈してよろしいでしょう
か。

高々濁度時の送泥量は、上澄水の返送設備の
設計条件となります。

東京電力株式会社

29 業務要求
水準書(案) 4

固形物量・送泥濃度・送泥量が計画を上回ることによ
る排水処理施設に対する負荷増大に伴って維持管理費
用が増大するリスクについては貴県が負担すると考え
てよろしいでしょうか。

計画固形物量等は施設規模等を決定する際に
用いる値です。汚泥の受入れについては、
「河川原水濁度が2日間にわたり、その平均
が240度を超えた場合は、送泥量及び返送水
の濁度等について協議する[業務要求水準書
(案)Ⅲ-2-(1)]」としています。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。

東亜建設工業株式会
社

5/27 



業務要求水準書（案）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 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4)

高々濁度とは何度以上でしょうか？資料によると過去
のピークでは平成10年9月で最大原水濁度が1,362度と
なっており、高濁度80度が年間日数の95％をカバーし
ていても５％がこのような濁度の原水となると発生汚
泥量は大幅に増となります。汚泥処理量についての増
減は実績を考慮していただけないのでしょうか？ある
いは、240度以下80度以上高濁度が続いた場合は不可
抗力として送泥受入停止等の措置をとるなど別途協議
していただけるのでしょうか？

高々濁度については、No.26を参照してくだ
さい。また、汚泥処理量の増大については、
NO.29を参照してください。240度以下80度以
上高濁度が続いた場合は、汚泥を受け入れて
ください。

清水建設株式会社

31 業務要求
水準書(案) 4 (4) ア

ア 維持管理・運営の開始日から10年間における、○
低濃度汚泥系ならびに○高濃度汚泥系の計画取水量を
ご提示ください。また、イ 10年後から事業期間終了
までの計画取水量もご提示ください。

業務要求水準書(案)4-Ⅲ-1-4は、計画取水量
取水時の計画固形物量を示したものです。

日立プラント建設株
式会社

32 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (3)

送泥濃度並びに送泥量についての想定が記載されてい
ます。設備を設計する場合は、この値を基にして設計
するものと考えますが、実際の流入量がこの想定量を
大幅に上回り、事業が成り立たなくなった場合の責任
は、事業者もしくは県水道局殿のどちらがとるもので
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。

ご指摘のようなケースが発生した場合は、県
水道局が責任をとります。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

33 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (3)

高濁度時の濁度は、計画平均濁度の４倍の８０度に
て、年間日数の９５％をカバーしているとあります
が、カバーされていない５％（８０度以上）の流入濁
度があった場合は、どの様な対応を実施すればよろし
いのでしょうか。
　また、その場合の費用等の負担はどの様になるので
しょうか？

NO.29を参照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

34 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (3)

表内の濁度については、１日の平均濁度でしょうか、
もしくは瞬時値でしょうか。ご教示して頂ければ幸い
です。
P15別紙2-1～3

表中の濁度は、原則的に1日1回計測した数値
です。ただし、平成15年4月19日以降は、4時
間毎に計測したものの平均値です。 月島テクノメンテ

サービス株式会社
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業務要求水準書（案）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

35 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (2)

「本件事業において事業者が使用する既存施設」の各
施設（排水排泥池、1次濃縮槽、2次濃縮槽、引抜きポ
ンプ室、脱水機棟、地中配管、及び2拡系沈砂池）の
建設年度、建設費及び年間維持管理費（過去5年間）
についての情報は入手可能でしょうか？

２拡系沈砂池は昭和41年、排水処理施設の全
施設は昭和51年の稼働です。
建設費は２拡系沈砂池：45,000千円、排水排
泥池（上澄水槽含む）：64,000千円、１次濃
縮槽:147,000千円、２次濃縮槽:27,000千
円、脱水機棟:206,000千円、引抜きポンプ
室：18,000千円（全て付属設備含まず）。地
中配管については不明。既存排水処理施設の
維持管理費は、全施設で年間5千万円程度で
す。

日立造船株式会社

36 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (3)

既存施設の撤去範囲は、地下構造物及び杭も御県で撤
去して頂けると考えても宜しいでしょうか。また、稼
動後１年以内に事業者が撤去する範囲について、地上
部のみ撤去するものと考えて宜しいでしょうか。

新設施設区域内にある既存施設の地下構造物
及び杭は、県水道局が撤去します。稼働後１
年以内に事業者が撤去する施設は、基礎杭の
撤去は必要ありませんが、構造物の地下部分
は撤去してください。ただし、残置する基礎
杭の位置の記録を提出してください。

日立造船株式会社

37 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4)

排水処理施設の設計は、上記の高々濁度時に処理可能
な施設として設計する必要がありますか。また、この
高々濁度時は脱水性の良い夏季と考えてよろしいで
しょうか。

ご質問の通りです。

日立造船株式会社

38 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4) ア

浄水場からの汚泥に関し、汚泥は無機物の塊と考えて
いますが、何らかの有機物・細菌が含まれているので
しょうか？

無機物が多いと考えますが，河川原水に含ま
れるような有機物，細菌は含まれているもの
と考えます。

日立造船株式会社

39 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4) ア

浄水場からの汚泥に関し、全ての逆洗浄水を汚泥と一
緒に処理しているのでしょうか？または、すすぎ水を
除く一回目の逆洗浄水のみでしょうか？

低濃度汚泥は、ろ過池洗浄排水の全てを含み
ます。高濃度汚泥は、ろ過池洗浄排水を含み
ません。 日立造船株式会社

40 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4) ア

「低濃度汚泥と高濃度汚泥は別々に送泥する。」とあ
りますが、この2つの汚泥は浄水場のどの施設から送
られてくるのか、全浄水施設フローを基に、ご教示願
います。

低濃度汚泥は、高速凝集沈澱池の排泥及び急
速ろ過池の洗浄排水です。
高濃度汚泥は、傾斜管横流式沈澱池からの排
泥です。 日立造船株式会社
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業務要求水準書（案）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

41 業務要求
水準書(案) 4 Ⅲ 1 (4)

「本事業において、事業者が設備規模を決定する際に
用いる計画固形物量・送泥量は、下表のとおりであ
る。」と書かれています。
この表中の値は栗山浄水場のものと思われますが、
古ヶ崎浄水場も考慮されていると考えてよろしいので
しょうか？

