
NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

1 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

イ
脱水機棟への電源供給は、電気棟受電室から行うとござい
ますが、電源取り出しに関しまして、脱水機用と排水設備用
の高圧２フィーダーを使用しても良いとの認識で宜しいで
しょうか。

新脱水機棟（将来用）の高圧フィーダーのみ使用して下さ
い。

2 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

イ
脱水機棟への電源供給は、電気棟受電室から行うとござい
ますが、電源取り出しに関する既設高圧盤の機能増設が必
要な場合は、本工事に含むものとの認識で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

3 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

エ
受変電設備、動力設備は脱水機棟電気室に設置すると記
載がございますが、別紙１「発注者と事業者の取合範囲」に
あるとおり、脱水設備に関する受電設備、動力設備は脱水
機棟電気室に設置するものとし、排水排泥設備設備に関す
るものは、既設電気棟のスペースを使用してもよいとの認
識で宜しいでしょうか。また、既設電気棟のスペースの使用
が不可の場合は、既設の旧電気室を使用しても宜しいで
しょうか。

エに記載のとおりとします。脱水設備に関する受変電設
備、動力設備及び、排水排泥設備に関するものについて
も脱水機棟電気室に設置してください。

4 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

キ
高調波対策を講じるとございますが、既設の高調波計算書
等、既設状況がわかる資料の明示をお願いします。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきますが、詳細は現地調査の上ご確認下さい。

5 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ク
『既設脱水処理施設において計測している計装項目につい
ては、新設脱水処理施設においても同様に計測する。』とあ
りますが、既設計測項目が分かる資料等の提示をお願いし
ます。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加しま
すが、参考扱いとしますので、詳細は現地調査の上ご確
認下さい。

6 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

サ
既設監視システムと独立したシステム構築とございますが、
下北方・鶴島線残塩値の表示も新設監視装置に表示とし
て、既設監視装置・制御装置に対しての出力は不要との認
識で宜しいでしょうか。

下北方・鶴島線残塩値は、既設監視装置への入力を必
要とします。詳細は現地調査の上ご確認下さい。

7 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

サ
既設監視システムと独立したシステム構築とございますが、
既設監視装置・制御装置に対して新設の信号の出力は不
要との認識で宜しいでしょうか。もし必要であれば、必要な
項目が分かる資料の明示をお願いします。

既設監視装置・制御装置に対して新設の信号の出力は
必要となります。項目については、洗浄排水返送ポンプ
の運転信号及び、排水池、排泥池の水位信号を出力して
下さい。回答№6もご参照下さい。

8 要求水準書 19
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ス
既設監視システムに関して、電源供給側の既設高圧盤や
既設無停電電源装置、下北方・鶴島線残塩に対する項目
の削除、追加、変更等の機能増設も別途工事との認識で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

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
うとございますが、ポンプ室の建築設備の電灯・負荷に関す
る配線の更新は含まずとの認識で宜しいでしょうか。また、
含む場合は既設の配線先及び容量等の資料の明示をお願
いします。

ポンプ室の建築設備の電灯・負荷に関する配線の更新も
含みます。
資料については、上下水道局の判断で、可能なものは閲
覧資料に追加しますが、詳細は現地調査の上ご確認下さ
い。

10 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

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
うとございますが、既設の排水排泥設備の自動内容が分か
る資料の明示をお願いします（運転方案、動作説明図等）。
また、上記に伴う既設信号（洗浄排水返送ポンプ運転指令
等）のＩＯが分かる資料の明示をお願いします。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきます。

11 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ニ
必要な接地工事を行う上で、既設の接地工事の資料を参
考としてご提示下さい。また、既存の接地線を使用すること
はよいとの認識で宜しいでしょうか。

既存の接地線については、使用を認めます。
既設の接地工事について提供できる資料はありません。

12 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ヌ
無停電電源について、既設の状況がわかる資料の明示を
お願いします（容量kVAなど）。また、新設する場合は、維持
管理性を考慮し汎用UPSの使用も良いとの認識で宜しいで
しょうか。

既設仕様は蓄電池MSE（長寿命型）400Ah、54セル、イン
バータ30kVAです。
新設する場合は、質問NO.14を参照下さい。
なお、上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追
加していきます。

13 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ヌ
コントロールセンタ室とありますとおり、浄水処理との整合性
の観点より、コントロールセンタとする必要があるとの認識
で宜しいでしょうか。

