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この要求水準書は、奈良市企業局(以下「本市」という。)が実施する奈良市東

部地域等における上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「受託者」という。)に求める業務の要求水準

と受託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、実施要領等に提示された条件並びに受託者の提案

内容に基づいて行うものとする。 
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（業務概要） 

第１条 この要求水準書は、本市が受託者に対して本業務を履行するにあたり基本的な事

項について定めている。業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。 

 

（業務の目的） 

第２条 本業務は、本市が所管する上下水道施設等の維持管理に関する各種業務について、

受託者の創意工夫を促し、効率的な維持管理が実現できるよう、複数年契約で包括的に委

託するものであり、本市と受託者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、上

下水道施設の機能維持・維持管理業務の効率化とサービスレベルの向上を図ることを目的

とする。 

また、これまでの本市の「発生対応型の維持管理」を安定的かつ継続的に上下水道施

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） 

第３条 本業務の履行期間は、平成 30 年 10 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までとする。 

ただし、契約締結日翌日から平成 30 年 9 月 30 日までは業務引継期間とする。 

 

（業務の履行場所及び対象施設） 

第４条 本業務の履行場所は、奈良市内全域とする。ただし、本要求水準書第３章から第

６章の業務に関しては、各業務で履行場所が異なるため、本要求水準書を十分参照するこ

と。 

 

（用語の定義） 

第５条 本要求水準書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下の各号に

定めるところによる。 

（１）「指示」とは、本市の発議により、本市が受託者に対し、本市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、受託者の発議により、受託者が本市に報告し、本市が了解することを

いう。 

 

（秘密の保持等） 

第６条 受託者は、業務の履行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。また、業

務の実施により得られた資料及び成果の所有は本市に帰属するものとし、受託者は、本市

の承諾なくこれらを公表してはならない。 
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（法令等の遵守） 

第７条 受託者は、本業務を履行するにあたり、【別紙１】に示す関連する法令、条例、規

則等並びに本市が他企業と締結している協定書等を遵守しなければならない。ただし、明

記のない法令等であっても、本業務履行にあたり必要な法令を遵守すること。 

２ 受託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、受託者の責任

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、本市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） 

第８条 受託者は、常に中立性を堅持するよう努めなければならない。 

 

（公益確保の義務） 

第９条 受託者は、本業務を行うにあたっては公益の安全、環境その他の公益を害するこ

とのないように努めなければならない。 

 

（不誠実な行為等の禁止） 

第１０条 受託者は、礼節を守り、秩序ただしく言動及び身だしなみに注意するとともに

応接に際しては、親切、丁寧を心掛けて迅速に対応しなければならない。 

２ 受託者に違反又は本市の指示に従わない等の不誠実な行為が確認された場合、受託者 

は本市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） 

第１１条 委託業務の業務及び業務時間は、原則として以下の各号のとおりとする。ただ

し、業務上必要な場合は、本市と受託者が協議により変更することができる。 

（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、国民の休日に関する法律に規定する休日及び１２月２

９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、

本市と受託者が協議のうえ、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） 

第１２条 受託者の行う業務は、以下のとおりとする。なお、業務の詳細については、各々

後述する。 

１ 共通業務 

（１）統括管理業務 

    (ｱ)一元的統括管理業務 

   (ｲ)業務計画書及び業務報告書作成業務 

２ 水道事業 

（１）都祁・月ヶ瀬地区水道施設点検維持管理業務 

   (ｱ)都 水道事業における水道施設点検維持管理業務 

   (ｲ)月ヶ瀬簡易水道事業における水道施設点検維持管理業務 

３ 下水道事業 

（１）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 

（２）計画的維持管理業務 

(ｱ) 巡視業務 

(ｲ) 点検業務 

(ｳ) 調査業務 

（３）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 

（４）計画的改築業務（長寿命化計画に基づく改築工事） 

   (ｱ) 下水本管の改築に係る設計業務（更生工法） 

   (ｲ) 下水本管の改築業務（更生工法） 

４ 維持管理における ICT システム構築検証業務 

   (ｱ)ICT 活用の現状把握 

   (ｲ)ICT 活用の課題整理 

   (ｳ)ICT の試行導入 

   (ｴ)ICT 導入効果の評価 

   (ｵ)導入スケジュールの作成 

５ その他業務 

（１）企画提案に基づく任意業務 

 

（提出書類） 

第１３条 受託者は、契約締結後、速やかに【別紙２】に示す業務期間中の提出書類を本
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市に提出し、その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で本業務に着手しなければならな

い。なお、各書類の様式は、本市の指示によるものとする。 

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)を本市に提出

しなければならない。 

 

（官公署等への手続き） 

第１４条 受託者は、本業務の履行期間中、関係官公署及びその他の関係機関との連絡を

保たなければならない。 

２ 受託者は、本業務の実施にあたり、受託者が行うべき関係官公署及び関係機関への届

出等を、受託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、その内容を事前に本市に報告しなければならない。 

３ 受託者は、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） 

第１５条 受託者は、業務を実施するにあたり、地域住民等に業務内容を説明し、理解と

協力を得るとともに、紛争等が生じないように努めなければならない。 

2 受託者は、地域住民等から苦情、要望等があった時は、遅滞なく本市に申し出て、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本市に報告しなければ

ならない。 

３ 受託者は、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、受託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、受託者がその責任を負うこと。 

 

（協力義務） 

第１６条 受託者は、関連業務の受託者と相互に協力し、本業務を実施しなければならな

い。また、他事業者が実施する関連業務が同時に実施される場合においても、これら関係

者と相互に協力しなければならない。 

２ 受託者は、本市が自ら又は本市が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、本市

の指示によりこれに協力しなければならない。 

 

（工程管理） 
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第１７条 受託者は、あらかじめ提出した業務計画書に従い、工程管理を適正に行わなけ

ればならない。 

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 受託者は、毎月末、月次報告書により、業務の進捗状況等を本市に報告するものとす

る。 

 

（業務事務所） 

第１８条 受託者は本業務において、本市及び市民等の要請があったときに、その対象場

所に概ね１時間以内到着できる場所に業務事務所を構えることができるものとする。 

２ 受託者が本業務を実施するにあたり必要な場合は、本市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。なお、受託者は、清水園の使用に関して、本業務の着手に先立ち、本市の指定の

使用申請書を提出し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、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、本市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、受託者が負担する。ただし、管路清掃に用いる洗浄水については、受

託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、受託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託者において契約し、使用料金及び設

置工事費用は受託者の負担とし、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本市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、

受託者の負担とする。 

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

了後、受託者の責任で原状復旧を行うこととする。 

10 受託者は本市の指示に基づき、必要に応じて本市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、受託者が本市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、本市と受託者と協議のうえ定め

ることとする。 
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（業務管理） 

第１９条 受託者は、業務の公共性を確認して、常に善良なる管理者の責任をもって、誠

実かつ安全に業務を履行しなければならない。 

２ 受託者は、業務の履行場所及びその付近で行われる本市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 受託者は、水道施設や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 受託者は、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 受託者は、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、本市と協

議しなければならない。 

６ 受託者は、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、速やかに本市に報告し、追加措置については協議しなければならない。 

