
実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

1 2 1 (1) ク
設計・建設業
務

「（ア）設計業務　c 市が実施する近隣
説明への協力」とありますが、想定され
る具体内容・頻度をご教示ください。

事業開始時に近隣住民に向けた事業説明
会を予定しています。頻度は未定ですが
数回を予定しています。

2 2 1 (1) ク
新規施設の設
計・建設業務

既設の機械濃縮設備、汚泥消化設備等の
撤去は本事業の範囲外との理解でよろし
いでしょうか。

既設の汚泥消化施設の撤去は本事業の範
囲外です。新規に施設を建設するために
必要な撤去は本事業の範囲です。
なお、既設に機械濃縮設備はありませ
ん。

3 2 1 (1) ケ
新設と併用し
ない既存施設
の修繕

既存施設のうち新設と併用しない施設
（重力濃縮施設、第１・２汚泥貯留タン
ク、既存電気設備）の修繕業務は、市の
業務範囲としていただきたくお願いしま
す。
事業運営時点での老朽化状態がわから
ず、事業期間での更新などの判断が市で
あるため、市側で実施すべきであると考
えます。事業者範囲とするとリスクを踏
まえ、過度な入札金額となります。
なお、必要に応じ小修繕（例：130万円
以下/件かつ300万円以下/年）は事業者
とする考えもあります。
※詳細については競争的対話の中で協議
させてください

既存施設の機械設備の修繕はすべて本事
業に含みます。既存施設の土建構造物・
防食塗装、建築付帯設備、電気設備につ
いては130万円以下/件かつ1,000万円以
下/20年を本事業に含む修繕の対象とし
ます。併せて別紙「本事業に含む修繕の
範囲」をご参照ください。

4 2 1 (1) ケ
新設と併用す
る既存機器の
修繕

既存施設のうち新設と併用する機器（脱
臭施設と汚泥脱水施設）の修繕内容は、
事業者の提案に委ねていただきたくお願
いします。
上記既存施設を活用した新設施設の提案
を行ううえで、修繕費用と内容を事業者
で判断する必要があると考えます。

既存施設のうち新設と併用する機器（脱
臭施設と汚泥脱水施設）の修繕内容は事
業者の提案とします。

5 2 1 (1) ケ
（イ）保全管
理業務

b 修繕業務
既存施設の修繕業務について、年間の修
繕上限金額および1件当たりの修繕上限
金額は、入札説明書等の資料で示される
という理解でよろしいでしょうか。

回答No.3をご参照ください。

6 3 1 (1) ケ
維持管理・
運営業務

「（エ）その他維持管理・運営に必要な
関連業務　d 本施設の見学対応、パンフ
レット等作成業務」とありますが、想定
される具体内容と頻度をご教示くださ
い。

見学対応としては他団体からの視察等に
対する技術的な説明のサポートを考えて
おります。時期及び頻度は未定です。
パンフレット等作成業務は、本事業の概
要を説明するパンフレット1000部の作成
（原稿の提出を含む）を想定していま
す。

7 3 1 (1) ケ
本施設の維持
管理・運営業
務

（エ）d　本施設の見学者対応、パンフ
レット等作成は、事業者が判断して実施
するものでしょうか、あるいは貴市が関
与されるのでしょうか。貴市が関与され
る場合、どの程度の規模（対象者、年間
回数、配布量）を想定されていますか。

見学者の対応については市が行います
が、事業者はこれに協力をお願いしま
す。また、回答No.6をご参照ください。

8 3 1 (1) ケ

(エ)その他維
持管理・運営
に必要な関連
業務

d 本施設の見学者対応、パンフレット等
作成業務
パンフレット作成については、見積条件
に関する一定の基準（過去5年間におけ
る来場者人数とその構成等）を入札説明
書等でご提示して頂くようお願いしま
す。

回答No.6をご参照ください。

9 3 1 (1)

