
要求水準書（案）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 1 1-2 （4） 不可抗力

昨今の新型コロナウイルスのような感染症も
不可抗力に該当するとの理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。事業契約書（案）に明
示する予定です。

2 3 2 5 事業概要

事業者は全ての汚泥を本施設で受け入れると
ありますが、水処理施設等にて酸敗等した汚
泥は消化設備の影響が有り運営に差し支える
ため、酸敗汚泥等は市殿にて処分や売電額か
らの差し引き等の検討を頂きたくお願い申し
上げます。

酸敗汚泥等施設の正常な運転を妨げる汚泥が
発生した場合は協議を行います。

3 3 2 2-5 事業概要

「余る消化ガスは消化ガス発電施設の燃料と
して利用し、事業者が発電事業者として固定
価格買取制度（以下「FIT」という）に基づ
き売電する。」とありますが、手続きや系統
接続に必要な費用負担は貴市にて対応いただ
けるのでしょうか？

・市は、2019年3月8日に応募締切があった北
関東東部エリアの「電源接続案件募集プロセ
ス」に応募しておりますが、2020年6月23日
現在、接続検討にかかる回答はなく、「本プ
ロセスの今後のスケジュール等につきまして
は、ノンファーム適用系統の検討を踏まえ、
決定していく」（電力広域的運営推進機関Ｈ
Ｐ参照）ものとされております。
・系統連系にかかる工事費負担金等、電力会
社に支払う費用は市が負担します。手続きや
書類作成業務そのものにかかる費用は事業者
が負担してください。

4 3 2 5 事業概要

固定価格買取制度に基づく売電が事業に含ま
れますが、当該エリアにおける系統の空き容
量など、接続可否に関する情報がありました
ら、開示願います。

回答No.3をご参照ください。

5 3 2-5 － － 事業概要

発電電力を場内利用とする場合の接続先は既
設設備と考えます。その際の既設設備の改造
に関しては、事業範囲外と考えて宜しいで
しょうか。

事業範囲内です。

6 3 2-5 － － 発電電力

発電電力を場内利用とする場合の接続先を処
理場電気設備の頭に戻す形とした場合、水処
理設備含めた処理場全体の電力削減分がサー
ビス購入料に反映されるという理解でよろし
いでしょうか。

場内利用の場合、以下のスキームを予定して
おります。詳細は入札公告時に示します。
・実際の発電量が技術提案書で提示した発電
量を超える場合、市は超える発電量に市と電
力会社が契約する単価を乗じた額を事業者に
支払う。
・実際の発電量が技術提案書で提示した発電
量に満たない場合、ペナルティとして、事業
者は不足する発電量に市と電力会社が契約す
る単価を乗じた額を市に支払う。
・実際の発電量が技術提案書で提示した発電
量と同じである場合、市と事業者の間で電力
料に関する支払いは発生しない。
※なお、発電にかかる電力料とサービス購入
料の支払いは別で行う（サービス購入料の増
額又は減額とはしない）予定です。

7 3 2 6
整備･運営方

針

｢維持管理･運営期間に行う既存施設の更新及
び長寿命化対策は本事業に含まず、別途市が
発注する｣とありますが、p31の(3)修繕に関
する業務では既存施設の内、機械設備に関し
ては大規模修繕が事業範囲に含まれていま
す。既存の重力濃縮機械設備、脱臭設備に関
して、大規模修繕と更新の違いをご教示願い
ます。また、これら既存の機械設備で現状更
新のご計画はありますか？

・「更新」は、要求水準書（案）p1(14)に示
すとおり、濃縮汚泥掻寄機、脱臭ファン等、
小分類以上の規模で新しく取り替えること、
「大規模修繕」は、小分類以上の規模で新し
く取り換えない大規模な修繕を指します。
・本事業範囲の既存の機械設備で更新計画は
ありません。

8 3 3-1 (3) －
事業予定地
⑤の小屋

事業予定地⑤の小屋は取り壊し予定と記載さ
れていますが、市が実施する予定との理解で
よろしいでしょうか。また、取り壊し時期を
御教示下さい。

取り壊しは市で実施します。時期は令和３年
10月中に取り壊しを終える予定です。

9 3 3 3-1 (3)
建設場所及
び事業用地

建設予定地⑤に既存している小屋については
杭基礎は使われていない、もしくは取り壊し
時に撤去いただけるという認識でよいでしょ
うか？

回答No.8をご参照ください。杭基礎ではあり
ません。

10 3 3 1 （3） 事業用地

事業予定地の電気・機械埋込管は撤去不可の
ものでしょうか？撤去不可の場合、埋設管位
置の資料をご提示いただけないでしょうか？
撤去可の場合、撤去工事は請負者所掌でしょ
うか？

