
質問及び回答書 ① 
（阿武隈川下流流域下水道施設） 

番号 質 問 項 目 質 問 内 容 回 答 

阿-1 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙６－１ 別紙内訳書１【別

掲】 
 

汚泥燃料化施設の電力，重油，消化ガスの使用量のみ記載

されていますが，人件費，点検委託費等の記載がありませ

ん。積算上必要となりますので，ご教示願います。 

 【別添１】の「別紙内訳書１【別掲】」を参照願いま

す。 

阿-2 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙６－１ 管理運営支出実績

（見込）額 【別掲】 

汚泥燃料化施設の平成 25 度見込額には, 点検・修繕を含

んでいるのでしょうか。含まれているようでしたら，詳細

について，ご教示願います。 

見込額には点検・修繕を含んでいます。詳細について

は【別添２】の「保守点検・修繕リスト」のとおりです。 

阿-3 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第２条２ 

処理能力（現有）124,800 ㎥/日とあり，水質管理運営業務

標準仕様書別紙９では，日最大処理能力 138,000 ㎥/日と

なっています。現在，機械設備の無い５系 2/2 も処理施設

の管理対象となるのかご教示願います。また，管理対象と

なる場合は運営・運用方法について，併せてご教示願いま

す。 

 宮城県の占有部分以外は指定管理に含まれますので，

機械設備の無い５系 2/2 の処理施設も管理の対象にな

ります。なお，当該処理施設についても供用中の他系列

の躯体と同様の点検等を実施します。 

阿-4 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第２条２ 
別紙８－１ 仕様書関係様式 別
紙９－１０ 年度事業報告書 
   
 

当該の汚泥燃料化施設（汚泥処理能力 66t/日）において, 

別紙８－１仕様書関係 様式別紙９－１０「年度事業報告

書」では，燃料化施設受入量の欄が県南浄化センター以外

にもありますが，他の下水終末処理場で発生する脱水ケー

キを持ち込み処理する計画はあるのでしょうか。ご教示願

います。 

様式には県南浄化センター以外の欄はありますが，他

の下水終末処理場の脱水ケーキを持ち込んで処理する

計画はありません。 
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阿-5 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第３条１

１ 

別表３で燃料化物の製造基準が示されておりますが，これ

までの分析結果をご教示願います。また，脱水ケーキ中の

成分に由来すると思われますが，製造基準を超過した場合

の対応についても、併せてご教示願います。 

 平成 25 年の分析結果は【別添３】のとおりです。ま

た，製造基準を超過した製品の対応については，超過原

因を勘案し，甲と乙とで協議の上，決定します。 

阿-6 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙９ 水質管理運営業務標準

仕様書 ７ 

「運転目標値の設定」について，県で定める「管理目標値」

の設定根拠をご教示願います。 
平成 20 年度から平成 22 年度までの３カ年の各月の

平均値のうち，それぞれ各年度の最大値を抽出し，その

平均値を管理目標値としています。 

阿-7 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙９ 水質管理運営業務標準

仕様書 ８ 
 

管理目標値または管理基準値を超過した場合の，指定管理

料の減額基準についてご教示願います。 
管理目標値を超過した原因を勘案し，甲と乙とで協議

の上，決定します。 

阿-8 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第３条３

（２） 

処分先の変更による協議内容は，費用負担も含まれるとい

う解釈でよろしいのでしょうか。ご教示願います。 
 汚泥の処分先の変更協議には，費用負担も含まれま

す。 

阿-9 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙６－１管理運営支出実績（見

込）額 別紙内訳書２ 

別紙８ 標準仕様書 第２条４ 

沈砂しさの実績量より，発生予測量が少なくなっておりま

す。多い年で約 450ｔの実績に対し，予測量は 316～376
ｔとなっております。予測量減少根拠についてご教示願い

ます。 

 別紙８標準仕様書第２条第３項の推定流入汚水量の

減少により，発生予測量が少なくなっています 

阿-10 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙１０ 水質等試験実施計画

基本方針 ５（２）② 

別表２ 精密試験について，放流水は 2 又は 12 回/年とな

っていますが，甲が行う法定検査も同回数を行い，下水道

法上で必要な試験回数は，24 回/年と考えてよろしいので

しょうか。また，流入水も同項目で甲が行う法定検査に含

まれると考えてよろしいでしょうか。併せてご教示願いま

す。 
 

 精密試験は，指定管理者が運転管理上における放流水

質を確認するための試験であり，甲が行う法定検査は下

水道法上で必要となる試験回数を実施する予定です。 
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阿-11 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙１０ 水質等試験実施計画