７ 受託者は、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、常に連絡体制（緊急招集できる体制）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 受託者は、作業箇所、作業手順等を定め、事前に本市に報告し、承諾を得たうえで作業

に着手すること。 

９ 受託者は、第７３条から第７７条に定める業務履行の結果について、維持管理情報とし

て本市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

次報告をそれぞれ本市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、本市と受託者の協議

により決定するものとする。 

 

（安全管理） 

第２０条 受託者は業務の履行にあたり、電気、薬品類、酸素欠乏、有毒ガス、可燃性ガ

ス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な人員の配置

を行い、危険防止に努めなければならない。 

２ 受託者は、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、速やかに本市に報告し、追加措置については協議しなければならない。 
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３ 受託者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び本市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 受託者が本市の指示に反して作業を続行した場合及び本市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） 

第２１条 受託者は、水道施設、終末処理場等の機能が十分発揮できるよう、本要求水準

書、実施要領、契約書、水道維持管理指針、下水道維持管理指針、関連法規等に基づき、

誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。 

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。 

４ 精華・田原地区浄化センター及び東部第二地区マンホールポンプ場の遠隔監視システム

については、平城浄化センター内に構築されており、現在も稼働しているが、今回の包括

的維持管理業務委託において、新たな監視拠点に既存の監視システムを移設する等の方法

により遠隔監視がおこなえるようにすること。尚、移設を行う場合は移設及び移設に伴う

再設定等の費用は受託者が負担するものとする。 

監視システムの移設・再設定を行う際には、新たに施設異常発生時のメール発報機能ま

たは電話通報機能などを追加で設けることにより異常発生時に迅速に状況把握ができる

ように努めること。 

 

（業務に要する資格） 

第２２条 業務履行上で必要な有資格者については、【別紙３】に記載するとおりとする。 

 

（統括監理責任者） 

第２３条 受託者は、契約後速やかに自身（複数の企業により構成される共同企業体にお

いては、代表企業）に在籍している者の中から統括監理責任者を選任し、氏名その他の必

要事項を書面にて本市に届け出なければならない。また、内容を変更したときも同様とす

る。 

２ 統括監理責任者は、現場の最高責任者として常駐して業務の総括を行い、受託者の業務

従事者の指揮、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 統括監理責任者は、統括管理業務の業務責任者を兼任しなければならない。なお、統括
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管理業務の権限は副統括監理責任者に委譲できるが、責務については委譲することができ

ない。 

４ 統括監理責任者は、契約書、要求水準書、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、本市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。 

５ 統括監理責任者は、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。 

６ 受託者は、統括監理責任者に事故があるときは、速やかに代務者を選任し、本市に対し

て書面により届け出るものとする。 

７ 統括監理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統括管理し、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、本市との窓口となり、業務を管理する

能力がある者であること。 

（４）現場で生じる各種課題や本市からの求めに対し、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。 

 

 

（副統括監理責任者） 

第２４条 受託者は、自身（複数の企業により構成される共同企業体においては、代表企

業）に在籍している者から副統括監理責任者を上限２名まで選任し、統括監理責任者の職

務及び権限について、委譲または分担させることができる。 

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

３ 副統括監理責任者は、統括監理責任者が不在のときは、統括監理責任者の職務及び権限

を代務する。 

４ 受託者は、副統括監理責任者を選任した場合は、副統括監理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 副統括監理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）上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）統括監理責任者が不在のときは、統括監理責任者の職務及び権限を代務できうること。 

 

  （業務責任者） 
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第２５条 受託者は、自身（複数の企業により構成される共同企業体においては、構成員）

に在籍している者から、第１２条に規定する本業務の分類ごとに統括監理責任者以外の者

を業務責任者として選任し、本市に対して書面により届け出なければならない。ただし、

統括管理業務の業務責任者は、統括監理責任者が兼任する。 

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、統括監理責任者を補佐し、業務従事者の指揮、監督を行うこ

と。 

（２）委託業務監督員の行う指示、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） 

（５）統括監理責任者に代わり処理した前各号の内容を統括監理責任者へ報告すること 

３ 業務責任者は、１名につき３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、本市と受託者が協議のうえ、本市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）「都祁・月ヶ瀬地区水道施設点検維持管理業務」の業務責任者は、水道技術管理者（2,000

㎥/ｄ以上の凝集沈殿ろ過設備の運転管理実務３年以上の経験者）」の資格を有する者又

は、「水道浄水施設管理技士２級以上（2,000 ㎥/ｄ以上の凝集沈殿ろ過池設備の運転管理

実務３年以上の経験者）」の資格を要する。 

（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。 

（４）「計画的改築業務」の業務責任者は、下水道管路施設詳細設計の管理技術者及び照査技

術者としての能力を要するとともに、下水道管路施設工事の監理技術者又は主任技術者

としての能力を要する。 

 

  （業務従事者） 

第２６条 受託者は、本業務開始予定日までに、各業務に配置する業務従事者について、

一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、受託者が求めた場合には、速やかに当該一覧

表を本市に提出しなければならない。業務従事者の変更がある場合は、都度、一覧表を修

正しなければならない。 

２ 本市は、受託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、受託者

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。 
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３ 「都 ・月ヶ瀬地区水道施設点検維持管理業務」の業務従事者は、水道施設等維持管

理の実務３年以上の経験を有すること。ただし、水道施設等維持管理の実務３年以上の

経験を有する者が過半数を超え、本市が承諾した場合はこの限りではない。また、水道

施設等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、指示を適切に処理できる者でなければならない。 

４ 「東部地域終末処理場等運転管理業務」の業務従事者は、浄化槽管理士の資格と下水

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。 

５ 「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。 

６ 「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） 

第２７条 本市は、受託者又は統括監理責任者等に対して指示及び監督するため、契約締

結後、速やかに委託業務監督員を選任し、書面により受託者に対して通知する。なお、委

託業務監督員に変更があった場合も同様とする。 

２ 委託業務監督員は、本業務の適正な履行を促すため、統括管理責任者等に対して指示

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 本市は、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） 

第２８条 本市は、本業務に従事する者であることの身分証明書を業務従事者に交付する

ものとする。 

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 受託者は、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、本市に返還しなければならない。 

 

（安全・業務教育） 

第２９条 受託者は、委託業務又はその運用に従事する者に対して、水道施設、終末処理

場等施設の安全に関し必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。 

２ 受託者は、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



12 

 

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 受託者は、【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） 

第３０条 受託者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、本市と密接な連絡をとり、

必要な段階で会議を行うものとし、その内容については、その都度、記録を作成し、本市

へ提出し、その確認を受けなければならない。 

２ 統括監理責任者は、月例報告会議に必ず出席しなければならない。 

３ 受託者は、実施した作業内容について、作業日報により本市に速やかに報告しなけれ

ばならない。 

４ 受託者は、休日、夜間の緊急時の連絡体制を整え、本市と協議のうえ、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） 

第３１条 受託者は、業務の全部又は一部を一括して第三者に委託し、請け負わせてはな

らない。ただし、あらかじめ本市と受託者が協議し、本市の書面による承認を得た場合は、

この限りではない。 

２ 受託者は、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、本市に提出しなければならない。また、本市は、

