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この要求水準書は、奈良市企業局(以下「発注者」という。)が実施する下水

道施設等包括的維持管理業務委託(以下「本業務」という。)を受託する民間事

業者(以下「受注者」という。)に求める業務の要求水準と受注者が実施しなけ

ればならない最低限の業務内容を定めたものである。本業務は、本要求水準の

ほか、入札説明書等に提示された条件並びに受注者の提案内容に基づいて行う

ものとする。 
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要求水準書 

【第１章 共通事項】 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 
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（業務概要） 

 

（業務の目的） 

また、これまでの発注者の「発生対応型の維持管理」を安定的かつ継続的に下水道施設

等の機能が発揮できるようにするために「予防保全型の維持管理」へと転換させるもので

ある。 

 

（業務の履行期間） 

 

（業務の履行場所及び対象施設） 

 

（用語の定義） 

（１）「指示」とは、発注者の発議により、発注者が受注者に対し、発注者の所掌事務に関

する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 

（２）「承諾」とは、受注者の発議により、受注者が発注者に報告し、発注者が了解するこ

とをいう。 

 

（秘密の保持等） 
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（法令等の遵守） 

２ 受注者が使役する全ての使用人等に対する関係諸法令の運用、適用は、受注者の責任と

負担において行わなければならない。 

３ 奈良市暴力団排除条例に基づき、公共工事等からの暴力団の排除に関する措置として、

公共工事等の受注に際し、発注者と契約を締結する契約相手方(元請負人)及び下請負人

等の方は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、

誓約書の様式は任意とする。 

 

（中立性の堅持） 

 

（公益確保の義務） 

 

（不誠実な行為等の禁止） 

２ 受注者に違反又は発注者の指示に従わない等の不誠実な行為が確認された場合、受注

者は発注者からの改善指示に基づき、改善計画を提出し、迅速に改善を図ること。 

 

（営業時間） 

（１）業務日は、月曜から金曜日までとし、業務時間は午前８時３０分から午後５時１５分

までとする。 

（２）休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９

日から翌年の１月３日までとする。 

（３）災害発生時などの緊急を要する場合においては、業務時間外及び休業日を問わず、発

注者と受注者が協議のうえ、委託業務を行うものとする。 

２ 前項各号の規定は、次条に示す業務の履行に伴う業務時間外の対応義務を除外するも

のではない。 
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（業務範囲及び分類） 

１ 監理計画業務 

（１）監理業務 

    (ｱ) モニタリング業務（監視、指導、教育等） 

   (ｲ) 各業務に対する業務支援（資料作成・補助） 

（２）ストックマネジメント実施計画策定業務 

２ 下水道管理業務 

（１）西部地域終末処理場等運転管理業務 

   (ｱ) 西部地域における終末処理場等の運転管理業務 

（２）東部地域終末処理場等運転管理業務 

   (ｱ) 東部地域における終末処理場等の運転管理業務 

（３）計画的維持管理業務 

(ｱ) 点検業務 

(ｲ) 調査業務 

（４）日常的維持管理業務 

   (ｱ) 住民対応及び事故対応等（詰まり等不具合の官民見極め等） 

   (ｲ) 公共桝及び取付管の閉塞に関わる点検、調査及び閉塞解消業務 

   (ｳ) 緊急時及び災害対応等業務 

３ その他業務 

（１）民間提案実績に基づく業務 

   (ｱ) 会計検査を踏まえた資料作成 

   (ｲ) 奈良市下水道事業における官民連携あり方検討 

（２）業務提案に基づく任意業務 

 

 

（提出書類） 

２ 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届(変更版)を発注者に

提出しなければならない。 

 

（官公署等への手続き） 
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２ 受注者は、本業務の実施にあたり、受注者が行うべき関係官公署及び関係機関への届出

等を、受注者の責任と負担において、関係諸法令の定めるところにより行わなければなら

ない。また、届出等に先立ち、その内容を事前に発注者に報告しなければならない。 

３ 受注者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき、または協議を受けたときは、誠意

をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 

 

（地域住民等との協調） 

２ 受注者は、地域住民等から苦情、要望等があった時は、遅滞なく発注者に申し出て、そ

の指示を受けるとともに、誠意を持って対応し、その結果を速やかに発注者に報告しなけ

ればならない。 

３ 受注者は、如何なる理由があっても、地域住民等から報酬、手数料等を受け取ってはな

らない。再委託先及び使用人等についても、当該の行為について十分指導監督すること。 

４ 前号の規定は、受注者と住民等の適正な取引に基づく私法上の契約に関してはこの限

りではない。 

５ 再委託先及び使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。 

 

（協力義務） 

２ 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、発

注者の指示によりこれに協力しなければならない。 

 

（工程管理） 

２ 業務の計画と実績とに差異が生じた場合は、必要な措置を講じて、業務の円滑な進捗を

図らなければならない。 

３ 受注者は、毎月末、月次報告書により、業務の進捗状況等を発注者に報告するものとす

る。 

 

（業務事務所） 
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２ 受注者が本業務を実施するにあたり必要な場合は、発注者の施設である青山清水園（以

下、「清水園」という。）（奈良市青山一丁目地内）を本業務期間内に限定して無償で貸与

する。また、平城浄化センターに分室を設置することができ、本業務期間内に限定して

無償で貸与する。なお、受注者は、清水園、分室の使用に関して、本業務の着手に先立

ち、発注者の指定の使用申請書を提出し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の清水園を善良なる管理者の注意をもって適切に管理しなければなら

ない。また、本業務の目的以外に使用してはならず、発注者の承諾なく改造等を行って

はならない。 

４ 前号の清水園において業務の履行上必要となる電気、ガス、水道、下水道及び通信に係

る使用料金は、受注者が負担する。ただし、管路清掃に用いる洗浄水については、受注

者の負担で調達するか、もしくは清水園で再生水を調達することとする。 

５ 清水園敷地内に洗浄水の給水施設を設ける場合は、受注者負担により敷地内の支障に

ならない場所において設置することとし、委託終了後は、原状復旧するものとする。 

６ ガス設備については、使用を希望する場合は受注者において契約し、使用料金及び設置

工事費用は受注者の負担とし、委託終了後は、原状復旧するものとする。 

７ 清水園の敷地は、通勤に用いる車両を除く自家用車の駐車をしてはならない。 

８ 清水園内にある備品については発注者の承諾を得たうえで使用してもよいが、業務終

了後に退去する際には原状復旧すること。備品の故障等に伴う修理・交換費用について

は、受注者の負担とする。 

９ 清水園に対し、受注者が必要な改造及び受注者の責で発生した損傷は、委託期間の終了

後、受注者の責任で原状復旧を行うこととする。 

１０ 受注者は発注者の指示に基づき、必要に応じて発注者の執務室で本業務内容に沿っ

た内業(電子機器を用いた作業等)を実施することができる。 

１１ 本条の規定は、受注者が発注者の所有する施設を業務事務所の支所として利用する

ことを妨げるものではない。 

１２ 前項の規定に基づき支所を設ける場合の費用負担は、発注者と受注者と協議のうえ

定めることとする。 

１３ 受注者が使用する什器、備品及び事務機器等については、受注者が備えるものとし、

業務履行に必要な備品及び事務用品は、受注者の負担とする。 

 

（従業員の服装、態度等） 
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（整理整頓等） 

 

（業務管理） 

２ 受注者は、業務の履行場所及びその付近で行われる発注者に関連する委託又は工事が

ある場合には常に協力して施設運営・安全管理に支障がないように措置を講じなければ

ならない。 

３ 受注者は、終末処理場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、終末処理場

等の運転に精通するとともに、業務の履行にあたって常に問題意識を持ってこれにあたり、

創意工夫し、設備の予防保全に努めなければならない。 

４ 受注者は、業務履行計画に沿って各種機器の使用目的及び機能を十分理解し、運転操作

を適正に行わなければならない。 

５ 受注者は、管理上必要な措置を構ずるために運転操作方法を変更するときは、発注者と

協議しなければならない。 

６ 受注者は、業務の履行にあたり安全衛生管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な

措置を講じ、速やかに発注者に報告し、追加措置については協議しなければならない。 

７ 受注者は、大雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障（施設の損壊、設

備の重大な損壊、不時の停電、異常水量、異常流入水、処理水質の悪化及び機器異常等））

を生じた場合に備え、緊急連絡体制を整えるとともに、速やかにこれに対処できるように

準備しなければならない 

８ 受注者は、作業箇所、作業手順等を定め、事前に発注者に報告し、承諾を得たうえで作

業に着手すること。 

９ 受注者は、第８８条から第９０条、第９２条から第９５条及び第９８条から第９９条に

定める業務履行の結果について、維持管理情報として発注者の管理する下水道台帳システ

ムへデータ入力ができるようデータベース化を行い、随時提供しなければならない。なお、

第１２条第３項第３号の結果については、原則として住民対応及び事故対応が発生した都

度、提供しなければならない。また、月例報告と年次報告をそれぞれ発注者へ行わなけれ

ばならない。 

１０ 前号のデータベース化の方法及び登録するデータ項目等の詳細は、発注者と受注者の

協議により決定するものとする。 

 

（安全管理） 
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２ 受注者は、業務の履行にあたり安全衛生管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な

措置を講じ、速やかに発注者に報告し、追加措置については協議しなければならない。 

３ 受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び発注者の公害防止条例等の公害

防止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。 

４ 受注者が発注者の指示に反して作業を続行した場合及び発注者が事故防止上危険と判

断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 

５ 作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損さ

せた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。 

６ 作業終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業箇所の清掃に努めること。 

 

（業務実施体制） 

２ 業務の履行期間は第３条のとおりとする。 

３ 業務体制は施設の異常や故障等、及び市民からの通報があった場合、必要な初期対応は

必ず行うものとする。  

   

（業務に要する資格） 

 

（代表責任者） 

 

  （監理業務責任者） 

２ モニタリング責任者は、必要に応じて常駐し業務のモニタリングを行い、第三者的立場

で各業務の指導、監督及び教育を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めなけれ

ばならない。 

３ モニタリング責任者は、契約書、要求水準書、業務仕様書、完成図書その他関係書類に

より、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、常に現場を巡視し、発注者
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と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行をはかなければならない。 

４ モニタリング責任者は、施設及び管路の管理状況を的確に把握し、いかなる場合におい

ても対処できる体制を確保しなければならない。 

５ 受注者は、モニタリング責任者に事故があるときは、速やかに代務者を選任し、発注者

に対して書面により届け出るものとする。 

６ モニタリング責任者として選任できる者は、第１項に定める要件に加え、以下の各号を

全て満たすことを条件とする。 

（１）本業務に、業務期間の開始から終了までの間、専任できる者であること。 

（２）本業務に係る個別業務を一元的にモニタリングし、本業務を取りまとめることができ

る者であること。 

（３）全ての個別業務の業務内容を理解しており、発注者との窓口となり、業務を監理する

能力がある者であること。 

（４）現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定を可能と

するよう努めることができる者であること。 

（５）モニタリング結果を踏まえて、業務改善を提案し実行できる者であること。 

（６）技術士法（昭和５８年法律第２５号）による技術士「総合技術監理部門 上下水道

－下水道」又は「上下水道部門 下水道」の資格を有すること。 

（７）認定ファシリティマネジャーの資格を有すること。 

 

（副監理業務責任者） 

２ 副監理業務責任者は、監理業務責任者を補佐し業務統括の補助を行うものとする。 

３ 副監理業務責任者は、監理業務責任者が不在のときは、監理業務責任者の職務及び権限

を代務する。 

４ 受託者は、副監理業務責任者を選任した場合は、副監理業務責任者に付与する権限の内

容を、本市に通知しなければならない。 

５ 副監理業務責任者として選任できる者の要件は以下の各号のとおりとする。 

（１）下水道施設等の維持管理に関する技術及び経験を有していること。 

（２）本業務に従事する者の技術上の指示監督を行うことができること。 

（３）監理業務責任者が不在のときは、監理業務責任者の職務及び権限を代務できうること。 

（４）技術士法（昭和５８年法律第２５号）による技術士「総合技術監理部門 上下水道

－下水道」又は「上下水道部門 下水道」の資格を有すること。 

 