ケ
（エ）
e、コ
（ア）

e

本施設の維持
管理・運営業
務、
市の業務範囲

事業者が施設の維持管理・運営業務とし
て行う「住民対応業務」と、市の業務で
ある「住民対応」の違いをお教え頂けな
いでしょうか。（別紙-2、住民対応リス
クには「費用」の負担に関する記述はご
ざいますが、「業務内容」の具体的な分
担について記述がなく、お聞きする次第
でございます。）

事業者が行う住民対応業務は、技術提案
書に基づき実施される事業の内容に対す
る要望、訴訟等への対応です。また、市
の住民対応は事業実施そのものや市の提
示条件に対する要望、訴訟等への対応で
す。
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実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

10 3 1 (1) ケ
本施設の維持
管理・運営業
務

（エ）e　住民対応業務とは、具体的に
どのような内容でしょうか

回答No.9をご参照ください。

11 3 1 (1) ケ
固形燃料の利
用先

事業の安定性確保のため、緊急時など
は、廃棄物処理施設で処理費用を支払っ
たうえでの燃料利用も認めていただきた
くお願いします。

廃棄物処理施設で処理することによって
生じる追加費用は事業者負担とすること
及び廃棄物処理施設の決定にあたっては
市の承諾を得ることを前提に認めます
が、ペナルティの対象とします。ペナル
ティの詳細については入札公告時に示し
ます。

12 3 1 (1) コ 市の業務範囲

市の業務として、返流水の受入れがあり
ます。事業者からの返流水に対して、水
量および水質等の基準値のご指定はあり
ますでしょうか。

要求水準書（案）に示します。

13 3 1 (1) コ 市の業務範囲

資源化工場への脱水ケーキ搬出に関し
て、脱水ケーキの量、頻度および含水率
の制約をご教示ください。

要求水準書（案）に示します。

14 4 1 (1) シ 事業者の収入

消化ガス発電設備で発電した電気の売電
収入は事業者の収入とありますが、※1
に場内利用とする可能性があるとありま
す。場内利用の場合でも、事業者の収入
となるのでしょうか。それとも事業者の
収入にはならないのでしょうか。

入札公告時に示します。

15 4 1 (1) シ 事業者の収入

消化ガス発電設備で発電した電気につい
ては、電気の売電収入または注釈1で場
内利用とする可能性があることが記載さ
れています。
見積金額試算のため、場内利用とする場
合においても、発電量に関する条件（発
電に関する場内利用量は、●●kWH/日と
する等）の基準を入札説明書等でご提示
して頂くようお願いします。

入札公告時に示します。

16 4 1 (1) ス
維持管理・運
営業務の対価

維持管理・運営業務の対価は毎月支払う
とありますが、金融機関との手続きを考
えると四半期毎が望ましいと考えます。

四半期毎とすることも可能です。詳細は
事業契約時に協議することとします。

17 4 1 (1) ス
市が払うサー
ビス購入料

サービス購入料A-2は、維持管理運営期
間中の割賦払いとありますが、サービス
購入料B-1,B-2と同様に、毎月支払われ
るとの理解でよろしいでしょうか。

サービス購入料A-2は年度支払い又は、
年度中2回（9月、3月）の支払いを予定
しています。
詳細は事業契約時に協議することとしま
す。

18 5 1 (1) セ
固形燃料の売
却収入

※2逆有償も認めるとありますが、ここ
で言う逆有償の定義をご教示願います。

固形燃料売却時に輸送費が売却収入を上
回り、費用が生じることを指します。ま
た、今後公表する実施方針（変更版）に
示します。

19 5 1 (1) セ
電気の売電収
入

売電収入を市に一部還元とありますが、
場内利用の場合は事業者の収入ではない
ので、一部還元することはできないとな
るのでしょうか。

入札公告時に示します。

20 5 1 (1) セ
固形燃料の売
却収入

図１の※２にて、固形燃料は逆有償を認
めるとの記載があります。
逆有償の場合は、サービス購入料B-2
（変動費）の提案単価に輸送費相当分を
含めるとの理解でよろしいでしょうか。

サービス購入料の構成については入札公
告時に示します。
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実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

