
質問及び回答書 
（鳴瀬川・吉田川流域下水道施設） 

番号 質 問 項 目 質 問 内 容 回 答 
鳴･吉

-1 
別紙９ 水質管理運営業務標準

仕様書 ２頁 

６ 放流水の水質等の管理基準 

(1)放流水の水質の表中に記載されている大和浄化センター

のＢＯＤ値は、２０mg/l以下とありますが、１５mg/l以下で

はないでしょうか。御教示願います。 

 貴見のとおりです。 

鳴･吉

-2 
「別紙９ 水質管理運営業務標

準仕様書 ２頁 

７ 運転目標値の設定 

(1) 放流水の水質の管理目標値 

 鹿島台浄化ｾﾝﾀｰ 大和浄化ｾﾝﾀｰ 

BOD 3㎎/ℓ以下 4㎎/ℓ以下 

COD 9㎎/ℓ以下 11㎎/ℓ以下 

SS 3㎎/ℓ以下 5㎎/ℓ以下 

総窒素 6㎎/ℓ以下 13㎎/ℓ以下 

総リン 1㎎/ℓ以下 2㎎/ℓ以下 

表中の管理目標値を設定した場合、過去3年間のデータでは、

管理目標値を超過しているデータが多数見受けられ、管理目

標値を遵守するにはかなり厳しい設定であると思われます

が、設定値の根拠を御教示ください。 

 

(2) 汚泥性状の管理目標値 

脱水汚泥含水率 

鹿島台浄化センター 大和浄化センター 

80％以下 80％以下 

鹿島台浄化センターの含水率について、過去３年間の年報を

見る限り、含水率が８０％を下回った月は３年間で４回しか

ありませんが、設定の根拠を御教示ください。 

(1) 平成 22 年度から平成 24 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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 脱水汚泥含水率についても，平成 22 年度から平成

24 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

していますが，鹿島台浄化センターにおいて記載に誤

りがありましたので，「80％以下」を「82％以下」に

訂正します。 
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鳴･吉

-3 
別紙９ 水質管理運営業務標準

仕様書 ３頁 ８ 
放流水が管理目標値または管理基準値を満足しない場合の

対応とありますが、汚泥性状（含水率）についても同様の解

釈としてよいか御教示ください。 

 汚泥性状（含水率）についても管理基準値を満足し

ない場合には同様の対応が必要です。 

鳴･吉

-4 
別紙８ 標準仕様書 ２頁 

第２条 ３，４ 
 

実績 平成21年 平成22年 平成23年 

流入汚水量（日平均） 

大和 22999m3 23957m3 25923m3 

鹿島台 5483m3 5590m3 6459m3 

脱水ｹｰｷ搬出量（年間） 

大和 6366.75t 6468.12t 7239.34 

鹿島台 1644.80t 1584.64t 1881.96t 

    

沈砂し渣搬出量（年間） 

大和 8.08t 18.74t 85.04t 

鹿島台 10.89t 7.29t 6.51t 

大和浄化ｾﾝﾀｰ推定流入汚水量について、過去3年間の実績を

見ると推定流入汚水量が少ないと思われますが、根拠を御教

示ください。 

 

大和浄化ｾﾝﾀｰ脱水汚泥発生量について、過去3年間の実績を

見ると脱水汚泥発生量の予測量が少ないと思われますが、根

拠を御教示ください。 

 

沈砂し渣搬出量について、過去3年間の実績を見る限り、発

生予測量が少ないと思われますが、根拠を御教示ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
推定流入汚水量については，流域関連市町の災害復