  （業務責任者） 
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２ 業務責任者の職務は、以下のとおりとする。 

（１）業務の責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うこと。 

（２）委託業務監督員及びモニタリング責任者の行う指示、連絡事項の受領（専ら自身が担

当する業務のみ） 

（３）委託業務監督員及びモニタリング責任者が要請する会議等に対する出席（専ら自身が

担当する業務のみ） 

（４）本業務に関わる届出や要請のあった書類の提出（専ら自身が担当する業務のみ） 

３ 業務責任者は、１名につき４以上の業務にかかる業務責任者を兼任することはできない。

ただし、発注者と受注者が協議のうえ、発注者が承認した場合を除く。 

４ 業務責任者として選任できる者の要件は、以下の各号のとおりとする。 

（１）「西部地域終末処理場等運転管理業務」の業務責任者は、下水道法第 22 条第 2 項の有

資格者で総括の職務にあたり管理能力がある者とする。 

（２）「東部地域終末処理場等運転管理業務」についての業務責任者は「浄化槽管理者」の資

格を要する。 

（３）「計画的維持管理業務」及び「日常的維持管理業務」における業務責任者は、下水道及

び下水道管路施設の維持管理に関しての専門的知識及び経験を有し、かつ、技術上の指

導監督を担うことのできる能力を要する。 

 

  （業務従事者） 

２ 発注者は、受注者の業務従事者で業務の履行上著しく不適合と明らかに認められる者

がいる場合には、その理由を明示し必要な措置を求めることができる。その場合、受注者

は、速やかに業務の支障の無いよう必要な措置をとらなければならない。 

３ 「西部地域終末処理場等運転管理業務」及び「東部地域終末処理場等運転管理業務」の

業務従事者は、下水道施設に関しての基礎的な知識と専門的な経験を有し、指示された作

業に応じた適切な機械器具の操作・使用ができ、業務責任者を補佐できる者でなければな

らない。また、「西部地域終末処理場等運転管理業務」については第３種下水道技術検定、

「東部地域終末処理場等運転管理業務」については浄化槽管理士の資格を有する業務従

事者を配置しなければならない。 

４ 「計画的維持管理業務」及び「日常的維持管理業務」の業務従事者は、下水道管路施設
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に関しての基礎的な知識と専門的な経験を有し、指示された作業に応じた適切な機械器

具の操作・使用ができ、業務責任者を補佐できる者でなければならない。 

５ 「日常的維持管理業務」の業務従事者の配置は点検、調査及び清掃等を履行するため、

概ね市内の履行場所へ 1時間以内に到着できるようにしなければならない。 

       

（委託業務監督員） 

２ 委託業務監督員は、本業務の適正な履行を促すため、業務責任者及びモニタリング者に

対して指示等を行い、本業務の履行状況の検査を行うことができる。 

３ 発注者は、本業務の円滑な履行を促すため、２以上の委託業務監督員を選任することが

できる。 

 

（業務従事者証の携行） 

２ 業務従事者は、本業務を履行するときは、常に業務従事者証を携行しなければならない。

また、第三者等から業務従事者証の提示を求められたときは、速やかに提示し、正当な理

由がない限りこれを拒んではならない。 

３ 受注者は、業務従事者が本業務に従事しなくなったときは、速やかに業務従事者証を回

収し、発注者に返還しなければならない。 

 

（安全・業務教育） 

２ 受注者は、委託業務又はその運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したとき

の処置について、実地指導、訓練を行わなければならない。 

３ 受注者は、【別紙１】に掲げる法令等を遵守し業務履行に必要とされる資格を保有する

従事者を配置し、業務に支障が生じないようにしなければならない。 

 

（会議及び記録） 

２ 業務責任者は、月例報告会議に必ず出席しなければならない。 
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３ 受注者は、実施した作業内容について、作業日報により発注者に速やかに報告しなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、休日、夜間の緊急時の連絡体制を整え、発注者と協議のうえ、第３章から第

６章に定める内容に準じて緊急連絡表を作成しなければならない。 

 

（再委託） 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、請け負わせる場合、事業者名と業務に従事す

る者の担当業務を明記した名簿を作成し、発注者に提出しなければならない。また、発注

者は、受注者に対して当該事業者に関する必要な事項の通知を請求することができる。 

 

（危機管理及び緊急対応） 

２ 受注者は、施設の運転・操作及び監視において異常を発見した場合は、当日中に速やか

に発注者に報告し、協議して対処しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りではない。 

３ 受注者は、施設監視において設備の故障または管路の破損、漏水を発見した時は状況を

当日中に速やかに発注者に報告するとともに協議し、対応の要請があった場合は速やかに

これに応じるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。 

４ 受注者は、保守点検において、異常を発見した場合は、当日中に速やかに発注者に報告

し、その原因を速やかに調査し適切な措置を講ずるとともに、現場で修理可能なものにつ

いては作業を実施し、作業終了後、報告しなければならない。ただし、施設の運営に重大

な支障を及ぼすと想定される場合は、発注者に連絡し、協議して対処すること。 

５ 受注者は、大雨、台風等で施設に被害又は影響が予想される場合又は施設緊急異常警報

が発生した場合は、対応の要請に応じて一時的に管理体制を強化し、速やかにこれに応じ

るものとする。また、震災等の場合は必要な応援体制をとるものとする。 

６ 受注者は、施設の火災を未然に防止するため、火気に細心の注意を払い、後始末を徹底

させ、火災予防に万全を期さなければならない。 

７ 受注者は、施設における各機器、備品等の盗難の防止及び各施設への侵入者の防止のた

め、監視に十分努め、場内を適宜巡視し警備しなければならない。異常を発見した場合は

速やかに発注者へ報告すること。 

８ 受注者は日頃から台風等原水の水質異常発生時、大雨等流入水量の異常増大時への即応
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体制を整備することはもとより、天災・火災・設備重故障・有害物質等異常流入水等の非

常時の緊急出動体制を構築しておかなければならない。 

９ 受注者は、災害時に備え、運転操作員が内容を熟知し、操作できるようにしておかなけ

ればならない。 

１０ 受注者は業務を開始する前日までに、賠償責任保険に加入しなければならない。 

１１ 受注者は、作業にあたって、下水道施設又はガス管等の付近では、絶対に裸火を使用

しないこと。 

１２ 万一、事故が発生した時は、業務計画書に示す緊急連絡体制に従い、直ちに発注者及

び関係官公署に報告するとともに、速やかに必要な措置を講ずること。 

１３ 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面

により、直ちに発注者に届け出ること。 

 

（貸与品） 

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを希望するときは、速やかに貸与品等の種類、数量等を明

記した貸与品等借用願を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。但し、発

注者が別に許可する物品は、省略できる。 

３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 本業務において点検・維持管理を行う為に、新たに必要になる工具、安全対策器具、理

化学器具などの物品等（消耗品を含む）においては、受注者にて用意すること 

５ 受注者は、本業務の履行期間が満了した場合又は契約が解除された場合若しくはその他

発注者が必要と認めるときには、直ちに貸与品等を発注者に返還しなければならない。 

６ 受注者は、故意又は過失により貸与品等が減失、若しくは毀損し、その返還が不可能と

なったときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、または原状に復して返還し、損害

を賠償しなければならない。 

７ 本業務の履行期間中に、災害等に伴う緊急対応において、発注者が使用を指示する物品

等の購入に係る費用は、原則として発注者が負担する。 

 

（参考図書） 

 

（業務の完了） 
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２ 検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 

３ 発注者による検査の合格後、提出図書一式の納品をもって業務の完了とする。 

４ 業務完了後において、業務の瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵が受注者の故意又は過

失によることが明白であるときは、受注者は、直ちに当該業務の修正を行わなければなら

ない。 

 

（部分払いに関する検査） 

２ 検査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 

 

  （委託料の減額） 

（１）【別紙７及び１７】で行う水質試験の結果、放流水の水質が【別紙６及び１６】に示す

要求水準を超えたとき。 

（２）【別紙７及び１７】で行う脱水ケーキの含水率が【別紙６及び１６】に示す要求水準を

超えたとき。 

（３）モニタリングに基づきペナルティを算定された場合 

（３）周辺環境に及ぼす重大な過失があったとき。 

 

（業務の提案） 

２ 受注者が業務の提案を実施するときは、その内容等についてあらかじめ発注者の承諾を

得なければならない。実施した提案の内容等を変更する場合も同様とする。 

３ 発注者は、受注者が行う業務の提案について、終末処理場等の維持管理に障害が生ずる

おそれがあると認めるときは、受注者にその実施の取消を請求することができる。その場

合、直ちに業務を従前に復帰しなければならない。 

 

（インセンティブ条項） 
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（１）受注者の運転管理や調達の工夫（施設運用の変更等）により電気代等のユーティリテ

ィ費用が削減できた場合には、削減分の 50%をインセンティブとして受注者の利益とす

る。 

（２）VE提案（施設統廃合による人件費の削減等）により業務委託料の削減が見込まれる場

合は、削減額の 50%を受注者へ配分する。 

 

（業務引継） 

２ 受注者は、次期受注者の契約締結日から本履行期間満了日までの３か月程度の期間（満

了日までの期間）において、次期受注者に対し業務の引継ぎ及び技術指導を行わなければ

ならない。ただし、受注者がこの引継ぎ及び技術指導を行うにあたり必要となる費用は、

次期受注者の負担とする。なお、次期受注者がいない場合は、発注者に対し業務の引継ぎ

及び技術指導を行わなければならない。 

３ 引継ぎに関する事項は、対象施設固有の運転及び管渠に係る情報、及び維持管理上の留

意点を把握できる内容とし、書面・図面・写真等により分かりやすい引継ぎ書を作成しな

ければならない。なお、引継ぎ書作成にあたっては、次の点に留意しなければならない。 

（１）各施設設備の留意すべき特性や固有の状況 

（２）通常時及び異常時の調節器及び各設備の設定状況 

（３）特有の運転方法、運転上の特別な操作及び運用方法 

（４）本業務履行期間中に発注者が発注した新設・更新・補修等工事の履歴及び受注者が実

施した修繕履歴 

（５）住民対応や事故対応において、交渉または係争中である事案の内容 

（６）その他特筆すべき事項 

 

（その他） 

２ 本要求水準書等に明記のない事項であっても、業務の遂行上、当然必要なものは、受注

者の負担において処理すること。ただし、発注者が必要と認めた場合には、発注者と受

注者が協議の上、決定する。 
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（疑義） 

 
 

（業務計画書：全体業務計画書） 

２ 履行期間全体を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成すること。全

体業務計画書には以下に示す項目を盛り込むことを原則とし、項目に適した内容をそれ

ぞれ記載することとし、発注者の承諾を得ること。 

① 業務概要 

② 計画工程表 

③ 業務実施体制表 

④ 緊急連絡体制 

⑤ 各業務の全体業務計画 

第１２条に規定する業務毎に業務概要、実施体制、主要な資機材、業務実施方法等を記

載すること。建設副産物が発生する業務は、建設副産物処理計画を含むこと。 

 

（業務計画書：年間業務計画書） 

２ 当該年度の各業務の実施計画、スケジュール等を把握できるように作成すること。年間

業務計画書は以下に示す項目を盛り込むことを原則とし、項目に即した内容をそれぞれ

記載することとし、発注者の承諾を得ること。 

① 業務概要 

② 年間の計画工程表 

③ 年間の業務実施体制表 

④ 各業務の年間業務計画 

各業務の年間業務計画の内容は、本要求水準書の各条項等を参照のこと。 

３ 提出部数は１部とする。 

 