原則、コントロールセンタとしますが、床排水ポンプ等の
軽微な機器については、コントロールセンタでなくてもよい
ものとします。

14 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ヒ
蓄電池は維持管理性を考慮して、長期的に使用可能なもの
とする。とございますが維持管理性を考慮すれば汎用UPS
の使用も良いとの認識で宜しいでしょうか。

汎用ＵＰＳも可能としますが、蓄電池の寿命はＵＰＳ本体
と同等以上のものとして下さい。

15 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

フ
下北方・鶴島線の残塩計の更新に関して、仕様や接続、設
置場所が分かる資料を明示をお願いします。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきますが、詳細は現地調査の上ご確認下さい。

16 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

ヘ
下北方・鶴島線の流量計ピット内の排水ポンプおよび換気
設備の更新に関して、機器や仕様、台数、接続、設置場所
が分かる資料の明示をお願いします。

提供できる資料がありませんので、詳細は現地調査にて
判断願います。

17 要求水準書 20
4.2.6　2）
2-1）(1)③

対象業務の細則【設計
に関する事項】

フ・ヘ
下北方・鶴島線の残塩計、および流量計ピット内の排水ポ
ンプおよび換気設備の更新につきまして、前回の質問回答
のとおり別紙4を参照しても、各機器の配置や取合い点は
不明です。既設の脱水機棟の平断面図、残塩計や排水ポ
ンプの仕様、配管の取合い点や信号のI/Oがわかる資料を
ご提示ください。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきます。
また、質問回答№15、16もご参照下さい。
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NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

18 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

濃縮汚泥ポンプの設置検討にあたり、既設濃縮汚泥ポンプ
の仕様書、機器図、容量計算書及び設置場所の配置配管
図(平面・断面)をご提供願います。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきますが、詳細は現地調査の上ご確認下さい。

19 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

撤去対象施設の検討にあたり、候補地A旧発電機室におけ
る撤去対象機械の仕様書、機器図、配置配管図(平面・断
面)、配線図をご提供願います。

募集要項 表5-1（P12）に記載されている、閲覧資料リスト
内の資料及び現地調査から判断願います。

20 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

撤去対象施設の検討にあたり、候補地A1系送水ポンプ室
及び1系浄水池における撤去対象機械の仕様書、機器図、
配置配管図(平面・断面)、配線図をご提供願います。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきますが、詳細は現地調査の上ご確認下さい。

21 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

撤去対象施設の検討にあたり、候補地A旧沈殿ろ過C/C室
における撤去対象機械の仕様書、機器図、配置配管図(平
面・断面)、配線図をご提供願います。

質問回答NO.20をご参照下さい。

22 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

撤去対象施設の検討にあたり、候補地油ポンプ室における
撤去対象機械の仕様書、機器図、配置配管図(平面・断
面)、配線図をご提供願います。

質問回答NO.20をご参照下さい。

23 要求水準書 2 2.2.1
対象施設
表2-1

撤去対象施設の検討にあたり、候補地B旧電気室における
撤去対象機械の仕様書、機器図、配置配管図(平面・断
面)、配線図をご提供願います。

質問回答NO.19をご参照下さい。

24 要求水準書 4 2.2.2 対象業務の概要 表2-2

設計
既存施設撤去設計及び基本設計に「提案内容を具体化す
る対象施設の撤去設計、基本設計」とありますが、具体化
の過程で提案内容に無い項目や範囲が出た場合は、事業
費の追加変更は可能でしょうか。

設計時協議事項としますが、ご質問の内容は事業者提案
と判断し、事業費の変更対象とはなりません。

25 要求水準書 4 2.2.2 対象業務の概要 表2-2

撤去
撤去機器の処分方法は、どの様にお考えでしょうか。

事業者提案とします。

26 要求水準書 4 2.2.2 対象業務の概要 表2-2

建設
機械設備工事及び電気設備工事の「本工事に当たり不要と
なる設備の撤去工事を行う。」とありますが、既設脱水機棟
及び既設脱水機棟内の機器は表2-1の撤去対象施設に示
されていないため、本事業では撤去は行わないと考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 要求水準書 5 2.2.3
事業期間及び事業ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ

2.1事業の目的で「本事業は、脱水処理施設の更新におい
て、民間事業者が有する技術力、ノウハウ、及び創意工夫
を活用するＤＢ方式で実施することにより、合理的かつ効率
的な施設整備を行うとともに、コスト縮減・工期短縮、品質
の高度化等を図ることを目的とする。」として、工期短縮を目
的としていると記載されていますが、工事が想定より早く進
んだ場合、令和6年9月末以前に設備を引き渡すことは可能
でしょうか。