受託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） 

第３２条 受託者は、災害に伴う二次災害の恐れがある場合は、原則として本市と協議し

て適切な措置を講じ、災害の拡大を未然に防止するよう努めなければならない。なお、本

項に係る費用は、本市と受託者の協議により決定する。 

２ 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、本市に報告し、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 受託者は、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

速やかに本市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 受託者は、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、

本市に連絡し、協議して対処すること。 

５ 受託者は、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
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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 受託者は、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 受託者は、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、適宜巡視しなければならない。異常を発見した場合は速やかに本市

へ報告すること。 

８ 受託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

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

常時緊急体制を構築しておかなければならない 

９ 受託者は、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 受託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 受託者は、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、直ちに本市及び

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、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面

により、直ちに本市に届け出ること。 

 

（貸与品） 

第３３条 本市は、現状において水道施設、終末処理場等に保有している工具、安全対策

器具、理化学器具などの物品等（業務履行期間開始時に残存する消耗品、薬品以下「貸与

品等」という。）の、全部又は一部を、必要に応じて履行期間の開始日以降に受託者に貸

与する。 

２ 受託者は、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本市に提出し、本市の承諾を得なければならない。但し、本市が

別に許可する物品は、省略できる。 

３ 受託者は、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、受託者にて用意すること 

５ 受託者は、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

本市が必要と認めるときには、直ちに貸与品等を本市に返還しなければならない。 

６ 受託者は、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、本市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。 



14 

 

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、本市が使用を指示する物品等

の購入に係る費用は、原則として本市が負担する。 

 

（参考図書） 

第３４条 業務の履行において参考とする図書は、【別紙４】に示す参考図書に記載された

最新版図書とする。なお、これ以外の図書に準拠する場合は、あらかじめ本市の承諾を受

けなければならない。 

 

（企画提案に基づく業務） 

第３５条 受託者は、企画提案書のとおり自らが提案した事項についても本業務の対象と

し、実施しなければならない。 

２ 実施においては、本市と協議すること。 

３ 業務については、業務完了時に報告書を作成し、必要部数を提出しなければならない。 

 

（業務の完了） 

第３６条 受託者は、業務完了時に本要求水準書に指定された提出図書及び書類を提出し、

本市の検査を受けなければならない。 

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 本市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、当該瑕疵が受託者の故意又は過

失によることが明白であるときは、受託者は、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） 

第３７条 受託者は、第１２条に規定する計画的維持管理業務及び計画的改築業務の部分

払いを請求するときは、本要求水準書に指定された提出図書及び書類を提出し、本市の検

査を受けなければならない。 

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） 

第３８条 受託者は、委託業務遂行中に故意または過失により、以下の各号に掲げる事項

が生じたときは、【別紙５】に示すとおり委託料を減額するものとする。 

（１）【別紙６】で行う水質試験の結果、放流水の水質が【別紙７】に示す要求水準を超え

たとき。 

（２）【別紙６】で行う脱水ケーキの含水率が【別紙７】に示す要求水準を超えたとき。 

（３）周辺環境に及ぼす重大な過失があったとき。 
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（業務引継） 

第３９条 受託者は、本業務の継続的かつ確実な履行を確保するため、契約締結日から履

行期間開始日前日までの期間において、本市または前受託者から業務の引継ぎ及び技術指

導を受け、業務の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。ただし、受託者が

この引継ぎ及び技術指導を受けるにあたり必要となる費用は、受託者の負担とする。 

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

了日までの期間）において、次期受託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、受託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、

次期受託者の負担とする。なお、次期受託者がいない場合は、本市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本市が発注した新設・更新・補修等工事の履歴及び受託者が実施

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） 

第４０条 受託者は、本業務遂行中に、水道施設または下水道施設に緊急性を要する破損、

不等沈下、腐食等の異常を発見した場合は、速やかに本市へ報告すること。 

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

託者の負担において処理すること。 

 

（疑義） 

第４１条 本要求水準書に疑義を生じた場合又は、本要求水準書に定めのない事項が生じ

た場合は、本市と受託者で協議のうえ定めるものとする。 

  



16 

 

奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第２章 統括管理業務】 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局 
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（業務計画書、報告書及び検査の基本的事項） 

第４２条 第１２条に規定する統括管理業務における「業務計画書及び報告書作成業務」

に係る書式及び図書等並びに検査に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

 

（業務計画書：全体業務計画書） 

第４３条 受託者は、本業務を実施するにあたって、契約締結の日から業務履行開始日ま

でに、業務着手書類として履行期間中における第１２条の内容を網羅した全体業務計画書

を作成し、本市の承諾を得ること。なお、提出部数は 1 部とする。 

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、本市の承諾を得ること。 

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） 

第４４条 受託者は、本業務にかかる契約締結後、速やかに年間業務計画書を作成し、本

市の承諾を得ること。 

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、本市の承諾を得ること。 

① 業務概要 

② 全体業務の年間の計画工程表 

③ 全体業務の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、本要求水準書の第３章から第６章までの各条項等を

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） 

第４５条 受託者は、毎月 25 日までに翌月の月間業務計画書を作成し、本市の承諾を得る

こと。月間業務計画書の内容については、年間業務計画書の内容に準じ、当該月間の計画
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を日単位で把握できるように作成すること。提出部数は 1 部とする。 

 

（業務報告書：年間業務報告書） 

第４６条 受託者は、次年度開始日から 30 日以内に、前年度の年間の全業務内容を網羅し

た年間業務報告書を作成し、本市の確認を得ること。 

２ 年間業務報告書には第３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、本市の維持管理の一層

の効率化及び質の向上に資する提言を含めるものとし、受託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、本市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） 

第４７条 受託者は、当月の業務完了後、翌月の 10 日までに月間業務報告書を作成し、本

市の確認を得ること。ただし、水質検査結果の報告は除く。 

２ 月間業務報告書には第３章から第６章までの各章節を参照のこと。 

３ 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、本市の維持管理の一層

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

に活用すること。 

４ 提出部数は 2 部とする。 

 

（統括管理業務：一元的統括管理業務） 

第４８条 受託者は、業務期間に亘る個別の各業務を統括することにより、業務期間に亘

り一体的なサービスを効率的・効果的かつ安定的に提供し、当該業務に関する本市への積

極的な提案、本市との必要な情報交換及びその他必要な調整等を円滑かつ確実に実施する

ために、一元的な統括管理業務を実施するものとする。モニタリング結果を踏まえた

PDCA サイクルにより、是正措置等を含む業務改善を行い、本市に報告するものとする。

また、本契約期間内に、将来に向けた最適なモニタリング手法を提案すること。 

 

（統括監理責任者の配置及び要件） 

第４９条 受託者は、統括管理業務の遂行にあたり、本業務の履行期間に亘り、以下の各

号の要件を全て満たす者を、統括監理責任者として１名配置し、各業務責任者と連携を密

にし、効率的・効果的な統括管理を行うこと。 

（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統括管理し、本業務を取りまとめることができる

者であること。 
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（３）全ての個別業務の業務内容を理解しており、本市との窓口となり、業務を管理する

