
No 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

1 実施方針 3
1．1（6）
表-１

対象施設の概要
留意事項

・将来の排水処理施設更新スペースを考慮した提案
を行うものとする。
　将来の排水処理施設の更新対象施設の範囲が確
定されているのであればご教示ください。

排泥池・排水池・濃縮槽等の排水処理施設とします。

2 実施方針 3
1．1（6）
表-１

対象施設の概要
留意事項

・撤去施設の地下部及び既設杭は、原則、全て撤去
する。
　撤去対象施設図面（参考）から杭長を確認できませ
ん。ボーリング柱状図などから杭長の想定は可能で
すが、想定と実際の杭長に差が生じる場合、撤去工
事費は変更対象として考えてよろしいでしょうか。

協議事項とします。

3 実施方針 3
1．1（6）
表-１

対象施設の概要
留意事項

・維持管理が容易となる計画を行うものとする。
・近隣住宅地への騒音対策を考慮し、時間帯を選ば
ずに脱水処理が可能な施設とする。
　新設脱水機棟には、日常的に常駐しますか。また
は、巡回管理による無人ですか。

巡回管理による無人です。

4 実施方針 4
1．1（7）
表-2

本事業の対象業務
調査・撤去

アスベスト調査
　既存施設撤去に伴い必要となるアスベスト調査。
撤去工事
　本工事の実施に当たり不要となる構造物、基礎、配
管、弁室等の撤去工事を行う。
　アスベスト除去工事は、本事業で行う調査結果から
除去工法（作業レベル1～3）を設定するため、想定と
実際の工法に差が生じる場合、除去工事費は変更対
象として考えてよろしいでしょうか。
　また、同調査業務の範囲に、ポリ塩化ビフェニル含
有機器の調査も含まれるのでしょうか。

令和2年4月下旬から5月上旬に予定している資料閲
覧の際、アスベストに関する資料を確認できるものと
します。
アスベストの除去工法については事業者提案としま
す。
受注後の調査において想定外のアスベストが発見さ
れた場合は協議事項とします。
同調査業務の範囲にPCB含有機器の調査は含まれ
ていません。
なお、撤去対象施設のPCB含有機器は令和2年度末
迄に全撤去する予定です。

5 実施方針 5 1．1（10） （イ）設計・施工期間

・主に設計の期間
　　　　令和3年3月～令和3年9月
　上記の期間に、各種申請とその完了も含まれている
のでしょうか。

設計期間に各種申請とその完了まで含めるものとし
ますが、事業スケジュールは想定であり、事業者提案
を認めます。

6 
実施方針

6 2．2（1） 応募者の構成等

ア　応募者は、宮崎市内建築工事企業3社を含む複
数の企業により構成されるグループ（以下「応募グ
ループ」という。）とする。ただし、宮崎市内建築工事
企業1社あたりの分担工事額は建築工事部門におけ
る工事額の20％以上とする。
　建築工事部門における工事費は撤去工事費を含む
ものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 
要求水準

7 3．2．2 耐震性能

（2）建築構造物
　建築構造物が満たす耐震性能は「官庁施設の総合
地震・耐津波計画基準」（平成25年3月29日付け国営
計第126号、国営整第198号、国営設第135号）に準拠
する。
　宮崎市の防災計画などから、津波シュミレーション
結果の提示は可能でしょうか。
また、本用地は津波対策を講じる必要性はあります
か。

宮崎市役所HPにて公表されている「宮崎市津波ハ
ザードマップ」をご参照ください。
津波対策については、事業者提案とします。

8 
要求水準

8 3．3．2 有資格者の配置

1）設計業務
　事業者は、管理技術者及び照査技術者を配置す
る。また管理技術者として、国内において平成16年4
月1日以降に日量4万ｍ3以上（公称能力）の浄水能力
を有する浄水場（上水道）の設計実績のある技術者1
名以上を配置する。
　設計実績のある技術者は、管理技術者としての設
計実績でしょうか。

ご理解のとおりです。

9 
要求水準

8 3．3．2 有資格者の配置

1）設計業務の要件
　日量4万ｍ3以上（公称能力）の浄水能力を有する浄
水場（上水道）の設計実績
　浄水場全体ではなく浄水場の一部（高度浄水設備
の増設など）の設計実績でもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、設計実績については、
評価対象となります。

