
 

 

質問書及び回答書 
 

（鳴瀬川・吉田川流域） 

番号 質 問 項 目 質 問 内 容 回答 
鳴吉-1 募集要項 

Ⅱ申請の手続に

ついて 

第２の１申請書

類の提出 （３）

記載されている書類全ての提出が必要でしょうか。 

定款のみの提出でも構わないのかご教示ください。 

定款のみの提出でかまいません。 

鳴吉-2 基本仕様書  

第3条第1項 

見学者案内に

ついて 

見学者案内に関わる受付は、本業務に含まれるのでしょうか。それとも見

学者受付は、貴県が行い、場内案内を指定管理者が行うのでしょうか。ご教

示ください。 

見学者案内に関する受付も含めて指定管理業務です。 

鳴吉-3 基本仕様書 

 第7条第1項 

 業務責任者に

ついて 

鳴瀬川流域下水道（鹿島台浄化センター）と吉田川流域下水道（大和浄化

センター）の業務責任者は、両流域下水道施設の業務責任者として兼務する

ことができるのでしょうか。ご教示ください。 

業務責任者は，１人だけ定めてください。 

 

鳴吉-4 基本仕様書 

 第8条第1項 

 業務主任者に

ついて 

鳴瀬川流域下水道（鹿島台浄化センター）と吉田川流域下水道（大和浄化

センター）の業務主任者は、両流域下水道施設の業務主任者として兼務する

ことができるのでしょうか。ご教示ください。 

業務主任者は流域下水道施設ごとに定めてください。 

なお，複数の流域を兼務することはできません。 

鳴吉-5 標準仕様書 

 第3条第7項 

 小規模修繕業

務について 

小規模修繕の費用として１年間の上限金額の設定はあるのでしょうか。ご

教示ください。 

小規模修繕の費用について，１年間の上限額はありません。 

 

鳴吉-6 別紙8 

第2条3 

推定流入汚水量 

平成22年度に大口の下水道接続が予定されるとの情報を新聞等で確認して

おりますが、推定流入汚水量は、これを考慮したものなのでしょうか。ご教

示ください。 

汚水量が確定していないので，別紙８に示した推定流入汚水量

には考慮していません。 

なお，この接続による処理場施設の増設は見込まれておりませ

ん。 

鳴吉-7 別紙8 

第2条3 

推定流入汚水量 

推定流入汚水量が増加となった場合、流入水量増加や流入水質の変動に対

する責任は、委託者側のリスク負担（放流水質の悪化、光熱水費・薬品等の

ユーティリティーや消耗品等の増大）との解釈でよろしいでしょうか。 

協定で定めた指定管理料は，流入水量や流入水質の一般的な変

動による変更を原則として行いません。 

ただし，募集要項にあるとおり，天災や事故等による場合は，

協議により指定管理料を変更する場合があります。 



 

 

鳴吉-8 別紙8 

第2条4 

リスク分担 

下水汚泥処分計画と実績に差が生じた場合、汚泥処分費等の増減が見込ま

れますが、このような場合のリスクは、受託者と委託者との協議という解釈

でよろしいでしょうか。 

協定で定めた指定管理料は，汚泥処分費の一般的な増減による

変更は原則行いません。 

ただし，募集要項にあるとおり，天災や事故等による場合は，

協議により指定管理料を変更する場合があります。 

鳴吉-9 別紙9 

2 

リスク分担 

管路施設における受託者の責任範囲（例として、道路などの陥没、マンホ

ール蓋の破損による事故責任・復旧責任など）についてご教示いただけない

でしょうか。 

管路施設のうち流量計，マンホールポンプなどの設備に関する

保守，点検，修繕は指定管理者の業務です。 

マンホール蓋は年４回の点検が指定管理業務としていますが，

必要となる修繕，交換は県が行います。 

なお事故に関する責任については，その原因等により判断され

ると考えます。 

鳴吉-10 別紙9 

5,6,7,8 

リスク分担 

性能事項の達成リスクについて、不可抗力等、受託者の責に帰さない管理

基準値および管理目標値超過のリスク負担についてご教示下さい。 

別紙１１リスク分担表にあるとおり，天災その他不可抗力によ

るものや定めがない項目については，県と指定管理者が協議する

ものとします。 

 