能力がある者であること。 

（４）現場で生じる各種課題や本市からの求めに対し、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。 

 

（統括監理責任者の業務内容） 

第５０条 統括監理責任者の業務内容は、以下の各号のとおりとする。 

（１）業務期間に亘る個別業務の一元的な統括管理を行う。 

（２）全ての個別業務の業務内容を理解し、本市との窓口となる。 

（３）全ての個別業務の履行状況を常に把握する。 

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

課題等を解決する。 

（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迅速に行う。 

 

（業務計画書及び業務報告書作成業務） 

第５１条 受託者は、第４２条から第４７条までの基本的事項に基づき、全体業務計画書

策定業務、年間業務計画書策定業務、月間業務計画策定業務、年間業務報告書策定業務、

月間業務報告策定業務及びその他報告書策定業務を行うものとする。 

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、統括監理責任者

は、適時適切に本市に対して、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。 
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奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第３章 水道施設】 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局 
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（業務範囲） 

第５２条 都祁・月ヶ瀬地区水道施設点検維持管理業務の概要は以下の各号のとおりとす

る。 

（１）各施設における日常巡回点検 

（２）各施設における定期点検 

（３）簡易な補修及び修繕業務 

（４）業務報告書類・点検報告書類の作成、提出及び記録の整理 

（５）業務履行計画書（年間・月間）の作成 

（６）年間業務報告［業務完了報告書（年度版）］の作成 

（７）本市が別に発注する点検等の工程調整、立会などの業務 

（８）緊急時の対応（本市からの応援要請に基づく対応） 

（９）効率的・経済的な施設更新計画策定業務(中長期計画) 

（１０）その他必要な業務 

 

（業務の内容） 

第５３条 第５６条で定める都祁・月ヶ瀬地区水道施設の各対象施設の管理については第

５５条に定める基準回数を守り、受託者が主体となっておこなうこと。また、緊急時には

本市からの応援要請に基づき、本市と連携して対応すること。 

 各業務の内容については次のとおりとする。 

 

①日常巡回点検 

日常巡回点検は、機器及び設備の異常の有無、兆候を発見するための点検であり、

目視、点検、簡易補修、調整、清掃、記録等により行うこと。 

   ア 取水施設、浄水場及び配水池等の運転状況確認、薬注量の確認・調整 

イ 機器運転状況確認、操作、機器切替え 

ウ 各種データの記録、整理 

エ 水質検査（ジャーテスト、管末残留塩素測定等） 

オ 薬品在庫量の確認、本市への連絡（発注依頼）、薬品等の受入れ・補充業務 

カ 施設内の日常的な整理整頓、清潔の維持（簡易な日常草刈り含む） 

キ 計測機器の簡易校正 

ク 簡易な消耗品等の交換 

ケ 本市別発注の委託業務の立会い（工事監督、検査は除く） 

コ 防犯状況の確認 

サ 水道施設の効率的かつ安定的な運転に必要な助言等 

 

  ②定期点検 
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定期点検は、機器及び設備の損傷、腐食及び摩耗状況を把握し、修理及び修繕等の

保全計画を立てるための、期間（１週、１か月、３か月、６か月、１年等）を定めて

実施する点検であり、測定、調整、消耗品交換、オイル補充、分解清掃、記録等によ

り行うこと。 

主要な設備については年次計画を策定し、各種消耗品の交換や計測機器等を用いた 

専門的な点検を実施する。但し、製造メーカー等が行う精密点検は除く。 

 

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その他業務 

ア 運転操作マニュアル、作業要領、手順書等の作成及び見直し 

イ 設備台帳等への入力業務と情報整理 

ウ 物品調達に関わる資料作成 

エ 消耗品・備品等の管理 

オ 浄水場等の見学の事前準備、補助（小学校、一般市民等） 

カ 業務の確実な継続の確保と情報の共有（引継ぎ） 

キ 機械電気計装設備等の異常時に本市の要請に従って製造メーカー等との連 

絡対応 

ク 取水場ピット土砂詰まり時の人力清掃 

ケ 受託者の創意工夫と改善提案 

コ 他の関連する業務と連携（必要がある場合） 

 

  ⑤業務詳細事項 

・監視装置等による監視、機器の運転状況を確認し、記録、故障対応・緊急時対応

を適切に行う。 

・水道施設の遠方監視（自動通報の監視を含む）、故障対応、緊急時対応を適切に行 

う。 

・各施設における設備機器の監視、点検、現場操作、記録等を適切に行う。 

・故障対応、緊急時対応等のマニュアル、連絡体制表等を作成し、迅速に故障等 

に対応できるようにする。 

・監視点検業務は当該施設の延命化に資する適切な維持管理及びこれを安定して 

維持するために行うこと。 

・各施設の設備機器（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 
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に行う。 

・各施設の巡視点検は、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。 

・巡視点検の項目等については、受託者が自らの経験等により定め、本市の承諾を

得ること。 

・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じること。 

・水質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。 

・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に点検履歴 

、故障履歴、修繕実績及び本市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こと。 

・機器及び点検機器周辺、場内の清掃、草刈、補修塗装等の作業を行う。但し、消

耗品、燃料、塗料等は本市の負担とする。 

   ・業務報告書類・点検報告書類の作成、提出及び記録の整理は、あらかじめ本市に 

承諾を得た様式にて、日報・月報・年報等として提出すること。 

・業務改善を図る為に、効率的な設備台帳管理に努めること。 

・既存の施設運用状況・点検状況を考慮した上で費用対効果が高く、効率的で経済

的な中長期に渡る施設更新計画を策定すること。 

・水質測定業務を本市と協議のうえ定め、実施すること。 

・ユーティリティーの実績（薬品類の使用量と購入量）を本市に報告すること 

・本市が別発注する点検等の工程調整、立会などの業務においては、点検等を行う 

為に必要な点検前及び点検後作業（自家用電気工作物の年次点検業務立会及び施 

設養生等）を行うこと。 

・緊急時の対応としては、現場作業、緊急時の待機、清掃、後作業などの全般業務 

も含まれるものとする。 

・簡易な補修及び修繕業務については、一般的な工具を用いて実施可能な範囲で実

施すること。ただし、製造メーカー等が行うオーバーホールは除く。 

 

（業務履行計画） 

第５４条 水道施設に係る施設の維持管理業務は、【別紙８】に記載する施設の概要等を参

考に業務履行計画を立案し、これに基づいて業務の履行を行うものとする。なお、業務履

行計画は、次の各号に掲げる計画について立案するものとする。 

（１）業務概要に関すること（業務の概要及び業務方針） 

（２）現場組織に関すること（現場組織表、緊急時体制表） 

（３）業務工程に関すること（業務工程表） 

（４）業務方法に関すること（業務方法・設備点検基準（周期、項目等）） 
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（５）安全衛生に関すること（安全衛生管理計画表、安全衛生管理組織表） 

（６）各種報告書様式 

２ 業務履行計画は、本市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、本市と協議しなければならない。 

 

