
（様式Ｃ） 

 

〔質 問 回 答 書〕 

 

 

件  名：伊勢原浄水場運転維持管理業務委託 

 

要求水準書等の

該当頁 
質 問 事 項 回   答 

公募型プロポー

ザル方式の手続

開始に係る公告

兼参加説明書 

技術提案書作成に係る下記の内容

についてご教示願います。 

・製本するファイルに指定はないで

しょうか。 

・⑧自社の名称を記載してはならな

いとありますが、様式第１号以外も

同様でしょうか（例：技術提案書を

格納するファイルの表紙など）。 

製本するファイルに指定はありませ

ん。 

技術提案書については、様式 1号以外

(ファイルの表紙等)も同様に貴社の

名称は記載しないでください。 2頁 

6項 

公募型プロポー

ザル方式の手続

開始に係る公告

兼参加説明書 

概算見積書は技術提案書と別綴じ

で提出することとしていますが、提

出時の綴じ方にご指定はあります

でしょうか。 

指定はありません。 

3頁 

7項 

公募型プロポー

ザル方式の手続

開始に係る公告

兼参加説明書 

特記仕様書の作成とありますが、こ

の書類は本業務とどのような関係

にあたるのでしょうか。業務の内容

は、業務要求水準書に示されていま

すが、違いについてご教示願いま

す。 

また、特記仕様書の作成は発注者が

行うとの認識でよろしいでしょう

か。 

契約にあたり、特定通知書を受けた者

の技術提案書の提案内容と要求水準

書を基にして、企業団が特記仕様書を

作成します。この特記仕様書は、契約

図書の一つとなります。 4頁 

10項 

公募型プロポー

ザル方式の手続

開始に係る公告

兼参加説明書 

契約の締結にあたり契約書の作成

を要し、作成にかかる費用は特定者

の負担とありますが、契約書の作成

費用について、どのようなことを想

定されておりますでしょうか。 

打合せに係る費用、収入印紙等を想定

しています。 

5頁 

13項 

業務別発注概要

書 

参加資格で求められる業務の実績

を証明する書類は、契約書、特記仕

様書や公になっている資料の写し

を提出すればよろしいでしょうか。

また、様式は任意でよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

1頁 

 



業務別発注概要

書 

業務の実績にて、国内の水道事業又

は水道用水供給事業のうち河川表

流水で施設能力 100,000m3/日以上

の凝集沈澱・急速ろ過の浄水処理施

設を 10 年以内に 2 年以上の元請実

績とありますが、本実績は保守点検

のみや夜間業務のみなどの部分実

績ではなく、365日 24時間連続での

運転管理実績との認識でよろしい

でしょうか。 

また、共同企業体で参加する場合の

構成員の実績も同様の認識でよろ

しいでしょうか。 

保守点検のみの実務経験は認められ

ませんが、条件として示す運転管理業

務の実務経験が、2年以上あれば、24

時間連続でなくとも実務経験として

認めます。 

共同企業体の場合も条件として示す

内容が、2年以上あれば、24時間連続

でなくとも実務経験として認めます。 

2頁 

業務要求水準書 業務要求水準書に記載されている、

企業団や水運用センターからの指

示、要請については、その旨を書面

で発行されるという認識でよろし

いでしょうか。 

指示・要請については、原則書面によ

ります。ただし、緊急時・軽易な対応

の場合については、契約後、協議のう

え、決定します。 

     頁 

業務要求水準書 委託期間中に、水処理に影響する大

きな改良工事等の予定がありまし

たらご教示願います。 

現時点の予定ですが、「監視制御設備

更新工事(Ｒ5～Ｒ7)」、「薬品注入設備

更新工事(Ｒ6～Ｒ7)」、「沈でん池機械

機器設備更新工事(Ｒ3～Ｒ7)」、「沈で

ん池フロキュレータ等減速機更新工

事(Ｒ4、Ｒ6)」、「ろ過池更生工事(Ｒ3

～Ｒ6)」が予定されています。 

5頁 

  第 1章 

  第 1節 

  8項 

業務要求水準書 2020 年度より運用する施設管理シ

ステムについて、下記の内容をご教

示願います。 

・施設管理システムの具体的な機能

を把握したいため、詳細設計書な

どの資料を開示願います。 

・受注者に貸与されるシステムがイ

ンストールされている PC やタブレ

ット端末の台数をご教示願います。 

施設管理システムの仕様は、現在協議

中であり、開示できる資料はありませ

ん。 

また、施設管理システムは、要求水準

書 7 頁 表.2 貸与品一覧 の事務系

PC から操作閲覧することができま

す。当該事務系 PC の貸与台数は、１

台、タブレット端末は、伊勢原浄水場

職員と共用で、5 台を想定していま

す。 

   5頁 

第 1章 

  第 1節 

 8項 

(1) 