(仮称）江戸川浄水場は、古ヶ崎浄水場と栗
山浄水場を統合するものです。本事業の維持
管理運営の開始と同時期に、（仮称）江戸川
浄水場のうち古ヶ崎浄水場分を稼働させる予
定です。 日立造船株式会社

42 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 （1） 2)

原水平均濁度240度におけます高濃度汚泥、低濃度汚
泥ごとの固形物量（t-ds/日）、送泥濃度（％）、送
泥量（m3/日）を教えてください。

「原水濁度240度時の計画固形物量・送泥濃
度・送泥量」別紙6を参照してください。 大成建設株式会社

43 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2

20年間の維持管理・運営及び脱水ケーキ再生利用に係
わるコストを算出するにあたり、年間処理汚泥量設定
値（t-ds/年）を教えてください。

NO.27を参照してください。

大成建設株式会社

44 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1) 2)

２(1)2)送泥計画に係る連絡調整と事業者の対応－緊
急連絡調整の協議を行なう範囲に原水濁度が２日間に
わたり、その平均が２４０度を超えた場合は送泥量及
び返送水の濁度等について協議するとありますが、提
案内容のばらつきを起こさない為にも送泥量と返送水
濁度について総量での縛り、基準となる目安の公表を
ご検討願います。

ご意見として承ります。

株式会社荏原製作所

45 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (2)

（２）既存施設の利用に関して、既存施設の装置・機
器が現状どのように運転されているかまた問題点及び
改善点に対して、ヒアリング等を行う機会があります
か。無い場合には、既存施設の改良、改善事項に関す
る提案は既設会社が応募提案する場合、公平性に欠く
恐れがあります。
落札決定の評価対象とならないと考えますが、いかが
でしょうか。

ヒアリング等を行う予定はありませんが、運
転方法・問題点・改善点等の情報は、別途公
表することを検討しております。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

46 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1)

Ⅲ-2-(1)－原水濁度が２日間にわたり平均原水濁度
240度を越えた場合、返送水濁度が30度を超えること
を認めるなどの協議を県水道局殿と事業者間にて行う
とありますが、その時の返送水濁度の上限は協議に
よって決定すると理解してよろしいでしょうか。
また、濁度240度以下の場合は協議を行うことはない
のでしょうか？
例えば平均原水濁度239度が数日間流入した場合にお
いて、返送水濁度に影響が出ると予想されます。

240度を超える場合の上澄水の返送濁度の上
限については、ご質問のとおりです。240度
以下の場合は、事業者の責任で対処していた
だきます。

株式会社荏原製作所

47 業務要求
水準書(案) 5

汚泥の受入等－高濁度時2日間の平均濁度が240度程度
の場合において、送泥される汚泥の計画時間汚泥量、
濃度を御教示願います。

NO.42を参照してください。

株式会社荏原製作所

48 業務要求
水準書(案) 5

上澄水の返送－浄水処理に支障を与えない量的・質的
な平準化の数値基準を御教示願います。

当該条件は、返送量が変動した場合及び上澄
水槽内に堆積した汚泥の混入により急激に返
送水の質が変化した場合、浄水処理において
薬品注入の追随できず処理に支障を与えない
ために記載したものですが、具体的な数値基
準は特段設定致しません。送泥した量に対応
する上澄水を量的・質的に極力均等に返送し
て下さい。

株式会社荏原製作所

49 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1) 2)

Ⅲ業務要求水準２排水処理業務に係わる要件(1)汚泥
の受入等2)送泥計画に係る連絡調整と事業者の対応－
県水道局は２日間の平均濁度２４０度に対応する固形
物量を超える汚泥を送泥する場合もあるが、・・・と
記載がありますが送泥されるまでにどの程度のタイム
ラグがあるものと考えたらよろしいでしょうか。

取水量により変化しますが計画取水量時の、
取水してから送泥され始めるまでの経過時間
は概ね次のとおりです。
低濃度汚泥：２時間４０～５０分程度
高濃度汚泥：２時間程度

株式会社荏原製作所

50 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (2)

Ⅲ-2-(2)－汚泥が嫌気性とならないように管理するこ
ととありますが、具体的に汚泥の性状における規定値
等はありますか。あるのであれば、汚泥性状のモニタ
リングの方法及び頻度とあわせてご教示願います。

排水処理施設が正常に運転管理されれば、懸
濁物質、塩素消費物質、汚泥の腐敗等に起因
する臭気物質は発生しないと判断していま
す。
ただし、既存２次濃縮槽は濃縮性の良い時期
に使用しないことが想定され、未使用時に
は、空にして汚泥が腐敗しないようにするな
どの施設管理を行う必要があるため記載した
ものです。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1) 2)

「河川原水濁度が２日間にわたり、その平均が240度
を越えた･･･」と記載されていますが，暦日の２日間
ではなく，48時間以上継続する場合と理解してよろし
いですか．

ご質問のとおりです。

株式会社日立製作所

52 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (3) 1) 

「返送にあたっては、浄水処理に支障を与えないよ
う、量的・質的に平準化すること。」と記載されてい
ますが，返送する時間帯を限定（昼間等）することは
可能ですか．

24時間送泥しますので不可能です。
「送泥方法・頻度について」別紙４を参照し
てください。

株式会社日立製作所

53 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (2) 2)

「高濁度時において2日間の平均濁度が240度以下の場
合」との記載を、設備規模を決定する上での条件と認
識してよろしいですか。

施設規模を設定する条件は、業務要求水準書
(案)P4-Ⅲ-1-(4)のとおりです。

株式会社石垣

54 業務要求
水準書(案) 5

返送した上澄水は、水道用原水の一部となるため水道
水への悪影響のリスクが伴うと考えられます。返送上
澄水の水質悪化(事故)に関するリスクの責任分担を想
定されるケース毎にお示し頂けませんでしょうか

上澄水の水質悪化のケースは、次のとおりで
す。
（ア）河川原水の油等による汚染
（イ）浄水場内での事故
（ウ）排水処理施設内での事故
リスク分担は、原因者が負担することを原則
とします。
（ア）は、取水停止により対応可能であるた
め原因者は水道局であり、責任は県水道局が
負います。
（イ）は、原因者が県水道局にあることか
ら、県水道局が責任を負います。
（ウ）は、原因者が事業者であることから、
事業者が責任を負います。