（業務計画書：月間業務計画書） 
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（業務報告書：年間業務報告書） 

２ 年間業務報告書には第２章から第６章までの各業務の年間の業務報告を取りまとめる

こととし、各業務の報告の内容は、第３章から第６章までの各条項を参照のこと。 

３ 年間業務報告書に記載する考察には、各業務の結果を踏まえ、発注者の維持管理の一層

の効率化及び質の向上に資する提言を含めるものとし、受注者が業務計画を策定する際

に活用すること。 

４ 年間業務報告書には、発注者との打合せ議事録を含み、提出部数は２部とする。 

 

（業務報告書：月間業務報告書） 

２ 月間業務報告書に記載する考察には、各業務の結果を踏まえ、発注者の維持管理の一層

の効率化及び質の向上に資する提言を含めるものとし、受注者が業務計画を策定する際

に活用すること。 

３ 提出部数は２部とする。 

 

（業務報告書：日常業務報告書） 

 

（業務記録等の整理） 

２ 受注者は、業務の履行に関して、発注者と協議等を行った場合は、その都度内容を議事

録として整理し、発注者に提出すること。 
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下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第２章 監理計画業務】 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局 
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（監理計画業務：概要） 

 

（監理計画業務：モニタリング業務） 

 

（監理計画業務：各業務に対する業務支援（資料作成・補助）） 
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（１）終末処理場の LCC低減化支援業務 

  (ｱ)  省エネ機器の導入検討 

   (ｲ)  終末処理場の運転系列数見直し 

   (ｳ)  終末処理場の薬品使用量低減の検討 

   (ｴ)  青山清水園処理場の夜間無人化操業の検討 

   (ｵ)  青山清水園処理場及び、佐保台浄化センターのポンプ場化計画の支援 

（２）デジタル設備台帳作成支援 

（３）設備診断業務支援 

（４）保全計画業務支援 

（５）その他必要な業務支援 

 

（監理計画業務：ストックマネジメント実施計画策定業務） 

 

（モニタリング責任者の配置及び業務内容） 

（１）本業務に、業務期間の開始から終了までの間、専任できる者であること。 

（２）本業務に係る全ての個別業務の履行状況を常に把握するとともに適正にモニタリン

グし、必要に応じて是正指導や教育を行うことができる者であること。 

（３）全ての個別業務の業務内容を理解しており、発注者との窓口となり、業務を監理する

能力がある者であること。 

（４）現場で生じる各種課題や発注者からの求めに対し、相応かつ迅速な意思決定を行って

課題等を解決するよう努めることができる者であること。 

（５）モニタリング結果を踏まえて、是正措置等を含む必要な業務改善を提案し実行できる

者であること。 

 

（業務計画書及び業務報告書作成業務） 
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２ 業務報告書には、委託料の支払い請求に係る報告が含まれる。なお、業務責任者は、適

時適切に発注者に対して、策定した各計画書及び各報告書の内容を説明するものとする。 

  



22 

 

下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第３章 西部地域下水道施設】 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局 
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（業務範囲） 

（１）終末処理場等の運転・監視業務 

（２）終末処理場等の保守点検業務 

（３）水質試験業務（水質等測定分析業務の外部委託を含む） 

（４）施設の警備業務 

（５）衛生管理業務 

（６）電力・各種工業薬品（消臭剤含む）・物品(オイル・グリス・塗料等)・材料資材・水道・

通信費等のユーティリティ調達、管理及び使用実績報告に関する業務 

（７）終末処理場等の植木等管理剪定業務 

（８）修繕業務（130万円未満の修繕及び一般的な工具類でできる軽微な修繕） 

（９）自家用電気工作物点検業務（年次、月次、日常） 

（１０）消防用設備点検業務 

（１１）終末処理場等の見学の事前準備、補助及び見学者案内（小学校、一般市民等） 

（１２）修景公園管理業務（平城浄化センター） 

（１３）発注者が発注する施設の工事・修繕に伴う補助業務、立会、運転操作等 

（１４）異常流入水その他の災害に係る緊急時の対応及び臨機の処置 

（１５）全窒素全リン自動測定装置・ＵＶ計の定期点検（定期交換部品・試薬等含む） 

（１６）青山清水園、平城浄化センター脱水汚泥の収集運搬及び処分 

（１７）佐保台浄化センター濃縮汚泥収集運搬 

（１８）脱臭用・水処理用活性炭の購入及び取替業務 

（１９）各種アンケート及び調査票等の入力補助業務 

（２０）終末処理場の LCC 低減化支援業務 

  (ｱ)  省エネ機器の導入検討 

   (ｲ)  終末処理場の運転系列数見直し 

   (ｳ)  終末処理場の薬品使用量低減の検討 

   (ｴ)  青山清水園処理場の夜間無人化操業の検討 

   (ｵ)  青山清水園処理場及び、佐保台浄化センターのポンプ場化計画の支援 

（２１）デジタル設備台帳作成支援 

（２２）設備診断業務支援 

（２３）保全計画業務支援 

（２４）その他業務履行上必要と認められる事項（異常発生時の対応） 

 

２ 保守点検において、異常を発見した場合は、速やかにその原因を調査し適切な措置を講
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ずるとともに、現場で修理可能なものについては作業を実施し、作業終了後、報告しなけ

ればならない。施設の運営に重大な支障を及ぼすと思われる場合は、発注者に連絡し、協

議して対処すること。 

３ 受注者が、想定流入水質の範囲を超える異常流入等の事実を確認した場合、発注者及び

受注者は、以下の措置を講じるものとする。 

（１）受注者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに発注者に報告する。 

（２）受注者は、発注者の情報に基づき、異常流入等の経路把握に努める。 

（３）要求水準の未達成が生じた場合、もしくはおそれが生じた場合、受注者は発注者と協

議して改善措置を実施する。 

４ 業務体制は２４時間終日異常警報等を把握し、故障等があった場合、最低限必要な初期

対応は行うものとする。 

 

（業務履行計画） 

（１）運転・監視・保守点検業務計画 

（２）水質等試験業務計画 

（３）脱水ケーキおよび濃縮汚泥の収集運搬業務計画 

（４）その他の業務計画 

２ 業務履行計画は、発注者の承諾を受けるものとする。 

３ 業務履行計画を変更する必要が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 

 

（業務履行場所） 

① 青山清水園（奈良市青山一丁目６） 

② 平城浄化センター（奈良市朱雀三丁目１３－１） 

③ 佐保台浄化センター（奈良市佐保台三丁目９０２－７） 

④ 朱雀汚水中継ポンプ場（奈良市朱雀四丁目５－１１） 

⑤ 中登美ヶ丘汚水中継ポンプ場（奈良市中登美ヶ丘三丁目１９９４－９） 

⑥ 奈良北汚水中継ポンプ場（奈良市佐保台西町１６５） 

⑦ 公共下水道地域マンホールポンプ場（１１９か所、分水幹線ポンプピット３か所、

吉城川バイパス、芝辻ポンプ場、法蓮分流槽他、真空式下水道施設（国道２４号線沿）、

真空式下水道施設（奈良市今市町） 

  

（施設の概要） 
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（業務対象の主要設備） 

 

（業務責任者及び副業務責任者の選任、職務及び能力） 

２ 業務責任者は、現場の最高責任者として総括的な業務を行い、受注者の従業員の指揮、

監督及び教育を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めなければならない。 

３ 業務責任者は、契約書、仕様書、特記仕様書、完成図書その他関係書類により、業務の

目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、常に現場を巡視し、発注者と密接な連絡

をとり、業務の適正かつ円滑な遂行をはかなければならない。 

４ 業務責任者は、施設及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる

体制を確保しなければならない。 

５ 副業務責任者は業務責任者が不在の時、上記２から４の責務を負うものとする。 

６ 業務責任者及び副業務責任者の資格等は次のとおりとする。 

（１） 業務責任者 

下水道法第２２条第２項の有資格者で総括の職務にあたり管理能力がある者。 

（２） 副業務責任者 

前号の有資格者で業務責任者を補佐及び代行できる者。 

 

（有資格者） 

①下水道法第２２条第２項に定める者 

②下水道処理施設管理技士 

③第３種下水道技術検定 

④廃棄物処理施設技術管理者 

⑤電気主任技術者 

⑥第１種電気工事士 

⑦酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

⑧危険物取扱者 

⑨床上操作式クレーン運転技能講習修了者 

⑩玉掛技能講習修了者 
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⑪危険物取扱者（甲種又は乙種第四類） 

⑫浄化槽技術管理者 

⑬その他業務履行上必要とする法令等で定められた資格者 

 

（保全管理要求水準） 

建築物や外構等の保守管理や清掃については、機能及び美観を損なわないように行う

こと。また、機器類、歩廊や手摺りなどについては、錆の発生を防ぐよう日常から補修塗

装を行うこと。 

また、施設機能確認において、機能単位での設備機器等の健全度、重要度、修繕履歴等

の情報を基にした総合機能判定が可能な確認書類の作成支援を行うこと。 

 

（業務の内容及びその要求水準） 

（１）終末処理場等の運転・監視・調整業務 

① 【別紙６】の「放流水の要求水準」を守り業務を行う。但し、計画処理能力を超え

る流入があった場合及び異常水質の流入水があった場合等は除く。 

② 終末処理場施設の中央監視室における監視、機器の運転状況を確認し操作すると

ともに記録、故障対応・緊急時対応を適切に行う。 

③ 水処理施設における各設備機器の監視、現場における運転操作等を適切に行う。 

④ 汚泥処理施設における各設備機器の監視、現場における運転操作を実施し、薬品の

注入率が効果的、かつ経済的となるように汚泥処理を行う。 

ア 汚泥脱水作業は、原則、有人運転とし、適切な運転及び不測の事態に対応できる

体制としなければならない。 

イ 汚泥処理の操作及び運転方法は、発生する脱水汚泥の含水率を考慮したもので

なければならない。その際、運転時間の延長等が必要であっても本業務内での作業

とする。 

⑤ 自家用発電機（非常用）の試運転を１か月に１回以上実施する。 

⑥ 中継ポンプ場の遠方監視（自動通報の監視を含む。）、故障対応、緊急時対応並びに

マンホールポンプ場の故障対応、緊急時対応を適切に行う。 

⑦ 終末処理場等の運転操作･監視業務は変化する処理条件に対しても施設の性能等

を踏まえた適正な処理を行うとともに当該施設の延命化に資する適切な運転操作及

びこれを安定して維持するための監視を連続的に行うこと。 
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⑧ 終末処理場等の性能等を十分理解し、大雨・異常流入・停電時等に対しても、浸水

被害がないよう適切な運転操作・監視を実施するとともに、必要に応じて現場出動に

よる適切な対応を行うこと。 

⑨ 終末処理場敷地周辺の臭気管理として、【別紙７】の臭気測定を行い、悪臭防止法

関連法令の規制値以下となるよう運転管理を行うこと。また、汚泥脱水作業時及び搬

出時の臭気対策として、発注者との協議により、状況に合わせた消臭剤の投入等を適

切に行うこと。 

⑩ 処理方法の変更及び水質環境変化等により使用薬品の変更や追加が必要になる場

合は、発注者との協議により別途契約する。 

 