21 5 1 (1) セ

消化ガス発電
設備で発電し
た電気の売電
収入及び固形
燃料の売却収
入

「事業者は、消化ガス発電設備で発電し
た電気の売電収入及び固形燃料の売却収
入を市に一部還元した上で、自らの収入
とすることができる。」とありますが、
下記2点について質問です。
①消化ガス発電設備について、ＢＴＯ方
式の事業であるため、発電事業者は貴市
になるとの理解でよろしいでしょうか。
②固形燃料について、ＳＰＣは貴市から
固形燃料を買い取り、その代金を支払う
という理解でよろしいでしょうか。ま
た、貴市から供給される下水汚泥につい
て、廃掃法上の排出事業者は貴市であ
り、貴市から固形燃料を買い取った時点
をもって所有権がＳＰＣに移るとの理解
でよろしいでしょうか。

①発電事業者はＳＰＣです。売電はＳＰ
Ｃから電力会社に行うこととなります。
②前段はご理解のとおりです。下水汚泥
の排出事業者は小山市です。所有権の移
転はご理解の通りです。

22 9 2 (2) ア
事業者の募集
及び選定のス
ケジュール

表4の募集・選定スケジュール（予定）
について、「技術対話」と「再技術提案
書、再見積書の受付」が同じ月（2021年
1月）に予定されていますが、「技術対
話」にて変更になった内容の反映に時間
を要すことが想定されますので「再技術
提案書、再見積書」の提出期限は柔軟に
対応くださるようお願いします。特に再
見積書については、金融機関との融資条
件を変更する場合も想定され、協議に時
間を要す可能性があるためお願いするも
のです。

詳細のスケジュールについては入札公告
時に示します。

23 12 2 (3) イ 参加資格要件

「(e)平成17年度以降に汚泥消化施設及
び固形燃料化施設を設計した実績」とあ
りますが、消化設備に関しては、撹拌
機、ガスホルダ、ガス処理設備等の主要
機器の設計実績が必要という理解で宜し
いでしょうか。

機械設備の設計に関してはご理解のとお
りです。今後公表する実施方針（変更
版）に示します。

24 12 2 (3) イ 参加資格要件

「(e)平成17年度以降に汚泥消化施設及
び固形燃料化施設を設計した実績」とあ
りますが、実績は下水道法に規定する終
末処理場に建設したもののみ該当という
ことで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 12 2 (3) イ 受付業種区分

a設計企業(d)の要件では市の「建設関連
業務委託」の登録が必要であるとの理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 12 2 (3) イ 受付業種区分

a設計企業(d)の要件が「建設関連業務委
託」である場合、細目(測量、土木関係
建設コンサルタント等）の指定は無いと
の理解でよろしいでしょうか。

細目は、事業者が実施する業務に応じた
細目で登録されていることを要件としま
す。

27 12 2 (3) イ
入札参加資格
条件

設計企業の実績は、汚泥消化設備及び固
形燃料化施設の基本設計・詳細設計・実
施設計（建設を含む）いずれの実績も認
められると解してよろしいでしょうか。

機械設備の設計に関しては、少なくとも
詳細設計又は工事で行う設計（工事設
計）（ 注）参照）の実績を有すること
を求めます。今後公表する実施方針（変
更版）に示します。
注）詳細設計：工事の発注に必要となる
設計図書を作成する設計、工事設計：工
事において行う設計をいう。

28 12 2 (3) イ
入札参加要件
（共通）

fに審査委員会の委員が属する企業に対
して参加が制限されています。審査委員
会の委員は入札公告時に公表されるとの
理解でよろしいでしょうか。

入札公告時に公表する予定です。
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実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

29 12 2 (3) イ
入札参加要件
（共通）

fおよびgに資本面もしきは人事面におい
て関連のある者が制限されています。こ
こでいう関連の定義をご教示願います。

実施方針Ｐ.11に記載のとおりです。

30 12 2 (3) イ
入札参加要件
（業務別）

b.建設企業(c)にて汚泥消化施設及び固
形燃料化施設を元請として施工した実績
を有することとありますが、PFI事業で
発注者であるSPCから元請で施工した実
績も認められるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