東亜建設工業株式会
社

55 業務要求
水準書(案) 5 2)

県水道局は、2日間の平均濁度240度に対応する固形物
量を超える汚泥を送泥する場合もあるが、その場合
は、返送水濁度が30度を超えることを認めるなどの協
議を行い対応するものとありますが、送泥された汚泥
については全量受入れると考えて宜しいですか。

協議により決定した送泥量の全量を受け入れ
てください。

日立プラント建設株
式会社
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業務要求水準書（案）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

56 業務要求
水準書(案) 5 1)

上澄水は、全量を新設沈砂池に返送するとあります
が、返送点をご提示ください。また、沈砂池の図面も
ご提示ください。

返送水の濁度は、返送ポンプ（上澄水槽（現
２拡系沈砂池）に設置）の下流側に事業者が
設置する濁度計により、モニタリングを行い
ます。
新設沈砂池の図面については、NO.57と同様
の手続きで配布いたします。

日立プラント建設株
式会社

57 業務要求
水準書(案) 5 1)

既存2拡系沈砂池の詳細図面をご提示ください。 ２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。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。

日立プラント建設株
式会社

58 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2

　2)　送泥計画に係る連絡調整と事業者の対応
　設備最大規模は河川原水平均濁度240度以下に対応
できるものとの認識でよろしいでしょうか。河川原水
平均濁度240度時の発生固形物量（t-ds/日）をご教示
ください。
　また河川原水平均濁度が240度を超えた場合の処理
費用は、県水道局負担との認識でよろしいでしょう
か。

施設規模の考え方及び費用負担については、
NO.29を参照してください。また、原水濁度
240度の発生固形物量については、NO.42を参
照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

59 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1) 2)

送泥計画に係る連絡調整と事業者の対応における記載
についてですが、排水処理の業務要求は、高濁度時の
濁度２４０度迄と考えればよろしいでしょうか。県水
道局殿の考えをご教示して頂ければ幸いです。

業務要求水準書(案)Ⅲ-2-(1)による協議によ
り、例えば、送泥量、返送水の濁度の緩和を
取り決めます。
協議によって定めた方法により、原水濁度が
２日間にわたり240度を超えた場合において
も、排水処理業務を行ってくだい。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

60 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (2) 1)

返送に当たっては、浄水処理に支障を与えないよう、
量的・質的に平準化するとの記載があります。実際に
は、時間当たりどの程度の量迄返送可能でしょうか。

浄水場からの送泥により発生する上澄水を均
等に返送してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社
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業務要求水準書（案）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

61 業務要求
水準書(案) 5

排水処理－「薬品、その他添加物を使用せずに、受け
入れた汚泥を固液分離すること」とあるが、固液分離
は濃縮槽等の濃縮施設を指すものか、新設脱水施設を
含めた全ての施設を指すものか御教示ください。

既存濃縮施設、新設濃縮施設、新設脱水施設
を含めたすべての施設です。

株式会社荏原製作所

62 業務要求
水準書(案) 5

汚泥の受入等－流入する汚泥の将来的な質的変化（凝
集剤の種類・凝集助剤の有無・活性炭の混入等）を本
排水処理施設で考慮する必要はありますか。

将来的な凝集剤の種類及び凝集補助剤の有無
の変更、粉末活性炭の混入量の増大を本排水
処理施設で考慮する必要はありません。

株式会社荏原製作所

63 業務要求
水準書(案) 5 Ⅲ 2 (1) 1)

浄水場からの送泥の頻度及び形式についてはどの様に
考えられていますか？

「送泥方法・送泥頻度について」別紙４を参
照してください。 日立造船株式会社

64 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 （3） 2）

乾燥設備の施設整備を行う場合、排ガス処理施設より
発生する排水を返送することは可能でしょうか。

上澄水質に影響を与えない場合は可能です。

大成建設株式会社

65 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 （4） 2）

脱水ケーキの再生利用にあたり乾燥、破砕、造粒等の
工程が必要ない場合はそれに該当する施設整備はしな
くてもよいと解釈してよろしいでしょうか。また、本
事業敷地内で脱水後の脱水ケーキに他の原料（有価
物）を混合することは可能でしょうか。

前段につきましては、ご質問のとおりです。
他の原料の混合については、関係機関と協議
中です。協議が整いしだい、千葉県水道局
ホームページで公表します。 大成建設株式会社

66 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (4)

(4)脱水ケーキの再生利用2)再生利用方法において、
排水処理施設内にて行える作業は乾燥、破砕、造粒工
程等とありますが、「等」には篩い分け、袋詰なども
含まれると考えてよろしいでしょうか。

関係機関と協議中です。協議が整いしだい、
千葉県水道局ホームページで公表します。

株式会社荏原製作所

67 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (4) 2)

Ⅲ-2-(4)-2)－脱水ケーキを排水処理施設内にて乾
燥・破砕・造粒工程等までとありますが、再生利用す
るために必要な添加物との混合工程や再生利用先へ移
送するための袋詰め工程は排水処理施設内にて可能で
しょうか。

関係機関と協議中です。協議が整いしだい、
千葉県水道局ホームページで公表します。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

68 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (4) 1)

２(4)1)搬出－既存脱水機棟内等に一時貯留すること
は可能とはバラ積みもしくは袋詰めも可能と判断して
も良いかご教示願います。

バラ済みは可能ですが、袋詰めは関係機関と
協議中です。協議が整いしだい、千葉県水道
局ホームページで公表します。 株式会社荏原製作所

69 業務要求
水準書(案) 6

「油類による汚染等の緊急時においては県水道局の指
示により、適切に処理の上、坂川へ放流することがあ
る。」とありますが、不可抗力と考えられるこの様な
事態に対応できる設備を持つ必要があるのでしょう
か。御教示願います。

ご指摘のような事態に対応する設備を持つ必
要はありません。油類の混入時は、オイル
フェンス、オイルマットによる対応を想定し
ています。 株式会社荏原製作所

70 業務要求
水準書(案) 6

上澄水の水質－脱水機ろ布洗浄排水、ｺﾝﾍﾞｱ等の機器
類の清掃排水は、返送水として分離水と併せて返送す
ることは認められますでしょうか。

認められます。ただし、返送水に潤滑油等が
混入してはなりません。設備の設計や維持管
理にあたり、十分配慮してください。 株式会社荏原製作所

71 業務要求
水準書(案) 6

脱水ケーキの再生利用－有価物の定義を御教示願いま
す。（例えば、ds-t当たり100円として、輸送費が
3000円の場合でも有価物となるのか。また、有価物は
「産業廃棄物」ではないという解釈でいよいか。）