（２）終末処理場等の保守点検業務 

① 日常点検 

運転状態の機器及び設備について、異常の有無、兆候を発見するための点検（調整

及び記録等の作業）を実施する。 

② 定期点検 

機器及び設備の損傷、腐食及び磨耗状況を把握し、修理及び修繕等の保全計画を立

てるため１週、１か月、３か月、６か月、１年等期間を定めて点検を実施する。 

③ 臨時点検 

日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録、故障警報、機器及び設備の異

常に対して状況を確認するために実施する。 

④ 中継ポンプ場及びマンホールポンプ場の各設備機器（機械設備、電気設備、計装設

備、自家発電設備、建築付帯設備、給排水衛生設備、空調設備）の巡視点検及び、定

期点検及び保守管理を適切に行う。 

ア 中継ポンプ場の巡視点検、定期点検及び保守は、適正な人員配置を行って実施し、

業務に当たるものとする。 

イ 中継ポンプ場の巡視頻度については、週３回以上とする。 

ウ マンホールポンプ場の巡視頻度については、月１回以上とする。 

エ 中継ポンプ場、マンホールポンプ場の巡視点検について、原則定められた巡視頻

度となるが、気象状況、交通情報等により巡視できない場合及びそのたやむを得な

い事情がある場合等は、発注者と協議すること。 

オ 履行期間中にマンホールポンプ場が建設等により追加された場合についても監

督員が依頼した日から巡視点検等を適切に行う（契約金額の増減は行わないもの

とする）。 

⑤ 水処理工程における水質測定装置及び工程管理に係る測定装置等の清掃点検、機

器調整・校正等の定期点検及び保守管理を適正に行い、その数値の信頼性を確保する。 

⑥ 施設の各設備機器の性能及び機能を確保するために行う設備関連台帳（Excel）に
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点検履歴、故障履歴、修繕実績及び発注者が提供する補修工事履歴並びに新設工事・

更新工事の情報など入力する。 

⑦ 機器及び点検機器周辺、通路、手摺、場内側溝等の清掃、補修塗装等の作業、屋上

防水等の点検及びルーフドレンの清掃を行う。 

⑧ 点検報告書の様式を作成し、発注者の承諾を得ること。 

 

（３）水質試験業務 

① 水質試験を【別紙７】に基づき、実施すること。 

 

（４）青山清水園、平城浄化センター脱水汚泥収集運搬処分業務 

① 青山清水園、平城浄化センターの下水処理過程で発生した汚泥を収集運搬し、適正

処分するものである。 

② 法令等遵守事項 

  汚泥の運搬にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「道路交通法」 

 その他の関係法令及び条例を遵守し、排出事業者を発注者とする契約を別途締結す

るものとする。 

③ 対象品目（汚泥形態） 

脱水汚泥 

④ 脱水汚泥の搬出場所 

青山清水園      奈良市青山一丁目６ 

平城浄化センター   奈良市朱雀三丁目１３－１ 

⑤ 収集運搬処分予定数量 

  年度内に収集運搬処分する予定数量は、次のとおりである。 

   青山清水園    約  ４８３ｔ/年 

   平城浄化センター 約１，４４２ｔ/年 

 なお、当該数量は、見込量であるため必ずしも全量を保証するものではない。 

⑥ 一回の収集運搬処分量 

  一回の収集運搬量は、原則４ｔ車１台分とする。詳細については、現地確認とする。 

⑦ 留意事項 

ア 受注者は、汚泥の運搬において、荷台をシートで完全に覆うなど適切な臭気対策

を行うとともに、運搬経路に汚泥又は脱離液等が飛散あるいは流出しないよう万

全の措置を講じ、交通法規定を遵守して運搬しなければならない。なお、万が一飛

散あるいは流出した場合は、運搬事業者がすべての責任を負い適切に処理するも

のとする。 

イ 指示する収集時間又は運搬先の都合や運搬ルートの交通事情等で、予定する搬

入日時に搬入出来ない場合があれば搬入時間調整を行うこと。 
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ウ 業務実施にあたっては、関係業務受注者と十分協議し協力すること。特に、収集

及び搬入の予定時間については十分に調整を行い、運搬ルートの交通事情等で予

定時間が遅延する場合は連絡し、予定時間調整等の対応をすること。 

⑧ 報告書 

 運搬事業者は月毎の処分量を報告書に記入し速やかに提出すること。 

 

（５）佐保台浄化センター濃縮汚泥収集運搬業務 

① 佐保台浄化センターで発生する濃縮汚泥を収集運搬し、青山清水園に搬入するも

のである。   

② 法令等遵守事項 

 汚泥の運搬にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「道路交通法」 

 その他の関係法令及び条例を遵守すること。 

③ 対象品目（汚泥形態） 

 濃縮汚泥 

④ 場所 

 搬出場所 

佐保台浄化センター  奈良市佐保台三丁目９０２―７ 

搬入場所 

青山清水園      奈良市青山一丁目６ 

佐保台浄化センター内の汚泥貯留槽より４ｔバキューム車（又は８ｔバキューム車）

により汚泥を吸引し運搬する。運搬中こぼれ落ちのないよう車の整備をしておくこ

と。 

⑤ 収集運搬予定数量  

  年度内に収集運搬処分する予定数量は、次のとおりである。 

   佐保台浄化センター  約 ７５０ｔ/年 

 なお、当該数量は、見込量であるため必ずしも全量を保証するものではない 

⑥ 使用車両 

 ４ｔ車の場合最大積載量が３．８ｔ以上、 

 ８ｔ車の場合最大積載量が７．６ｔ以上のものを使用すること。 

 青山清水園の現場係員の指示に従い投入すること。こぼれ落ちがあれば清掃するこ

と。 

⑦ 報告書 

  受注者は、月毎の処分量を報告書に記入し速やかに提出すること。 

 

 

（６）その他業務 
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① その他業務を【別紙１０】に基づき、実施すること。 

② ユーティリティーの実績（電力・薬品・物品・材料資材・上下水道・ガス・燃料・

通信費の各月額と使用量及び薬品類の購入量と購入金額）を発注者に報告すること。 

③ ICT を活用し日常業務において発注者と電子データの相互融通が容易に行えるよ

うに専用端末構築を含めた IoTプラットフォームの環境整備を行うこと。 

④ ストックマネジメント計画に基づき維持管理起点のマネジメントサイクルとなる

ように、健全度・緊急度、対策実施率、状態把握率等の目標との乖離チェックや定期

的な見直しによる精度向上における支援を行うこと。 

 

（修繕業務） 

２ 不具合等により修繕が必要な箇所のうち１件あたりの費用が１３０万円（消費税及び地

方消費税の額を含む。）以下の修繕は、小修繕として受注者が実施する。受注者は修繕を実

施するに当たり、発注者に詳細な見積りを提出する。見積りは原則複数者から徴収する。

発注者は見積りの内容を詳細に検討し疑義があれば受注者に質問できる。受注者は誠実に

回答しなければならない。修繕の方法及び箇所、費用の正当性は受注者が証明するものと

する。また、発注者は、必要があると認めた場合は、受注者に対し見積りを徴する相手方

の追加を求めることができるものとし、受注者はこれを受け入れ、他の見積りを徴する相

手方と 同様の対応を行わなければならない。発注者がその修繕について認めた場合、受注

者は速やかに工事請負契約書又はこれに類する契約書を締結しその修繕を実施しなければ

ならない。小修繕はこの手続を経なければ実施できない。想定する小修繕の上限費用は下
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表のとおりである。但し、1件あたり１３０万円を超える修繕が発生した場合は、発注者が

修繕を行い、小修繕の上限額からその修繕費用を控除することとする。受注者の実施した

小修繕の費用と差があるときは年度ごとに精算する。入札時に提出する費用内訳書には下

表の費用を計上すること。 

 

 想定修繕費 

(円) 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

修繕費 14,499,900 34,800,000 34,800,000 34,800,000 34,800,000 20,299,900 

  ＊消費税及び地方消費税の額は含まない。 

 

３ 簡易な修繕は、在庫部品、在庫消耗品及び受注者が自らの費用で部品、消耗品を入手し

て受注者の責任で消耗品の交換や修繕を行うもの。受注者が実施すべき簡易な修繕を例

示する。以下に示す修繕と同等な修繕は簡易な修繕とする。ただし、その修繕が高度な技

術、特殊な技術、複雑な作業を要する場合は、簡易な修繕とはみなさない。 また、修繕

することにより発生した廃棄物は、受注者が処分すること。 

  

 機械設備 

① 電動機・ポンプなどの回転体のベアリング交換（電動機出力 ３．７ｋＷ程度以下） 

② ポンプ内の異物除去、分解清掃 

③ バルブ類の異物除去、分解清掃 

④ 小口径配管の修繕 

⑤ 小口径バルブ類の修繕 

⑥ ファン類、ポンプ類のＶベルト交換 

⑦ バルブコントローラーなどの警報発生時の障害復旧 

⑧ 機器故障時の応急対応 

⑨ 送風機の潤滑油交換 

⑩ 各種機械の潤滑油交換 

⑪ 水処理を継続させるための応急的処置 

⑫ 備品の溶接機を利用した修繕 

⑬ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

電気設備 

① 表示ランプ、ヒューズ類の交換 

② ＭＣＣＢの修繕 

③ コンタクター類の修繕 
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④ 補助リレー、タイマー類の修繕 

⑤ 機器や電路の絶縁不良時の応急対応 

⑥ 水処理を継続させるための応急的処置 

⑦ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

土木・建築 

① 土木工作物や建物の簡易な修繕 

② 水処理、汚泥処理施設の緊急時の応急的簡易修繕 

③ 建具の修繕 

④ 錆の発生した鉄部や手すりなどのケレン及び塗装 

⑤ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

付帯設備 

① 小便器、大便器などの配管、フラッシュバルブ等の修繕 

② ボールタップなどの調整や修繕 

③ 照明器具、配線器具などの修繕 

④ 照明器具、誘導灯などのランプ、点灯管などの交換 

⑤ 非常照明、誘導灯、防火戸等の非常用蓄電池の交換 

⑥ 付帯設備のこれらと同等な技量で対応できる修繕 

 

（材料費） 

 

想定材料費 
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(円) 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

材料費 1,310,100 3,144,400 3,144,400 3,144,400 3,144,400 1,834,200 

  ＊消費税及び地方消費税の額は含まない。 

 

（要求水準達成要件） 

２ 受注者は、要求水準を満足していない場合（以下「要求水準未達」という。）は、速やか

に発注者に報告し、要求水準を満たすための措置をとらなければならない。これに要する

費用は受注者の負担とする。 

３ 発注者は、受注者の立会いのもと、要求水準達成の確認検査をいつでも実施することが

できる。 

 

（運転・監視・保守点検業務の要領） 

２ 業務の対象範囲は、第５９条に記載するとおりとする。 

３ 受注者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に遂行するための体制をとること。 

４ 受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常はもちろん、故

障、事故時においても迅速かつ適切に処置できるように心掛けなければならない。 

５ 業務の内容及び保守点検等の頻度は、要求水準書に定めるものを除き、受注者が自らの

経験等により定めること。 

６ 有資格者を必要とする業務は、有資格者を配置して行なわなければならない。本業務に

おいては、電気主任技術者を 1名以上配置すること。 

７ 受注者は、設備機器の状態、保守点検結果について設備点検報告書に記録しなければな

らない。 

８ 受注者は、災害時に備え、非常用自家発電設備の運転に要する燃料を常時燃料タンクの

半分以上確保しておかなければならない。 

９ 受注者は、想定流入水量・水質の範囲を超える異常流入等の事実を確認した場合、受注

者は、以下の措置を講じるものとする。 

（１）受注者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに発注者に報告する。 
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（２）受注者は、異常流入等の経路把握に努める。 

（３）要求水準の未達成が生じた場合、もしくはおそれが生じた場合、受注者は発注者と協

議して改善措置を実施する。 
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下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第４章 東部地域下水道施設】 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局 
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（業務範囲） 