10 要求水準 12 4．1（3） 調査業務

（3）地質調査
　事業者が実施する地質調査の結果から、基礎工法
の提案内容に変更が生じる場合、変更対象と考えて
よろしいでしょうか。

協議事項とします。

11 
要求水準

12 4．1（4） 調査業務

（4）アスベスト調査
　上下水道局が参考として提供する資料をもとに、事
業者が既存施設撤去に必要なアスベスト調査を行う。
　参考として提供される資料は、既往のアスベスト調
査に関する資料でしょうか。

ご理解のとおりです。

12 要求水準 13 4．2．3 基本設計業務

　基本設計業務にあたって提案内容とは異なる仕様
や追加が生じる場合、変更対象と考えてよろしいで
しょうか。

事業者提案は、変更対象になりません。

13 
要求水準

14 4．2．6．1） 1-1）共通事項

⑦地下室、弁室、ピット等の閉鎖的な空間や場所にお
ける作業の安全性を考慮して、換気、排水等の必要
な設備を設ける。
　対象施設のうち更新設備がある既設構造物を含め
た範囲も含むのでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 
要求水準

16 2-1）（1） （1）要求水準

①機械脱水設備設計
カ脱水ケーキ搬出車両は、2ｔ～10ｔ
トラック及び軽トラックにて対応可能な設備とする。
　上記のうち最も使用頻度の高い車両の種別をご教
示下さい。また、場外への搬出量や搬出車両が分か
る管理月報などがございましたらご提示ください。

最も使用頻度の高い車両の種別は、10tダンプ及び2t
ダンプとなります。
令和2年4月下旬から5月上旬に予定している資料閲
覧の際、管理月報を確認できるものとします。

15 
要求水準

17 2-1）（1） （1）要求水準

②建築設計【脱水機棟】
キ建物の入口や開口部の高さの設定については、外
部からの浸入水防止を図るものとする。
　過去に発生した洪水時における浸水高さをご教示
下さい。

過去に浸水は発生していません。
浸入水防止対策については、事業者提案とします。



No 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

16 
要求水準

18 2-1）（1） （1）要求水準

②建築設計【建築電気設備】
カ構内通信線路設備（構内交換・拡声・火災報知設
備）a構内交換設備・拡声設備・自動火災報知設備に
おいて脱水機棟から管理棟に設置されている電話主
装置・拡声用増幅器・自動火災報知受信機までの配
管配線とする。
　管理棟に設置している既存設備の機能増設は、対
象外と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 
要求水準

21 2-1）（1） （1）要求水準

⑤場内整備設計
ウ　各施設の維持管理を行うための車両の通行経路
や運転員等の点検動線等を考慮したうえで、新設脱
水処理施設まわりの管理道路を整備する。
　既設No1天日乾燥床の汚泥搬出方法と場外への搬
出ルートをご教示下さい。

2系浄水池と旧電気室の間を通り、電気棟と排水池の
間を通って場外に搬出します。

18 実施方針 3 1．1（6）
対象施設
表-1

撤去対象施設A
新設脱水機棟を候補地Aに建設する場合、旧発電機
室・1系送水ポンプ室及び1系浄水池・旧沈澱ろ過C/C
室全ての施設の撤去が必要でしょうか。または、本事
業に支障を来さない部分であれば、一部の施設の撤
去のみでも構わないでしょうか。

候補地Aに建設する場合、旧発電機室・1系送水ポン
プ室及び1系浄水池・旧沈澱ろ過C/C室、全施設の撤
去を必要とします。

19 実施方針 3 1．1（6）
対象施設
表-1

撤去対象施設A
新設脱水機棟を候補地Aに建設する場合、旧発電機
室・1系送水ポンプ室及び1系浄水池・旧沈澱ろ過C/C
室以外に【別紙４】埋設配管図を確認すると油ポンプ
室や旧薬品貯留槽跡が見られます。ご指定の無い油
ポンプ室や旧薬品貯留槽基礎等の部分も撤去範囲と
なるのでしょうか。