（業務履行時間・業務履行期間・基準回数） 

第５５条 業務履行の実施時間及び実施日は、第１１条に規定する業務時間を原則とする

が、本条第２項に示す業務及び災害時等の緊急対応については休業日においても業務を履

行すること。業務実施日については、業務履行計画書に記載し、本市と協議の上定める。

但し、災害や対象施設各設備の故障等により緊急対応が連続した場合又は大幅に増加した

場合は、以下の各項の振替または数量変更を協議することができる。 

２ 水道施設点検維持管理業務 ・・・・・・・通年 

① （都祁水道施設）    年１８０回以上 

② （月ヶ瀬簡易水道施設） 年１２０回以上 

３ その他業務   ・・・・・・・通年 

① （技術・事務業務） 

４ 緊急時対応業務  ・・・・・・・通年(本市からの応援要請に基づく) 

 ①全対象施設      

 

（業務履行場所） 

第５６条 業務を履行する場所の名称及び所在地は次のとおりとする。なお、本条第３項

の奈良市水道事業の東部地域については、本市から災害や事故等の緊急対応の要請に応じ

て技術支援等の業務を行うこととする。 

１ 都祁水道施設 

①都祁浄水場（都祁馬場町７１５－２他） 

②北部浄水場（荻町２４－４他） 

③友田浄水場（都祁友田町４２６他） 

 ④白石浄水場（都祁白石町１０３６） 

⑤南之庄浄水場（都祁南之庄町５７０－２） 

⑥布目取水場（北野山町８６１－３） 

⑦導水中継ポンプ所（北野山町７９０－２他） 

⑧原水分配池（荻町１００６－１） 

⑨馬場中継ポンプ場（都祁馬場町４６６－２） 

⑩馬場調整池（都祁馬場町４６０－２） 

⑪馬場配水池（都祁馬場町４６６－２） 

⑫荻配水池（荻町１９０７） 
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⑬若草カントリー倶楽部受水槽(下深川町８５０－６） 

⑭深川配水池（上深川町４２５－７） 

⑮針ヶ別所配水池（針ヶ別所町８２８） 

⑯小倉加圧ポンプ場（小倉町１１５） 

⑰小倉配水池（小倉町５４７） 

⑱小倉工業団地加圧ポンプ場（上深川町７９０－１） 

⑲小倉工業団地配水池（上深川町７５５－８） 

⑳針ヶ別所中継ポンプ所（針ヶ別所町１０９５－４他） 

㉑高松配水池（都祁馬場町１１６０－１） 

㉒針配水池（針町４４３－７） 

㉓南部加圧ポンプ場（都祁相河町３４６） 

㉔藺生・吐山配水池（都祁吐山町２０４０） 

㉕吐山高区加圧ポンプ場（都祁吐山町１５０８－１） 

㉖吐山高区配水池（都祁吐山町１１７９－２） 

㉗白石配水池（都祁友田町５０５－２） 

㉘白石加圧ポンプ所（都祁友田町１８６０－９） 

㉙南之庄配水池（都祁南之庄町４１５－４） 

㉚友田配水池（都祁友田町１２７２－２他） 

＊都祁行政センター（監視制御装置） 

２ 月ヶ瀬簡易水道施設 

①桃香野浄水場（月ヶ瀬桃香野５２５４－２） 

②月瀬浄水場（月ヶ瀬月瀬３２７－３） 

③石打牛場浄水場（月ヶ瀬石打２０００） 

④尾山浄水場（月ヶ瀬尾山１７８７－３） 

⑤石打第２水源（月ヶ瀬石打２００８－２） 

⑥尾山導水ポンプ場（月ヶ瀬尾山２０６５－１４） 

⑦二双川水源（月ヶ瀬月瀬８２６－２） 

⑧月瀬導水ポンプ場（月ヶ瀬月瀬１６３０） 

⑨滝谷川水源 

 滝谷川第１取水（月ヶ瀬桃香野５５６１－９、５５６１－１０） 

 滝谷川第２取水（月ヶ瀬桃香野５５６７－２、５５６７－３） 

⑩矢川水源（月ヶ瀬桃香野１１６８） 

⑪桃香野水源（月ヶ瀬桃香野５２２５－１） 

⑫尾山加圧所（月ヶ瀬尾山２３８５－３） 

⑬長引加圧所（月ヶ瀬長引６４－３２） 

⑭嵩加圧所（月ヶ瀬嵩３７６－１２） 



26 

 

⑮石打配水池（月ヶ瀬石打２０１７－７） 

⑯尾山配水池（月ヶ瀬尾山１７８７－３） 

⑰長引配水池（月ヶ瀬長引５３６－３） 

⑱嵩配水池（月ヶ瀬嵩３３４－９） 

⑲月瀬配水池（月ヶ瀬月瀬３２７－３） 

⑳桃香野配水池（月ヶ瀬桃香野１０４－３、４９５８－２） 

＊月ヶ瀬行政センター（監視制御装置） 

３ 東部地域 

 

（施設の概要） 

第５７条 施設の概要については【別紙８】のとおりとする。 

 

（報告） 

第５８条 第５１条に規定する各業務の報告の様式及び記載内容については、別途協議し

て定めるものとする。尚、年間業務報告［業務完了報告書（年度版）］については、必要

な報告に加え、課題（改善提案、助言）についても記載すること。 

 

（運転・監視・保守点検業務の要領） 

第５９条 受託者は、業務の履行に必要とする関係法令、完成図書、取扱説明書等に定め

る運転方法及び業務履行計画書に基づき、統括監理責任者の指揮のもとに、受託者が主体

となって運転・監視・保守点検を適正に行なわなければならない。また、水道施設の設備・

装置及び機器等の性能・機能を確保するために必要な点検・測定及び調査を行うものとす

る。 

２ 受託者は、業務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。 

３ 受託者は、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。 

４ 業務の内容及び保守点検等の頻度は、第５３条及び第５５条に定めるものを除き、受託

者が自らの経験等により定めること。 

５ 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。 

６ 受託者は、設備機器の状態、保守点検結果について報告書を作成し、本市に提出しなけ

ればならない。 

 

（変則運用時の対応） 

第６０条 受託者は、施設内の改良工事に対応する運用変更や施設の老朽化に伴う資材の

消耗、機器の故障などに起因する変則運用に対しても柔軟に対応すること。 
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奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第４章 下水道施設】 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局 
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（業務範囲） 

第６１条 業務の概要は以下の各号のとおりとする。 

（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）各種工業薬品（但し、活性炭除く）・物品(オイル・グリス・塗料等)の調達及び管理に

関する業務 

（７）終末処理場等の植木等管理業務 

（８）修繕業務（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、日常）、月次点検は電気主任技術者(本市別途契約) 

が行う点検に同行すること 

（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）本市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）濃縮汚泥の収集運搬時の立会（精華・田原・東部第１・東部第２地区浄化センター） 

（15）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） 

第６２条 異常発生時の業務履行体制は、以下の各号のとおりとする。 

（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 受託者は、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

でできるもの）については補修し、本市に報告しなければならない。 

   

  （業務履行計画） 

第６３条 終末処理場等に係る施設の維持管理業務は、【別紙９】に記載する施設の概要等

を参考に業務履行計画を立案し、これに基づいて業務の履行を行うものとする。なお、業

務履行計画は、次の各号に掲げる計画について立案するものとする。 

（１）運転・監視・保守点検業務計画 
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（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、本市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、本市と協議しなければならない。 