31 12 2 (3) イ
(イ)入札参加
資格要件ｂ建
設企業(a)

地元業者としては、機械器具設置工事に
経験がなく参加出来ないが、地元業者が
参加できるようなしくみにしていただき
たい。

当該要件は複数のもので満たせばよい要
件のため、地元業者も参加できる要件と
なっています。

32 12 2 (3) イ
入札資格参加
要件

参加要件として小山市内企業が存在しな
くとも成立する内容となっております。
経済効果のみならず地元（小山市内）業
者の技術的育成等を鑑み構成企業には
【市内本店業者を構成員として組成する
こと】の文言を追記していただきたく存
じます。特に建設企業に於いては、市役
所庁舎・体育館等、地元企業が参画し市
内業者の育成に大いに寄与させている事
業としての前例があること。又新型コロ
ナウイルスによる地域経済力低下の懸念
があるなか、雇用の確保等その対策の一
環にもなりうる方策でもある為ご配慮い
ただければ幸いです。

構成企業及び土木・建築構造物の建設を
担当する企業には、小山市内に本店を置
く業者を含むことを入札参加資格要件と
します。また、当該要件は今後公表する
実施方針（変更版）に示します。

33 12 2 (3) イ
入札資格参加
要件

建設企業に於ける資格要件（施工実績）
として「汚泥消化施設及び固形燃料化施
設の施工実績」との文言がありますが、
この条件ですとハ－ドルが非常に高いと
思います。当該構造物特性を鑑み、プラ
ントは一定の特殊条件が必須だと思われ
ますが土木・建築構造物に関しては別途
品質を担保する条件に変更いただきたい
と存じます。

機械設備の建設を担当する者の実績とし
て求めていた要件のため、土木・建築構
造物の建設を担当する者に求める要件と
分けて、今後公表する実施方針（変更
版）に示します。

34 12 2 (3) イ
市の登録に必
要な業務実績

a設計企業(d)の要件において、(g)にて
市の建設工事等入札参加資格者名簿の登
録に必要な条件を満たしていることとの
記載がありますが、この条件のうちの
「業務実績」については、PFIやDBOにて
設計業務を実施した実績も認めていただ
けるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

35 13 2 (3) イ
入札参加資格
条件

建設企業の実績は、汚泥消化設備及び固
形燃料化施設の元請共同企業体（JV）の
代表企業のみ実績として認められるとの
理解でよろしいでしょうか。

代表企業でなくとも構成企業や協力企業
として施工の実績があれば実績として認
めます。

36 13 2 (3) イ 資格要件

b建設企業（e）にて建設企業のみ特別目
的会社への出資が必須と読み取れます
が、この理解でよろしいでしょうか。

 平成17年度以降に、汚泥消化施設及び
固形燃料化（又は熱処理として類する乾
燥、炭化、焼却及び溶融）施設の維持管
理業務実績（１年以上）を有するものの
少なくとも1社も、２（５）に示す特別
目的会社に対する出資を行うこととしま
す。今後公表する実施方針（変更版）に
示します。
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実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

37 13 2 (3) イ 資格要件

c維持時管理企業（ｃ）に示された「汚
泥消化施設及び固形燃料化（又は熱処理
として類する乾燥、炭化、焼却及び溶
融）施設の維持管理実績について、脱水
汚泥等の焼却炉の維持管理実績もお認め
頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

下水処理場における脱水汚泥の焼却炉の
維持管理実績は認めます。

38 13 2 (3) イ
(イ)入札参加
資格要件ｂ建
設企業(d)

「小山市の建設工事入札参加資格者名簿
の登録されていない者が、申請書類を入
札参加資格審査申請時に提出し、条件を
満たせば入札参加資格要件を満たすもの
とする。」とありますが、このような事
例はあまり前例がないように思われま
す。既に小山市の建設工事入札参加資格
者名簿に登録されている地元業者に参加
できるチャンスをいただきたい。