鳴吉-11 別紙9 

5,6,7,8 

リスク分担 

日最大処理能力及び計画流入水質を超えている場合、管理基準値および管

理目標値を超過しても、指定管理料を減額される対象ではないとの判断でよ

ろしいでしょうか。 

日最大処理能力及び計画流入量を超えて管理基準値を超過した

場合についても，指定管理者の責めに帰すべき理由があると認め

られるときは，指定管理料を減額の対象とすることがあるので，

適正な運転管理に努めてください。 

なお，別紙９の８のとおり管理目標値を超過しても指定管理料

を減額する対象とはしていません。 

 

鳴吉-12 別紙9 

7､8 

リスク分担 

受託者が管理目標値を満足していないことを確認し、これが受託者の責め

に帰する理由による場合は、協議の上、指定管理料を減額するとありますが

、管理目標値は管理基準値より厳しく設定する必要があり、事実上の遵守基

準と考えます。管理目標値を厳しくすればユーティリティ等の増大に繋がる

可能性があり、その設定は慎重に行う必要があります。この基準値を受託者

が設定する理由についてご教示願えないでしょうか。 

募集要項別紙９の８のとおり，管理目標値を超過しても指定管

理料を減額する対象とはしていません。 

なお，管理目標値の設定はすべて管理につながるものであるた

め，指定管理者が定めることとしています。 

 

鳴吉-13 別紙9 

5（１） 

リスク分担 

日最大処理能力は、全系列運転を行った場合の能力と認識しております。

例えば修繕工事等により、受託者の事情に帰さない理由で系列の削減を余儀

なくされる場合、そのリスク負担は委託者にあるとの解釈でよろしいでしょ

うか。ご教示ください。 

 県と指定管理者が協議して決定します。 

鳴吉-14 別紙9 

5（１） 

日最大処理能力とありますが、時間最大処理能力については、どのように

お考えでしょうか。ご教示ください。 

 

日最大処理能力は処理場の運転に用い，時間最大処理能力は管

渠を設計するときに用いています。 

 



 

 

鳴吉-15 別紙9 

6,7,8 

リスク分担 

処理機能を確保するのに必要な設備及び主要機器が、修繕や電気計装設備

点検等により使用不能となり、運転に支障を来たす場合はできる限りの調整

を図るものの、基準遵守が困難になると予想されます。このような場合、受

託者に責はないとの判断でよろしいでしょうか。 

 

適切な日常保守点検や精密点検により，使用不能になる前に異

常などが確認できるものと考えております。ただし，不可抗力に

よる突発的な場合などは，県と指定管理者が協議して決定します

。 

鳴吉-16 別紙9 

7 

閲覧資料につい

て 

｢過去3年程度の流域下水道維持管理年報を参考に・・・｣とありますが、閲

覧資料は平成18年度年報のみでした。この他の維持管理年報は、閲覧可能で

しょうか。 

宮城県庁地下１階の県政情報センターで閲覧ができます。 

 

鳴吉-17 別紙9 

7 

高度処理項目に

ついて 

管理目標値の設定にT-N、T-Pが含まれていますが、両処理場とも高度処理

の設計ではないと確認しております。このため、何らかの影響により放流水T

-Pが上昇した場合、PACなどの薬剤を投入するのが一般的な対処方法です。し

かし、現有施設には薬剤注入設備がないため、有効な対策が取れないのが実

情です。今後、高度処理に有効な設備の設置計画はあるのでしょうか。ご教

示ください。 

吉田川流域について，高度処理の段階的な導入が全体計画に位

置づけられておりますが，導入時期については未定です。 

鳴瀬川流域については，高度処理の計画はありません。 

鳴吉-18 別紙9 

12 

機能確認につい

て 

業務開始時の機能確認にて、機能を満たしていない機器については、受託

者の責任で機能回復する必要がないとの認識でよろしいでしょうか。また、

耐用年数が経過した機器については対象外との認識でよろしいでしょうか。

機能を満たしていない機器や耐用年数が超過ししたききについ

ても，適正な運転管理を行い，現状の機能を維持するよう努めて

ください。 

 