（１）終末処理場等の運転・監視業務 

（２）終末処理場等の保守点検業務 

（３）水質試験業務（水質等測定分析業務の外部委託を含む） 

（４）施設の警備業務 

（５）衛生管理業務 

（６）電力・各種工業薬品・物品(オイル・グリス・塗料等)・材料資材・水道・通信費等のユ

ーティリティ調達、管理及び使用実績報告に関する業務 

（７）終末処理場等の植木等管理剪定業務 

（８）修繕業務（130万円未満の修繕及び一般的な工具類でできる軽微な修繕） 

（９）自家用電気工作物点検業務（年次、月次（隔月）、日常） 

（１０）終末処理場等の見学の事前準備、補助及び見学者案内（小学校、一般市民等） 

（１１）発注者が発注する施設の工事・修繕に伴う補助業務、立会、運転操作、等 

（１２）異常流入水その他の災害に係る緊急時の対応及び臨機の処置 

（１３）全窒素全リン自動測定装置・ＵＶ計の定期点検（定期交換部品・試薬等含む） 

（１４）脱水及び濃縮汚泥の収集運搬及び処分 

（１５）各種アンケート及び調査票等の入力補助業務 

（１６）終末処理場の LCC 低減化支援業務 

   (ｱ)  省エネ機器の導入検討 

   (ｲ)  終末処理場の運転系列数見直し 

   (ｳ)  終末処理場の薬品使用量低減の検討 

（１７）デジタル設備台帳作成支援 

（１８）設備診断業務支援 

（１９）保全計画業務支援 

（２０）その他業務履行上必要と認められる事項（異常発生時の対応） 

 

（異常発生時の対応） 

（１）市民からの通報及び施設の警報発報等により、施設異常が判明した場合は、その内容

を速やかに把握し、現場確認及び対応の必要性の有無を判断し、必要性があると判断し

た場合は直ちに現場確認及び対応を行うこと。 

（２）異常が判明してから現場確認までに要する時間の目安は、業務時間の場合は１時間程

度、業務時間外の場合は２時間程度とする。 

２ 受注者は、異常及び故障が発生した場合、施設・機器及び周辺住民等に影響が及ぶこと

がないよう応急対応を行うものとし、現場で補修可能な軽微なもの（一般的な工具類でで
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きるもの）については補修し、発注者に報告しなければならない。 

   

  （業務履行計画） 

（１）運転・監視・保守点検業務計画 

（２）水質等試験業務計画 

（３）脱水ケーキおよび濃縮汚泥の収集運搬業務計画 

（４）その他の業務計画 

２ 業務履行計画は、発注者の承諾を受けるものとする。 

３ 業務履行計画を変更する必要が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。 

 

（業務履行場所） 

１ 特定環境保全公共下水道施設 

① 月ヶ瀬浄化センター（奈良市月ヶ瀬月瀬３９８－１） 

② 月ヶ瀬地区マンホールポンプ場（１４か所） 

 

２ 農業集落排水施設 

③ 精華地区浄化センター（奈良市高樋町４７５－１） 

④ 田原地区浄化センター（奈良市此瀬町３４） 

⑤ 東部第１地区浄化センター（奈良市下狭川町１７１８－３） 

⑥ 東部第２地区浄化センター（奈良市柳生下町４０６－１） 

⑦ 月ヶ瀬地区農業集落排水施設 

石打地区処理場（奈良市月ヶ瀬石打１） 

尾山地区処理場（奈良市月ヶ瀬尾山２０９８） 

長引地区処理場(処理場機能停止)（奈良市月ヶ瀬長引６４－３） 

⑧ 精華地区マンホールポンプ場（１４か所） 

⑨ 田原地区マンホールポンプ場（２０か所） 

⑩ 東部第１地区マンホールポンプ場（２２か所） 

⑪ 東部第２地区マンホールポンプ場（４９か所） 

⑫ 月ヶ瀬農集地区マンホールポンプ場（４か所） 

 

（施設の概要） 
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（業務対象の主要設備） 

 

（保全管理要求水準） 

建築物や外構等の保守管理や清掃については、機能及び美観を損なわないように行う

こと。また、機器類、歩廊や手摺りなどについては、錆の発生を防ぐよう日常から補修塗

装を行うこと。 

また、施設機能確認において、機能単位での設備機器等の健全度、重要度、修繕履歴等

の情報を基にした総合機能判定が可能な確認書類の作成支援を行うこと。 

 

（業務の内容及びその要求水準） 

（１）終末処理場等の運転・監視・調整業務 

① 【別紙１６】に示す放流水の要求水準を守り業務を行う。但し、計画処理能力を超

える流入があった場合及び異常水質の流入水があった場合等は除く。 

② 終末処理場施設の中央監視室における監視、機器の運転状況を確認し操作すると

ともに記録、故障対応・緊急時対応を適切に行う。 

③ 水処理施設における各設備機器の監視、現場における運転操作等を適切に行う。 

④ 汚泥処理施設における各設備機器の監視、現場における運転操作を実施し、薬品の

注入率が効果的、かつ経済的となるように汚泥処理を行う。 

ア 汚泥脱水作業は、原則、有人運転とし、適切な運転及び不測の事態に対応できる

体制としなければならない。 

イ 汚泥処理の操作及び運転方法は、発生する脱水汚泥の含水率を考慮したもので

なければならない。その際、運転時間の延長等が必要であっても本業務内での作業

とする。 

⑤ 自家用発電機（非常用）の試運転を１か月に１回以上実施する。 

⑥ マンホールポンプ場のポンプ詰まり清掃、フロートスイッチ清掃、空気抜き穴詰 

まり除去、し渣・油の固まり等の除去等の故障対応、緊急時対応を適切に行うこ 

と。尚、故障対応、緊急時対応を行う際に、必要であれば交通誘導員を配備する 

こと。 
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⑦ 終末処理場等の運転操作･監視業務は変化する処理条件に対しても施設の性能等

を踏まえた適正な処理を行うとともに当該施設の延命化に資する適切な運転操作及

びこれを安定して維持するための監視を連続的に行うこと。 

⑧ 終末処理場等の性能等を十分理解し、大雨・異常流入・停電時等に対しても、浸水

被害がないよう適切な運転操作・監視を実施するとともに、必要に応じて現場出動に

よる適切な対応を行うこと。 

⑨ 処理方法の変更及び水質環境変化等により使用薬品の変更や追加が必要になる場

合は、発注者との協議により別途契約する。 

 

（２）終末処理場等の保守点検業務 

① 日常点検 

運転状態の機器及び設備について、異常の有無、兆候を発見するための点検（調整

及び記録等の作業）を実施する。 

② 定期点検 

機器及び設備の損傷、腐食及び磨耗状況を把握し、修理及び修繕等の保全計画を立

てるため１週、１か月、３か月、６か月、１年等期間を定めて点検を実施する。 

③ 臨時点検 

日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録、故障警報、機器及び設備の異

常に対して状況を確認するために実施する。 

④ 各農業集落排水施設の各設備機器（機械設備、電気設備、計装設備、自家発電設備、

建築付帯設備、給排水衛生設備、空調設備）の巡視点検・定期点検及び保守管理を適

切に行う。 

ア 各農業集落排水施設の巡視点検は、処理状況及び設備の状況に応じて回数を定

め、施設の運転状況を確認するとともに、設備等の異常の早期発見に努めなければ

ならない。 

イ 巡視点検の項目等については、別に定めるものを除き、受注者が自らの経験等に

より定め、発注者の承諾を得ること。 

ウ 巡視点検により異常を発見した場合は、速やかに適正な措置を講ずること。 

⑤ マンホールポンプ場の各設備機器の巡視点検及び、定期点検及び保守管理を適切

に行う。 

ア マンホールポンプ場の巡視点検、定期点検及び保守は、適正な人員配置を行って

実施し、業務に当たるものとする。 

イ マンホールポンプ場の巡視頻度については、月１回以上とする。 

ウ マンホールポンプ場の巡視点検について、原則定められた巡視頻度となるが、気

象状況、交通状況等により巡視できない場合及びそのたやむを得ない事情がある

場合等は、発注者と協議すること。 
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エ 履行期間中にマンホールポンプ場が建設等により追加された場合についても委

託業務監督員が指示した日から巡視点検等を適切に行う（契約金額の増減は行わ

ないものとする）。 

⑥ 水処理工程における水質測定装置及び工程管理に係る測定装置等の清掃点検、機

器調整・校正等の定期点検及び保守管理を適正に行い、その数値の信頼性を確保する。 

⑦ 施設の各設備機器の性能及び機能を確保するために行う設備関連台帳（Ｅｘｃｅ

ｌ）に点検履歴、故障履歴、修繕実績及び発注者が提供する補修工事履歴並びに新設

工事・更新工事の情報など入力する。 

⑧ 機器及び点検機器周辺、通路、手摺、場内側溝等の清掃、補修塗装等の作業、屋上

防水等の点検及びルーフドレンの清掃を行う。 

  ⑨ 点検報告書の様式を作成し、発注者の承諾を得ること。 

 

（３）水質試験業務 

水質試験を【別紙１７】に基づき、実施すること。なお、水質基準等により追加された

項目等がある場合には、追加項目においても試験を行うこと。 

 

（４）月ヶ瀬浄化センター脱水汚泥収集運搬処分業務 

① 月ヶ瀬浄化センターの下水処理過程で発生した汚泥を収集運搬し、適正処分する

ものである。 

② 法令等遵守事項 

  汚泥の運搬にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「道路交通法」 

 その他の関係法令及び条例を遵守し、排出事業者を発注者とする契約を別途締結す

るものとする。 

③ 対象品目（汚泥形態） 

脱水汚泥 

④ 脱水汚泥の搬出場所 

月ヶ瀬浄化センター   奈良市月ヶ瀬月瀬地内 

⑤ 収集運搬処分予定数量 

  年度内に収集運搬処分する予定数量は、次のとおりである。 

   月ヶ瀬浄化センター 約 １９ｔ/年 

 なお、当該数量は、見込量であるため必ずしも全量を保証するものではない。 

⑥ 一回の収集運搬方法 

  一回の収集運搬方法は、原則４ｔコンテナ入替とする。詳細については、現地確認

とする。 

⑦ 留意事項 

ア 受注者は、汚泥の運搬において、荷台をシートで完全に覆うなど適切な臭気対策



41 

 

を行うとともに、運搬経路に汚泥又は脱離液等が飛散あるいは流出しないよう万

全の措置を講じ、交通法規定を遵守して運搬しなければならない。なお、万が一飛

散あるいは流出した場合は、運搬事業者がすべての責任を負い適切に処理するも

のとする。 

イ 指示する収集時間又は運搬先の都合や運搬ルートの交通事情等で、予定する搬

入日時に搬入出来ない場合があれば搬入時間調整を行うこと。 

ウ 業務実施にあたっては、関係業務受注者と十分協議し協力すること。特に、収集

及び搬入の予定時間については十分に調整を行い、運搬ルートの交通事情等で予

定時間が遅延する場合は連絡し、予定時間調整等の対応をすること。 

⑧ 報告書 

 運搬事業者は月毎の処分量を報告書に記入し速やかに提出すること。 

 

（５）精華地区・田原地区・東部第１地区・東部第 2地区浄化センター濃縮汚泥収集運搬業

務 

① 精華地区・田原地区・東部第１地区・東部第 2地区浄化センターで発生する濃縮汚

泥を収集運搬するものである。   

② 法令等遵守事項 

 汚泥の運搬にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「道路交通法」 

 その他の関係法令及び条例を遵守すること。 

③ 対象品目（汚泥形態） 

 濃縮汚泥 

④ 場所 

 搬出場所 

精華地区浄化センター    奈良市高樋町４７５－１ 

田原地区浄化センター    奈良市此瀬町３４ 

東部第１地区浄化センター  奈良市下狭川町１７１８－３ 

東部第２地区浄化センター  奈良市柳生下町 

石打地区処理場       奈良市月ヶ瀬石打１ 

尾山地区処理場       奈良市月ヶ瀬尾山２０９８ 

搬入場所 

奈良市衛生浄化センター   奈良市大安寺西 2丁目２８１ 

各浄化センター内の汚泥貯留槽より４ｔバキューム車（又は８ｔバキューム車）によ

り汚泥を吸引し運搬する。運搬中こぼれ落ちのないよう車の整備をしておくこと。 

⑤ 収集運搬予定数量  

  年度内に収集運搬処分する予定数量は、次のとおりである。 

   精華地区浄化センター    約 ３７８ｔ/年 
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田原地区浄化センター    約 ３１４ｔ/年 