油ポンプ室や旧薬品貯留槽基礎等も撤去範囲としま
す。

20 実施方針 3 1．1（6）
対象施設
表-1

留意事項
「将来の排水処理施設更新スペースを考慮した提案
を行うものとする。」とありますが、将来の空きスペー
スの条件をご教授下さい。

質問回答No1をご参照ください。

21 実施方針 3 1．1（6）
対象施設
表-1

留意事項
「大淀川流域の水質特性を考慮した」とありますが、
特性を示した内容は公表されておりますか。また、追
加で考慮すべき内容があればご教授下さい。

追加資料をご確認ください。

22 実施方針 3 1．1（6）
対象施設
表-1

留意事項
「近隣住宅地への騒音対策を考慮し、時間帯を選ば
ずに脱水処理が可能な施設とする」とありますが、敷
地境界において規定騒音値以下であれば問題無いと
考えてよろしいでしょうか。

既設脱水機は、敷地境界において、騒音規制範囲内
であるにもかかわらず、近隣住民への配慮から夜間
運転を行ってないという状況です。このため、当該「近
隣住宅地への騒音対策」の考慮においては、上記事
情も十分に勘案の上、要求水準未達にならないようご
留意ください。

23 
実施方針
別紙3

（13/14） 資料7 脱水処理状況

汚泥濃度とろ過速度の相関式を用いて、要求水準書
P13表4-1に記載のろ過速度1.3ｋｇ/ｍ²/時とするには
汚泥濃度が4.2％となるため、要求水準書P13表4-1に
記載の汚泥濃度は4.2％と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24 要求水準書（案） 2 2．2．1
対象施設
表2-1

撤去対象施設A
新設脱水機棟を候補地Aに建設する場合、旧発電機
室・1系送水ポンプ室及び1系浄水池・旧沈澱ろ過C/C
室の全ての施設の撤去が必要でしょうか。または、本
事業に支障を来さない部分であれば、一部の施設の
撤去のみでも構わないでしょうか。

質問回答No18をご参照ください。

25 要求水準書（案） 2 2．2．1
対象施設
表2-1

撤去対策施設A
新設脱水機棟を候補地Aに建設する場合、旧発電機
室・1系送水ポンプ室及び1系浄水池・旧沈澱ろ過C/C
室以外に【別紙4】埋設配管図を確認すると油ポンプ
室や旧薬品貯留槽跡が見られます。ご指定の無い油
ポンプ室や旧薬品貯留槽基礎等の部分も撤去範囲と
なるのでしょうか。

質問回答No19をご参照ください。

26 要求水準書（案） 2 2．2．1
対象施設
表2-1

留意事項
「将来の排水処理施設更新スペースを考慮した提案
を行うものとする。」とありますが、将来の更新対象施
設及び想定される将来の空きスペースの条件をご教
授下さい。

質問回答No1をご参照ください。

27 要求水準書（案） 2 2．2．1
対象施設
表2-1

留意事項
「大淀川流域の水質特性を考慮した」とありますが、
特性を示した内容は公表されておりますか。また、追
加で考慮すべき内容があればご教授下さい。

質問回答No21をご参照ください。

28 要求水準書（案） 2 2．2．1
対象施設
表2-1

留意事項
「近隣住宅地への騒音対策を考慮し、時間帯を選ば
ずに脱水処理が可能な施設とする」とありますが、敷
地境界において規定騒音値以下であれば問題無いと
考えてよろしいでしょうか。

質問回答No22をご参照ください。

29 要求水準書（案） 9
3．3．2　2）
（2）

機械器具設置工事

同一工種を複数企業で施工する場合、その内の1社
が施工実績を有した技術者を配置すればよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

30 要求水準書（案） 12 4．2．1 事業の基本方針

「国内で日量4万ｍ³以上（公称能力）の浄水場におい
て、15年以上の実績を持つ信頼性の高いメーカーが
製造している機種を選定するものとする。」とあります
が、主要機器である機械脱水機の選定に対するもの
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

31 要求水準書（案） 12 4．2．1 事業の基本方針

「国内で日量4万ｍ³以上（公称能力）の浄水場におい
て、15年以上の実績を持つ信頼性の高いメーカーが
製造している機種を選定するものとする。」とあります
が、実績の確認方法はCORINS及び同左システム導
入前は、契約書控え等での確認でよろしいでしょう
か。また、それらを提案書に添付する必要はございま
すか。