脱水ケーキを再生利用先に販売する場合で
も、当該販売代金を超える運搬費をＰＦＩ事
業者が負担している場合には、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律上、産業廃棄物の処理
委託という取り扱いになります。

株式会社荏原製作所

72 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 2)

Ⅲ-2-(3)-2)－返送する上澄水の水質において濁度は
３０度以下にすることと明記されていますが、懸濁物
質・塩素消費物質・臭気物質における規定値が明記さ
れていません。またこれらの物質におけるモニタリン
グの方法及び頻度を教えて下さい。

NO.50を参照してください。

株式会社荏原製作所

73 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 1)

Ⅲ-2-(3)-1)－濃縮槽上澄水の返送水を量的・質的に
平準化することとありますが、具体的な規定値はあり
ますか。

NO.60を参照してください。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

74 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (4)

(4)脱水ケーキの再生利用において、排水処理施設内
に脱水ケーキが滞ることがないよう適切に搬出するこ
と。とありますが、定量的な基準をご教示願います。

事業者の提案により設ける脱水ケーキ貯留施
設（ケーキホッパー、ケーキヤード等）の貯
留可能量の範囲内とします。

株式会社荏原製作所

75 業務要求
水準書(案) 6

脱水ケーキの再生利用において,脱水ケーキが滞る事
がないように、とありますが、」計画一次貯留量内の
滞留であれば、問題ないと考えてよろしいでしょう
か。　（一次は一時と解釈しますが）

ご質問のとおりです。

株式会社荏原製作所

76 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 1)

２(3)1)上澄水の返送－緊急時において県水道局の指
示により、適切に処理の上、坂川へ放流することがあ
ります。本件の排水処理施設は廃棄物処理法での位置
づけからして設置許可と業の許可は事業者が取得する
とした場合、坂川に放流することは不法投棄に該当し
ないとした県の見解について、ご教示願います。

入札公告時までに示します。

株式会社荏原製作所

77 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 2) 

水道局様からの上澄水返送の停止指示は，電気信号で
受けることが可能ですか．

浄水場の緊急停止など送泥が停止する場合は
問題ありません。
しかし、上澄水質の悪化による返送停止の場
合は、浄水場から送泥が続き、上澄水槽が
オーバーフローすることになります。この場
合、上澄水を河川放流することが考えられま
すが、バルブ操作が必要となります。

株式会社日立製作所

78 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 2)

「処理工程から発生する分離水等」とは、脱水設備か
ら排出される生活排水以外の排水と考えてよろしいで
すか。

ご質問のとおりです。

株式会社石垣

79 業務要求
水準書(案) 6

緊急時において貴県水道局の指示に基づき上澄水を返
送せず坂川へ放流する際の水処理のための施設整備費
および処理費用等のコスト負担者に関するお考えをお
示し頂けませんでしょうか

No.69を参照してください。なお、原水への
油類の混入、浄水処理工程における油類の混
入による、オイルマット等の費用は、県水道
局の負担とします。一方、排水処理施設にお
ける油類の混入によるオイルマット等の費用
は、事業者の負担とします。

東亜建設工業株式会
社
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業務要求水準書（案）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

80 業務要求
水準書(案) 6

上澄水について、返送せずに坂川に放流する際に処理
が必要な項目に関して、油分以外に事業者が備えるべ
き項目をお示し頂けませんでしょうか

油類以外は想定していません。

東亜建設工業株式会
社

81 業務要求
水準書(案) 6

返送する上澄水の水質について濁度以外の項目につい
て、管理すべき水質項目と管理数値について具体的に
お示し頂けませんでしょうか。

NO.50を参照してください。

東亜建設工業株式会
社

82 業務要求
水準書(案) 6

運営期間中における新たなニーズ等の開拓により、提
案した方法以外での再利用を実施することは可能で
しょうか

可能です。

東亜建設工業株式会
社

83 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 2)

上澄水の水質についてですが、返送水には、分離水等
の排水以外の物質が混入しないこととの記載がありま
すが、例えば、現状の設備にある、スクラバー等の排
水は上澄水としての排水は許可されないのでしょう
か。

NO.64を参照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

84 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (3) 2)

上澄水の水質についてですが、「上澄水質が悪化し
て」との記述がありますが、これについては、濁度の
上昇、油等の汚染と言った項目と認識すればよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

85 業務要求
水準書(案) 6 Ⅲ 2 (4) 1)

ケーキが滞ることの無いようにとの記載があります
が、ケーキが滞るというのは何ヶ月程度の認識でしょ
うか。また、ケーキの一次貯留というのは、何日程度
と考えればよろしいでしょうか。県水道局殿の認識を
ご教示して頂ければ幸いです。

事業者の提案により設ける脱水ケーキ貯留施
設（ケーキホッパー、ケーキヤード等）の貯
留可能量の範囲内とします。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

86 業務要求
水準書(案) 6 (4)

現状の脱水ケーキについて、有価、非有価の有効利用
率及び詳細な有効利用方法についてご教示願います。

栗山浄水場の脱水ケーキは、全量をセメント
原料として利用しています。

日立造船株式会社
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業務要求水準書（案）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

87 業務要求
水準書(案) 6 2)

濃縮槽における上澄水の過去の濁度記録を開示願いま
す。また、濃縮槽における上澄水の回収率は何%位で
しょうか？

「上澄水返送濁度」別紙７ー１，２を参照し
てください。上澄水の回収率が、上澄水量÷
濃縮槽流入量の意味であれば、濃縮槽への流
入量を把握できないことから不明です。

日立造船株式会社

88 業務要求
水準書(案) 6 (4)

脱水ケーキの全量再利用が出来なかった場合のペナル
ティーはありますか？

脱水ケーキの不法投棄、あるいは、無断で最
終処分場への埋め立てを行なった場合が判明
した場合は支払いを停止し、契約が解除され
る方向で検討しています。
詳細は、事業契約書（素案）に示します。

日立造船株式会社

89 業務要求
水準書(案) 6 2)