東部第１地区浄化センター  約 ３７８ｔ/年 

東部第２地区浄化センター  約 ２９８ｔ/年 

石打地区処理場       約  ６３ｔ/年 

尾山地区処理場       約  ３３ｔ/年 

 なお、当該数量は、見込量であるため必ずしも全量を保証するものではない 

⑥ 使用車両 

 ４ｔ車の場合最大積載量が３．８ｔ以上、 

 ８ｔ車の場合最大積載量が７．６ｔ以上のものを使用すること。 

⑦ 報告書 

  受注者は、月毎の処分量を報告書に記入し速やかに提出すること。 

 

（６）その他業務 

① その他業務を【別紙２２】に基づき、実施すること。 

② 【別紙２１】を参考として、本章業務の履行に係る費用を算出するとともに、ユー

ティリティーの実績（電力費・上下水道・ガス・電話の各月額と使用量及び薬品類の

購入量と購入金額）を発注者に報告すること。 

③ 全窒素全リン自動測定装置等の測定機器の定期点検は履行期間中に測定機器を更

新しなければならない場合は発注者と受注者が協議の上、発注者が機器の更新を実

施するものとする。なお、機器更新後は更新された測定機器においても定期点検が実

施できるように対応すること。 

④ 精華・田原マンホールポンプ場情報配信業務及び東部第二地区マンホールポンプ

遠方監視システム保守委託は、発注者の契約と同様の内容で 11月 1日から令和 4年

10月 31日まで継続履行すること。 

⑤ ストックマネジメント計画に基づき維持管理起点のマネジメントサイクルとなる

ように、健全度・緊急度、対策実施率、状態把握率等の目標との乖離チェックや定期

的な見直しによる精度向上における支援を行うこと。 

 

（修繕業務） 
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２ 不具合等により修繕が必要な箇所のうち１件あたりの費用が１３０万円（消費税及び地

方消費税の額を含む。）以下の修繕は、小修繕として受注者が実施する。受注者は修繕を実

施するに当たり、発注者に詳細な見積りを提出する。見積りは原則複数者から徴収する。

発注者は見積りの内容を詳細に検討し疑義があれば受注者に質問できる。受注者は誠実に

回答しなければならない。修繕の方法及び箇所、費用の正当性は受注者が証明するものと

する。また、発注者は、必要があると認めた場合は、受注者に対し見積りを徴する相手方

の追加を求めることができるものとし、受注者はこれを受け入れ、他の見積りを徴する相

手方と 同様の対応を行わなければならない。発注者がその修繕について認めた場合、受注

者は速やかに工事請負契約書又はこれに類する契約書を締結しその修繕を実施しなければ

ならない。小修繕はこの手続を経なければ実施できない。想定する小修繕の上限費用は下

表のとおりである。但し、1件あたり１３０万円を超える修繕が発生した場合は、発注者が

修繕を行い、小修繕の上限額からその修繕費用を控除することとする。受注者の実施した

小修繕の費用と差があるときは年度ごとに精算する。入札時に提出する費用内訳書には下

表の費用を計上すること。 

 

 想定修繕費 

(円) 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

修繕費 3,750,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 5,250,000 

  ＊消費税及び地方消費税の額は含まない。 

 

３ 簡易な修繕は、在庫部品、在庫消耗品及び受注者が自らの費用で部品、消耗品を入手し

て受注者の責任で消耗品の交換や修繕を行うもの。受注者が実施すべき簡易な修繕を例

示する。以下に示す修繕と同等な修繕は簡易な修繕とする。ただし、その修繕が高度な技

術、特殊な技術、複雑な作業を要する場合は、簡易な修繕とはみなさない。 また、修繕

することにより発生した廃棄物は、受注者が処分すること。 
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 機械設備 

① 電動機・ポンプなどの回転体のベアリング交換（電動機出力 ３．７ｋＷ程度以下） 

② ポンプ内の異物除去、分解清掃 

③ バルブ類の異物除去、分解清掃 

④ 小口径配管の修繕 

⑤ 小口径バルブ類の修繕 

⑥ ファン類、ポンプ類のＶベルト交換 

⑦ バルブコントローラーなどの警報発生時の障害復旧 

⑧ 機器故障時の応急対応 

⑨ 送風機の潤滑油交換 

⑩ 各種機械の潤滑油交換 

⑪ 水処理を継続させるための応急的処置 

⑫ 備品の溶接機を利用した修繕 

⑬ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

電気設備 

① 表示ランプ、ヒューズ類の交換 

② ＭＣＣＢの修繕 

③ コンタクター類の修繕 

④ 補助リレー、タイマー類の修繕 

⑤ 機器や電路の絶縁不良時の応急対応 37 

⑥ 水処理を継続させるための応急的処置 

⑦ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

土木・建築 

① 土木工作物や建物の簡易な修繕 

② 水処理、汚泥処理施設の緊急時の応急的簡易修繕 

③ 建具の修繕 

④ 錆の発生した鉄部や手すりなどのケレン及び塗装、 

⑤ その他、これらの修繕と同等な技量で対応できる修繕 

 

付帯設備 

① 小便器、大便器などの配管、フラッシュバルブ等の修繕 

② ボールタップなどの調整や修繕 

③ 照明器具、配線器具などの修繕 

④ 照明器具、誘導灯などのランプ、点灯管などの交換 
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⑤ 非常照明、誘導灯、防火戸等の非常用蓄電池の交換 

⑥ 付帯設備のこれらと同等な技量で対応できる修繕 

 

（材料費） 

 

想定材料費 

(円) 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

材料費 746,200 1,791,000 1,791,000 1,791,000 1,791,000 1,044,700 

  ＊消費税及び地方消費税の額は含まない。 

 

（要求水準達成要件） 

２ 受注者は、要求水準を満足していない場合（以下「要求水準未達」という。）は、速やか

に発注者に報告し、要求水準を満たすための措置をとらなければならない。これに要する

費用は受注者の負担とする。 

３ 発注者は、受注者の立会いのもと、要求水準達成の確認検査をいつでも実施することが

できる。 

 

  （運転・監視・保守点検業務の要領） 
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２ 業務の対象範囲は、第７３条に記載するとおりとする。 

３ 受注者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に履行するための体制をとること。 

４ 受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常はもちろん、故

障、事故時においても迅速かつ適切に処置できるように心掛けなければならない。 

５ 業務の内容及び保守点検等の頻度は要求水準書に定めるものを除き、受注者が自らの経

験等により定めること。 

６ 有資格者を必要とする業務は、有資格者を配置して行なわなければならない。本業務に

おいては、電気主任技術者を 1名以上配置すること。 

７ 受注者は、設備機器の状態、保守点検結果について報告書を作成し、発注者に対して提

出しなければならない。 

８ 受注者は、災害時に備え、非常用自家発電設備の運転に要する燃料を常時燃料タンクの

半分以上確保しておかなければならない。 

９ 受注者は、想定流入水量・水質の範囲を超える異常流入等の事実を確認した場合、受注

者は、以下の措置を講じるものとする。 

（１）受注者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに発注者に報告する。 

（２）受注者は、異常流入等の経路把握に努める。 

（３）要求水準の未達成が生じた場合、もしくはおそれが生じた場合、受注者は発注者と協

議して改善措置を実施する。 
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下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第５章 下水道管路】 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局  
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（業務の範囲） 

（１）計画的維持管理業務 

（２）日常的維持管理業務 

 

（交付金対象事業） 

 

（計画的維持管理業務－概要） 

（１）対象箇所及び数量 

点検及び調査の対象箇所及び実施数量は、下表によるものとする。対象路線については、

発注者が策定している点検及び調査路線選定のための奈良市ストックマネジメント実施

方針をもとに選定すること。なお、点検箇所には下水道法で定められている腐食の恐れが

大きい箇所（５年に１回以上の点検が必要）を含む。 

（２）作業時間 

点検及び調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

（３）調査機材 

点検及び調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。準備機材一

覧を【別紙２５】に示す。 

（４）報告書作成 

【別紙２６】に示す点検及び調査業務報告書記載要領に従い、管路の健全度（緊急度）

評価を含めて報告書を作成すること。 

 

・巡視、点検及び調査業務（実施数量表） 

業務内容 数量 単位 備考 

点検業務 

（管口テレビカメラ調査） 
７２２ 箇所 腐食の恐れが大きい箇所 

点検業務 

（管口テレビカメラ調査） 
１８，９４８ 基 

対象延長：約３７０ｋ

ｍ  

調査業務 

（本管テレビカメラ調査） 
２１ ｋｍ φ８００ｍｍ未満 

※ 本表は、履行期間内の実施予定数量を記載しているが、点検結果等により業務内容や実
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施数量の見直しを定期的に行う予定である。 

 

（計画的維持管理業務－点検業務） 

（１）必要な内容を記載した黒板をマンホール下流側に設置し、カメラにて撮影を開始し、

地上部の作業風景、マンホール内部、管内を連続的に撮影すること。 

（２）管内の撮影は、下流側管渠から開始し、時計回りに撮影を行うものとする。 

（３）調査方法・判定基準は「スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技

術導入ガイドライン（案）平成２６年１０月」（国土交通省国土技術総合研究所下水道

研究部）に基づき実施すること。 

（４）点検業務により土砂等の堆積物が確認された場合は、日常的維持管理業務で浚渫等の

措置を行う必要があるため、管きょ状況報告書として取りまとめること。但し、早急に

その措置を行う必要があると判断した場合は至急発注者に報告すること。 

 

（計画的維持管理業務－調査業務） 

２ 調査にあたっては、調査箇所を高圧洗浄車等にて念入りに洗浄すること。３ 本管の調

査は、原則として上流から下流に向けカメラを移動させながら、途中カットすることなく連

続撮影を行うこと。 

４ 本管の調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、クラック、取付管口等に十分注意

しながら、全区間カラー撮影し、鮮明な画像を得ること。 

５ 本管内及び取付管の異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とする。 

６ 管内に異常が発見された場合は、汎用記録メディアとは別に、モニターから写真撮影

（カラー）を行うものとする。これらの撮影内容及び方法の変更は、事前に発注者と協議

し、その承諾を得なければならない。 

７ 調査区間内のマンホール調査項目は、以下の内容とする。 

（１）マンホール内に作業員が入り、十分な照明のもとに土砂等の堆積状況、管路の布設

状況、浸入水、マンホール内のクラック、側壁・目地のずれ、足掛金物及びコンクリ

ートの腐食、足掛金物の欠損本数、蓋の摩耗度、蓋のがたつき・蓋違いの有無等のマ

ンホール内の不良箇所を調査し、写真撮影（カラー）を行うものとする。 

（２）写真は、調査年月日、異状内容、発生場所等を明記した黒板を入れて、カラーで撮

影すること。 

８ 調査の続行が困難になった場合は、直ちに発注者に報告し、指示を受けること。この場

合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。 

９ 作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

１０ 作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保
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護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。 