消化汚泥移送管（汚泥消化タンク→汚泥貯留
槽）等、本事業の維持管理・運営開始後は使
用しない埋設管は撤去でき、請負者所掌とな
ります。また、要求水準書（案）p46に埋設
管を示します。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

11 3 3 1
建設及び事

業用地

事業予定地が複数地となる場合、事業用地間
の配管,配線等のラックを設けて宜しいで
しょうか。またその場合、既設建屋等より支
持することも宜しいでしょうか。

一つ目のご質問については、ラックを設けて
も構いません。
二つ目のご質問については、既設躯体の強度
上問題がない範囲で支持することは可能で
す。

12 4 3-1 図-１ －
小山水処理
センター全

体配置

事業予定地①への配線について、既設ハンド
ホールを使用可能と考えて宜しいでしょう
か。
（取り合い箇所電気参考図-4　HH-5～HH-6
間）

ご理解のとおりです。

13 5 3 2
敷地の立地

条件等

本事業とは別途工事で必要な調整とあります
が、それに伴い、本事業で仮設工事を要する
ような内容があればご教示下さい。

要求水準書（案）p27に示すその他の工事が
発生しますが、本事業においてその他の工事
のための仮設工事はありません。

14 5 3 3
基本処理フ
ロー

既設汚泥消化タンク、既設ガスホルダーは本
事業開始後に運用停止するものとし、停止後
の内部清掃、構造物の撤去、及び事業期間中
の管理責任は事業者の所掌外でよろしいで
しょうか？

ご理解のとおりです。

15 5 3 3
基本処理フ
ロー

既設汚泥消化タンクにおける設計諸元（設計
処理量、容量、滞留日数、設計ガス量な
ど）、及び投入汚泥量、消化ガス発生量の直
近の運転実績（年報、月報）をご教示くださ
い。あわせて、既設ガスホルダーを含めたフ
ロー、配置配管図をご提供ください。

・「要求水準書（案）に関する質問・意見の
受付等について」イに示す手続きに沿って開
示する既存施設情報でご確認ください。
・情報が不足する場合、本回答と同時に必要
な資料を個別に開示するための手続きを公表
しますので、開示を申し込んでください。

16 7 3 6
主要設備の
技術要件

本事業に機械濃縮機、汚泥消化タンク、汚泥
脱水機、固形燃料化設備の技術進歩は著し
く、必ずしも技術評価や公共下水処理場での
稼働実績等を有するもののみが優れた技術で
あるとは限りません。例えば、試験設備で優
れた結果を出した方式や、民間企業における
稼働実績を有する技術等の採用もお認め頂き
たく、技術要件の緩和のご検討をお願い致し
ます。

要求水準書（案）に示すとおりとします。

17 7 3 3-7 (1) 建設業務

新規施設の建設業務に「近隣調整」という業
務があるが、具体的な業務内容をご教示願い
ます。

工事車両の搬入出時の安全確保、騒音、振動
等の公害対策や工事内容の近隣住民への説
明、周知などを想定しています。

18 7 3 ７ (2)エ
事業範囲の
分担

「c 危機管理対応業務」について、具体的に
どのような業務を想定すればよろしいでしょ
うか。

故障、災害時等における市や水処理維持管理
業者との連絡や対応、危機管理対応マニュア
ルの作成などを想定しています。具体的な危
機管理体制や緊急時の対応方法等については
事業者提案となりますので、提案書にご記載
ください。

19 8 3 7 （3）ｃ
返流水の受

入れ

返流水の受け入れについて性状成分の条件等
は御座いますでしょうか。

要求水準書（案）p15に示す固形物回収率を
満足してください。ただし、通常の下水汚泥
処理において使用しない薬品を使用すること
などに起因して、返流水の性状が変化し、水
処理に悪影響を及ぼすことのないように管理
を求めます。

20 11 3 3-11 (1)