「上澄水の水質」に付きまして、濁度30度以下以外の
具体的な水質項目とその水質基準値のリストはござい
ますでしょうか？

NO.50を参照してください。

日立造船株式会社

90 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ 2 （4） 3）

脱水ケーキを事業者負担で再利用先に運搬し、その時
点で有償売却した場合、有価物となりますでしょう
か。

NO.71を参照してください。

大成建設株式会社

91 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ

Ⅲ業務要求水準２排水処理業務に係わる要件(5)計装
データの伝送－計装データの伝送に必要な設備の設置
は、事業者が行うものと考えてよろしいでしょうか。
なお、その場合別紙１伝送項目の他、仕様等を御教示
願います。

「信号受渡等について」別紙１を参照してく
ださい。

株式会社荏原製作所

92 業務要求
水準書(案) 7

脱水ケーキ量の確認は、乾燥重量に換算した値で行う
とありますが、重量、水分量等の測定誤差により、乾
燥重量に直した場合その差が拡大することが考えられ
ます。
その差については、ご考慮いただきたくお願いいたし
ます。

乾燥重量で確認します。測定誤差の発生が少
ない管理方法としてください。

株式会社荏原製作所

93 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ 2 (5)

２の(5)計装データの伝送－「浄水場に伝送するこ
と。」とありますが、(仮)栗山浄水場あるいは、(仮)
江戸川浄水場、また、両方への伝送を指しているのか
お知らせ願います。

「信号受渡等について」別紙１を参照してく
ださい。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

94 業務要求
水準書(案) 7

再生業者等へ再生を委託する場合、事業者の負うべき
責任の範囲は、委託先への搬入完了までとし、その後
の委託先の再生作業の完了あるいは委託先における再
生品の販売完了までは及ばないと考えてよろしいで
しょうか。

再生利用状況を業務日報に記し、これを証明
する書類の添付が必要です。委託先が再生利
用したとのマニフェストのコピーの添付が必
要です。

東亜建設工業株式会
社

95 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ 2 (4) 3)

再生利用の確認　において、重量確認・含水率測定等
の現在管理されている管理方法と管理頻度を参考とし
たく、公開願います。

ケーキホッパー（計重機）により重量を測定
しています。
ケーキの含水率は１日１回測定しています。 清水建設株式会社

96 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ 2 (4) 4)

「脱水ケーキの管理の保管及び運搬にあたっては、当
該排水処理施設の内外を問わず飛散、脱落等がないよ
う、また保管場所以外に脱水ケーキが放置されること
がないよう適正に管理すること。」とありますが、
SPCで用地を確保し、脱水処理後の発生土を一定期間
仮置くことにより送泥停止を避ける対処を実施しても
問題ないでしょうか？その場合に、仮置き期間の制限
はありますか？また、発生土の低含水率が達成された
場合の運搬方法について水道局側として防塵処置等の
制限がありますか？ご教授願います。（例えば、ダン
プトラックは使用不可、コンテナ）

脱水ケーキの仮置施設の整備は、事業者の提
案によります。
低含水率の脱水ケーキの運搬は、必要に応じ
防塵処置を講じてください。

清水建設株式会社

97 業務要求
水準書(案) 7 Ⅲ 2 (4) 3)

脱水ケーキ量の確認は、乾燥重量に換算した数値で行
うとの記載があります。マニュフェスト等では、湿重
量での記載となりますので、マニュフェスト以外の搬
出重量記録表（仮）と言ったような書類にて確認する
との認識でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

98 業務要求
水準書(案) 7 3)

脱水ケーキの有価物としての排出は事業者の利益とし
て、非有価物の費用（出費）を財務上相殺することは
可能でしょうか？

ご質問のとおりです。

日立造船株式会社

99 業務要求
水準書(案) 8

・【新設脱水機棟の性能】
「次期更新時においても使用できる耐久性（目安とし
て40 年以上）を有するとともに（後略）」とありま
す。
ここでいう、「40年」とは、税法上の耐用年数ではな
く、実際に施設が使用できる年数を意味している、と
いう理解でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

電源開発株式会社
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業務要求水準書（案）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

100 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1)

３(1)設計・建設－計画固形物量の全量を含水率６５%
以下の脱水ケーキにすることが可能な能力を有する設
備を明確に規定する為に、計画固形物量の時期等の条
件等を明示することで提案の公平性を確保していただ
けますでしょうか。

業務要求水準書(案)P4-Ⅲ-1-4の高濁度時・
通年平均濁度時・冬季のすべての時期におい
て、計画固形物量の全量を、含水率65％以下
の脱水ケーキにすることが可能な施設として
います。

株式会社荏原製作所

101 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1)

Ⅲ-3-(1)－汚泥含水率が６５％以上となった場合、ペ
ナルティーは発生するのでしょうか。

ペナルティシステムについては、事業契約書
（素案）にて県水道局の考えをお示し致しま
す。 株式会社荏原製作所

102 業務要求
水準書(案) 8

設計・建設－「含水率65%以下の脱水ケーキにするこ
とが可能な能力」とは、脱水機の能力を規定するもの
か、排水処理施設としての能力を規定するものか御教
示願います。（乾燥機・風乾燥等による含水率の低
減）

排水処理施設の能力として規定しています。

株式会社荏原製作所

103 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (2)

Ⅲ-3-(2)－ここでいう既設排水処理施設の運営に用い
る施設に付属する電気・機械・計装設備の更新とは既
設濃縮槽汚泥掻寄機・既設汚泥引抜ポンプ等の既設更
新のことでしょうか。

ご質問のとおりです。

株式会社荏原製作所

104 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1) 

「含水率６５％以下の脱水ケーキ」とありますが、再
生利用する上で、再生利用先が６５％超の含水率のも
のを求めてきた場合、排水処理施設の能力を６５％超
としてもよろしいのでしょうか。

排水処理施設の能力を65%超とすることは、
いかなる場合も認めません。

戸田建設株式会社
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業務要求水準書（案）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

105 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1)

含水率65%以下の脱水ケーキにすることを要求されて
いますが、このレベルでは再生利用の用途が限られま
す。 将来、県水道局殿に移管されることを前提とす
れば、３５％程度を基準とすべきではないでしょう
か｡  性能の高い設備を提案した場合、当然ながら、
初期投資額が増加しますが、何らかの技術点によっ
て、しかるべく評価していただけるものでしょうか。