 

（業務履行場所） 

第６４条 業務を履行する場所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 

１ 特定環境保全公共下水道施設 

① 月ヶ瀬浄化センタ－（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（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） 

第６５条 施設の概要については【別紙９】のとおりである。 

 

（業務対象の主要設備） 

第６６条 業務対象の主要設備は【別紙１０】のとおりである。 

 

（業務の内容及びその要求水準） 
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第６７条 各業務の内容及びその要求水準は次のとおりとする。 

（１）終末処理場等の運転・監視・調整業務 

① 【別紙７】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。 

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。 

（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
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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、受託者が自らの経験等

により定め、本市の承諾を得ること。 

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、本市と協議すること。 

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（Excel）に

点検履歴、故障履歴、修繕実績及び本市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、本市の承諾を得ること。 

（３）水質試験業務 

水質試験を【別紙６】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）その他業務 

① その他業務を【別紙１２】に基づき、実施すること。 

② 【別紙１３】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（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）を本市に報告すること。 
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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事象が発生した場合は本市と受託者が協議の上、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。 

 

（要求水準達成要件） 

第６８条 受託者は、本要求水準書に定める内容において、【別紙７】に示す要求水準を満

たさなければならない。ただし、自然災害及びその他重大事故（不時の停電、受託者の瑕

疵によらない施設・設備の破損、異常な水質の流入、処理能力を超える流入量）等が発生

した場合は、本市と受託者が協議し、改善措置を講じるものとする。 

２ 受託者は、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

に本市に報告し、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

用は受託者の負担とする。 

３ 本市は、受託者の立会いのもと、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） 

第６９条 受託者は、業務の履行に必要とする関係法令、完成図書、取扱説明書等に定め

る運転方法及び業務履行計画書に基づき、統括監理責任者の指揮のもとに運転・監視・保

守点検を適正に行なわなければならない。また、終末処理場等の設備・装置及び機器等の

性能・機能を確保するために必要な点検・測定及び調査を行うものとする。 

２ 業務の対象範囲は、第６１条に記載するとおりとする。 

３ 受託者は、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 受託者は、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第６１条に定めるものを除き、受託者が自らの経験

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。 

７ 受託者は、設備機器の状態、保守点検結果について報告書を作成し、本市に対して提出

しなければならない。 

８ 受託者は、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 受託者は、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、受託

者は、以下の措置を講じるものとする。 

（１）受託者は、要求水準の達成、未達成にかかわらず、すみやかに本市に報告する。 

（２）受託者は、異常流入等の経路把握に努める。 
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（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、受託者は本市と協議

して改善措置を実施する。 
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奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第５章 下水道管路】 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局  
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（業務の範囲） 

第７０条 下水道管路に係る業務は以下の各号により分類する。 

（１）計画的維持管理業務 

（２）日常的維持管理業務 

（３）計画的改築業務 

 

（交付金対象事業） 

第７１条 本業務に含まれる計画的維持管理業務及び計画的改築業務については、交付金

対象事業の為、会計検査を受検するに堪えうる成果品等を提出すること。なお、受託者は

必要に応じて会計検査を受検する際、対応すること。 

 

（計画的維持管理業務－概要） 

第７２条 計画的維持管理業務の概要は以下の各号のとおりとする。 

（１）対象箇所及び数量 

巡視、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、【別図２０】に示す巡視、点検及び調査路線選定のための参考図（奈良市下水

道重要路線図）を参考に選定すること。なお、点検箇所には事業計画に記載のある腐食

の恐れが大きい箇所を含む。 

（２）作業時間 

巡視、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 

巡視、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１４】に示す。 

（４）報告書作成 

【別紙１５】に示す巡視、点検及び調査業務報告書記載要領に従い、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 

巡視業務 1 式 市内全域 

点検業務 

（管口テレビカメラ調査） 

772 箇所 腐食の恐れが大きい箇所 

9,579 基 対象延長：約200km 

調査業務 

（本管テレビカメラ調査） 

9,400 m φ800mm未満 

600 m φ800mm以上 
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（計画的維持管理業務－巡視業務） 

第７３条 巡視業務の要領は以下の各号のとおりとする。 

（１）管路施設が埋設されている地上部（道路面、人孔蓋及びその周辺）を調査員の目視

により巡視、観察し異常の有無を記録する。 

（２）巡視において、蓋のガタツキや管路上部周辺（取付管含む）の地表形状や道路陥没

等が確認された場合、人孔の蓋を開けて地上部より確認できる範囲で蓋の受枠、調整

コンクリート、人孔躯体内部、管口部等を確認し、対策の緊急性を検討する。 

（３）管路施設の大部分は、地下構造物であり、地上での巡視・点検は、その項目が限ら

れるが、面的に広い範囲にわたっている為、計画的に実施し、効率的に行うこと。 

（４）写真撮影(カラー)は、調査年月日、調査場所等を明記した黒板を入れて行い、異常箇

所は全て写真撮影すること。 

 

（計画的維持管理業務－点検業務） 

第７４条 点検業務は管口カメラにより実施し、要領は以下の各号のとおりとする。 

（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。 

 

（計画的維持管理業務－調査業務） 

第７５条 調査業務は本管テレビカメラにより実施し、要領は以下のとおりとする。 

２ 調査にあたっては、事前に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、事前に本市と協議し、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
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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、直ちに本市に報告し、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、事前に本市の承諾を得ること。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 受託者は、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本市に提出する

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、本

市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、撮影対象及び受託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本市の指示に従うこと。 

 

（日常的維持管理業務－概要） 

第７６条 日常的維持管理業務は、奈良市内全域を対象として、下水道管路の起因により

発生した事象の解消を行うものとし、対象となる延長は下表によるものとする。 

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 

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 
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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 

ゲート調整業務 4 箇所 

緊急時及び災害対応等業務 1 式 

※1 公共汚水桝及び取付管の閉塞調査及び解消業における 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 100 回を見込んでいる。 

※2 公共汚水桝及び取付管の閉塞調査及び解消業における 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 32.4ｔ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、最低 2 班体制を取り、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） 

第７７条 本市は、受託者が日常的維持管理業務の履行にあたり、以下の各号の物品を

無償で貸与する。 

（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 

（５）水中ポンプ １台 

（６）路面転圧機（プレート） １台 
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（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） 

第７８条 住民対応・事故対応業務の要領は以下の各項のとおりとする。 

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、本市への報告 

（２）原因についての調査・記録及び官民処置の見極め整理、本市への報告 

（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、本市への報告 

（２）原因についての調査・記録及び官民処置の見極め整理、本市への報告 

（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）受託者は、住民対応及び事故対応業務における体制を定め、本市に届け出なければ

ならない。 

（２）受託者は、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、本市と事前に調整・確認を行うものとする。 

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

PR 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本市との協議により決定する。 

 

