
実施方針に関する質問への回答

No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

1 1 定義

「共同事業体JV」の定義「本事
業の設計・工事を行う構成企業
（建設ＪＶ）及び運転管理業務を
行う構成企業（運転管理ＪＶ）に
よって結成する共同企業体をい
う。」は、ふたつのJVを構成員
とする一つのJVを組成するよう
にも読めますが、そうではなく、
「本事業の設計・工事を行う構
成企業（建設ＪＶ）、及び運転管
理業務を行う構成企業（運転管
理ＪＶ）を、個別にまたは総称し
ていう。」との理解でよろしいで
すか

ご理解のとおりです。

2 2 第1、1 （5） イ （ウ） 運転管理業務

本事業の運転管理業務は、水
道法第24条の3に定める「第三
者委託」ではない法定外の委
託と判断してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
第三者委託ではありません。

3 4 1 （７） 事業者の収入
市が対価を支払うとあるが、支
払いは毎月末としてよろしいで
しょうか？

入札公告時に公表します。

4 4 1 （７） 事業者の収入
当月の原価計上額に見合った
金額を請求することでよろしい
でしょうか？

入札公告時に公表します。

5 4 第1　1 （９）
事業期間終了時の
処置

「中央監視設備等が要求水準
書に定める水準を満たす状態」
とありますが、これは、要求水
準書30ページ第３、８、（２）アの
「著しい機能不全がない状態（1
年以内に更新を要する必要の
ない状態）」との理解でよろしい
ですか

ご理解のとおりです。

6 5 第1　2 （3） 選定結果の公表
選定結果の公表に併せて事業
予算の公表もしますか

入札公告時に公表します。

7 6 第2　2 （1） 応札スケジュール
応札は提案書の受付と同時期
と考えてよろしいですか

入札公告時に公表します。

8 6 第2、2 （1） 表2
事業者の募集・選定
スケジュール（予定）

本事業は、プロポーザルによる
調達方式であるため、表2に記
載の「入札説明書」は「募集要
項」、「落札者」は「優先交渉権
者」と読み替えるものと判断し
てよろしいでしょうか。

総合評価一般競争入札方式で
す。

9 6 第2、2 （1） 表2
事業者の募集・選定
スケジュール（予定）

募集期間中の図書・資料閲覧
はどの期間、どの範囲で与えて
頂けるかをご教示ください。

入札公告時に公表します。

10 ６ ２ （1）
事業者の募集・選定
スケジュール

提案内容を実施できなかった
際、ペナルティ等は科されるの
でしょうか？

ご理解のとおりです。
ペナルティ内容は入札公告時
に提示します。

11 ６ ２ （1）
事業者の募集・選定
スケジュール

ヒアリング内容は、提案の内容
でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

12 7 第2　3 （1） イ （ア） 電気工事の定義

「電気工事を担当する企業」と
は中央監視設備の設計・製作・
更新工事を自ら行う企業との理
解でよろしいですか

ご理解のとおりです。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

13 9 第2　3 （２） イ (オ) 監理技術者の専任

建設業法に基づき、「工場製作
期間」と「現地施工期間」の監
理技術者を分割登録し、「工場
製作期間」は専任を求めず「現
地施工期間」は専任配置すると
の理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。

14 9 第2、3 （2） イ
設計・工事業務を行
う企業に必要な参加
要件

監理技術者は、工場製作期間
と現場施工期間の技術者を分
けて配置してよろしいでしょう
か。また、国土交通省が定める
「監理技術者制度運用マニュア
ル」に従い工場製作期間の技
術者には専任を求めないとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 9 第2、3 （2） イ
設計・工事業務を行
う企業に必要な参加
要件

設計業務における技術者要件
は無しとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

16 9 第2、3 （2） ウ
運転管理業務を行う
企業に必要な参加
要件

「運転管理JVのうち、1社が満
たしていることと」と記載があり
ますが、これは「いずれか1社
が満たしていることと」と解釈し
ますがよろしいでしょうか。

入札公告時に修正を公表しま
す。

17 9 4 (2) ウ （イ）
運転管理業務を行う
企業に必要な参加
要件

運転管理業務受託の実績は、
現在履行中のものでも経過年
数の実績は認められるのでしょ
うか？もしくは委託業務完了の
実績のみ認められるのでしょう
か？

委託業務完了の実績のみとし
ます。

18 16 第8、1
議会の議決（債務負
担行為）

令和3年1月から令和5年3月末
までの設計・建設期間の3年度
分の債務負担額は今後開示さ
れるでしょうか。

事業費全体の債務負担額を公
表します。

19 16 第8、1
議会の議決（債務負
担行為）

本事業の予定価格は今後開示
されるでしょうか。また、最低制
限価格は設定されるのでしょう
か？

入札公告時に公表します。

20 16 第8、1
議会の議決（債務負
担行為）

本事業の入札において最低制
限価格は設定されるのでしょう
か？

入札公告時に公表します。

21 17 別紙1 事業スキーム
今回は運転維持管理を実施す
る際、事業者はSPCを設立しな
いとの理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。