騒音、悪
臭、粉塵、
排出ガス対

策

現状における敷地境界での騒音値、臭気指数
をご教示ください

別紙「敷地境界騒音値」および別紙「敷地境
界臭気指数」に示します。

21 11 3-11 (1)
環境への配

慮

現在の敷地境界における暗騒音のデータをご
教示ください。

回答No.20をご参照ください。

22 11 3-11 (1)
環境への配

慮

敷地境界線を明示ください。 別紙「小山市水処理センター敷地境界線_平
面図」で敷地境界を赤で示しましたのでご確
認ください。

23 12 3 11 (3)
環境への配

慮

「計画する建築物、工作物が景観計画に定め
る規模を超える場合」について、具体的な規
制等をご提示いただけないでしょうか？

小山市景観条例では、目隠し壁等の景観対策
を行うよう基準が定められておりますが、本
事業においては、周囲の環境を考慮した上で
景観に影響を及ぼす可能性が低いことから、
必須事項ではなく推奨とします。入札公告時
に示す要求水準書で修正いたします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

24 12 4 1 1
(3)施設規
模、編成

「なお、系列数は問わないが、設備故障又は
修繕等により（中略）事業者はこれを負担す
る。」とお示しされています。ここで言う設
備故障又は修繕等とは、受託者の責めにより
生じるものが対象との理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

25 12 4 1 1（3）
施設規模、

編成

「計画以上の下水汚泥の処分費が発生する等
市の追加的支出が生じた場合、事業者はこれ
を負担する」とありますが、この場合の汚泥
処分費（処分単価）をご教示下さい。

・栃木県下水道資源化工場が受入れ可能な場
合は栃木県下水道資源化工場に搬出するか、
または事業者が市に処分先を提案し市の承諾
を得たうえで処分先を決定することとしま
す。前者の場合は市と栃木県の契約単価、後
者の場合は事業者と処分先の契約単価に基づ
き処分することとなります。
・令和２年度の処分単価（輸送費と消費税及
び地方消費税を含む）は次のとおりですが、
処分単価の変動リスクは事業者の負担です。
・栃木県下水道資源化工場：31,394円/t
・民間企業Ａ：19,030円/t
・民間企業Ｂ：24,200円/t
・民間企業Ｃ：49,720円/t

26 13 4 1 1（4）
下水汚泥の
量及び性状

初沈汚泥及び余剰汚泥におけるそれぞれの
VTSをご教授願います。または既設の消化ガ
ス発生倍率をご教授願います。（運転日報、
月報を頂戴したく）

回答No.15をご参照ください。

27 13 4 １ 1
性能に関す
る要求水準

（6）

本施設から発生する臭気の処理にて、臭気対
策を確実に行うことが求められています。現
状施設に対して周辺住民から臭気に関する苦
情が発生しているでしょうか？

苦情は発生していません。

28 13 4 1 1（4）
下水汚泥の
量及び性状

初沈汚泥と余剰汚泥の1日の引き抜きパター
ン(1回引き抜き量、運転時間等)がわかりま
したらご教示ください。

回答No.15をご参照ください。

29 13 4 1 1（4）
下水汚泥の
量及び性状

重力濃縮後の汚泥の濃度(変動幅)、1日の引
き抜きパターン(1回引き抜き量、運転時間
等)がわかりましたらご教示ください。

回答No.15をご参照ください。

30 13 4 1 1（6）
本時節から
発生する臭
気の処理

「作業時にはガスマスクを着用」とあります
が、本作業時の硫化水素濃度の測定値があれ
ばご教示下さい。

回答No.15をご参照ください。

31 13 4 4-1-1 (6)
本施設から
発生する臭
気の処理

現状使用している消臭剤の種類、使用量をご
教示願います。

近年の使用実績は以下のとおりです。
・ライトクリスタルＺＸ－ＬＤ　1,200kg程
度
・ライトクリスタルＺＸ－ＬＮ　1,200kg程
度

32 13 4-1-1 (5)

固形燃料化
する脱水汚
泥量と場外
搬出する脱
水汚泥量の

割合等

「市は、発生する脱水汚泥のうち、市が決定
する量を資源化工場に搬出する。」とありま
すが、「市が決定する量」とは1,373t/年と
の理解で宜しいでしょうか。
また、資源化工場への搬出量が著しく変化し
た場合は別途協議とさせて下さい。