ご理解のとおりです。
提案書への添付をお願いします。



No 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

32 要求水準書（案） 16
4．2．6　2）
2-1）（1）①

要求水準
【機械脱水設備設計】

エ
「機械脱水機の排水は排水池へ返送する」とあります
が、排水の濁度を考慮し、排泥池や濃縮槽へ返送す
ることは認められないのでしょうか。排水池に返送しな
ければならない理由をご教授下さい。

理由は、要求水準書（案）の4.2.6　1)　1-1)　⑥をご参
照ください。排泥池や濃縮槽に返送することについて
は、事業者提案を認めます。

33 要求水準書（案） 16
4．2．6　2）
2-1）（1）①

要求水準
【機械脱水設備設計】

オ
「含水率約65％程度」とありますが、P13表4-1に示さ
れている条件においての含水率の設定と考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 要求水準書（案） 16
4．2．6　2）
2-1）（1）①

要求水準
【機械脱水設備設計】

ク
「補機類に関しては予備機を設ける。」とありますが、
補機類は、ポンプ類とコンプレッサーと考え、スラッジ
貯留槽の撹拌機等の予備機は不要と考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

35 要求水準書（案） 16
4．2．6　2）
2-1）（1）①

要求水準
【機械脱水設備設計】

コ
洗浄排水返送ポンプは既設機であるため、配置図や
機器図のご提供をお願いします。

追加資料をご確認ください。

36 要求水準書（案） 22
4．2．6　3）
3-1）3-1-2）（1）

要求水準

②
「施工品質確保を考慮した工程管理表の策定」とあり
ますが、施工品質確保として想定されている内容をご
教授下さい。

事業者提案とします。

37 要求水準書（案） 28 5．8．2 総合試運転

③
「燃料、その他の消耗品については、事業者の負担と
する。」とありますが、その他の消耗品として想定され
ている内容をご教授下さい。

想定しているものは特にありませんが、試運転に必要
となる消耗品があれば、事業者負担とします。

38 要求水準書（案） 28 5．8．2 総合試運転

⑦
宮崎市様において総合試運転のマニュアルはござい
ますか。また、総合試運転の期間の規定はございま
すか。

総合試運転のマニュアルは特にありません。
総合試運転は方法や期間も含め、事業者提案としま
す。

39 実施方針 3 1.1（6）
対象施設
表-1

撤去対象施設Ａ
撤去対象施設について、候補地Aを選択した場合、本
表に記載された施設のすべてではなく、事業者の脱
水機棟の設置に干渉する施設のみ撤去すれば良いと
いう理解でよろしいでしょうか。

質問回答No18・19をご参照ください。

40 実施方針 3 1.1（6）
対象施設
表-1

将来の排水処理設備の提案について、その検討対象
となる施設および、将来の浄水場内の想定配置など
の条件をご提示ください。

質問回答No1をご参照ください。

41 実施方針 3 1.1（6）
対象施設
表-1

留意事項
『撤去施設の地下部及び既設杭は、原則、すべて撤
去する。ただし、脱水機棟の新設に伴い、撤去すべき
でない合理的な理由がある場合は、協議により、残置
を認める。』とありますが、協議は入札前のどの時点
で可能と考えれば良いですか。入札後の協議では、
撤去費用計上ができません。

原則どおり全撤去で提案してください。
協議が発生する場合、事業者選定後に可能と考えて
います。

42 実施方針 4 1.1（7）
対象業務の概要
表-2

アスベスト調査
既存施設の撤去にあたり、入札前の目視調査では確
認できない場所にアスベストおよびPCBが存在し、受
注後の調査で発見された場合には、設計変更の対象
になると考えて良いでしょうか。

受注後の調査において想定外のアスベストが発見さ
れた場合は協議事項とします。
PCBについては、事業前に処分を予定しており、本事
業での処分は想定していません。

43 実施方針 8 2.2（2） 応募者の応募資格要件

イ　各業務の実施企業の応募資格要件　(イ)建設企
業　e
電気設備工事企業について、今回は下北方浄水場新
系浄水施設整備事業と比較して、小規模であるにも
関わらず1,400点となっています。同一にした理由をご
教示下さい。