22 18 別紙2 業務分担

4.1夜間休日における警報発報
時の確認及び簡易な応急処置
の“簡易”とは、要求水準書添
付資料6を指すとの理解でよろ
しいですか

要求水準書添付資料５のとおり
です。

23 18 別紙２ 業務分担

4.8中央監視設備の維持管理
業務の中の修繕業務のうち、
緊急時における事後対応は、
事業者に帰責がある場合のみ
事業費に含まれるとの理解で
よろしいですか

ご理解のとおりです。

24 18 別紙2 業務分担

別紙2（業務分担）の4項に修繕
業務がありますが、中央監視設
備の修繕に関し突発的な緊急
対応や大規模修繕等も要求水
準に含まれるのでしょうか？

突発的な緊急対応は含まれま
す。
また、大規模修繕の有無につ
いては、事業者提案とします。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

25 18 別紙2 4 4.8 維持管理業務

日常点検、精密点検及び簡易
点検は、点検頻度や内容は、
事業者からの提案ではなく、決
定されているのでしょうか

事業者提案とします。

26 19 別紙3 リスク分担

1.5制度関連のうち、事業者負
担となっている法制度の「上記
以外のもの」と記載してありま
すが、具体的にご教示くださ
い。具体的なものがなければ、
削除をお願いします

想定できないため削除します。

27 19 別紙3 リスク分担

1.6想定外業務において、元々
想定外の事象であるため、事
業者が管理業務を果たしてい
たことが認められた場合は、免
責になるとの理解でよろしいで
すか

入札公告時に公表します。

28 19 別紙3 リスク分担

1.9見学者対応業務は市所掌
範囲ですが、修繕工事・点検期
間中の見学日程調整はご配慮
いただけるという認識でよろし
いですか

ご理解のとおりです。

29 19 別紙３ リスク分担

1.13関係機関等の調整におい
て、本工事に並行して関連工事
が行われ、これら関連工事によ
る本工事への影響は市の責め
に帰すべき事由に含まれるとの
理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。

30 19 別紙3 リスク分担

1.19の保険において事業者がリ
スクをカバーする保険とある
が、付保すべき保険は要求水
準書や契約書に規定されるた
め、リスク分担に不適合だと考
えます。削除をお願い申し上げ
ます

入札公告時に公表します。

31 19 別紙3 リスク分担

注3にあるように一定の金額・
割合までは事業者が負担す
る。とありますが、公告時に定
量的に示されるとの理解でよろ
しいでしょうか

ご理解のとおりです。

32 19 別紙3 リスク分担

別紙3（リスク分担）の1.12項に
「補助金受給・起債」があります
が、本事業は補助事業なので
しょうか。ご教示ください。

補助事業ではありません。

33 19 別紙３ 1 1.17 不可効力　注2

「一定の金額・割合までは事業
者が負担する」とありますが、
公告時、具体的に示すことは可
能でしょうか。

入札公告時に公表します。

34 19 別紙３ 1 1.20 物価　注２

「一定の金額・割合までは事業
者が負担する」とありますが、
公告時、具体的に示すことは可
能でしょうか。

入札公告時に公表します。

35 20 別紙3 リスク分担

3.2地中埋設物のリスクは、添
付資料・閲覧資料等で示されて
いないため、規模の大小に関
わらず全て貴市がリスクを負担
するとの理解でよろしいでしょう
か

ご理解のとおりです。

36 20 別紙3 リスク分担

4.2要求水準の未達において、
原水水質の急変、管路に起因
する水質異常は元々要求水準
書に入っていない業務のため、
不要との理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。
リスク分担の表現の見直しま
す。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

37 20 別紙3 リスク分担

4.2要求水準の未達において、
上記以外の事由によるものす
べてが事業者がリスクを負担と
なっていますが、事業者の帰責
との理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。

38 20 別紙3 リスク分担

4.6維持管理費・運転費増大に
おいて、本事業では、浄水場の
運転管理は事業範囲外のた
め、原水の水量、水質等の項
目は不適当のため、不要との
理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。
リスク分担の表現を見直しま
す。

39 20 別紙3 リスク分担

4.10維持管理費・運転費増大に
おいて、本事業では、管路関係
の業務は事業範囲外であり、
赤水の発生の項目は不要との
理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。
管路関係の業務は、業務範囲
外です。

40 20 別紙3 リスク分担

5.2　事業者の清算手続きに伴
う評価損益等は今回SPCを設
立しないため、不要との理解で
よろしいですか

原案のとおりとします。

41 20 別紙３ 4 4.9
維持管理・運転費増
大　注2

「一定の金額・割合までは事業
者が負担する」とありますが、
公告時、具体的に示すことは可
能でしょうか。

入札公告時に公表します。
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要求水準書（案）に関する質問への回答