（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） 

第７９条 公共桝及び取付管の閉塞調査及び解消業務における要領は、以下の各項のとお

りとする。なお、業務の範囲は、本市の管理する下水道管路施設から取付管を経て、公共

汚水桝までとし、詰まり等不具合の官民見極め等を含むものとする。それより上流の私有

地内の排水設備は、個人の管理とし、この閉塞解消業務には含まれていない。私有地内の

排水設備の閉塞解消作業を行う場合の費用負担は、個人負担とし、個人に対し請求するも

のとする。 

２ 受託者は、本市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。 



40 

 

３ 受託者は、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 受託者は、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、本市と協議

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、本市へ報告し、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、事前に本市の承諾を得ること。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 受託者は、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本市に提出

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、撮影対象及び受託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、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 100

回、産業廃棄物の処分量 32.4ｔを見込んでおり、運搬及び交通誘導員を含んでいる。ま

た、本市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、本市の

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」）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） 

第８０条 管路の点検・清掃業務の対象、点検頻度（目安）、作業内容等を【別紙１６】下

水道管路点検、清掃要領に示し、位置図を【別図２１】に示す。 

２ 清掃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 次対応業務と合わせ

て履行期間内で 100 回、産業廃棄物の処分量 32.4ｔを見込んでおり、運搬及び交通誘導

員を含んでいる。また、本市の指示により増加する場合は、変更対象とする。この場合、
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増額分は、本市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） 

第８１条 ゲート調整業務の要領は、以下の各項のとおりとする。 

２ 受託者は、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２２】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） 

第８２条 緊急時及び災害対応等業務の要領は、以下の各項のとおりとする。 

２ 受託者は、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、本市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、事前に本市と協議の上、各々の役割分担

を定めるものとする。 

３ 受託者は、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、本市と密に連絡・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 本市及び受託者は、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 本市は、平成 30 年度内に下水道事業業務継続計画(以下「下水道 BCP」という。)を策

定予定であるが、受託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、定期的に計画の見直しをすること。 

 

（計画的改築業務－概要） 

第８３条 本業務に含まれる計画的改築業務は、長寿命化計画に基づくものとなるため、

交付金交付要綱に従い、工法検討や施工方法などについては、本市と協議のうえ行うもの

とする。なお、対象箇所及び数量については下表による。 

２ 年間の事業量は、本市と協議の上、決定するものとする。 
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詳細設計項目 設計条件 

場所 平城処理分区 

管径・工法及び延長 管更生工法 φ800mm未満 99.25m 

耐震設計 耐震設計レベル2地震動 

 

 

（計画的改築業務－詳細設計） 

第８４条 計画的改築業務における詳細設計は、最適な更生工事等を計画的に実施するた

めに必要な設計図、計算書等の作成を行い、本市と協議のうえ行うものとする。 

２ 主な業務内容は、資料収集、現地調査及び現地作業等の各種調査並びに設計計画、各

種計算、図面作成、数量計算、施工法の比較検討、照査、報告書作成、設計協議、耐震

設計とする。 

 

（計画的改築業務－改築工事） 

第８５条 計画的改築業務における改築工事の要領は以下のとおりとする。 

２ 改築工事の実施の際、施工管理、工程管理、安全衛生管理、施工環境管理を十分に行

うこと。 

３ 更生後の品質を確保するため、「施工前の品質管理」、「施工時の品質管理」及び「竣工

時の品質管理」について十分管理し、その結果が確認できる資料を作成して本市に報告

すること。なお、施工後の品質管理における試験項目、試験方法、規格値及び試験基準

は各工法協会の基準によるものとし、本市の承諾を得ること。 

４ 更生管の出来形を把握するため、寸法及び内面仕上がり状況について十分管理し、そ

の結果が確認できる資料を作成し本市に報告すること。 

５ 作業時間にあたっては、道路使用許可条件を厳守し、地元住民についても特に配慮す

ること。 

６ 作業記録について、受託者は作業記録を作成すること。工事関係書類については、本

市の指定の様式に基づき、作成すること。 

７ 本業務により発生する廃棄物の適切な処理については、法令等に基づき適正に処分す

ること。 

施工管理項目 改築内容 

管更生工 L=99.25m 

Φ250mm L= 4.84m 

Φ300mm L=35.26m 

Φ350mm L=59.15m 
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８ 産業廃棄物については、マニュフェストシステムにより、発生から処分にいたる過程

を適正に管理しなければならない。 

９ 処分に関する書類の作成については、本市の指示に従うこと。 

10 その他、「土木工事共通仕様書」（平成 27 年 4 月奈良市）及び「下水道工事必携（案）」

（2014 年版 日本下水道協会）等を遵守し施工すること。 

11 更生管の設計、施行管理に当たっては、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイ

ドライン 2017 年版」及び「管更生の手引き（案）」（公益社団法人 日本下水道協会）

に基づくこと。 

 

（業務指標（PI）） 

第８６条 受託者は本市に対して業務期間を通じ、【別紙１７】業務指標の目標値が設定さ

れているものについては達成を目標とし、また目標値を新たに設定するものについては、

業務指標と目標値を検討すること。 
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奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第６章 維持管理における ICT システム構築

検証業務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局 
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（業務の目的） 

第８７条 維持管理における ICT システム構築検証業務は、第２章から第５章までに規定

する各業務の履行につき、その履行状況や履行結果等を踏まえ、ICT を利用して本市の維

持管理手法を予防保全型へと転換させるツールを構築し検証することを目的とする。 

 

（業務の概要） 

第８８条 ICT の利活用により、業務効率と業務品質の向上を目的として、今回の包括業

務委託を実施する中で、各業務の整理と所掌範囲の明確化等を検討することと合わせて、

維持管理ツールを試行的に使用することで、導入効果の検証を実施する。また、次期包括

業務での本運用を想定して必要な検討を協議の上実施する。 

 

（業務の実施内容） 

第８９条 ICT の利活用により、業務効率と業務品質の向上を目標として、本業務を実施

する中で、各業務の整理と所掌範囲の明確化などを検討することと合わせて、維持管理ツ

ールを試行的に使用することで、導入効果の検証を実施する。また、今後の本運用を想定

して必要な検討を実施する。 

 

（業務の計画） 

第９０条 本業務を実施するにあたっては、契約締結の日から業務履行開始までに全体業

務計画書の他、以下の各号を作成し、本市の承諾を得ること。 

（１）業務期間における計画工程表 

（２）業務実施体制表 

（３）緊急連絡体制表 

 

（業務範囲） 

第９１条 維持管理における ICT システム構築検証業務における業務の範囲は、以下の各

号のとおりとする。 

（１）検討業務 

今回の包括範囲における維持管理の現状を整理し、ICT 活用における課題等を抽出す

るとともに、今回業務において試行的に導入して導入効果の評価及び導入スケジュール

の検討を行う。 

（２）検証業務／試行的利用 

今回の包括業務において、維持管理における ICT ツールを下記対象施設等において試

行的に利用することで実際の効果を検証する。ただし、検証／試行利用については台帳

システム（ＧＩＳ等）との連携は除く。なお、実施内容については、各業務状況を考慮

して協議のうえ、決定する。 
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（３）想定対象施設等 

終末処理場等 

①月ヶ瀬浄化センター（奈良市月ヶ瀬月瀬３９８－１） 

②精華地区浄化センター（奈良市高樋町４７５－１） 

③田原地区浄化センター（奈良市此瀬町３４） 

④東部第１地区浄化センター（奈良市下狭川町１７１８－３） 

⑤東部第２地区浄化センター（奈良市柳生下町４０６－１） 

⑥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（奈良市月ヶ瀬長引６４－３） 

⑦月ヶ瀬地区マンホールポンプ場（１４か所） 

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月ヶ瀬農業地区マンホールポンプ場（４か所） 

 