本事業に求められる技術的な特性等を考
慮し、入札参加表明時に広く事業者を募
ることを目的とした要件のため、一部業
種に限定し、今後公表する実施方針（変
更版）に示します。
地元業者の参加要件については、回答
No.32をご参照ください。

39 13 2 (3) イ
入札資格参加
要件

小山市の入札参加資格名簿に登録が無く
とも当該案件審査申請時に登録が必要な
書類を提出すれば参加可能との文言があ
ります。ただし「登録に必要な条件を満
たしていることが確認できた場合」との
文言も付記されておりSPC組成において
リスキ－な項目（申請時未登録業者を含
めたSPCを組成し申請した結果何らかの
不備により当該業者の名簿登録が認めら
れず当案件に参加できないというケース
も考えられます）となっており又、当項
目そのものが類似案件参加要件とは乖離
しているものと思われます。当項目の削
除を御勘案いただきたく存じます。

入札公告前の段階において入札参加資格
者名簿の登録に必要な書類の確認を受け
付けます。
類似案件参加要件との乖離についての回
答はNo.38をご参照ください。

40 13 2 (3) イ
財務管理での
参画

ｄその他企業としての参画を検討してい
ます。
市の物品購入等入札参加資格者名簿にに
登録されていれば、参加要件は問題無い
でしょうか。

問題ありません。

41 15 2 (5) イ
SPCの
設立等の要件

「落札者は、本事業を実施するため、事
業契約の締結前までに会社法に定める株
式会社として本事業を経営するにあたり
妥当な資本金を持ったSPCを小山市内に
設立すること。」とございますが、「妥
当な資本金」について、具体的な基準を
お教え頂けますでしょうか。（具体的な
資本金額、総事業費に対する出資割
合...等の基準をお教え頂けますと幸い
です。）

事業の安定経営に必要とお考えの資本金
額、出資割合をご提案ください。

42 15 2 (5) イ
SPCの設立要
件

SPCは会社法に定める株式会社との記載
がありますが、SPCを合同会社とするこ
とは認めていただけないでしょうか。

株式会社としてください。

43 18 4 (2) －
施設構成の概
要

既設消化槽の改築や撤去および維持管理
（運転・保守・修繕ほか）は本事業の範
囲外であるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

44 18 4 (2)
既存施設の
CADデータ

表に記載の既存施設に関するCADデータ
をご提供頂けないでしょうか。
(汚泥処理棟内、第１・２汚泥貯留タン
ク廻り、重力濃縮施設）

既存施設に関する資料は要求水準書
（案）公表に併せて貸与する手続きを公
表する予定です。

5



実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

45 20 6 (2) イ 損害賠償

「市の責めに帰すべき事由により事業の
継続が困難となり、事業者が事業契約を
解除した場合、市は事業者に生じた損害
を賠償する。」とございますが、この損
害は、「事業者が事業を続けることによ
り本来得られたはずの利益」（市が払う
サービス購入料に加えて、本来得られる
はずであった「消化ガス発電設備で発電
した電気の売電収入及び固形燃料の売電
収入）も含まれるのでしょうか。

法律上の相当因果関係が認めれる範囲で
の損害を賠償する想定です。

46 20 6 (1) ウ
事業者の倒産
等による事業
契約の解除

「市は、事業者の財務状況の著しい悪化
により本事業の継続が困難と合理的に判
断される場合には、事業契約を解除する
ことができる。」とございますが、ここ
で示す「財務状況の著しい悪化」につい
て具体的な基準をお教え頂けないでしょ
うか。

その時点の財務状況に応じて事業の継続
が可能な状況かどうかを合理的に判断し
ます。

47 別紙2 共通
経済

リスク

物価変
動リス

ク
10

「維持管理・運営に要する費用にかかる
物価変動」のリスクに対して、「一定の
割合を超える物価変動は市、これ以外は
事業者」とございますが、「一定の割
合」の具体的な数字や基準をお教えいた
だけないでしょうか。また、今後、基準
についてご相談させて頂くことは可能で
しょうか。