ご理解のとおりです。

28 要求水準書 5 2.2.3
事業期間及び事業ｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ

「撤去に伴う費用の支払いは令和4年度とする」とあります
が、令和4年度以前または以後に撤去する機器等の支払い
は撤去した年度での支払いと考えてよろしいでしょうか。

ご質問の「撤去に伴う費用の支払い」とは、候補地A若しく
は候補地Bの解体に伴い支障するものの撤去のことであ
り、機器更新等に伴う候補地以外の撤去については該当
しません。よって、候補地以外の撤去費用の支払いにつ
いては、令和4年度支払いとは限りません。

29 要求水準書 8 3.2.5(2) 性能保証

「性能保証の期間は、対象施設の各設備、機器を単位とし
て、地方公営企業法施行規則別表第2号に定める有形固
定資産の耐用年数の期間とする。」とありますが、耐用年数
の期間中は上下水道局様及び運転管理受託者様が適切
に整備を行った条件においての性能保証と考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

30 要求水準書 9 3.3.2　2）（2）
有資格者の配置
機械器具設置工事

「国内において、監理技術者又は主任技術者、もしくは現場
代理人として、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）における
浄水場施設の設置工事に携わった実績のある技術者１名
以上を配置する。」とありますが、本実績を持った技術者を
機械器具設置工事の現場施工期間に配置すると考えてよ
ろしいでしょうか。

国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」を参照願
います。

31 要求水準書 10 3.3.2　2）（3）
有資格者の配置
電気工事

「国内において、監理技術者又は主任技術者、もしくは現場
代理人として、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）における
浄水場施設の設置工事に携わった実績のある技術者１名
以上を配置する。」とありますが、本実績を持った技術者を
電気工事の現場施工期間に配置すると考えてよろしいで
しょうか。

国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」を参照願
います。

32 要求水準書 13 4.2.2 発生固形物量等　表4-1
実施方針等に関する質問・意見に対する回答NO.23より、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。

33 要求水準書 14 4.2.6　1)　1-1) 共通事項

②
「浄水場機能に影響が生じたり安定給水が損なわれないよ
うに、既設に対する十分な調査を実施し、安全な設計・施工
を行うものとする。」とありますが、どの程度の影響を及ぼし
たら支障があるでしょうか。想定されている浄水場への機能
の影響をご教授下さい。

想定しておりません。
要求水準書に記載のとおり、既設に対する十分な調査を
実施していただき、浄水場機能、既存施設の運用及び維
持管理に影響を及ぼす事の無いよう、安全な設計・施工
を行っていただくよう、検討・提案をお願いします。

34 要求水準書 14 4.2.6　1)　1-1) 共通事項

③
「既存施設の運用に支障が生じないように必要な対策を講
じるものとする。」とありますが、どの程度の影響を及ぼした
ら支障があるでしょうか。想定されている既存施設の運用に
対する支障をご教授下さい。

質問回答NO.33をご参照ください。

35 要求水準書 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。」とありますが、既設濃縮槽汚泥ポンプ室内の床排水ポ
ンプとその付帯配管、換気ダクトは別紙1発注者と事業者の
取合範囲より更新範囲に含まれていないと考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
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NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

36 要求水準書 14 4.2.6　1)　1-1) 共通事項

⑧
「本事業を行う事により、現況の維持管理性が損なわれるこ
とがない様にする。」とありますが、具体的な事象として想定
されている内容をご教授下さい。

質問回答NO.33をご参照ください。

37 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

イ
6日/週、10時間/日とありますが、対象濁度は平均濁度時
と捉えて良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

38 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

エ
「浄水処理に影響の無い排水とする」とありますが、影響が
無いと判断する基準をご教授下さい。

基準については特に設定しておりません。
要求水準書に記載のとおり、既設に対する十分な調査を
実施していただき、浄水場機能、既存施設の運用及び維
持管理に影響を及ぼす事の無いよう、安全な設計・施工
を行っていただくよう、検討・提案をお願いします。