「年間搬出量　1,373t/年前後」（要求水準
書（案）p34参照）で、「前後」は誤差程度
を意図しております。
搬出量が著しく変化した場合は協議します。

33 13 4-1-1 (6) イ
本施設から
発生する臭
気の処理

既設生物脱臭装置のメンテナンス頻度、ろ材
交換頻度、容量、また活性炭脱臭装置の各活
性炭容量及び交換頻度をご教示ください。

生物脱臭装置は特段の修繕等は行っていませ
ん。活性炭は、臭気が漏洩する可能性が考え
られたときに交換します。

34 14 4 1 1（7）
固形燃料の

規格

固形燃料の規格としてJIS規格（JIS Z7312）
を満たすことが規定されていますが、BSF-15
またはBSF、どちらの種類でも可と理解して
います。良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

35 14 4 1 1（8）
副製造物の

抑制

「副生成物を極力抑制する施設を」とありま
すが、制限等はありますか（例えば、日発生
量のトン数上限等）。

ありません。

36 14 4 1 1（8）
副製造物の

抑制

「副生成物を極力抑制する施設を」とありま
すが、副生成物の処分は事業者責任と理解し
ています。良いでしょうか。

ご理解のとおりです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

37 15 4 1 2（3）
消化タンク

熱

消化タンク加温熱として発電及び燃料化施設
の排熱と記載ありますが、スタートアップ時
や厳冬時を考慮し温水ヒーター等の専用加温
設備が必要と考えますが宜しいでしょうか。
また、想定される熱収支をご教授願います。

必要な加温設備を設置してください。
熱収支の想定はございません。

38 15 4 1
2（4）

ウ
ユーティリ
ティー等

回収率の記載有りますが、性状成分の条件等
は御座いますでしょうか。

回答No.19をご参照ください。

39 15 4 1 2（4）
ユーティリ
ティー等

ウの表に記載されている固形物回収率は、そ
れぞれその前段プロセスから排出される物質
の固形物に対する回収率と理解しています
（例えば「燃料化 95以上」は、燃料化プロ
セスにおける固形分回収率が、その前段プロ
セスから排出されるである脱水汚泥中の固形
分と比較して95%以上であることが回収率と
して規定）。この理解で良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

40 15 4 1
2（4）

ウ
ユーティリ
ティー等

汚泥処理返流水の水質、負荷量について、上
限値等の条件があればご教示願います。ま
た、上限値等の基準を守っていれば、万が一
水処理設備の放流基準値を超過した場合に事
業者へのペナルティ等は発生しないものと解
釈してよろしいでしょうか。

回答No.19をご参照ください。
ペナルティの解釈についてはご理解のとおり
です。

41 15 4 4-1-2 (2) 計量

各種計量の方法については事業者提案でよい
でしょうか？

別紙７で指定する方法を除き、ご理解のとお
りです。

42 15 4 4-1-2 (2) 計量

井戸水の使用量の計量は不要でしょうか？ 必要です。（栃木県生活環境の保全等に関す
る条例によります。）

43 15 4-1-2 (2) イ 計量

新設設備の電力量は、汚泥処理１次盤に設置
する電力計にて一括管理との理解で宜しいで
しょうか。

汚泥処理１次盤に設置する電力計に加え、要
求水準書（案）p92に示す電力計で管理して
ください。

44 15 4-1-2 (4) ウ
固形物回収

率

重力濃縮の回収率は、水処理からの汚泥投入
方法や汚泥性状、水温の影響を受けます。重
力濃縮の回収率が要求水準を達成しない場
合、水処理維持管理者と回収率の向上に向け
て協議、検討を行いますが、事業者の帰責事
由にあたらない場合は、ペナルティや改善指
示事項の対象としないようお願い申し上げま
す。

左記の場合においてはペナルティや改善指示
事項の対象としません。

45 16 4 1 2（4）
ユーティリ
ティー等

キに「20kVA未満であれば小山水処理セン
ター既設の非常用自家発電設備から電力を供
給することが可能」とありますが、供給時間
に制限があればご教示下さい。

発電機容量に対する燃料貯油量より12時間と
なります。

46 16 4 1 2（4）
ユーティリ
ティー等

キに「20kVA未満であれば小山水処理セン
ター既設の非常用自家発電設備から電力を供
給することが可能」とありますが、停電時に
電力供給を受けた場合の費用負担の考え方
（計量方法、単価等）をご教示下さい。