入札公告時に示します。なお、基準につ
いて協議することは現状想定していませ
ん。

48 別紙2 共通
社会

リスク
環境

リスク
23

「事業者が行う本事業にかかる活動に起
因する環境問題（臭気、騒音、振動等）
への対応」は、「事業者」の負担とござ
いますが、本事業を市が行った場合でも
発生するであろう環境リスク（臭気、騒
音、振動等）については、市に負担して
頂きたく考えますが、いかがでしょう
か。上記の通り、事業者が負担する環境
問題の基準について、明確化するために
ご相談をさせて頂きたいと考えますが、
いかがでしょうか。

要求水準書及び技術提案書に示されてい
る環境問題に関する性能を満足しない場
合、事業者の負担となります。

49 別紙2 共通
不可抗
力リス

ク
30

「戦争、風水害、地震等、第三者の行為
その他自然又は人為的な現象のうち、通
常の予見可能な範囲を超えるもの」のリ
スクに対して、「一定の割合を超える物
価変動は市、これ以外は事業者」とあり
ますが、「一定の割合」の具体的な数字
や基準をお教えいただけないでしょう
か。また、今後、基準についてご相談さ
せて頂くことは可能でしょうか。

入札公告時に示します。なお、基準につ
いて協議することは現状想定していませ
ん。

50 別紙2建設段階
工事費
増加

リスク
40

「事業用地の配管等既設埋設物等による
費用増加」のリスクに対して、「市が提
示する資料から予見できない埋設物等に
よる費用増加については、必要に応じ協
議する。」とございますが、事業者側
で、施設建設地の選定はできないため、
「事業用地の配管等既設埋設物等による
費用増加」のリスクは、全面的に市で負
担して頂きたいと考えますが、いかがで
しょうか。

原案の通りとします。
事業者は、市が提示する資料や現地調査
から埋設物等を把握し設計・建設を行っ
てください。そのうえで、市が提示する
資料や現地調査により予見できなかった
埋設物等へのリスク分担については、対
応に必要な工事の規模や額を踏まえ、市
と事業者が協議するものとします。

51 別紙2 － － リスク分担表

▲3について（物価変動リスク）
①「一定の割合を超える」と記載があり
ますが、一定の割合については入札公告
時に定量的に明示頂けるとの理解でよろ
しいでしょうか。
②「～見直すことがある。」との記載が
ありますが、「～見直すことができ
る。」に表現を変更して頂くようお願い
します。

①入札公告時に示します。
②「～見直すことができる。」に変更し
ます。
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実施方針に関する質問・意見書に対する回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

52 別紙2 － － リスク分担表

▲4について（物価変動リスク）
「一定の割合を超える」と記載がありま
すが、一定の割合については入札公告時
に定量的に明示頂けるとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

53 別紙2 － － リスク分担表

▲5について（不可抗力リスク）
「一定の割合を超える」と記載がありま
すが、一定の割合については入札公告時
に定量的に明示頂けるとの理解でよろし
いでしょうか。特に、不可抗力事象への
対応費用については、年間あたりの上限
金額や事象対応回数などを定めるべきと
思料します。

前段の一定の割合を明示することについ
ては、ご理解のとおりです。
年間あたりの上限金額や事象対応回数な
どは入札公告時に示します。

54 別紙2 － － リスク分担表

▲9について（下水汚泥リスク_質、量）
下水汚泥の質と量の「一定範囲」につい
ては、入札公告時に定量的に明示頂ける
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

55 別紙2 － － リスク分担表

▲10について（下水汚泥リスク_異物混
入）
別途貴市が行う工事に伴い発生した工事
ガラや、本事業の範囲外となる施設の維
持管理業者が混入させた異物に起因する
場合も貴市が負担するという理解でよろ
しいでしょうか。

事業者が善管注意義務を履行したにもか
かわらず、施設の正常な運転を妨げる異
物が混入した場合は市が負担するものと
して今後公表する実施方針（変更版）の
リスク分担表を変更いたします。