基本方針  別表６（４） 

汚泥燃料化物焼却灰成分分析となっておりますが，燃料化

物を現場で灰化したものを分析するのでしょうか。ご教示

願います。 

 委託を予定している分析機関と調整願います。 

阿-12 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第３条５ 

別表１に基本的な点検頻度をお示し頂いており，変更する

場合には年度事業計画書に定めるとなっておりますが，指

定管理期間５年分をまとめた形の保守点検計画の提案は

可能でしょうか。ご教示願います。 

 提案は可能です。なお，別表１「保守点検計画表」に

対する合理性・優位性等を記載願います。 

阿-13 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８  標準仕様書  第３条８

（４） 

「マンホール蓋及び周辺状況の確認・応急処置を年４回」

とありますが，応急処置について，どのような状況下にお

ける処置を示すのでしょうか。具体的に，ご教示願います。

 応急処置については，通過交通等に支障を及ぼすよう

な状況での安全確保を考えており，バリケード等の設置

を考えています。 

阿-14 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第２条７ 

管理棟には，甲の占用部分は無いものと考えてよろしいの

でしょうか。ご教示願います。 
 甲の占有部分はありません。 

阿-15 
「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙８ 標準仕様書 第２条６ 

「後日」とは，事業計画書提出期日よりも前でしょうか，

後でしょうか。ご教示願います。 
各年度の「年度事業計画書」の提出期日よりも前に通

知することになります。 

阿-16 

「阿武隈川下流流域下水道施設」 
別紙１１ リスク分担表 

表中，「管理運営段階」・種類「業務内容の変更」に，「甲

の事情によるもの」が負担者「乙」，「乙の事情によるもの」

が負担者「甲」となっていますが記載の誤りでしょうか。

ご教示願います。 

記載の誤りです。【別添４】の「リスク分担表」のと

おり，「甲の事情によるもの」が負担者「甲」，「乙の事

情によるもの」が負担者「乙」に訂正します。 
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別紙内訳書１【別掲】