事業者は、電力計で計量した電気量に市と電
力会社の契約単価を乗じた料金を市に支払っ
てください。常時の運転においても同様で
す。詳細は入札公告時に示します。

47 16 4 4-1-2 (4)
ユーティリ

ティ等

本事業の監視制御設備は独自の監視制御設備
を設置とあるが、独自の監視制御設備にて監
視制御する設備は本事業で整備する設備（消
化設備、消化ガス発電設備、燃料化設備）と
いう認識でよいでしょうか？

既存設備を含みます。

48 17 4 1 3（1）
機械濃縮設

備

機械濃縮設備のろ液は水処理施設へ返送する
ことができるものと考えて宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

49 17 4 １ 3（2）
汚泥消化設
備

既設に余剰ガス燃焼設備があるかと思います
が、そちらは更新するのかまたは流用するの
かご教示ください。

更新します。

50 17 4 1 3（2）
汚泥消化設
備

汚泥消化設備とは、P.5 図-2に示す汚泥消化
施設(汚泥消化タンク、脱硫器、ガスタンク)
のこととの理解でよろしいでしょうか。

汚泥消化タンク、脱硫器、ガスタンク、汚泥
ポンプ、撹拌機等のことです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

51 17 4 4-1-2 (6)
施設の安全

対策

主要機器の制御電源及び計装電源は無停電化
を行うこととあるが、安全停止が確認される
までの電力が確保されればよいという認識で
よいでしょうか？

ご理解のとおりです。

52 17 4 1 2（8）
事業用地内
へのアクセ

ス

「本施設に部外者が出入りできないよう、適
切な対策を講じること」とありますが、現状
何か対策を行っていますか？また、対策のイ
メージがあればご教示いただけないでしょう
か。

現在は、門扉や扉の施錠、巡回による監視を
行っております。具体的な対策のイメージは
ありません。

53 17 4-1-2 (6) オ 主要機器

ここでの主要機器とは、p7に記載の「機械濃
縮機、汚泥消化タンク、汚泥脱水機、固形燃
料化設備」が該当するとの理解で宜しいで
しょうか。

オは「設備を安全に運転するために必要な制
御電源及び計装電源は、無停電化を行うこ
と。」に修正いたします。

54 18 4 1
3（2）

オ
汚泥消化設

備

防食塗装は20年以上の耐用年数を有すると記
載ありますが、改築や補修を行うことで20年
以上の耐用年数と考えて宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に示すとおりとします。

55 18 4 １ 3
機械設備に
関する要求

水準

既設脱水機を予備機として利用可とあります
が、既設脱水機の1日の運転時間をご教示下
さい。

回答No.15をご参照ください。

56 18 4 4-1-3 (2)
汚泥消化設

備

汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対
応できる設備とすることとありますが、実施
方針のリスク分担表にもある通り、大幅な逸
脱は貴市のリスクという理解でよいでしょう
か？また、その範囲については別途定量的に
ご提示いただけるという認識でよいでしょう
か？

一つ目のご質問については、ご理解のとおり
です。
二つ目のご質問については、入札公告時に示
します。

57 18 4-1-3 (4) イ
汚泥脱水設
備

既設脱水機を予備機として利用することは可
とする。とありますが、既設脱水機の修繕及
び更新費用は、本事業に含まれるとの認識で
よろしいでしょうか。

既設脱水機の修繕は本事業に含み、更新は本
事業に含みません。なお、修繕の額について
要求水準書（案）p31に規定しているので併
せてご確認ください。

58 19 4 1
3（8）

オ
固形燃料化

設備

主燃料が消化ガスと記載ありますが、既設の
自家発電等の主燃料をご教授願います。また
処理場近傍に都市ガス等の導管は敷設されて
ますでしょうか。

既設自家発電設備の主燃料はＡ重油です。都
市ガスの導管の敷設状況については、事業者
がガス会社に確認してください。なお、小山
水処理センターには敷設されておりません。

59 20 4-1-4 (3) ウ
速度制御方

式

VVVFの高調波対策はAC,DCリアクトルまでと
の理解宜しいでしょうか。

全体を考慮した高調波計算により、PWMコン
バータを必要により設置してください。

60 22 4 1 5
土木に関す
る要求水準

耐震設計に当たっては、「下水道施設の耐震
対策指針と解説／日本下水道協会の最新版に
準拠し、土木構造物及び複合構造物の土木構
造部については、想定地震動区分として「レ
ベル1 地震動」及び「レベル2 地震動」の二
段階の地震動を想定する」とありますが、発
電設備は電気事業法が適用されるため、耐震
性能評価は電気事業法によりレベル1対応
（レベル2は検討しない）の条件で宜しいで
しょうか。