水道施設 

 １ 都祁水道施設 

①都祁浄水場（都祁馬場町７１５－２他） 

②北部浄水場（荻町２４－４他） 

③友田浄水場（都祁友田町４２６他） 

④白石浄水場（都祁白石町１０３６） 

⑤南之庄浄水場（都祁南之庄町５７０－２） 

⑥布目取水場（北野山町８６１－３） 

⑦導水中継ポンプ所（北野山町７９０－２他） 

⑧原水分配池（荻町１００６－１） 

⑨馬場中継ポンプ場（都祁馬場町４６０－２） 

⑩馬場調整池（都祁馬場町４６０－２） 

⑪馬場配水池（都祁馬場町４６６－２） 

⑫荻配水池（荻町１９０７） 

⑬若草カントリー倶楽部受水槽（下深川町８５０－６） 

⑭深川配水池（上深川町４２５－７） 

⑮針ヶ別所配水池（針ヶ別所町８２８） 

⑯小倉加圧ポンプ場（小倉町１１５） 
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⑰小倉配水池（小倉町５４７） 

⑱小倉工業団地加圧ポンプ場（上深川町７９０－１） 

⑲小倉工業団地配水池（上深川町７５５－８） 

⑳針ヶ別所中継ポンプ所（針ヶ別所町１０９５－４他） 

㉑高松配水池（都祁馬場町１１６０－１） 

㉒針配水池（針町４４３－７） 

㉓南部加圧ポンプ場（都祁相河町３４６） 

㉔藺生・吐山配水池（都祁吐山町２０４０） 

㉕吐山高区加圧ポンプ場（都祁吐山町１５０８－１） 

㉖吐山高区配水池（都祁吐山町１１７９－２） 

㉗白石配水池（都祁友田町５０５－２） 

㉘白石加圧ポンプ所（都祁友田町１８６０－９） 

㉙南之庄配水池（都祁南之庄町４１５－４） 

㉚友田配水池（都祁友田町１２７２－２他） 

２ 月ヶ瀬簡易水道施設 

①桃香野浄水場（月ヶ瀬桃香野５２５４－２） 

②月瀬浄水場（月ヶ瀬月瀬３２７－３） 

③石打牛場浄水場（月ヶ瀬石打２０００） 

④尾山浄水場（月ヶ瀬尾山１７８７－３） 

⑤石打第２水源（月ヶ瀬石打２００８－２） 

⑥尾山導水ポンプ場（月ヶ瀬尾山２０６５－１４） 

⑦二双川水源（月ヶ瀬月瀬８２６－２） 

⑧月瀬導水ポンプ場（月ヶ瀬月瀬１６３０） 

⑨滝谷川水源 

 滝谷川第１取水（月ヶ瀬桃香野５５６１－９、５５６１－１０） 

 滝谷川第２取水（月ヶ瀬桃香野５５６７－２、５５６７－３） 

⑩矢川水源（月ヶ瀬桃香野１１６８） 

⑪桃香野水源（月ヶ瀬桃香野５２２５－１） 

⑫尾山加圧所（月ヶ瀬尾山２３８５－３） 

⑬長引加圧所（月ヶ瀬長引６４－３２） 

⑭嵩加圧所（月ヶ瀬嵩３７６－１２） 

⑮石打配水池（月ヶ瀬石打２０１７－７） 

⑯尾山配水池（月ヶ瀬尾山１７８７－３） 

⑰長引配水池（月ヶ瀬長引５３６－３） 

⑱嵩配水池（月ヶ瀬嵩３３４－９） 

⑲月瀬配水池（月ヶ瀬月瀬３２７－３） 
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⑳桃香野配水池（月ヶ瀬桃香野１０４－３、４９５８－２） 

（４）その他 

維持管理において効果的な ICT ツールがあれば本市と受託者で協議の上、試行的に利

用することも可能とする。 

 

（業務実施要領：ICT 活用の現状整理業務） 

第９２条 下水道管路施設、水道施設、終末処理場の維持管理、改築・更新等における業

務内容、業務フロー、所掌範囲、データの電子化状況等を確認し、ICT 活用の現状を整理

する。 

 

（業務実施要領：ICT 活用の課題整理業務） 

第９３条 ICT 活用の現状を踏まえ、下水道管理施設、水道施設、終末処理場の維持管理

の観点から課題を整理する。 

 

（業務実施要領：ICT の試行導入業務） 

第９４条 抽出された課題に対する改善手法（ICT 技術）を試行的導入し、実業務におい

て活用する。 

 

（業務実施要領：ICT 導入効果の評価） 

第９５条 検証結果に基づき、導入効果を定量的に評価する。 

 

（業務実施要領：導入スケジュールの作成） 

第９６条 ICT に関する導入、維持管理費用を算出し、段階的導入計画を作成する。 
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奈良市東部地域等における上下水道施設等 

包括的維持管理業務委託 

 

 

 

 

 

 

要求水準書 

【第７章 資料】 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 7 月 

奈良市企業局 
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 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 

 別紙 6    水質測定項目 

 別紙 7    要求水準 

 別紙 8    水質測定項目 

 別紙 9    水道施設概要 

 別紙 10   下水道施設主要設備 

 別紙 11   流入量・水質 

 別紙 12   その他業務 

 別紙 13   ユーティリティー実績表 

 別紙 14   準備機材 

 別紙 15   巡視、点検及び調査業務報告書記載要領 

 別紙 16   日常的維持管理業務実績 

 別紙 17   管路の点検・清掃要領 

 別紙 18   業務指標 
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２.別図 図面集 

 

 別図 1  水道施設位置図（都祁） 

別図 2  水道施設位置図（月ヶ瀬） 

別図 3  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 4  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 5  精華地区浄化センター位置図 

別図 6  田原地区浄化センター位置図 

別図 7  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 8  東部第 1 地区浄化センター平面図 

 別図 9  東部第 2 地区浄化センター平面図 

 別図 10 月ヶ瀬浄化センター平面図 

 別図 11 石打地区処理場平面図 

 別図 12 尾山地区処理場平面図 

 別図 13 長引地区処理場平面図 

 別図 14 精華地区浄化センターフローシート 

 別図 15 田原地区浄化センターフローシート 

 別図 16 東部第 1 地区浄化センターフローシート 

別図 17 東部第 2 地区浄化センターフローシート 

別図 18 尾山地区処理場フローシート 

別図 19 月ヶ瀬浄化センターフローシート 

別図 20 調査路線選定のための参考図 

別図 21 管路の点検清掃箇所図 

別図 22 ゲート調整業務箇所図 
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３.資料 

 

 資料 1    リスク分担表 