排水処理施設が県水道局に移管された後、施
設運営に必要な条件として、含水率を65％以
下にすることが可能とすること要求していま
す。
施設建設と脱水ケーキの運搬・再生利用を含
めて業務全体で最適な方法を求ます。
性能の高い施設を提案した場合の加点の有無
は、入札公告時に公表する「落札者決定基
準」に示します。

富士電機システムズ
株式会社

106 業務要求
水準書(案) 8 3 （1）

「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」とありますが、有効利用が可能であ
れば、特に水分の規定は必要ないかと考えますがいか
がでしょうか。

排水処理施設が県水道局に移管された後、施
設運営に必要な条件として、含水率を65％以
下にすることが可能とすること要求していま
す。 日本碍子株式会社

107 業務要求
水準書(案) 8 3 （3）

「耐久性（目安として40年以上）を有するとともに」
とありますが、これは建屋に対する耐久性と考え、設
備に対するものではないと解釈しますがよろしいで
しょうか。

ご質問のとおりです。

日本碍子株式会社

108 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1)

「排水処理施設は、・・・計画固形物量の全量を含水
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。」とありますが、施設に乾燥設備や造粒
設備を設営した場合、維持管理運営期間終了後に脱水
設備のみで含水率65％以下が達成される場合は、脱水
設備以外は撤去してもよいと考えてよろしいのでしょ
うか？

維持管理運営期間終了後の施設の撤去は、事
業範囲に含みません。維持管理運営期間終了
後の乾燥設備や造粒設備の撤去又は継続使用
の取扱いは、事業終了の数年前に協議を行っ
たうえで決定します。 清水建設株式会社

109 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (2)

「新設脱水機棟は、・・・次期更新時においても使用
できる耐久性（目安として40年以上）を有するととも
に、・・・」とありますが、建築物や設備の瑕疵担保
期間について規定があれば指示願います。

瑕疵担保期間は、建築物、設備とも、基本的
に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）にお示し
致します。 清水建設株式会社
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業務要求水準書（案）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

110 業務要求
水準書(案) 8 Ⅲ 3 (1)

設備能力は、計画固形物量の全量を含水率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
の記載があります。設備能力としては、この計画固形
物量で考えればよろしいのでしょうか。県水道局殿の
見解をご教示して頂ければ幸いです。

NO.100を参照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

111 業務要求
水準書(案) 8 (3)

「…耐久性（目安として40年以上）を有する…」とあ
りますが、耐久性40年以上を保証し、資産価値はこれ
で査定していただけると考えてよろしいのでしょう
か。

本事業は、ＢＴＯ方式を採用しているため、
建物や設備の引渡し後の資産価値は、県水道
局の問題であると考えております。 株式会社東芝

112 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 （5）

新設施設区域におけます緑地面積の規定がありました
ら、教えてください。

既存施設区域、新設施設区域ともに緑化の対
象とします。緑地面積は入札公告までに示し
ます。 大成建設株式会社

113 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 （8）

受電に関しまして、事業者が受変電設備を整備し、東
京電力㈱等から直接受電するという意味でしょうか。
また、既存の受変電設備の場所を教えてください。

事業者が独自に受変電設備を設置してくださ
い。なお、既存受変電設備は、実施方針の添
付資料８「栗山浄水場排水処理施設　現況
図」の栗山橋上流側に位置する「電気設備」
が既存受変電設備です。

大成建設株式会社

114 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 (7)

Ⅲ-3-(7)－連絡管等の配管は防食対策を施すこととあ
りますが、特に防食仕様はあるのでしょうか。防食塗
装や防錆塗装でよろしいでしょうか。

事業者の提案により、維持管理運営に支障を
生じないよう、十分な耐久性を有する防食対
策をしてください。

株式会社荏原製作所

115 業務要求
水準書(案) 9

水道－給水管の口径、水圧、給水可能量を御教示願い
ます。

給水管の口径φ300の予定です。
給水設備は設計段階です。

株式会社荏原製作所

116 業務要求
水準書(案) 9

雨水・雑排水・汚水の排水－既設の配管は使用可能で
すか。また、排水先が河川の場合、緊急放流ラインへ
の接続は認められますか。

緊急放流管への接続は認めません。県水道局
が整備する排水設備に接続してください。
[実施方針（添付資料２）参照] 株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

117 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 (8)

「電気は、事業者が一般電気事業者より直接購入する
ものとする。」と記載されていますが，電力の託送制
度を使っての購入も許容されますか．

許容されます。

株式会社日立製作所

118 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 (8)

「電気は、事業者が一般事業者より直接購入するもの
とする。」、「排水処理施設で使用する水道水は、事
業用地境界付近まで県水道局が敷設する給水管から給
水する。」、「事業用地には公共水道が整備されてい
ない。関係法令にしたがい適切に排水すること。」と
ありますが、江戸川浄水場施設全体の給電計画・給水
計画・排水計画がございましたら、その詳細をご教授
願います。

排水は合併浄化槽などで適切に処理して県水
道局が建設する排水設備に接続して排水して
ください。また、給水管は、事業用地境界付
近までφ300を県水道局が布設します。事業
用地内の給水設備は事業者が設置してくださ
い。[実施方針（添付資料２）参照]
電力は（仮称）江戸川浄水場からは供給しま
せん。単独で受電してください。

清水建設株式会社

119 業務要求
水準書(案) 9 10)

既存脱水機棟における雨水、雑排水、汚水の排水施設
内容をご提示ください。

雨水・雑排水は、坂川へ放流。汚水は、浄化
槽処理（単独分離接触曝気方式）した後、坂
川へ放流しています。

日立プラント建設株
式会社

120 業務要求
水準書(案) 9

電気－コージェネ設備を導入し、本施設における「熱
源利用」、一般電気事業者への「買電」等を行うこと
はよろしいでしょうか。

コージェネ設備の熱源を、排水処理施設に利
用することは認めます。（仮称）江戸川浄水
場への売電は考慮しません。
一般電気事業者への「売電」は、入札公告ま
でに公表します。

株式会社荏原製作所

121 業務要求
水準書(案) 9 Ⅲ 3 (10)

Ⅲ-3-(10)－雨水、雑排水、生活排水の処理排水等の
排水先を御教示ください。

合併浄化槽などで適切に処理して県水道局が
建設する排水設備へ接続して排水していただ
きます。なお、県水道局が建設する排水設備
の排水先は、坂川の予定です。 株式会社荏原製作所