鳴吉-19 別紙9 

12 

 

処理施設に設置されている機器類、水質検査機器の部品のうち、製造中止

となっているものがある場合、その調達についてどのように対応するべきか

、ご教示ください。 

備品等の調達が必要になった場合は，その事由により県と指定

管理者が協議して決定します。 

 

鳴吉-20 別紙10 

5 

基準値について

管理基準値および管理目標値を超過した場合の評価判定は｢県が行う試験｣

によるとの認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。 

管理基準に及び管理目標値を超過した場合は，指定管理者が原

因調査を行い県へ報告することとしております。 

鳴吉-21 別紙11 

リスク分担表 

 

受託者リスク表で定義されていないリスクについて、受託者から事前にリ

スクを報告していた場合は、委託者の負担と考えてよろしいでしょうか。 

別紙１１リスク分担表に定めがないものは，県と指定管理者で

協議して決定します。 

 

 

鳴吉-22 その他 

 

委託者が実施する工事及び調査等の委託業務で、受託者が調達、管理して

いる光熱水費・薬品等のユーティリティーや消耗品等が追加された場合の措

置についてご教示下さい。 

県が実施する工事や調査に関する協力は，標準仕様書に示すと

おり指定管理者の業務であり，これらの経費は管理運営支出実績

額に含まれておりますので，別紙６を参考に支出計画を作成して

ください。 

 



 

 

鳴吉-23 その他 契約業務実施に伴う下水道法以外の関係法令に基づくリスクについて、下

水道法第３条における公共下水道管理者の法的リスクは委託者にあると解釈

してよろしいでしょうか。 

下水道法３条の最終的な管理者責任は県にありますが，指定管

理業務に関しては，指定管理者に責務があると考えておりますの

で，適正かつ確実な業務の実施をお願いします。 

 

鳴吉-24 その他 業務開始時における施設機能確認時に確認できた維持管理上発生する騒音

、振動、悪臭等についてのリスク負担は委託者にあると解釈してよろしいで

しょうか。 

維持管理上発生する騒音，振動，臭気等については現状維持若

しくは低減するよう適切な運転管理に努めてください。 

 

 

鳴吉-25 その他 本契約期間中、予期せぬ大幅な流入水量増量が継続的に続くような事態と

なった場合、受託者が調達、管理している電力・薬品等のユーティリティー

や消耗品等の大幅な増加が見込まれます。これに関わる費用負担は委託者と

の解釈でよろしいでしょうか。 

県と指定管理者が協議して決定します。 

 

 

 

 

鳴吉-26 その他 薬品、電力等調達品について、特に原油関連について実勢価格が上昇傾向

にあります。資料の薬品単価なども現在の一括調達単価と実勢単価に開きが

生じています。当初の調達見込額と実勢額に著しい開きが生じた場合につい

て、そのリスク配分、協議の有無についてご教示ください。 

協定やリスク分担表に定めがない事項については，県と指定管

理者が協議して決定します。 

鳴吉-27 その他 本事業計画書に資料を添付してよろしいでしょうか。 記載内容を説明するのに必要な資料を添付する場合は，必要最

小限とし，資料番号やページ数を付して添付してください。 

 

鳴吉-28 その他 日最大処理能力及び計画流入水量を超えたことが判明した場合、本契約に

示す運転操作・監視にまつわる全ての判断は委託者に移譲されるとの認識で

よろしいでしょうか。ご教示ください。 

計画流入量を超えたときは県と指定管理者が協議して決定しま

す。 

また，計画流入量を超える恐れがあると判断される時から原因究

明と対策を検討し報告してください。  

 