発電設備を設置する機械基礎版については、
土木構造物としての耐震設計が必要となりま
す。（構造分類Ⅲ類）
版の上部に設置する設備については、電気事
業法等に準拠した耐震設計を行ってくださ
い。

61 24 4 1
6（1）

ウ

既設構造物
の構造安全
性の確保

既設汚泥処理棟の耐震化工事を実施する予定
と記載ありますが、どの程度の耐震化（壁の
増し打ち、ブレス追加等）を想定されてます
でしょうか。
また、既設汚泥処理棟への追加機器検討のた
め、建築図、機械設備工事図、電気設備工事
図等を確認したくお願い申し上げます。

耐震診断未実施の為、補強方法は未定です
が、RC壁の撤去新設、増打ちによる補強が主
となります。
工事図等の確認については、回答No.15をご
参照ください。

62 24 4 1 6
建築（工作
物含む）

機器架構、配管ラック等の鉄骨架構は、建築
に関する要求水準に従うものと考えて宜しい
でしょうか？

通常のプラント機械工事と同様とします。

63 24 4 1 6（1）

建築基準法
の遵守、耐
震安全性の

目標

イに「下水道施設の耐震対策指針と解説に準
拠」と記載がありますが、アに記載の通り、
建築物・工作物の耐震設計の基準は「建築基
準法」に準拠するものと考えて宜しいでしょ
うか？

「下水道施設の耐震対策指針と解説」、「建
築基準法」共に準拠して下さい。

64 25 4 1
6（2）

イ
建築設備

「下水道施設の耐震対策指針と解説」と「建
築設備耐震設計・施工指針」のどちらに準拠
すれば宜しいでしょうか？

「下水道施設の耐震対策指針と解説」、「建
築設備耐震設計・施工指針」共に準拠して下
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

65 26 4 2 3

(2)土木担当
者
(3)建築担当
者

詳細設計業務に関する実務経験があることと
ありますが、DB、DBO、PFI等の設計・建設工
事で行う設計業務の実務経験も含まれるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

66 26 4 2 3（1） 管理技術者

ア及びイの要件は、一人ではなく複数の人間
で満たす場合も認めて頂けますでしょうか。
厳しい要件となっているため緩和を要望致し
ます。

要求水準書（案）に示すとおりとします。

67 26 4 2 3（3） 建築担当者

一級建築士の資格を有し、かつ下水処理場の
建築施設の詳細設計業務の実務経験とありま
すが、一人ではなく、複数の人間で満たす場
合も認めて頂けますでしょうか。厳しい要件
となっているため緩和を要望致します。

要求水準書（案）に示すとおりとします。

68 26 4 2 3（3） 建築担当者

下水処理場の建築施設の詳細設計業務とあり
ますが、下水処理場に限定せず類似施設（地
域し尿処理場（処理人口500 人以上）、農業
集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設、
林業集落排水処理施設、廃棄物処理施設）に
おける実績も対象として頂けませんでしょう
か。下水処理場の建築施設と同等の設計能力
を必要と考えられます。

建築担当者については、類似施設の実績も対
象とします。なお、土木担当者は要求水準書
（案）に示すとおりとします。

69 26 4-2-3 (1) －
下水処理場
での実務経

験

技術者の配置要件として、下水処理場での実
務経験を求められていますが、工事において
行う設計の実務経験があれば良いとの理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

70 27 4 3 2(7)
その他の工
事との連携

令和4～5年度に汚泥処理棟の耐震補強工事が
予定されていますが、内容をご教示いただけ
ますか。

回答No.61をご参照ください。

71 28 4 3 3
汚泥消化タ
ンクの立ち

上げ

既設消化汚泥を新規施設の消化タンクへの移
送と記載ありますが、消化汚泥移送に伴う既
設消化槽への窒素手配及びパージ作業は事業
者範囲外と考えて宜しいでしょうか。
また、既設消化槽の浚渫作業一式は事業者範
囲外と考えて宜しいでしょうか。