39 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

キ
濃縮汚泥ポンプの更新にあたり、既設濃縮槽の停止可能
時間はどの程度と考えれば良いでしょうか。

冬場であれば、１槽ずつ1ヶ月程度は停止可能と考えます
が、5月～10月の時期の停止は難しいと考えます。

40 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

コ
実施方針等に関する質問・意見に対する回答NO.35回答に
おいて、追加資料として洗浄排水返送ポンプ、サンドポン
プ、排泥ポンプがありましたが、更新対象のポンプをご教授
下さい。

洗浄排水返送ポンプのみとします。

41 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

コ
更新範囲はポンプ本体のみと考え、配管やガイドパイプは
更新範囲外と考えてよろしいでしょうか。

更新範囲内となります。

42 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

コ
更新対象のポンプの仕様書、機器図、容量計算書及び設
置場所の配置配管図(平面・断面)をご提供願います。

仕様書、機器図、容量計算書については、提供できる資
料がありませんので、現地調査にて判断願います。
配置配管図(平面・断面)については、上下水道局の判断
で、可能なものは閲覧資料に追加していきます。

43 要求水準書 16
4.2.6　2) 2-1)(1)
①

機械脱水設備設計

コ
洗浄排水返送ポンプの選定にあたり、本排水池に送られる
時間あたりの水量をご教授下さい。

本排水池に送られる主な排水はろ過池洗浄排水です。
排水量は、ろ過池洗浄時間によって異なりますが、表洗
時間3分、逆洗時間6分の洗浄で約410 が排水されま
す。

これを時間あたりに換算すると約2,700ｍ
3
/ｈですが、その

他に天日乾燥床や濃縮槽などからの排水もあります。

44 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

建築設計
【脱水機棟】

ウ
「脱水機棟内の機器を搬出および搬入するための電動式
吊上装置を設置し、動作性・操作性に配慮したものとす
る。」とありますが、脱水機棟内の機器は主機である機械脱
水機と考え、保守点検での搬出及び搬入を想定した電動式
吊上装置の設置と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
ただし、補機類の吊上装置の有無については、事業者提
案としますが、吊上装置のない場合でも搬出及び搬入が
容易な配置や吊り具設置用のフックは必要と考えており
ます。

45 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

建築設計
【脱水機棟】

カ
屋内の排水の排出先をご教授下さい。

場内の汚水排水に接続できる計画としてご提案下さい。

46 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

建築設計
【脱水機棟】

ク
「排水ポンプは2台の同時交互運転とし、1台故障時におい
ても自動的に切り替わり排水が可能なものとする」とありま
すが、1台予備という考えでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、2台同時運転も可能なものとしてく
ださい。

47 要求水準書 21 4.2.6　2) 2-1)(2) 技術提案において評価する事項

③
高濁度時の処理方法の具体性の検討にあたって、2系及び
3系浄水施設の薬品沈殿池の構造図及び配置配管図(平
面・断面)をご提供願います。

2系浄水施設の薬品沈殿池の構造図及び配置配管図(平
面・断面)については、上下水道局の判断で、可能なもの
は閲覧資料に追加していきます。
3系浄水施設については、現在施工中であることから、提
供できる図面はありません。

48 要求水準書 21 4.2.6　2) 2-1)(2) 技術提案において評価する事項

③
高濁度時の処理方法の具体性の検討にあたって、排泥池、
濃縮槽のフローシート、構造図、配置配管図(平面・断面)を
ご提供願います。

上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追加して
いきます。

49 要求水準書 23 4.3 完成検査

上下水道局の検査並びに設計内容の審査とありますが、
基準や時期についてご教示願います。

募集要項2.9 事業スケジュール（P5）に記載のとおり、事
業者提案を認める（イ）に関する内容であることから、検
査時期は事業実施時の協議事項とします。
ご質問の基準については、検査基準ということかと判断し
ますが、設計内容が要求水準を満たしているか等を主と
した検査を実施予定です。

50 要求水準書 23 4.4　2) 詳細設計

⑨
その他、上下水道局様が指示するものの中で、設備組立平
面図、断面図のイメージが分かるサンプル等の資料をご提
供願います。

事業者提案とします。

51 要求水準書 30 6.3 留意事項

②
立会経費等は事業者の負担とありますが、工場立会いの
有無及び現場立会いの有無をご教示下さい。また、それら
の際に発生する立会経費とはどのようなものかご教授下さ
い。