業務要求水準書 排水処理施設の稼働について、新旧

設備の運転の重複期間はあります

でしょうか。また重複する場合、そ

の期間はどのくらいを予定してい

ますか。ご教示願います。 

旧設備を稼働させながら、新設備の試

運転を行う予定ですので、新旧の切替

えにあたり、重複してそれぞれの施設

が稼働する期間があります。 

現段階では数か月程度を想定してい

ますが、詳細な工程は現在検討中であ

り、工事の進捗状況により変更となる

ことがあります。 

5頁 

  第 1章 

第 1節 

8項 

（2） 

業務要求水準書 測定機器の定期的校正は、絶縁抵抗 5種類のうち、ポケット型残塩計は、



6頁 

  第 1章 

第 1節 

12項 

計、接地抵抗計、デジタルマルチテ

スター、酸欠計、ポケット型残塩計

の 5種類でよろしいでしょうか。 

企業団からの貸与品ですので、定期的

な校正は企業団が行います。 

それ以外の 4 種類の測定機器につい

ては、受注者が定期的な校正を行って

ください。 

また、維持管理業務を行ううえで、企

業団からの貸与品を除き、4種類以外

の測定機器を使用する場合について

も、受注者が定期的な校正を行ってく

ださい。 

業務要求水準書 企業団からの貸与品についての校

正は企業団において実施するとい

う解釈でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

6、7頁 

  第 1章 

  第 1節 

12、13項 

業務要求水準書 業務責任者の資格基準として、国内

の水道事業又は水道用水供給事業

のうち河川表流水で施設能力

100,000m3/日以上の凝集沈澱・急速

ろ過の浄水処理施設を2年以上の運

転維持管理の実務経験とあります

が、本実績は保守点検のみや夜間業

務のみなどの部分実績ではなく、

365 日 24 時間連続での実務経験と

の認識でよろしいでしょうか。 

 

保守点検のみの実務経験は認められ

ませんが、条件として示す運転管理及

び維持管理業務の実務経験が、2年以

上あれば、24時間連続でなくとも、実

務経験として認めます。 

9頁 

  第 1章 

  第２節 

   2項 

（1） 

業務要求水準書 業務主任者の資格基準として、国内

の水道事業又は水道用水供給事業

のうち河川表流水で施設能力

100,000m3/日以上の凝集沈澱・急速

ろ過の浄水処理施設を2年以上の運

転維持管理の実務経験とあります

が、本実績は保守点検のみや夜間業

務のみなどの部分実績ではなく、

365 日 24 時間連続での実務経験と

の認識でよろしいでしょうか。 

業務責任者と同様に、保守点検のみの

実務経験は認められませんが、条件と

して示す運転管理及び維持管理業務

の実務経験が、2年以上あれば、24時

間連続でなくとも、実務経験として認

めます。 

9頁 

  第 1章 

  第２節 

   2項 

（2） 

業務要求水準書 作業従事者の資格基準で、運転管理

業務は河川表流水で凝集沈澱・急速

ろ過の浄水処理施設を2年以上の実

務経験を有する者を 24 時間 1 名以

上配置とありますが、本実績は保守

点検のみや夜間業務のみなどの部

分実績ではなく、365日 24時間連続

での実務経験との認識でよろしい

でしょうか。 

作業従事者のうち、運転管理業務に従

事する者については、保守点検のみの

実務経験は認められませんが、条件と

して示す運転管理業務の実務経験が、

2年以上あれば、24時間連続でなくと

も、実務経験として認めます。 

10頁 

  第 1章 

  第２節 

   2項 

（3） 



業務要求水準書 排出土の搬出が業務に含まれてい

ますが、搬出は脱水ケーキ貯留ホッ

パーからの搬出のみとなり、重機等

の使用はないという認識でよろし

いでしょうか。 

また、伊勢原浄水場にはトラックス

ケールがありませんが、搬出する際

の重量確認方法をご教示願います。 

排出土の搬出は、貯留ホッパーからの

搬出のみで、重機等の使用はありませ

ん。 

搬出する際は、貯留ホッパーの重量計

から搬出土量を確認しています。マニ

フェストに計上する数値は、別途契約

する排出土運搬処分委託業者のトラ

ックスケールの値を使用しています。 

17頁 

  第 1章 

  第２節 

  13項 

（1） イ （コ） 

 

 

業務要求水準書 導水管理における給水地点の近接

工事協議時の補助対応とあります

が、内容をご教示願います。 

企業団の導送水施設に近接した工事

が行われることに伴い、他事業者と協

議を行う場合において、企業団の担当

者と協議の場に同席し、議事録作成等

の補助業務を行い、状況を把握しても

らうことを予定しています。 

18頁 

  第 1章 

  第２節 

   13項 

（2） エ （カ） 

業務要求水準書 池の充排水で排水後の清掃業務は、

委託業務範囲外と考えてよろしい

でしょうか。 

また、排泥地等の切替操作は範囲外

となりますでしょうか。 

排水後の池の清掃作業は今回の委託

業務の範囲外です。 

ただし、排水作業に伴う排泥池等の切

替操作(バルブ、ゲートの操作含む)