１１ 作業にあたり、仮締め切りを必要とする場合は、事前に発注者の承諾を得ること。こ

の仮締め切りは、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるもの

とすること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、直ちにこれを撤去すること。 

１２ 受注者は、次の各項に従って作業記録写真を撮影し、業務完了時には業務ごとに工程

順に編集したものを作業記録写真帳に整理し、各業務報告書に添付して発注者に提出す

ること。 

（１）撮影は、調査延長３０ｍ程度に対して、１箇所の保安施設の状況、テレビカメラな

ど使用機械の設置状況、酸素及び硫化水素濃度等の測定状況、管路内洗浄状況の他、

発注者が指定する内容について行うこと。 

（２）写真には、作業件名、撮影場所、撮影対象及び受注者の名称を明記した黒板を入れ

て撮影すること。 

（３）一枚の写真では作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。 

（４）写真は原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。 

１３ その他、本要求水準書に記載のない事項については発注者の指示に従うこと。 

 

（日常的維持管理業務－概要） 

管路 

公共下水道事業 

（汚水・合流管渠） 

農業集落排水事業 

（汚水管渠） 

延長：約１，２００ｋｍ 延長：約１４０ｋｍ 

 

業務内容 数量 単位 

住民対応・事故対応業務 １ 式 

本管の閉塞調査及び解消業務 

１次対応業務 １ 式 

２次対応業務 ※１ 回 

土砂運搬・処分 ※２ ｔ 

公共汚水桝及び取付管の 

閉塞調査及び解消業務 

１次対応業務 １ 式 

２次対応業務 ※１ 回 

土砂運搬・処分 ※２ ｔ 

管路の点検・清掃業務 

点検業務 ６０ 箇所 

清掃業務 ※１ 回 

土砂運搬・処分 ※２ ｔ 
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混載物（コンテ

ナ） 
５ 台 

ゲート調整業務 ４ 箇所 

緊急時及び災害対応等業務 １ 式 

軽微な補修業務及び材料管理業務 １ 式 

管路施設補修業務 別途契約 

管路施設調査業務 １ 式 

※１ 下水道本管の閉塞調査及び解消業務、公共汚水桝及び取付管の閉塞調査及び解消業

務における２次対応業務と管路の点検・清掃業務における清掃業務を合わせて２７０回

を見込んでいる。 

※２ 下水道本管の閉塞調査及び解消業務、公共汚水桝及び取付管の閉塞調査及び解消業

務における２次対応業務と管路の点検・清掃業務における清掃業務にて発生した土砂の

運搬・処分量は合わせて５２．３４ｔを見込んでいる。 

 

２ 日常的維持管理業務の履行体制は、以下の各号のとおりとする。 

（１）業務時間においては、業務事務所内に当該業務を行う常駐の業務従事者を配置するこ

と。市民からの苦情等の連絡があった場合、連絡受付から１時間以内に到着すること。 

（２）作業管理全般を行う２人以上の管理要員を任命すること。当該業務の業務責任者は管

理要員のうち、主となる管理要員となること。 

（３）常駐作業員の人数についての定めはないが、緊急を要する案件が輻輳して発生した場

合に対応すること。なお、常駐作業員のみでは対応ができない状況となった場合は、速

やかに作業員の増員を行える体制をとること。 

（４）業務時間外においては、業務事務所に常駐する必要はないが、市民からの苦情等の連

絡があった場合、連絡受付から２時間以内に必要体制を整え現場に到着すること。 

（５）業務時間内外に関わらず、業務事務所等における窓口電話による市民からの苦情等の

受付が可能となる通信体制を整えること。 

 

（日常的維持管理業務－貸与品） 

（１）管内テレビカメラ装置   一式 

（２）小型高圧管内洗浄機及び水槽（積載用車両は含まない） 

（３）管内ロッド式清掃ツール   一式 

（４）発電機     １台 
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（５）水中ポンプ    １台 

（６）路面転圧機（プレート）   １台 

（７）電気ドリル、サンダ等 

 

（日常的維持管理業務－住民対応・事故対応業務） 

２ 住民対応業務 

（１）業務事務所等における窓口電話による苦情等の受付・記録整理、発注者への報告 

（２）原因についての調査・記録及び官民処置の見極め整理、発注者への報告 

（３）現場における住民への説明(原因等) 

３ 事故対応業務 

（１）業務事務所等における窓口電話(巡視・点検等、現場調査時に発見した事故等も含む)

による事故報告の受付・記録整理、発注者への報告 

（２）原因についての調査・記録及び官民処置の見極め整理、発注者への報告 

（３）現場における住民への説明(原因等) 

４ その他の注意事項等 

（１）受注者は、住民対応及び事故対応業務における体制を定め、発注者に届け出なければ

ならない。 

（２）受注者は、住民対応及び事故対応業務における確認事項、対応・措置、報告等につい

て、発注者と事前に調整・確認を行うものとする。 

（３）受注者は、窓口電話を２４時間受付可能な体制をとり、住民対応及び事故対応につい

て、速やかに対応できる体制を整えるものとする。 

（４）受注者は、住民対応及び事故対応の結果を速やかに報告するものとし、住民等からの

苦情等の連絡に対し、連絡の受付及び緊急清掃の対応ならびに情報の蓄積を整理し、そ

の都度、発注者に提出することとし、月毎にまとめて提出することとする。 

（５）受注者は、市民に対して受注者が住民対応及び事故対応の窓口となることを十分にＰ

Ｒ活動すること。また、ＰＲ活動の手法について提案すること。 

（６）その他、本要求水準書に記載のない事項については発注者との協議により決定する。 

 

（日常的維持管理業務－下水道本管の閉塞調査及び解消業務） 

２ 受注者は、発注者又は市民からの連絡に２４時間３６５日、常時受付け対応できるよう

にするとともに、連絡を受けた時は、速やかに対応しなければならない。なお、計画的維

持管理業務で見つかった閉塞個所についても速やかに計画協議し遅滞なく対応するもの

とする。 
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３ 受注者は、１次対応業務として、下水道本管の閉塞調査及び閉塞の解消にあたっては、

清掃機械器具、小型高圧洗浄機などを使用することとする。 

４ 受注者は、１次対応業務で下水道本管の閉塞が解消できない場合は、発注者と協議をし

たうえで 2次対応業務として、高圧洗浄車、強力吸引車、その他業務に必要となる機械器

具等を使用して下水道本管の閉塞を解消すること。ただし、道路掘削を伴い下水道本管を

取り壊して新設する場合を除く。 

５ 閉塞の解消作業において、不良、破損等を確認した場合は、速やかに補修等が必要な場

合は、発注者へ報告し、指示に従うこと。 

６ 作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

７ 作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護

措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。 

８ 作業にあたり、仮締め切りを必要とする場合は、事前に発注者の承諾を得ること。この

仮締め切りは、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものと

すること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、直ちにこれを撤去すること。 

９ 受注者は、以下の各号に従い、作業記録写真を撮影し、業務完了時には、業務ごとに工

程順に編集したものを作業記録写真帳に整理し、各業務報告書に添付して発注者に提出

すること。 

（１）管路内から作業前後の状況を同一方向で撮影すること。ただし、管路内からの撮影が

困難な場合は他の適切な方法で撮影を行うこと。 

（２）人力または機械の別による作業状況を、背景を入れて撮影すること。 

（３）写真には、撮影日時、作業件名、撮影場所、撮影対象及び受注者を明記した黒板を入

れて撮影すること。 

（４）一枚の写真では作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。写真は原則

としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。 

１０ ２次対応業務は、公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消業務における２次対応業務

及び管路の点検・清掃業務における清掃業務と合わせて履行期間内で２７０回、産業廃棄

物の処分量５２．３４ｔを見込んでおり、運搬及び交通誘導員を含んでいる。また、発注

者の指示により増加する場合は、変更対象とする。この場合、増額分は、発注者の積算基

準に基づいた清掃業務金額に本業務に係る見積額を本業務の予定価格で除した値（以下

「当初請負率」という。）を乗じた金額とする。 

 

（日常的維持管理業務－公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消業務） 
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２ 受注者は、発注者又は市民からの連絡に２４時間３６５日、常時受付け対応できるよう

にするとともに、連絡を受けた時は、速やかに対応しなければならない。 

３ 受注者は、１次対応業務として、公共桝及び取付管の閉塞調査及び閉塞の解消にあたっ

ては、清掃機械器具、小型高圧洗浄機などを使用することとする。 

４ 受注者は、１次対応業務で公共桝及び取付管の閉塞が解消できない場合は、発注者と協

議をしたうえで２次対応業務として、高圧洗浄車、強力吸引車、その他業務に必要となる

機械器具等を使用して公共桝及び取付管の閉塞を解消すること。ただし、道路掘削を伴い

取付管を取り壊して新設する場合を除く。 

５ 閉塞の解消作業において、不良、破損等を確認した場合は、速やかに補修等が必要な場

合は、発注者へ報告し、指示に従うこと。 

６ 作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

７ 作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラ等を使用するなど、必要な保護

措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。 

８ 作業にあたり、仮締め切りを必要とする場合は、事前に発注者の承諾を得ること。この

仮締め切りは、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものと

すること。ただし、上流に溢水が生じる恐れがある時は、直ちにこれを撤去すること。 

９ 受注者は、以下の各号に従い、作業記録写真を撮影し、業務完了時には、業務ごとに工

程順に編集したものを作業記録写真帳に整理し、各業務報告書に添付して発注者に提出

すること。 

（１）管路内から作業前後の状況を同一方向で撮影すること。ただし、管路内からの撮影が

困難な場合は他の適切な方法で撮影を行うこと。 

（２）人力または機械の別による作業状況を、背景を入れて撮影すること。 

（３）写真には、撮影日時、作業件名、撮影場所、撮影対象及び受注者を明記した黒板を入

れて撮影すること。 

（４）一枚の写真では作業状況が明らかにならない場合は、貼り合わせること。写真は原則

としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。 

１０ ２次対応業務は、下水道本管の閉塞調査及び解消業務における２次対応業務及び管

路の点検・清掃業務における清掃業務と合わせて履行期間内で２７０回、産業廃棄物の処

分量５２．３４ｔを見込んでおり、運搬及び交通誘導員を含んでいる。また、発注者の指

示により増加する場合は、変更対象とする。この場合、増額分は、発注者の積算基準に基

づいた清掃業務金額に当初請負率を乗じた金額とする。 

 

（日常的維持管理業務－管路の点検・清掃業務） 
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２ 清掃業務は下水道本管の閉塞調査及び解消業務における２次対応及び公共桝及び取付

管の閉塞調査及び解消業務における２次対応業務と合わせて履行期間内で２７０回、産

業廃棄物の処分量５２．３４ｔを見込んでおり、運搬及び交通誘導員を含んでいる。また、

発注者の指示により増加する場合は、変更対象とする。この場合、増額分は、発注者の積

算基準に基づいた清掃業務金額に当初請負率を乗じた金額とする。 

 

（日常的維持管理業務－ゲート調整業務） 

２ 受注者は、業務時間内外に関わらず、委託業務監督員からゲート調整業務の指示に基づ

き、速やかに作業員を招集し、ゲート調整作業を行うこと。 

３ ゲート調整作業は強雨時及び降雨終了時に必要に応じて、委託業務監督職員より指示

を行うものとする。 

４ ゲート調整作業が必要な箇所は以下の各号に示し、位置図を【別図４３】に示す。 

（１）奈良市法蓮町４２８－１付近 

（２）奈良市三条桧町１－２１付近 

（３）奈良市三条本町７－１９付近 

（４）奈良市三条添川町３－３８付近 

 

（日常的維持管理業務－緊急時及び災害対応等業務） 

２ 受注者は、緊急時及び災害対応等における連絡体制、出動体制及びその待機基準を定め、

発注者に届け出なければならない。なお、連絡体制、出動体制及び待機基準を定めるにあ

たっては、常に迅速な対応が図れるよう、事前に発注者と協議の上、各々の役割分担を定

めるものとする。 

３ 受注者は、災害時等において管路施設に被災又は管路施設の被災による二次災害のお

それがある場合等は、発注者と密に連絡・調整を行い、その指示に基づいて出動しなけれ

ばならない。また、予め定めた巡視・点検及び調査体制に基づいて適切な緊急措置等を講

じ、被災状況の把握に協力するとともに、二次災害の未然防止に努めなければならない。 

４ 発注者及び受注者は、緊急時及び災害等における連絡体制を相互に通知するものとす

る。 

５ 発注者は、下水道事業業務継続計画(以下「下水道ＢＣＰ」という。)を策定しているが、

受注者が災害時において下水道機能の継続・早期復旧の為に担う役割について提案する

こと。また、下水道ＢＣＰ自体のレベルアップと実効性を維持するために、定期的に計画
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の見直しをすること。 