工場立会い及び現場立会いの有無については、協議事
項とします。
ご質問の立会経費とは、基本的には事業者にかかる部
分のものを想定しています。

52
提出書類作成要
領及び様式集

1
1.（以下、添付書
類）１）（１）

・会社概要

様式については、各構成員の独自様式で良いでしょうか。
指定様式がありましたらご提示願います。

ご理解のとおりです。

53
提出書類作成要
領及び様式集

1
1.（以下、添付書
類）１）（３）

・応募グループの協定書
に関する書類

宮崎市ホームページに掲載されている「特定建設工事共同
企業体協定書（乙型）」の様式で良いでしょうか。
別途指定様式がありましたら提示願います。

ご理解のとおりです。
ただし、企業体名を記載する際は「代表企業名＋グルー
プ」でお願いします。（○○グループ）

54
提出書類作成要
領及び様式集

1
1.（以下、添付書
類）１）（４）

・宮崎市内建設工事企
業の分担工事額に係る
書類

宮崎市ホームページに掲載されている「特定建設工事共同
企業体協定書（甲型）」の様式で良いでしょうか。
別途指定様式がありましたら提示願います。

ご理解のとおりです。

55
提出書類作成要
領及び様式集

1
1.（以下、添付書
類）１）（６）

応募資格確認申請時の
提出書類
（以下、添付書類）

直近1年度分の納税証明書「その３の３」（「法人税」及び「消
費税及び地方消費税」に未納の税額がない事の証明）につ
いて、様式Ⅰ－１「応募資格確認申請時提出書類一覧表」
に記載がありません。
同様式の【以下、添付資料】に追加記入して提出でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

(3/6)



NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

56
提出書類作成要
領及び様式集

1
1.（以下、添付書
類）１）（７）

応募資格確認申請時の
提出書類
（以下、添付書類）

直近1年度分の法人市民税及び固定資産税に係る納税証
明書について、様式Ⅰー１「応募資格確認申請時提出書類
一覧表」に記載がありません。
同様式の【以下、添付資料】に追加記入して提出でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

57
提出書類作成要
領及び様式集

12 様式Ⅰ-3 応募者の構成員一覧表

各工種で複数企業による共同施工（JV）を行う場合、「〇
〇・〇〇・〇〇下北方浄水場脱水処理施設整備事業〇〇
工事共同企業体」等のJV名で記入してもよろしいでしょう
か。

JV名ではなく、各企業毎で記入・提出をお願いいたしま
す。

58
提出書類作成要
領及び様式集

13 様式Ⅰ-4

委任状（応募グループの
各構成員の代表者から
代表企業の代表者への
委任状）

各工種で複数企業による共同施工（JV）を行う場合、「〇
〇・〇〇・〇〇下北方浄水場脱水処理施設整備事業〇〇
工事共同企業体」等のJV名で記入してもよろしいでしょう
か。

JV名ではなく、各企業毎を委任者にした委任状の記入・
提出をお願いいたします。

59
提出書類作成要
領及び様式集

15 様式Ⅰ-6
宮崎市暴力団排除条例
に係る誓約書

グループの構成員を各工種毎に複数企業による共同施工
（JV）で登録した場合、「注２）グループの構成員ごとに提出
すること。」の項目を「構成員がJVの場合はJV構成企業ご
とに提出する」と考えてよろしいでしょうか。

質問回答NO.57をご参照下さい。

60
提出書類作成容
量及び様式集

37 様式Ⅲ-10-① 維持管理費①

電力費の算出に当たって電力単価をご教授下さい。 17円/kWh

61
提出書類作成容
量及び様式集

45 様式Ⅲ－14
各施設の整備内容に関
する提案

機器図面について、機器全てでなく主機である機械脱水機
の機器図面と考えてよろしいでしょうか。その他、必要な機
器図面がありましたらご教授願います。

ご理解のとおりです。

62
提出書類作成容
量及び様式集

45 様式Ⅲ－14
各施設の整備内容に関
する提案

水収支フロー図の作成について、排水処理のみの水収支フ
ローの作成と考えてよろしいでしょうか。または、浄水処理
施設も含めた水収支フローの作成でしょうか。浄水処理施
設も含む場合、浄水処理施設の水収支フロー図及び水収
支計算書のご提示をお願いします。

排水処理のみの水収支フローの作成とします。

63
提出書類作成容
量及び様式集

45 様式Ⅲ－14
各施設の整備内容に関
する提案

水収支計算書の作成について、濃縮槽は一次濃縮槽及び
二次濃縮槽ありますが、通常時の運用方法は、直列による
2段濃縮でしょうか。または、並列による1段濃縮でしょうか。
ご教授下さい。