は、今回の委託の範囲内です。 

19頁 

  第 1章 

  第２節 

   13項 

（2） キ （ア） 

業務要求水準書 関連工事及び作業との調整とあり

ますが、工事期間中、工事全般を継

続的ではなく、必要に応じた立会と

いう認識でよろしいでしょうか。 

工事に関する立会業務は、今回の委託

業務の範囲外です。 
20頁 

  第２章 

  第１節 

   3項 

業務要求水準書 受注者は作業従事者等の全員が当

該研修に参加し更新内容等を習熟

することと記載されていますが、複

数回の研修を希望させて頂くこと

は可能でしょうか。 

通常、工事等が完了した後の研修会

は、作業従事者全員が参加できるよう

研修の回数を複数回設けています。 21頁 

  第２章 

  第１節 

   6項 

業務要求水準書 企業団が別途発注する委託点検の

立会について、点検期間中、点検全

般を継続的ではなく、必要に応じた

立会という認識でよろしいでしょ

うか。 

委託点検の立会業務について、継続し

て立ち会う必要はありませんが、業務

内容を適切に理解した上で、業務の要

所要所で進捗状況等を確認してくだ

さい。 

27頁 

  第２章 

  第３節 

   4項 

業務要求水準書 将来の運転維持管理のスマート化

に向けた提案についてですが、今回

の検証は伊勢原浄水場内で完結す

るシステムという認識でよろしい

伊勢原浄水場のフィールドを提供し

た上での検証となるため、他の企業団

施設を含めた検討ではなく、伊勢原浄

水場内で完結した検討を想定してい

31頁 

  第２章 



  第４節 

 

でしょうか。また、浄水場データに

関しては、どのような形で提供頂く

ことになるのでしょうか。 

ます。 

浄水場データに関しては、業務要求水

準書 7 頁の表 2 に示すセキュリティ

機能付きＵＳＢを介して提供いたし

ますので、それを使用し、ＷＥＢ端末

及び事務系ＰＣからデータを取り出

すことが可能です。 

業務分担（その

１） 

ピコプランクトンの監視、対応の具

体的内容をご教示願います。 

排水処理施設の運転管理や水質管理

の方法については、技術提案項目とな

っています。 

ピコプランクトンの増殖を未然に防

ぐ方法、発生した場合の方法等につい

て、発注図面や閲覧資料で開示する浄

水場関連の図面等を参考に最適な方

法を提案してください。 

図面目録 7/11頁 

業務分担（その

１） 

一斉連絡の作成・連絡（伊勢原浄水

場発信分）と記載されていますが、

何処までの対応でしょうか。また、

災害時は除くと認識してよろしい

でしょうか。 

伊勢原浄水場にて活性炭注入に関す

る操作等、通常時の運用とは異なる状

況が発生した際は、必要事項を一斉連

絡システムに入力し、関係所属へ連絡

してください。 

また災害時等においても、一斉連絡が

必要な事象が発生した場合は、同様の

対応をお願いします。 

図面目録 7/11頁 

業務分担（その

１） 

企業団発注工事の連絡調整も受注

者が行うと記載されていますが、工

事受注者との打合せ等については

除くと認識してよろしいでしょう

か。 

管理室での運転管理に関する連絡調

整を想定しており、工事請負業者との

打合せは、企業団が担当します。 図面目録 7/11頁 

業務分担（その

１） 

外部機関、県民市民等からの連絡対

応（夜間・休日）と記載されていま

すが、何処までの対応が範囲となり

ますでしょうか。 

夜間、休日において外部機関、県市民

等から管理室へ連絡が来た場合は、内

容等を記録し、企業団の業務担当者へ

連絡してください。 

図面目録 7/11頁 

業務分担（その

１） 

緊急時・異常時の対応（地震発生時

を含む） 

BCPに基づく初動対応、非常時対応

について、受注者にのみ星取りをさ

れています。要求水準書に記載のと

おり、企業団の BCPが発動された場

合は、企業団と協力し、BCPに基づ

いた初動対応、非常時対応をとるこ

とという理解でよろしいしょうか。 

お見込みのとおりです。 

図面目録 7/11頁 

業務分担（その

２） 

導･送水路線･弁室等の定期点検は、

点検整備指針で 1～5 年ですが、全

体を 5 年サイクルで分割点検とし

て、よろしいでしょうか。また、排

原則は、参考として添付している「土

木構造物点検指針」の周期に基づき、

点検を実施してください。ただし、点

検結果等から、本指針の点検周期を見

図面目録 8/11頁 



水作業は臨時点検となっています

が業務範囲になりますでしょうか。 

直す場合は、協議のうえ、変更してく

ださい。 

導送水管内の排水作業は、本業務の範

囲外ですが、沈でん池・ろ過池及び調

整池の排水作業は、本業務範囲となり

ます。 

業務分担（その

２） 

設備異常時の原因調査と対応につ

いては、一次対応・確認を行い報告

書を提出すると解釈しますが宜し

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

図面目録 8/11頁 

 

注１ 質問に対する回答は、神奈川県内広域水道企業団ホームページで閲覧に供しますので、会社 

名や個人名、所在地等の質問者が特定できる内容その他の公募型プロポーザルの公平性を損

なう内容を記載しないようにしてください。 

注２ 質問項目は、行を追加して利用してください。 

 