 

（日常的維持管理業務－軽微な補修業務） 

 （１）路面陥没発生時における鉄板の敷設及び仮復旧 

 （２）桝蓋受枠の交換 

 （３）マンホール内のモルタル補修 

 （４）その他、重機掘削を伴わない作業 

 

（日常的維持管理業務－管路施設補修業務） 

 （１）取付管補修 

 （２）管渠補修 

（３）人孔鉄蓋等補修 

 

（日常的維持管理業務－管路施設調査業務） 

 

（日常的維持管理業務－材料管理業務） 

 

（日常的維持管理業務－汚泥等運搬及び処分業務） 
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（業務指標（ＰＩ）） 
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下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第６章 ストックマネジメント実施計画策

定業務】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局 
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（業務の目的） 

本業務では、国が創設したストックマネジメント支援制度に基づいて、修繕・改築計画

に係る「ストックマネジメント実施計画」を策定することを目的とする。 

また、現在策定している奈良市公共下水道ストックマネジメント実施方針（流域関連・

単独処理区・処理場施設等）について、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の

進捗状況を考慮する必要があるため、再度リスク評価等の見直しを図って、奈良市公共下

水道施設全体のストックマネジメント実施方針として取りまとめを行い、今後の施設の

点検・調査、修繕・改築につなげ、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目

的とする。 

 

（業務の対象施設） 

修繕・改築計画（診断、対策の必要性の判定）を行う管路施設延長：L=21km(予定) 

修繕・改築計画（優先度の検討以降）を行う管路施設延長：L=4.2kn(予定) 

マンホール蓋は、時間計画保全により経過年数の高いものを優先して改築計画を立てる。 

 

（業務の対象場所） 

 

（業務の履行期間） 

 

（ストックマネジメント実施方針の見直し） 

 

（点検・調査の計画） 

点検・調査情報を蓄積し，定期的な見直し及び精度向上を図る。 



60 

 

 

（修繕・改築計画の策定） 

また，実施計画では，どの施設を，いつ，どのように，どの程度の費用をかけて，修繕・

改築を行うかを検討する。 

(1) 診断 

診断は，管路施設の異常の程度を評価し，対策の要否及び緊急度を明らかにするもの

で，潜行目視調査，マンホール目視調査又はＴＶカメラ調査等の結果から，以下の手順

で実施する。 

(ｲ) 異常の程度の評価 

異常の程度の評価基準に基づき，異常の程度を評価する。 

(ﾛ) 緊急度・健全度の判定 

異常の程度の評価結果を整理し，対策の緊急度・健全度の判定及び対策の要否(維

持又は対策)の判定を行う。 

(2) 対策の必要性検討 

診断により判定された健全度・緊急度と，長期的な改築事業のシナリオを踏まえ，対

策の必要性を検討する。 

(3) 修繕・改築の優先順位の検討 

従来の施設整備事業や地震・津波対策及び浸水対策事業などの機能向上に関する他

計画を考慮し，リスク評価結果を踏まえて修繕・改築の優先順位を検討する。 

(4) 対策範囲の検討 

優先順位を踏まえた修繕・改築対策が必要と位置づけたスパンについて，修繕か改築

かを判定する。管きょ以外に検討対象とした施設（マンホール，取付管，ます，マンホ

ールふた）で対策が必要と判定されたものについては，劣化状況に応じて，修繕か改築

かを判断する。 

(5) 長寿命化対策検討対象施設の選定 

長寿命化対策の検討対象とする施設を選定し，現場状況，劣化状況に応じた長寿命化

対策工法の有無の確認を行い，長寿命化対策を検討する必要性を確認する。 

(6) 改築方法の検討 

改築と判定した管路施設を整理し，更新（布設替え工法）か長寿命化対策（更生工法）

かを選定する。また，ライフサイクルコストを算定し，長寿命化対策の実施効果を検証

する。 

(7) 実施時期の設定及び概算費用の算出 

長寿命化対象施設及び長寿命化計画対象区域内の更新や修繕に必要な事業量の算出
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と概ね 5～7年程度の実施期間を設定する。 

また，事業計画期間内に改築する管路施設の対象延長及び施工方法を整理し，年度別

事業量，年度割概算事業量を算出する。 

(8) 修繕・改築計画のとりまとめ 

(1)～(7)の検討結果及び他事業との整合を勘案した修繕・改築計画としてとりまと

める。 

 

（報告書作成） 

 

（照査の目的） 

 

（照査の体制） 

 

（照査事項） 

(1) 収集資料の内容および課題の把握・整理内容に関する照査 

(2) 検討の方法およびその内容に関する照査 

(3) 計画の妥当性（方針、設定条件等）の照査 

(4) 上位計画、地震対策計画、浸水対策計画、合流改善計画等との相互間における整合

性に関する照査 

 

（提出図書） 

図書名 形状寸法・提出部数 

(1) 報告書 A4判製本 2部 

(2) 修繕・改築計画図 白焼き 2部 

(3) 打合せ議事録 A4判製本 2部 
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(4) その他参考資料 原稿 一式 

 

(5) 点検調査計画書 

(6) その他発注者が必要と判断するもの 

(7) 上記図書の電子成果品 CD-R又は DVD-R 一式 

 

（参考図書） 

(1) 下水道工事施工標準図 奈良市 

(2) 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省） 

(3) 下水道施設計画設計指針と解説(社団法人日本下水道協会) 

(4) 下水道維持管理指針(社団法人日本下水道協会) 

(5) 下水道施設改築・修繕マニュアル(案)(社団法人日本下水道協会) 

(6) 下水道施設維持管理積算要領―管路施設編―(社団法人日本下水道協会) 

(7) 下水道施設の耐震対策指針と解説(社団法人日本下水道協会) 

(8) 合流式下水道越流水対策と暫定指針(社団法人日本下水道協会) 

(9) 管更生の手引き(案)(社団法人日本下水道協会) 

(10)下水管きょ改築等の工法選定手引き(案)(社団法人日本下水道協会) 

(11)下水道管路施設腐食対策の手引き(案)(社団法人日本下水道協会) 

(12)管きょ更生工法における設計・施工監理の手引き(案)(社団法人日本下水道協会) 

(13)管きょ更生工法の耐震設計の考え方(案)と計算例(社団法人日本下水道協会) 

(14)下水道用マンホール蓋の維持管理マニュアル(案)(社団法人日本下水道協会) 

(15)下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)(社団法人日本下水道協会) 

(16)水理公式集(社団法人土木学会) 

(17)コンクリート標準示方書(社団法人土木学会) 

(18)日本工業規格(JIS) 

(19)日本下水道協会規格(JSWAS) 

(20)道路橋示方書・同解説(社団法人日本道路協会) 

(21)土木工学ハンドブック(社団法人土木学会) 

(22)土質工学ハンドブック(社団法人土質工学会) 

(23)都市局所管補助事業実務必携(国土交通省) 

(24)水門鉄管技術基準(社団法人水門鉄管協会) 

(25)港湾の施設の技術上の基準・同解説(社団法人日本港湾協会) 

(26)道路構造令，同解説と運用(国士交通省，社団法人日本道路協会) 

(27)下水道管路施設維持管理マニュアル（社団法人日本下水道管路管理業協会） 
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(28)下水道管路施設維持管理積算資料(社団法人日本下水道管路管理業協会) 

(29)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル(財団法

人下水道業務管理センター) 

(30)下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)(一般社団法

人管路診断コンサルタント協会) 

(31)下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携 一般社団法人管路診断

コンサルタント協会編集（財団法人経済調査会) 

(32)下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～(財団法人下水道新技

術推進機構) 

(33)管きょ更生工法の品質管理技術資料（社団法人下水道新技術推進機構) 

(34)管きょ更生工法(二層構造管)技術資料（財団法人下水道新技術推進機構) 

(35)マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)(社団法人日本下水道管路管

理業協会) 

(36)管きょの修繕に関する手引き(案)(社団法人日本下水道管路管理業協会) 

(37)取付け管の更生工法による設計の手引き(案)(社団法人日本下水道管路管理業協会) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 

 

下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第７章 資料】 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 

奈良市企業局 
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１.別紙 

 別紙１ 遵守法令等 

 別紙２ 提出書類一覧 

 別紙３    業務に要する資格 

別紙４    参考図書 

別紙５    減額要領及びインセンティブ要領 

別紙６    要求水準（西部地域） 

別紙７    水質測定項目（西部地域） 

別紙８    施設概要（西部地域） 

別紙９    主要設備（西部地域） 

別紙１０   その他業務（西部地域） 

別紙１１   運転管理業務対応区分表 

別紙１２   各施設の流入量・放流量・水質の実績（西部地域） 

別紙１３   各施設のユーティリティーの実績（西部地域） 

別紙１４   脱水ケーキ・浄化槽汚泥搬出実績一覧表 

別紙１５   材料・修繕費の実績（西部地域） 

別紙１６   要求水準（東部地域） 

別紙１７   水質測定項目（東部地域） 

別紙１８   施設概要（東部地域） 

別紙１９   主要設備（東部地域） 

別紙２０   各施設の流入量・放流量・水質の実績（東部地域） 

別紙２１   各施設のユーティリティーの実績（東部地域） 

別紙２２   その他業務（東部地域） 

別紙２３   材料・修繕費の実績（東部地域） 

別紙２４   薬品仕様書 

別紙２５   準備機材 

別紙２６   巡視、点検及び調査業務報告書記載要領 

別紙２７   日常的維持管理業務実績 

別紙２８   管路の点検・清掃要領 

別紙２９   業務指標 
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２.別図 図面集 

 

 別図１～６  位置図（平城・青山・佐保台・奈良北・朱雀・中登美ヶ丘） 

別図７～１２  平面図（平城・青山・佐保台・奈良北・朱雀・中登美ヶ丘） 

別図１３～１８ 単線結線図平面図（平城・青山・佐保台・奈良北・朱雀・中登美ヶ

丘） 

別図１９～２２ フローシート（平城・青山・佐保台・中登美ヶ丘） 

別図２３  奈良市街地マンホールポンプ場位置図 

別図２４    東部第１地区浄化センター・中継マンホールポンプ場位置図 

別図２５    東部第２地区浄化センター・中継マンホールポンプ場位置図 

別図２６    精華地区浄化センター位置図 

別図２７    田原地区浄化センター位置図 

別図２８  月ヶ瀬浄化センター・石打地区処理場・尾山地区処理場・長引地区 

処理場位置図 

 別図２９  東部第１地区浄化センター平面図 

 別図３０  東部第２地区浄化センター平面図 

 別図３１  月ヶ瀬浄化センター平面図 

 別図３２  石打地区処理場平面図 

 別図３３  尾山地区処理場平面図 

 別図３４  長引地区処理場平面図 

 別図３５  精華地区浄化センターフローシート 

 別図３６  田原地区浄化センターフローシート 

 別図３７  東部第１地区浄化センターフローシート 

別図３８  東部第２地区浄化センターフローシート 

別図３９  尾山地区処理場フローシート 

別図４０  月ヶ瀬浄化センターフローシート 

別図４１  調査路線選定のための参考図 

別図４２  管路の点検清掃箇所図 

別図４３  ゲート調整業務箇所図 

 

３.資料 

 

 資料１    リスク分担表 