直列による2段濃縮です。

64
設計及び建設工
事請負契約書
（案）

1
関連工事の調
整

第2 条

「発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に
係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する
場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を
行うものとする。」ありますが、現状予定されている関連工
事をご教授下さい。

既設監視システムの改修工事、施設・設備の修繕、点検
整備、部分更新等を想定しておりますが、施設規模を改
修・更新するような大規模工事を実施する予定はありま
せん。

65 募集要項 12 5)閲覧資料等 表5-1閲覧資料リスト

3
下北方浄水場　浄水処理全体フロー図について、各施設の
GLの記載がありますが、候補地Aの1系送水ポンプ室のGL
の記載がありません。また、候補地BについてもGLが不明
です。濃縮汚泥ポンプの選定にあたって、候補地ABのGLを
ご教授下さい。

閲覧資料「5　下北方浄水場　地質調査資料」のボーリン
グ柱状図に記載されている孔口標高をご参照下さい。
詳細は現地調査の上ご確認下さい。

66  実施方針別紙7 - - リスク分担表(概略)

調査・設計：測量・調査
発注者が提供した資料に現場との不一致または誤記が
あった場合は発注者負担でよろしいでしょうか。

今回は募集要項等、募集公告時の質問・回答となります
ので、回答いたしません。

67 要求水準書 9 3.3.2　2）
有資格者の配置2）建設
業務

「監理技術者又は主任技術者を各工事種別の現場施工期
間中に工事現場に専任で配置する。」とありますが、建設工
事に関して、現場施工期間が複数に分かれる場合（「既設
撤去・建屋建築」と機電据付工事後の「建築仕上げ」など）、
現場施工期間と考え、現場施工が発生しない期間の専任
は不要と考えて宜しいでしょうか？

国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」を参照願
います。

68 要求水準書 8 3.1.1
現場代理人(統括責任
者)の選任

事業者は、本事業の統括責任者として現場代理人を選任
する。と記載されておりますが、代表企業のみでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

69 要求水準書 9 3.3.2　2) 建設業務

構成企業は、通常の建設工事と同様で、提案したスケ
ジュールにて工場製作期間と現場施工期間を設定し、それ
ぞれの期間ごとに別の配置技術者を選定してもよろしいで
しょうか。。
また、工場製作期間の配置技術者は非専任でよろしいで
しょうか。

国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」を参照願
います。

70 要求水準書  1920
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準【電気設備設
計】

P.19サ
脱水機棟でも監視計装盤等による監視操作が可能な設備
構成とする。
P.20ネ
監視制御設備は帳票機能付きとし、日報、月報、年報の作
成ができ、帳票データをダウンロードできること
と記載されております。
帳票機能は管理棟のみで、脱水機棟に設置する設備には
不要との理解でよろしいでしょうか。

事業者提案とします。

71 要求水準書 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準【電気設備設
計】

テ
施設間のケーブル布設は、可能な範囲においては地中埋
設とし
と記載されております。
運用上邪魔にならない範囲で露出にしても良いという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、運用上邪魔にならないかの
判断は協議事項となります。

72 要求水準書 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準【電気設備設
計】

ト
地中埋設部には予備管を設置する
と記載されております。
予備管の口径や数量の考え方をご教示願います。

事業者提案とします。

73 要求水準書 20
4.2.6　2)
2-1)(1)③

要求水準【電気設備設
計】

フ
下北方・鶴島線の残塩計移設につきまして、上下水道局様
で想定している候補地がありましたらご教示願います。

事業者提案とします。

(4/6)



NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

74 要求水準書 23 4.3 要求水準【電気設備】

基本設計完了時及び詳細設計完了時に上下水道局の検
査を受けること
と記載されております。
基本設計は、本事業の提案書に含まれると考えられます
が、上下水道局様で想定している事業者の基本設計内容
をご教示願います。

質問回答NO.49をご参照下さい。

75 提出書類作成要領及び様式集1,9 1.1)(6)(7)
応募資格確認申請時の
提出書類

P.1の１．応募資格確認申請時の提出書類の項目(6)(7)に
は、納税証明書の提出が必要な旨記載されておりますが、
P.9応募資格確認申請時提出書類一覧表には記載がござ
いません。
納税証明書は必要という理解でよろしいでしょうか。