阿武隈川下流流域（汚泥燃料化施設）

直接業務費 人件費 46,800,000 10人分

直接経費 活性炭 1,216,000 使用量 3.2 ㎥

1,216,000

重油 41,906,529 使用量 581,433 ℓ

ＬＰガス

41,906,529

6,614,726 使用量 659,690 kwh

120,450 使用量 365 ㎥

消耗品費 0

修繕費 1,114,000

その他費 692,311

51,664,016

委託費 点検委託費 300,000

300,000

諸経費 7,562,984

106,327,000

　 消費税相当額　 5,316,350

111,643,350

111,502,146

直接業務費 人件費 46,800,000 10人分

直接経費 活性炭 1,216,000 使用量 3.2 ㎥

1,216,000

重油 39,915,203 使用量 485,771 ℓ

ＬＰガス

39,915,203

7,661,501 使用量 710,360 kwh

113,850 使用量 345 ㎥

消耗品費 0

修繕費 1,114,000

その他費 692,311

50,712,865

委託費 点検委託費 300,000

300,000

諸経費 5,065,135

102,878,000

　 消費税相当額　 5,143,900

108,021,900

107,882,754

　　　業 務 価 格　

　燃料費

燃料費　計

電気料

水道料

直接経費　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　　目

平成２１年度
実績額（税込）（円）

平成２１年度算出根拠等

　薬品費

薬品費　計

委託費　計

水道料

直接経費　計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　　目

平成２２年度
実績額（税込）（円）

平成２２年度算出根拠等

　薬品費

薬品費　計

　　　業 務 委 託 費   計 

　　　請 負 業 務 委 託 費

　　　業 務 委 託 費   計 

　　　請 負 業 務 委 託 費

委託費　計

　　　業 務 価 格　

　燃料費

燃料費　計

電気料

別添１
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別紙内訳書１【別掲】

阿武隈川下流流域（汚泥燃料化施設）

直接業務費 人件費 39,629,000 10人分

直接経費 活性炭（酸性･塩基性ガス用） 1,474,900

活性炭（中性ガス用） 772,800

2,247,700

重油 54,458,000

ＬＰガス 49,000

54,507,000

19,320,000

123,420

消耗品費 475,000

修繕費 4,600,000

放射線量測定器 250,000

赤外線水分計 326,000 プリンター含む

ふるい分け試験機 976,000

臭気簡易分析機 130,000

分析用具費　計 1,682,000

その他費 2,179,000 率計上分

85,134,120

委託費 点検委託費 12,275,000

汚泥分析費 550,000

排ガス分析費 200,000

熱媒油劣化分析費 40,000

790,000

13,065,000

技術経費 7,925,000

間接業務費 9,312,000

諸経費 15,142,880

170,208,000

　 消費税相当額　 8,510,400

178,718,400

178,500,000

　燃料費

電気料

水道料

直接経費　計

　分析委託費

分析委託費　計

委託費　計

　分析用具費

燃料費　計

　　　業 務 価 格　

　　　業 務 委 託 費   計 

　　　請 負 業 務 委 託 費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　　目

平成２５年度
見込額（税込）（円）

平成２５年度算出根拠等(見込）

　薬品費

薬品費　計

別添１
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保守点検・修繕リスト

設備名 No. 機器名 部品名・消耗品名

1 脱水ケーキコンベア３ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

2 脱水ケーキコンベア４ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

3 脱水ケーキコンベア５ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

4 脱水ケーキコンベア６ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

5 脱水ケーキホッパ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

6 脱水ケーキ分配コンベア ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

脱水ケーキ定量切出し装
置

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

7 脱水ケーキポンプ Oシリング交換、シールパッキン類

1 汚泥混合機 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

2 汚泥乾燥機

3 乾燥汚泥引出コンベア 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

4 分離ホッパ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

5 乾燥汚泥循環コンベア１ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

6 乾燥汚泥循環コンベア２ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

7 乾燥汚泥循環コンベア３ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

8 乾燥汚泥排出バルブ１ 消耗品取替、補修

9 空冷式冷却コンベア 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

10 乾燥汚泥排出バルブ２ 消耗品取替、補修

11 乾燥汚泥コンベア１ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ

12 製品分配コンベア ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

13 製品ホッパ ｼｰﾙﾊﾟｯｷﾝ

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

14 製品払出しバルブ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ

消耗品取替、補修

15 製品充填シュート 補修

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

汚泥受入設備

汚泥乾燥設備
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設備名 No. 機器名 部品名・消耗品名

1 熱媒油循環ポンプ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

2 熱媒油クーラ ｼｰﾙﾊﾟｯｷﾝ　等

消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

3 膨張タンク 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

4 熱媒油加熱器 法定・開放点検,ﾌｨﾙﾀ,UVﾁｭｰﾌﾞ等

マンホール開閉、保温材取替、内部清掃

5 熱媒油充填ポンプ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

6 熱媒油タンク 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

排ガス処理設備

燃料供給設備 1 消化ガスブロワ

1 脱臭塔１ ｼｰﾙﾊﾟｯｷﾝ、活性炭

消耗品取替、点検

2 集塵機 ろ布

消耗品取替、点検

3 脱臭塔２ ｼｰﾙﾊﾟｯｷﾝ、活性炭

消耗品取替、点検

4 ダスト吸引ファン 消耗品取替、点検

5 給気ファン 消耗品取替、点検

6 集塵機２ ろ布

消耗品取替、点検

1 給水ポンプ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

2 コンプレッサ ｴｱﾌｨﾙﾀ,Vﾍﾞﾙﾄ,ﾒｰｶによる点検

3 窒素ガス発生装置 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

4 滑材注入ポンプ 消耗品（パッキン類、潤滑油等）取替、点検等

メンテナンス用ホイスト

弁類

受変電設備 法定点検

計装設備

監視設備

電気保安点検 法定点検

建築設備 1 法定点検 消防設備（外観点検、総合点検）

ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ設備

電気設備

脱臭設備

熱媒油設備
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別紙１１ リスク分担表（訂正） 

 

段階 種類 内容 
負担者 

甲 乙 

共通 

法令・関連制度

の変更 

乙が行う本業務の実施に影響のある法令等の変更に伴う費用

の増加（収入の減少），事業の中断等による損害 

○ 
(甲乙協議による)

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

周 辺 地 域 ・ 住

民・利用者への

対応 

地域との協調  ○ 

本業務に対する住民及び利用者からの苦情，要望等  ○ 

上記以外 ○  

第三者賠償 本業務の実施に係る第三者への損害 甲の事由 ○  

乙の事由  ○ 

業務の遅延・中

止等 

乙の責任による遅延・中止  ○ 

乙の事業放棄・事業破綻・契約違反等  ○ 

応募 

関連 

応募コスト 応募コストの負担  ○ 

書類のかしによ

る損害 

甲のかしによる損害 ○  

乙のかしによる損害  ○ 

準備 

段階 

事業終了時の費

用 

指定期間終了時又は指定期間中に本業務を終了した場合若し

くは指定を取り消された場合における原状回復及び撤収費用 
 ○※１ 

引継ぎ資料 本業務の引継ぎコストの負担  ○※２ 

管理 

運営 

段階 

施設の維持管理 設備等の保守，点検，修繕工事(1件250万円※３未満)  ○ 

設備等における規模が大きい修繕（1件250万円※３以上） ○  

設備等の増設，改築，更新 ○  

管理のかしによる設備等の損傷  ○ 

異常な天然現象（暴風，洪水，地震等）による施設の災害 ○  

上記以外の不可抗力による施設の損傷 ○ 
(甲乙協議による)

業務内容の変更 甲の事情によるもの ○  

乙の事情によるもの  ○ 

天災その他不可抗力によるもの ○ 
(甲乙協議による)

安全衛生管理 本業務の実施に伴う安全衛生管理  ○ 

規格外製品の取

扱い 

乙の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の事由によるもの ○ 

(甲乙協議による)

保険の加入 損害賠償保険等，各種保険の加入 ○ 
(必要に応じて，それ

ぞれ加入する) 

その他 甲の責めに帰すべき事由によるもの ○  

乙の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

※１ 原状回復に関して，県の承認を得た場合を除く。 

※２ 新旧指定管理者間の協議により応分の負担とする。 

※３ 消費税相当額を除いた金額とする。 

※リスク分担表に定める事項に疑義が生じたもの又はリスク分担表に定めがないものについては，甲と乙協議して

決定する。 

別添４
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