窒素手配及びパージ作業は事業範囲内、浚渫
作業一式は事業範囲外です。

72 28 4 3 3
汚泥消化タ
ンクの立ち

上げ

底部に堆積している土砂、汚泥等は貴市にて
処分さ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。

73 28 4 3 3
汚泥消化タ
ンクの立ち

上げ

｢汚泥消化タンクの立ち上げにあたり、既存
消化タンク内の汚泥底部に堆積している土
砂、汚泥等を除き全量新規～｣と書かれてい
ますが、残った土砂等の処分、タンク内の清
掃は本事業範囲外と考えてよろしいですか？
仮に範囲内とした場合、想定される土砂の量
をご教示願います。

事業範囲外です。

74 28 4-3-2 （7） －
その他の工
事との連携

沈砂池設備・水処理設備更新の対象は、何池
目を指すものでしょうか。

沈砂池は現在使用している1,2水路をNo.2,3
水路に更新、水処理は1～6池の反応タンク可
動堰、沈殿放流可動堰、1～5池の終沈流入
ゲート、3/6台の返送汚泥ポンプとなりま
す。

75 29 4 3 4（1） 総合試運転

オ①に、資源化工場で処分する場合、脱水汚
泥の含水率の下限値は78％程度とあります
が、上限値はP.34 5-2-3に記載の85％との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

76 29 4 4-3-4 (1) 総合試運転

試運転中、脱水汚泥等を資源化工場にて処分
する場合の処分費用は現在の市の脱水汚泥処
分費の上限内という認識でよいでしょう
か？。

ご理解のとおりです。

77 30 5 1 4
(2)有資格者
の配置等

複数の下水処理場で汚泥消化施設と燃料化施
設の実務経験がある場合を含むとあります
が、それぞれ別の下水処理場での実務経験可
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

78 30 5 5-1-4 (2)
有資格者の

配置等

総括責任者の条件として、汚泥消化施設及び
燃料化施設を有する処理場において3年以上
の維持管理に関する実務経験があることとあ
りますが、維持管理を行う複数の人員（例え
ば総括責任者と副総括責任者）で条件を満た
すことをお認めいただけないでしょうか？

要求水準書（案）に示すとおりとします。

79 31 5 5-2
5-2-
1(3）

修繕に関す
る業務

 本事業に含む修繕の範囲に関する表につい
て、既存施設の機械設備に係る範囲が「〇」
（大規模・小規模修繕ともに本事業に含む）
とされています。
ここでいう大規模・小規模修繕とは、P1の用
語の定義で示されている「改築」「更新」に
該当しない主に消耗品等の交換により当該既
設機器の機能を維持するという理解でよろし
いでしょうか。

修繕は、改築（更新および長寿命化を含む）
に該当せず、施設の老朽化、劣化、損傷、故
障や部品の消耗等に対して、機能を維持また
は回復させるために行う措置です。
（大規模修繕、小規模修繕の定義は入札公告
時に示す要求水準書に示します。）

80 31 5 5-2-1 (3)
修繕に関す

る業務

既存設備の修繕について、過去の修繕履歴や
今後の更新計画等の情報をご提示願います。

回答No.15をご参照ください。

81 31 5 5-2-1 (5) 分析業務
分析については外部機関での分析が必須で
しょうか？

要求水準書（案）に示すとおりとします。

82 31 5-2-1 (2)
保守点検に
関する業務

法定点検等を行うこととありますが、想定さ
れている具体的な法定点検をご教示くださ
い。

必要な法定点検を行ってください。

83 31 5-2-1 (3) －
小規模修繕

の上限

小規模修繕の総額は1,000万円以下/20年との
記載がありますが、この対象は既存施設の
「土建構造物・防食塗装」「建築付帯設備」
「電気設備」の３項目の総額が1,000万円以
下/20年であるとの理解で宜しいでしょう
か。
（各項目1,000万円で3,000万円ではないとの
理解で宜しいでしょうか）

ご理解のとおりです。

84 31 5-2-1 (3)
修繕に関す
る業務

「(前略)総額　1,000万円以下/20年」とあり
ますが、それを超える修繕費は、本事業範囲
に含まれない認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

85 32 5-2-1 (9) イ
外構管理に
関する業務

環境整備の範囲と規模について、具体的な数
値をご教示ください。

本事業の外構管理の範囲は、本事業で整備し
たフェンス、門扉、道路、照明、植栽等が管
理の範囲となり、既存については範囲外とな
ります。

86 32 5-2-1 (9) エ
見学者対応
への協力

見学者用のパンフレット著作権は市に帰属す
るとありますが、パンフレットのデザインを
頂き、事業者が作製するとの認識でよろしい
でしょうか。

デザインも含め事業者が作成してください。

87 33 5 2 2
(6)事業終了
時に提出す

る書類

ア施設機能確認報告書(5-2-7で定める日)と
あります。5-2-7ではなく、5-2-10と読み換
える理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。（入札公告時に示す要
求水準書で修正いたします。）