質問回答NO.55およびNO.56をご参照下さい。

76 提出書類作成要領及び様式集 1213

様式Ⅰ-3
様式Ⅰ-4
様式Ⅰ-6
等

代表社印について

様式Ⅰ-3応募者の構成員一覧表、様式Ⅰ-4委任状、様式
Ⅰ-6宮崎市暴力団排除条例に係る誓約書　等に
代表社印を押印することになっております。
代表者印は、宮崎市様への指名願いにて、代表者より委任
されている代理人印でよろしいでしょうか。

代理人印ではなく、受任者印であれば、ご理解のとおりで
す。

77 実施方針 10
3.2(2)
別紙7

本事業で予想されるリス
ク

【リスクの種類／共通／法制度】
本事業に直接関係する法制度の変更等以外は事業者が負
担することになっておりますが、
本事業に直接関係しない法制度の想定がありましたご教示
願います。

今回は募集要項等、募集公告時の質問・回答となります
ので、回答いたしません。

78 実施方針 11
3.2(2)
別紙7

本事業で予想されるリス
ク

【リスクの種類／共通／不可抗力】
発注者及び事業者の双方の責に帰すことのできない事由
等のリスク分担が、発注者：主負担、事業者：従負担となっ
ておりますが、想定される従負担の内容をご教示願いま
す。
また、発注者の責に帰すことのできない事由であっても、事
業者の責に帰すことのできない事由は、発注者負担として
頂きたく。

質問回答NO.77をご参照下さい。

79 実施方針 12
3.2(2)
別紙7

本事業で予想されるリス
ク

【リスクの種類／工事／物価変動】
発注者：主負担、事業者：従負担となっております。
物価変動に基づく工事費増大は、基本的には、発注者負担
で、追加費用を頂けるという理解で
よろしいでしょうか。
その場合、発注者負担となる基準がありましたらご教示願
います。

質問回答NO.77をご参照下さい。

80  実施方針別紙6
撤去対象施設図面（参
考）

油ポンプ室、ハンドホール、マンホール、流量計室、旧薬品
貯留槽基礎、ブロック囲、室外ユニット及び基礎について候
補地Aの可能性を検討する上で、詳細な資料を御提示下さ
い。

質問回答NO.19～NO.22をご参照下さい。

81  実施方針別紙6
撤去対象施設図面（参
考）

既設杭の図面がありません。詳細な資料を御提示下さい。 提供できる資料がありません。

82  実施方針別紙6
撤去対象施設図面（参
考）

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、旧電気室についてはプラント設備の図面がありま
せんが、撤去対象範囲外と言う解釈でよろしいでしょうか。
もし撤去対象であれば、詳細な資料を御提示下さい。

プラント電気設備は撤去対象範囲外となります。詳細は
閲覧資料をご参照下さい。
その他のプラント設備は撤去対象範囲となります。
また、上下水道局の判断で、可能なものは閲覧資料に追
加していきます。

83 要求水準書 2 2.2.1 表2-1

将来の排水処理施設の配置検討にあたり、当該排水処理
施設更新時の浄水場の状況をどのように想定しているかご
教示ください。
例としては、急速ろ過池は撤去されているなど、空きスペー
スが想定できる情報の提供をお願いします。

将来の改修配置計画は未定ですが、排水処理施設更新
時には、急速ろ過池、２系浄水池、旧管理棟、排水処理
棟が撤去可能施設ではないかと想定しています。

84 要求水準書 6 3.2.1 表3-2

その他に『既存の汚泥管については、新設管へ切替後、撤
去する。』とありますが、既存の汚泥管の範囲をご教授下さ
い。

事業者提案により、新設管に切り替えを行った後に不要
となった汚泥管とします。

85 要求水準書 13 4.2.1 事業の基本方針

『施設配置については、将来の排水処理施設の改修、脱水
機による騒音等、周辺の住環境への影響にも配慮し、合理
的かつ維持管理が現状と比べて同等もしくはそれ以上に容
易となるように提案しなければならない。』とありますが、施
設配置計画を実施する上で、具体的な排水処理施設の改
修時期や改修方法等の将来の計画資料を提示して下さ
い。また、同様に浄水処理についても将来計画あれば、提
示して下さい。

質問回答NO.83をご参照下さい。

86 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

建築設計
【脱水機棟】

ウ
『脱水機棟内の機器を搬出および搬入するための電動式
吊上装置を設置し、動作性・操作性に配慮したものとす
る。』とありますが、脱水機棟内の機器は主機である機械脱
水機と考え保守点検での搬出および搬入を想定した電動
式吊上装置の設置と考えてよろしいでしょうか。