本事業内容から判断しています。

44 実施方針 11 4.3 土地の使用
工事期間中の現場事務所は、浄水場の敷地内に設
置できるものと考えてよろしいでしょうか。

浄水場の敷地外で検討してください。

45 要求水準書（案） 2 2.2.1
対象施設
表2-1

将来の排水処理設備の提案について、その検討対象
となる施設および、将来の浄水場内の想定配置など
の条件をご提示ください。

質問回答No1をご参照ください。

46 要求水準書（案） 9
3.3.2 2）
(2)

機械器具設置工事

機械器具設置工事において複数の企業が担当する
場合、いずれか１社が資格を保有していれば良いとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 要求水準書（案） 14
4.2.6　1)
1-1)

共通事項

⑤
『将来、更新時期に達した設備機器を更新する場合を
考慮し、施設の運用に支障無く容易に更新が行える
配置、施設とする。』とありますが、更新に際する具体
的な更新配置計画の提案は必要でしょうか。

要求水準に示した内容が確認できる提案としてくださ
い。

48 要求水準書（案） 15
4.2.6　1)
1-2)(1)

要求水準

①
『将来の既設排水処理更新スペースを考慮した提案
を行う。』とありますが、対象の排水処理施設や条件
をご教授願います。

質問回答No1をご参照ください。

49 要求水準書（案） 15
4.2.6　1)
1-2)(2)

要求水準

②
『将来の既設排水処理更新スペースを考慮した提案
を行う。』とありますが、対象の排水処理施設や条件
をご教授願います。

質問回答No1をご参照ください。

50 要求水準書（案） 16
4.2.6　2)
2-1)(1)①

要求水準
【機械脱水設備設計】

ク
補機類に関して予備が必要とありますが、補機類と
は、ポンプ類とコンプレッサーと考え、その他機器類
の予備は必要ない、という解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

51 要求水準書（案） 18
4.2.6　2)
2-1)(1)②

要求水準
【建築設計】
建築電気設備

ア　電灯設備　g ・ h
『維持管理上必要な箇所に保安灯（電池内蔵形）とし
て必要箇所に設置する及び誘導灯を設置する。』とあ
りますが、原則は消防法上必要な場合であります。本
要求水準としては消防法上不要でも、任意設置として
提案するという解釈で問題無いでしょうか。

非常照明器具については、建築基準法で設置義務が
発生する室等に非常照明を設置します。又、法的に
必要でない室（機械室等）については、維持管理上必
要と思われる室に保安灯（基準法に準じない）として
設置します。
誘導灯については、消防法（無窓階等）で必要であれ
ば設置します。消防法で不要であれば設置の必要は
ありません。

52 要求水準書（案） 18
4.2.6　2)
2-1)(1)

要求水準
【建築設計】
建築電気設備

ウ　構内交換設備(電話)
交換設備の詳細と、本工事での取り合い点の明示を
お願いします。

交換設備は弱電用端子盤及び内線電話機を想定して
います。取合い点はNo54の回答をご参照ください。



No 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

53 要求水準書（案） 18
4.2.6　2)
2-1)(1)

要求水準
【建築設計】
建築電気設備

エ　拡声設備
本設備は、どこから操作することを想定したものです
か。また既設との接続が必要な場合は、設備の詳細
と本工事での取り合い点の明示をお願いします。

操作は、管理棟の拡声用増幅器（アンプ）からの操作
を想定しています。既設拡声設備はTOA株式会社製
の120W10局キャビネットラック型業務用放送設備で
す。取合い点はNo54の回答をご参照ください。

54 要求水準書（案） 18
4.2.6　2)
2-1)(1)

要求水準
【建築設計】
建築電気設備

カ　構内交換設備
本項記載の設備について、本工事での取り合い点の
明示をお願いします。

脱水機棟から管理棟に設置されている電話主装置・
拡声用増幅器・自動火災報知受信機までの配管配線
とします。

55 要求水準書（案） 19
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

ケ
『各ポンプの運転は、関連する水槽等の水位インター
ロックを考慮する。』とありますが、排水返送や濃縮槽
汚泥引抜ポンプのみ対象で良いでしょうか。その他指
定有れば、ご教示下さい。また、今回範囲外の既設の
濃縮槽については水位計が設置されているのでしょう
か。