122 業務要求
水準書(案) 10

事業期間終了時の状態として、本業務要求水準書で提
示した性能を発揮できる機能を有するとありますが、
具体的な表現は本書で示しているのでしょうか。また
性能の検証をするための判断基準について御教示願い
ます。

施設移管時点において、事業者が提案により
設置した施設を、県水道局が引き続ぎ運転を
継続できるようにしてください。

株式会社荏原製作所
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業務要求水準書（案）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

123 業務要求
水準書(案) 10 Ⅲ 3 (11) 4) 

水道局様による引き続きの運用において，制約はあり
ますか．（人員，勤務時間，ユーティリティ調達，
等）

事業終了後、県水道局は、事業者が整備した
施設を運転管理します。事業者は施設整備に
あたり、県水道局の勤務パターン等を制約条
件としてを考慮する必要はありません。 株式会社日立製作所

124 業務要求
水準書(案) 10 Ⅲ 3 (11） 1),2)

P10-Ⅲ-3-(11)-1),2)において、1)中｢必要に応じた設
備更新｣、2)中｢必要に応じて補修｣とありますが、大
規模修繕業務については、本事業の業務範囲に含まれ
ますか。また、もし含まれない場合には、維持管理業
務に含まれる修繕業務と、大規模修繕業務の明確な区
分につき御教示下さい。

新規設置施設及び設備の更新の大規模修繕は
事業者の業務に含まれます。

株式会社フジタ

125 業務要求
水準書(案) 10 Ⅲ 3 (11) 3)

「全ての外構施設について、外観、衛生状態を保ち、
人に不快感を与えないよう、適切に清掃等を行うとと
もに、各施設の本来の機能を維持するため必要に応じ
て補修すること。」とありますが、堤防等は一般者の
散策コースとなっており、清掃状況を保つには犬の糞
の始末等の日常業務が発生すると思われます。維持管
理範囲を明確にご指示願います。また、近隣住民との
騒音・振動や車両運行台数及び作業可能日・作業時間
帯等の協定がございましたらご教授願います。

維持管理の範囲は、業務要求水準書（案）
Ⅲ-1-(1)に示す事業者が使用できる用地で
す。
また、地元説明会等における要望事項は次の
とおりです。
・交通整理員の配置すること。
・振動、騒音対策（低騒音・低振動の建設機
械や工法の採用）を講じること。
・家屋調査の実施すること。
・砂塵の飛来防止対策を講じること。
・工事との因果関係により人体に被害が生じ
た場合は補償すること。
・工事車両は徐行すること。
・工事車両の通行時間は、土日祭日以外の8
～17時とすること。

清水建設株式会社

126 業務要求
水準書(案) 10 Ⅲ 3 (11) 4)

事業期間終了時に業務要求水準書で提示した性能を発
揮出来る機能を有し、事業期間終了後は県水道局殿が
引き続き運転を継続出来るようにするとの記載があり
ます。この項目により瑕疵担保等が発生する事はない
と考えていますが、県水道局殿はどの様にお考えで
しょうか。

事業期間終了後の瑕疵担保責任については、
事業契約では特に定めません。従って、瑕疵
担保等の問題は、民法の定めに従うことにな
ります。 月島テクノメンテ

サービス株式会社
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業務要求水準書（案）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

127 業務要求
水準書(案) 10

(1) 計画固形物量に対して、受け入れる汚泥の量が変
動するリスクの分担についてお教えください。

業務要求水準書(案)P4-Ⅲ-1-(4)の計画固形
物量は、設備規模を決定する際に用いるもの
です。気象条件による汚泥量の変動のリスク
は事業者が分担してください。現段階で想定
していない、浄水処理の変更（凝集剤の変更
等）によるものについては、NO.129を参照し
てください。

ＪＦＥエンジニアリ
ング株式会社

128 業務要求
水準書(案) 10

(2) 計画固形物量の資料によりますと、維持管理・運
営の開始日から10年までと10年以降とで、低濃度汚泥
と高濃度汚泥の比率が変わっていますが、将来浄水処
理方式の変更が予定されているのでしょうか。

御指摘の変化は、浄水場処理量の変更を想定
していることによります。浄水処理方式の変
更によるものではありません。

ＪＦＥエンジニアリ
ング株式会社

129 業務要求
水準書(案) 10

(3) 将来の浄水処理の変更(凝集剤の変更・粉末活性
炭を含めた高度処理の導入)による固形物量及び汚泥
濃度変動のリスクの分担についてもお教えください。

本案件に直接係わる制度変更及び県水道局の
事由による変更は、県水道局のリスクです。

ＪＦＥエンジニアリ
ング株式会社

130 業務要求
水準書(案) 11

浄水場が通常の機能を損ない、貴県水道局の求めに応
じて排水処理施設の運転の停止を行った際の、排水処
理施設の再稼動に係る費用の負担についての考え方を
お示し頂けませんでしょうか。

県水道局の事由により、排泥を停止した場
合、排水処理施設整備等の費用に係わる対価
と維持管理・運営費に係る対価は予定どおり
支払いうことを考えています。脱水ケーキ再
生利用に係わる対価は出来高です。
不可効力の場合は、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、工事費の1％あるいは、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
ていく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

131 業務要求
水準書(案) 11 4 (4)

機能の停止・災害及び事故の場合、早急に（速やか
に）復旧とありますが、ペナルテイやサービス購入料
についての減額処置等を科する事は無いと考えてよろ
しいでしょうか。

No.101を参照してください。

月島機械株式会社
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業務要求水準書（案）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

132 業務要求
水準書(案) 11 Ⅲ 4 (3) 4)

Ⅲ-4-(3)-4)緑化－植栽を行う範囲は添付資料９の新
施設区域(約5,000㎡)を対象と考えて良いでしょう
か。また緑化計画についての準拠すべき規準等を御教
示ください。

NO.112を参照してください。

株式会社荏原製作所

133 業務要求
水準書(案) 12 Ⅲ 4 （4） 3）

フェンスの仕様に規定がありましたら、教えてくださ
い。

フェンスの規格は事業者の提案によるものと
します。
事業用地境界を明確にするため及び単独受電
を行うため、電気事業法上必要であることか
ら、フェンスの設置を求めるものです。