56 別紙3

本事業で整備する新規施設（汚泥消化施
設、消化ガス発電設備、固形燃料化施
設）の建設予定地をご教示願います。

要求水準書（案）に示します。

57 別紙3

本事業で以下のエリアに施設を建設する
ことを想定しています。当該エリアにお
ける埋設物に関する資料およびボーリン
グデータをご提供下さい。
・既存の汚泥消化タンク北側および東側
・第二汚泥貯留タンク南側
・ホッパー室北側

要求水準書（案）に示します。

58 別紙3

既存の汚泥消化タンク東側エリアにおけ
る緑地や雨水抑制等の規準について該当
するものがありましたらご教示くださ
い。

要求水準書（案）に示します。

59 別紙4

現状の汚泥処理年報のデータは要求水準
書で提示頂けるという理解で宜しいで
しょうか。

既存施設に関する資料は要求水準書
（案）公表に併せて貸与する手続きを公
表する予定です。

60

事業全体に係る保険について質問させて
頂きます。当事業に対して、市では保険
を付保されるのでしょうか。市で付保す
る保険と、事業者が付保する必要がある
保険について、ご教示いただけないで
しょうか。

市が付保する保険は入札公告時に示しま
す。事業者が付保する保険は、提案書に
ご提案ください。

7



初沈汚泥

余剰汚泥

水処理
維持管理
委託範囲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本事業に含む修繕の範囲】

 

新規施設

既存施設

○：大規模・小規模修繕ともに本事業に含む。

△：小規模修繕のみ本事業に含む。（

 

 

初沈汚泥 

余剰汚泥 

水処理 
維持管理 
委託範囲 

汚泥処理事業

別紙 本事業に含

【本事業に含む修繕の範囲】

土建構造物

新規施設 

既存施設 

：大規模・小規模修繕ともに本事業に含む。

△：小規模修繕のみ本事業に含む。（

重力濃縮 

施設 

機械濃縮

施設 

汚泥処理事業

本事業に含む修繕の範囲

【本事業に含む修繕の範囲】

土建構造物・防食塗装

○ 

△ 

：大規模・小規模修繕ともに本事業に含む。

△：小規模修繕のみ本事業に含む。（

汚泥消化

 

汚泥処理事業 

汚泥消化施設

 脱臭施設

修繕の範囲 

図

【本事業に含む修繕の範囲】 

・防食塗装 建築付帯設備

：大規模・小規模修繕ともに本事業に含む。

△：小規模修繕のみ本事業に含む。（13

汚泥消化 

タンク 

 

本事業範囲

汚泥消化施設 

脱臭施設 

図 事業範囲

建築付帯設備

○ 

△ 

：大規模・小規模修繕ともに本事業に含む。 

130 万円/件、

脱硫器 

 

第

貯留タンク

第

貯留タンク

本事業範囲 

汚泥貯留施設

範囲 

建築付帯設備 機械

件、1,000 万円以下

加温熱 

 

第 2汚泥 

貯留タンク 

ガスタンク 

第 1汚泥 

貯留タンク 

汚泥貯留施設 

本事業で整備する施設（案）

維持管理・運営開始後も継続して使用する既存施設

機械設備 

○ 

○ 

万円以下/20 年）

消化ガス

発電設備

本事業で整備する施設（案）

維持管理・運営開始後も継続して使用する既存施設

汚泥脱水施設

固形燃料

化施設

電気設備

○ 

△ 

年）（消費税含まず）

消化ガス 

設備 

 

ＦＩＴ
売電
又は

場内利用

本事業で整備する施設（案） 

維持管理・運営開始後も継続して使用する既存施設

汚泥脱水施設 

固形燃料

化施設 

事業者
へ

栃木県下水道資源化工場

へ搬出（

1,373

設備 

 

 

（消費税含まず） 

場外搬出

ＦＩＴ 
売電 
又は 

場内利用 

維持管理・運営開始後も継続して使用する既存施設

市→ 
事業者 
へ売却 

利用
への販売

栃木県下水道資源化工場

へ搬出（ケーキ搬出

1,373ｔ/年） 

場外搬出

維持管理・運営開始後も継続して使用する既存施設 

利用先
への販売

栃木県下水道資源化工場

ケーキ搬出量