旧事業の進捗により，不明水の流入量が減少するもの

として推定しています。 
 
脱水汚泥発生量及び沈砂し渣搬出量等の記載に誤

りがありましたので，別紙８の標準仕様書第２条第４

項「下水汚泥処分計画」の表を【別添１】の表に訂正

します。 
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鳴･吉

-5 
別紙８ 標準仕様書 ５頁 

第３条１１ その他（４） 

地震、大雨の対応でマンホール周辺に応急処理としてバリケ

ード設置等について記載されており、点検結果を貴県に報告

するとありますが、道路管理者や関係機関への連絡等につい

ては、貴県が行うものと解釈して宜しいか御教示ください。

 道路管理者や関係機関への連絡等については、県が

行います。 

鳴･吉

-6 
別紙１０ 水質等試験実施計画

基本方針（鳴瀬川・吉田川） １

～２頁 

５ 定期水質等試験項目及び試

験頻度 

（１）水質（２）汚泥 

基本仕様書において、（１）の②及び（２）の②では、法令

への適合状況を把握するため、水質及び汚泥の精密試験を行

うものとされており、（１）の④では、法定検査は県が試験

を行うものとするとされています。 

 現在、水質及び汚泥に係る精密試験は、貴県が行っており

、指定管理業務の範囲外と承知していますが、今後、「精密

試験」は指定管理業務に含まれることとなるのでしょうか。

⇒精密検査を精密試験に変更（仕様書の文言） 

 

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，指定管理業務に含

まれます。 
 

鳴･吉

-7 
別紙１０ 水質等試験実施計画

基本方針（鳴瀬川・吉田川）１頁 

５ 定期水質等試験項目及び試

験頻度 

（１）水質 ②精密試験 

 

 

 

      ④法定検査 

 
 

②精密試験について、ｐＨ～燐（項目番号１～８）、アンモ

ニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物（

項目番号４２）は１２回/年、フェノール類～1,4-ジオキサ

ン（項目番号９～４１）までは２回/年の放流水試験頻度が

記載されています。法律上の試験頻度は環境項目で少なくと

も２回/月と認識しておりますが、不足分については貴県が

実施されるものと判断して宜しいでしょうか。 

 

④法定検査について、試験項目や頻度についてご教示願いま

す。 

 

 
 

② 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，法律上の試験頻

度には該当しません。 
 
 
 
 
 
④ 甲が行う法定検査については，別表２の項目番号 1
～8 及び 42 については 24 回／年，項目番号 9～41 に

ついては 4 回／年を予定しています。 
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鳴･吉

-8 
別紙１０ 水質等試験実施計画

基本方針（鳴瀬川・吉田川）１頁 

５ 定期水質等試験項目及び試

験頻度 

（１）水質（２）汚泥 

（１）水質①文中及び（２）汚泥①文中の、「試験は現場で

行うか、または速やかに行える体制を有していること。」に

ついて、浄化センター内の水質検査室で分析出来ない検査項

目は、指定管理者が不足する分析機器を準備し行わなければ

ならないのか、分析機関へ外注委託することも可能なのか御

教示ください。 

 浄化センター内の水質検査室の分析機器で測定は

可能ですが，分析機関への外注委託も可能です。 
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４ 下水汚泥処分計画

※ 朱書き箇所を訂正しています。

太平洋
セメント

ジャパン
サイクル

日本環境

大和 7,070 6,390 400 280

鹿島台 1,840 1,660 0 180

大和 7,170 6,480 400 290

鹿島台 1,800 1,630 0 170

大和 7,320 6,600 500 220

鹿島台 1,810 1,630 0 180

大和 7,370 6,660 500 210

鹿島台 1,830 1,650 0 180

大和 7,510 6,790 400 320

鹿島台 1,850 1,670 0 180

平成28年度

平成29年度

平成30年度

浄化
センター

名

平成26年度

平成27年度

年度
脱水汚泥
発生量
（ｔ）

焼却量
（ｔ）

処分先及び委託量（ｔ）

脱水汚泥

鈴木工業

大和 24 24

鹿島台 8 8

大和 25 25

鹿島台 7 7

大和 25 25

鹿島台 7 7

大和 25 25

鹿島台 8 8

大和 26 26

鹿島台 8 8

平成28年度

平成29年度

平成30年度

処分先
しさ・沈砂

浄化
センター

名

平成26年度

平成27年度

しさ・沈砂
発生予測量

（ｔ）

別添 １
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