大成建設株式会社

134 業務要求
水準書(案) 12

本事業には、上澄水を返送する事業が含まれており、
水道水に対するテロ対策等を考慮する必要があるので
はないかと考えますが、事業用地および施設における
警備についての要求水準および事業者の責任範囲をお
示し頂けませんでしょうか

水道局敷地内への進入を防止するための警備
は、県水道局が行います。事業用地内の警備
は、事業者の責任において実施してくださ
い。 東亜建設工業株式会

社

135 業務要求
水準書(案) 12

事業期間終了後に本施設の性能を維持するべき期間を
お示し頂けませんでしょうか

事業終了前に行う協議によって定める、県水
道局が必要な更新又は修理について、合理的
な範囲で最も早く実施できる時期までです。

東亜建設工業株式会
社

136 業務要求
水準書(案) 12

貴県水道局が運転を引き継がれるにあたって、必要な
条件(作業員数や勤務形態あるいは別途必要なサービ
ス施設の内容等)についてお示し頂けませんでしょう
か

NO.123を参照してください。

東亜建設工業株式会
社

137 業務要求
水準書(案) 12 Ⅲ 4 (3) 5)

現在施工中の工事において電波障害が発生しています
でしょうか？また、現在施工中の工事において事前調
査がなされていれば、結果について公開願います。

現在施工中の工事及び排水処理施設整備を県
が直接実施する場合に影響が想定される範囲
につきましては、県水道局が電波障害の事前
調査を実施する予定です。

清水建設株式会社
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138 業務要求
水準書(案) 12 Ⅲ 4 (4) 3)

フェンスは現在工事中のものと同等と考えてよいで
しょうか？
また、近接住民側（矢切排水機場横）に防音壁の設置
を検討する必要がありましたらご指示願います。

フェンスは、NO.133を参照してください。
防音壁は、事業者の提案により設置する設備
が騒音規制上、必要とするならば設置してく
ださい。 清水建設株式会社

139 業務要求
水準書(案) 12 Ⅲ 4 (3) 4)

緑化の項目ですが、新設施設区域に関しては、植樹率
等の設定はあるのでしょうか。県水道局殿の見解をご
教示して頂ければ幸いです。

NO.112を参照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

140 業務要求
水準書(案) 12 Ⅲ 4 (4) 3)

フェンスの設置の項目ですが、どの様な規格のフェン
スを設置したらよろしいのでしょうか。（それとも、
規格については事業者の判断によるものでしょうか）
県水道局殿のご見解をご教示して頂ければ幸いです。

NO.133を参照してください。

月島テクノメンテ
サービス株式会社

141 業務要求
水準書(案) 12 12 (3) 3)

「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。

高規格堤防事業の盛土工事は、協議・検討中
の段階です。工事の施工計画に影響を与える
可能性もありますが、盛土工事の工程等につ
いては、決定次第公表いたします。
栗山橋の設計荷重はTL-14です。

月島機械株式会社

142 業務要求
水準書(案) 13 別図1

門、囲障等について下記御教示下さい。
(1) 別図1に記載あるフェンスの設置範囲に含まれな
い部位は既存のフェンスがあるものと考えて良いで
しょうか。
(2) 上記フェンスの規格等を御教示ください。
(3) 門、門扉等の設置は不要と考えて良いでしょう
か。

(1) 既存のフェンスがある、又は、県水道局
が新設するとお考えください。
(2) NO.133を参照してください。
(3) 入口には門扉を設置してください。ネッ
トフェンスの門扉程度を想定しています。 株式会社荏原製作所
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143 業務要求
水準書(案) 14 別紙1

「伝送項目」の単位及び伝送頻度をご教示願います。 SI単位系、常時伝送とします。

日立造船株式会社

144 業務要求
水準書(案) 15

別紙2-1
2-2
2-3

過去の実績データに対して統計的解析を加え検討する
必要があると考えますので、PDFファイルではなく
EXCEL等のデータを活用できるファイル形式にて公開
願います。

業務要求水準書(案)の別紙2-1,2,3のEXCEL
データをホームページにて公開します。

清水建設株式会社

145 業務要求
水準書(案) 21 別紙2-3

低濃度汚泥には粉末活性炭が含まれているが、高濃度
汚泥には粉末活性炭は含まれないと考えてよろしいで
しょうか。

通常時は、ご質問のとおりです。
ただし、水質事故時には、高濃度汚泥にも粉
末活性炭が含まれる場合があります。 日本碍子株式会社

146 業務要求
水準書(案) 21 別紙2-3

脱水機棟地階に活性炭注入設備があったかと思います
が、粉末活性炭注入設備は今回範囲外ということでよ
ろしいでしょうか。

粉末活性炭注入設備は、県水道局が自ら撤去
しますので、事業者業務の範囲外です。

日本碍子株式会社

147 業務要求
水準書(案) 21 別紙2-3

脱水ケーキの有効利用を考えた場合、活性炭を含まな
い方が利用範囲が広がります。活性炭注入を止めるこ
とは可能でしょうか。

粉末活性炭の注入を止めることはできませ
ん。

日本碍子株式会社

148 業務要求
水準書(案) 22 別紙3

「粉末活性炭を含まない」とは、2項に示されるＰＡ
Ｃ注入量が粉末活性炭を注入していない時の数値とい
う意味で、高濃度汚泥についても粉末活性炭の混入は
あるものと考えてよいでしょうか。

NO.145を参照してください。

株式会社荏原製作所

149 業務要求
水準書(案) 22 別紙3

高濃度汚泥の脱水性に関する御見解をお持ちでした
ら、教えてください。

NO.16を参照してください。

株式会社石垣

150 業務要求
水準書(案) 6

　河川水の油類による汚染等の緊急時、県水道局の指
示により、適切に処理して、坂川へ放流とあります
が、その際の汚泥の処理リスクは県の負担と理解して
よいのでしょうか。

NO.54を参照してください。

新日本製鐵株式会社
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151 業務要求
水準書(案) 7

　排水処理場から浄水場へのデーター伝送の設備構
成、建設および維持管理分担の考え方について、お聞
かせください。

「信号受渡等について」別紙１を参照してく
ださい。

新日本製鐵株式会社

152 業務要求
水準書(案)

栗山橋が搬入ルートとなると考えられますが、重量制
限等はありますでしょうか。

NO.141を参照してください。

日本碍子株式会社
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