88 34 5 2 3
脱水汚泥の
搬出

年間排出量は市が指定する量とあります。指
定された量を超えた場合、超過量分の処分
費・運搬費は事業者負担となりますでしょう
か。その場合、処分費、運搬費の単価をご提
示願います。

回答No.25をご参照ください。

89 34 5 2 3
脱水汚泥の
搬出

年間排出量は市が指定する量とあります。指
定された量を下回った場合、何らかのペナル
ティを課せられるのでしょうか。

ペナルティは課しません。

90 34 5 2 3
脱水汚泥の
搬出

脱水汚泥の運搬車両をご教示願います。 天蓋付ダンプトラック
最大積載量9.8t　車両総重量約20t
全長約7.9m×全幅約2.5m（天蓋開時約2.8m）
×全高約3m（天蓋開時最大高さ約4.1m）

91 34 5 2 3
脱水汚泥の

搬出

発生する脱水汚泥全量を連続して搬出できる
日数が1か月以下となっていますが、汚泥の
搬出計画を燃料化で利用した汚泥の残りの量
とした場合、1か月を超える連続搬出は可能
なのでしょうか？
また、この連続日数の中に土日は含まれない
という考えでしょうか？(土日が入っても搬
出連続日はクリアされない。)

一つ目の質問については、平準化を前提に可
能です。
二つ目の質問については、土日を含みます。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見の内容 回答

92 34 5-2-3 (3) －
緊急時の搬

出

緊急時に資源化工場に搬出した脱水汚泥量も
資源化工場への年間搬出量1,373ton/年に含
まれるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

93 35 5 2 8

維持管理業
務開始前の
既存施設の
機能等の確

認

既存施設立会の結果、既存施設に不具合があ
り、事業開始前に修繕・改築などの実施が必
要な場合、費用含めて対応は市にて行うもの
と解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

94 35 5-2-6
副製造物の
処分

固形燃料の製造過程及び修繕等において発生
する副製造物の処分は原則として事業者が関
係法令に基づき適切に処分するとあります
が、排出事業者は貴市であるため、処分費の
支払い代行を行うとの認識でよろしいです
か。

・副製造物の排出事業者はSPCや修繕工事を
担当する企業で、支払いを代行していただく
ものではありません。
・系内に滞留する汚泥は燃料化設備の上流側
に再投入するなどできる限り有効利用してく
ださい。産廃として処理せざるを得ない場合
は、市が排出事業者となり、事業者が処分費
を支払ってください。

95 別紙1 1
機械設備の
既存施設

ケーキホッパの仕様をご教示願います。 回答No.15をご参照ください。

96 41 別紙2 4 (2) 緑化規制

既に敷地面積の10%以上の緑地面積を確保し
ているとの記載があるが、本事業で緑化工事
は不要という認識でよいか？

ご理解のとおりです。

97 別紙4 土質条件

ボーリング柱状図の解像度が低く、文字が読
めません。解像度の高い資料をいただけない
でしょうか？

回答No.15をご参照ください。

98 別紙4 土質条件

室内試験結果をご提示いただけないでしょう
か？（粒度試験、液性・塑性限界試験、圧密
試験、孔内水平載荷試験　等）

回答No.15をご参照ください。

99 別紙4 土質条件

敷地内で土壌汚染対策法に基づく「要措置区
域」「形質変更時要届出区域」に指定されて
いる箇所は無いという理解で宜しいでしょう
か？また、有害物質使用特定施設を操業中ま
たは廃止したことがあれば併せてご教示くだ
さい。

土壌汚染対策法については事前協議の段階で
すが、土壌汚染の恐れがない土地として整理
される予定です。
有害物質使用特定施設には該当しません。

100 57 別紙5 (2)

既存二次処
理水供給フ
ローと供給

能力

7-8池処理水系統へ処理水供給用のポンプを
設置する場合について、処理水槽の容量なら
びに最大取水可能量をご提示願います。

入札公告時に示します。

101 別紙５

取り合い箇
所

電気参考図
－８

既設信号用配線ルートとして構内既設ラック
が使用できるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。