ご理解のとおりです。
脱水機棟内に汚泥貯留槽等を設置する場合や排水
池以外への返送先を提案される場合は、事業者提案
とします。
既設の濃縮槽に水位計は設置されていません。

56 要求水準書（案） 19
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

ケ
『各ポンプの運転は、関連する水槽等の水位インター
ロックを考慮する。』とありますが、既設の排水池、濃
縮槽の計装の取り込みが必要となってくるため、現状
の計装フローをご提供願います。

排泥池及び排水池の「水位高」の信号データが現場
操作盤から受変電シーケンス盤にいってます。

57 要求水準書（案） 19・20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

シ　ヌ
シに示された『短時間停電時における監視制御装置
の維持管理データ保持を考慮するものとする。』とヌに
示された『無停電電源』による電源保証は同様の内容
と読み取れますが、何か違う意味がありますか。ご教
示頂きたく思います。また、非常用発電設備は既設流
用と考えてよろしいでしょうか。

シは、「監視制御装置の電源を無停電電源設備の対
象とする」という意味です。
ヌは、「既設の無停電電源からの供給を基本とし、新
設が有利と提案できる場合は新設する」という意味で
す。
非常用発電設備についてはご理解のとおりです。

58 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備】

ソ
電気設備の切替にともなう浄水場の全停止は、何時
間まで可能でしょうか。

3時間です。（停電・復電作業を含む。）

59 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

タ
屋外盤の仕様で、耐候・耐食性に優れた材質とありま
すが、鋼板＋溶融亜鉛メッキ塗装等、材質ではない部
分での対応方法もありますが、材質限定にした理由を
ご教示下さい。また、事業者提案範囲が要求水準に
入っているように見受けられます。

要求水準書（案）のとおりとします。

60 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

チ
『既設排水排泥池の現場盤及びそれに伴う配線の更
新を行う。』とありますが、本事業範囲外であると考え
ます。本事業範囲内で妥当だと判断できる理由及び
資料の提示をお願いします。また、取合いについても
明示した資料の提示をお願いします。

排水排泥池設備は、脱水機設備と共用のコントロー
ルセンタ・監視操作盤等で運転・監視制御している設
備であり、既設脱水機棟の廃止に伴い電気設備も更
新する必要があるためです。

61 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

ヌ
無停電電源について、既設を利用する場合の取り合
い点の明示をお願いします。

電気棟の既設無停電電源装置のうち、CVCF分電盤
内の遮断器取り合いとなります。

62 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

ノ
通行車両等に応じた強度を確保するとありますが、ど
の程度の車両まで想定すれば良いか、ご教示下さ
い。

10tダンプ等が荷を乗せた状態を想定してください。

63 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

ヒ
維持管理性を考慮して、長期的に使用可能なものと
する。とありますがMSE-D及びアルカリ電池等を想定
されているのでしょうか。

水道工事標準仕様書に記載してあります長寿命型の
期待寿命を想定しております。

64 要求水準書（案） 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準
【電気設備設計】

フ・ヘ
下北方・鶴島線の残塩計を更新及び下北方・鶴島線
の流量計ピット床排水ポンプ及び換気設備における
電気設備更新とありますが、本事業範囲内で妥当だ
と判断できる理由及び資料の提示をお願いします。ま
た、取合いについても明示した資料の提示をお願いし
ます。さらに、候補地Bを選択した場合も施工に影響
なくても実施する必要はありますでしょうか。

下北方・鶴島線の残塩計及び流量計室用電気盤は既
設脱水機棟内に設置されており、電源供給元も既設
脱水機棟にあるため、本事業範囲で更新を計画して
います。
候補地Bについても同様です。
配置については実施方針「別紙4」 をご参照ください。

65 要求水準書（案） 26 5.7.2 交通安全対策
進入道路の補修は、事業者が道路に損傷を与えた場
合のみ行うという解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。