鳴吉-29 その他 平成21年度以降の処理場内で使用する｢電気デマンド｣をご教示ください。 鳴瀬川流域が２６９ｋｗ，吉田川流域が７００ｋｗです。 

 

鳴吉-30 その他 放流水の水質等の管理基準値は、過去の日最大値を考慮したものでしょう

か。ご教示ください。 

放流水の水質等の管理基準値は，水素イオン濃度(pH)，大腸菌

群数，浮遊物質量(SS)は下水道法施行令に定められた値とし，生

物化学的酸素要求量(BOD)は下水道法に基づき事業計画書で定め

た計画放流水質としております。 

なお，別紙９の６(1)に記載の誤りがあったので，管理基準値を

下表のとおり訂正します。 



 

 

（管理基準値） 

項目 鹿島台浄化センター 大和浄化センター 

pH 5.8～8.6 5.8～8.6 

大腸菌群数 3,000個/cm3以下 3,000個/cm3以下 

SS 40mg/l以下 40mg/l以下 

BOD 15mg/l以下 20mg/l以下 

 なお，別紙９の６(1)エに示す，放流水質監視計画におけるBOD

は20ml/l以下が正しい値であります。(エに示すBOD5ml/l以下は誤

りです) 

 

鳴吉-31 その他 

 

水質検査機器点検業務について、pH計は検出器と指示計両方の点検でしょ

うか。ご教示ください。 

別紙内訳書３に示す当該業務において，pH計は点検の対象とは

しておりません。 

なお，pH計は定期的に計量検定所の検査を受けてください。 

鳴吉-32 その他 

 

脱臭設備の活性炭の交換で過去の交換実績をご教示下さい。 鳴瀬流域は沈砂地ポンプ棟，汚泥棟について平成１５年度に交

換しています。 

また，吉田川流域は水処理施設が平成２０年度（毎年），汚泥

棟が平成１９年度（隔年），沈砂地ポンプ棟が平成２０年度（隔

年）に交換しています。 

 



 

 

質問書及び回答書 
（鳴瀬川・吉田川流域） 

番号 質問項目 質問内容 回 答 
鳴吉-33 ① 収支決算書について 

 

 

 

企業会計システムは、現行のものを使用するので

しょうか 

或いは指定管理者側で独自のものを用意使用す

ることになりますでしょうか。 

会計事務にあたっては，会計システムを必要に応じて指定管理者が独自

に用意することとなります。 

鳴吉-34 ② 運営管理計画について 

 

 

 

 

施設見学者等への対応業務で、見学申し込みの受

付窓口は指定管理者側になるのでしょうか。 

また、対応回数などの頻度はどのくらいになりま

すでしょうか。 

施設見学者の対応に当たっては，見学申し込みの受付窓口も指定管理者

となります。 

対応回数，見学者数などは，募集要項に添付した別紙１－１及び別紙１

－２の各流域下水道維持管理年報を参照してください。 

鳴吉-35 ③ 経済変動について 

 

 

 

 

 

つい最近、国土交通省から「単品スライド条項」

の適用宣言が発表されましたが、発注者によるイン

フレ、デフレの判断基準（経済変動による契約内容

変更の判断）がありましたらご提示下さい。 

基準はありませんので，協定を締結する際に必要な事項は，県と指定管

理者が協議することとなります。 

 



 

1/1 

質問書及び回答書 

 

（鳴瀬川，吉田川流域） 

番号 質 問 項 目 質 問 内 容 回  答 

鳴吉-36 １ （３）様式 

様式第２号事業計画書 

別紙２ 配置予定者の経歴書 

 

申請書提出書類 配置予定者（業務責任者及び

業務主任者）の経歴書に記載する職員は受託し

た際，必ず当該職員を配置しなければならない

のでしょうか。 

事業計画書の別紙２（配置予定者の経歴書）で提出した配置予定者を，

配置することを原則とします。 

ただし，やむをえない事情がある場合は，提出された配置予定者と同等

以上の実務経験や資格を有する者を配置してください。 

 

 