質問回答NO.44をご参照下さい。

87 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　脱水機棟

エ
『室内等の結露が発生する箇所は、換気・空調設備の設置
等により対策を行う。』とありますが、結露は後から発生が
確認される場合もあります。本要求水準は設計時点で事前
に想定される範囲についてはと言う解釈でよろしいでしょう
か。

引渡し時前に対策が不十分、もしくは対策を行わなかっ
た箇所で結露が発生した場合は、事業者負担とします。

88 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　脱水機棟

ク
『排水ポンプは2台の同時交互運転とし、1台故障時におい
ても自動的に切り替わり排水が可能なものとする』とありま
すが、1台予備という考えでよろしいでしょうか。

質問回答NO.46をご参照下さい。

89 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　脱水機棟

ケ
『クラック誘発目地を適切に設けるなどのひび割れ対策を講
じる』とありますが、誘発目地などの適用の基準についてご
提示下さい。

基準等の定めは特に言及しませんが、建設後に問題とな
るクラックに対して配慮できる設計をご提案下さい。

90 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　脱水機棟

コ
維持管理用通路や点検等が容易となるスペースを確保す
るとありますが、容易か否かの判断基準はありますか。

維持管理に配慮し容易な点検スペースとなることをご提
案下さい。
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NO 対象書類 貢 項番 項目 質問内容 回答

91 要求水準書 17
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　脱水機棟

シ
『屋内の配線及び配管は～また、電気室・事務室・監視室を
整備する場合はフリーアクセスフロアとする。』とあります
が、配管についても電気室・事務室・監視室の場合はフリー
アクセスフロア内に敷設する方針でしょうか。また、電気室・
事務室・監視室にフリーアクセスフロアを限定した理由をご
教授下さい。

配管については、原則フリーアクセスフロア内敷設としま
すが、その他必要性があれば、協議事項とします。
また、フリーアクセスフロアに限定したのは、維持管理性
を考慮したためです。

92 要求水準書 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　d
適切な照度分布とありますが、照度分布図等の資料の提
出が提案書に必要でしょうか。また、通常は設計時も照度
計算と照明器具配置で考慮される事項と考えますが、問題
無いでしょうか。

ご理解のとおりです。

93 要求水準書 18
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　建築電気設備

イ　動力設備　a
3φ3W200Vと限定されていますが、1φ2W100Vで対応可能
な機器も3φ3W200Vとするのでしょうか。

1φ2W100Vで対応可能な機器であれば、3φ3W200Vでな
くても良いものとします。

94 要求水準書 18
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　建築電気設備

ウ　構内交換設備(電話)　エ拡声設備　オ火災報知器設備
構内交換設備・拡声設備・火災報知設備については既設改
造等の選択肢も可能でしょうか。

可能です。

95 要求水準書 19
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　建築機械設備

ア　空調換気設備　c・ｄ
電気室、操作室は空調設備、換気設備を設置とあります
が、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。

要求水準書のとおりとします。

96 要求水準書 19
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　建築機械設備

ア　空調換気設備　d
操作室と【脱水機棟】ｼの監視室は別の用途の部屋でしょう
か。

同じ用途の部屋となります。

97 要求水準書 19
4.2.6　2) 2-1)(1)
②

要求水準【建築設計】
　　　　　建築機械設備

ウ　衛生器具設備　a
メンテナンス用水栓とありますが、通常の手洗いは不要で
しょうか。また、水栓や手洗いの箇所や個数の指定はあり
ますでしょうか。

事業者提案とします。

98 要求水準書 20 4.2.6　2) 2-1)(1)
要求水準
【汚泥管及び場内配管
設計】

イ
汚泥管については、浄水場の敷地の外に敷設する提案も
可能でしょうか。

維持管理面を考慮し、浄水場の敷地内で検討願います。

99 要求水準書 14 4.2.6　1）1-1）⑥
要求水準　全体に関す
る事項

⑥本浄水場は、クローズドシステムを採用するものとし、そ
のために必要な場内排水システムを構築するとあります
が、その対象施設は既設排水池、既設濃縮槽を含む場内
排水システムですか。

既設排水池、既設濃縮槽を含みます。

100 要求水準書 14 4.4.5
要求水準【設計に伴う各
種申請等の業務】

各種申請に必要な申請手数料は発注者側の負担と考えて
宜しいですか。

事業者側の負担とします。
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