No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

1 8 4 表5
関連工事スケジュー
ル

本事業と関連がある工事が4件
ありますが、これらの工事工程
が遅延によって本事業の工事
工程が遅延した場合は、工期
を延長していただけるとの理解
でよろしいですか

ご理解のとおりです。

2 9 2 2 図2
対象施設及び業務
範囲

管理棟内の工事中は、貴市職
員の方と事業者が交錯する場
面が多くあると想定されます。
各々の場面における制約条件
は、事業者提案とさせていただ
きますがよろしいでしょうか。ま
た、留意すべき制約条件があり
ましたらご教示ください。（工事
出入口・工事区画等）

事業者提案とします。
制約条件については、入札公
告時に公表します。

3 11 3 (2) ウ 中央監視設備

第２ポンプ棟の電気室入出力
盤と文京圧力テレメータ盤親局
が実装の計装盤とのインター
フェースをご教示ください。

インターフェイスは伝送としま
す。
プロトコルは第２ポンプ棟受注
者によります

4 11 3 (2) ウ 中央監視設備

要求水準の範囲を超えるような
変更が生じた場合には、設計
変更の対象となる理解でよろし
いですか

ご理解のとおりです。

5 12 第2、3 （2） ウ 11） 監視用ディスプレイ

監視用ディスプレイとは【添付
資料1】の「大型スクリーン」のこ
とと判断してよろしいでしょう
か。

事業者提案とします。

6 12 第2、3 （2） ウ 16）
東部浄化センターに
よる監視について

「東部浄化センターに監視端末
を設置すること」とありますが、
当該端末では監視機能のみで
制御（操作）機能は含めないと
判断してよろしいでしょうか。

制御機能も含みます。

7 13 第2、3 （2） エ 3） 遠方監視設備

記載された水準に「子局側の更
新はテレメータ盤内の子局装置
を対象とする」とありますが、盤
一体で更新することも可能で
しょうか。

更新時の設備影響を考慮し、
盤一体で更新することは不可と
します。ただし、子局装置の盤
外設置等設備影響の少ない更
新方法を提案することは可能で
す。

8 13 3 (2) エ 3） 遠方監視設備

既設テレメータ設備との信号授
受は、既設同様に伝送で中央
監視設備と信号取合いすること
とありますが、これは既設テレ
メータ設備を更新し、かつ伝送
にて中央監視設備と取り合い
するとのことでよろしいですか

ご理解のとおりです。

9 13 3 (2) エ 3） 遠方監視設備

子局側の更新は既設テレメータ
盤内の子局装置を対象とする
とありますが、既設設備を流用
して新子局装置を実装すること
と考えてよろしいですか

更新時の設備影響を考慮し、
盤一体で更新することは不可と
します。ただし、子局装置の盤
外設置等設備影響の少ない更
新方法を提案することは可能で
す。

10 13 3 (3) ア 3) ｸﾗｳﾄﾞﾃﾞｰﾀｾﾝﾀ仕様
データセンタは海外設置されて
いるものでもよろしいでしょうか

国内の複数設置されるものとし
ます。

11 13 3 3 （３） ア システム仕様

2）b.について、事業者側でパソ
コンや携帯情報端末の用意は
不要との認識でよろしいでしょう
か

パソコンや携帯端末は、事業者
で用意して下さい。台数等は事
業者提案とします。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

12 13 3 3 （３） ア システム仕様

3）について、『日本国法人～専
門のデータセンター～複数個所
に設置されていること。』とあり
ますが、複数個所に設置する
データセンターのひとつを、専
門のデータセンターではない自
社のデータセンター（サーバ）と
することは可能でしょうか。

専門のデータセンター（情報管
理を業とする企業が運営する
データセンター）以外で本シス
テムの情報を管理することはで
きません。

13 13 3 (3) 設備台帳システム

対象設備点数は約600点、エク
セルで整理済みとありますが、
そのデータを対象に登録すれ
ばよいとの理解でよろしいです
か

ご理解のとおりです。

14 19 3 （４） 管理棟改修設計

中央監視室と事務室の配置入
れ替えについて、構造的に問
題ないという認識でよろしいで
すか

ご理解のとおりです。

15 19 3 （４） 管理棟改修設計
柱や壁を改修しない場合は、耐
震性の確認は不要という認識
でよろしいですか

ご理解のとおりです。

16 19 3 （４） 管理棟改修設計
バリアフリーに関するものは、
事業者提案と考えてよろしいで
しょうか

事業者提案とします。

17 19 3 （４） 管理棟改修設計
室外機の設置場所は、事業者
提案と考えてよろしいですか

事業者提案とします。

18 19 3 （４） 管理棟改修設計
各部屋ごとの必要平米数をご
教示ください

現浄水場の管理棟のレイアウト
を参考にした事業者提案としま
す。

19 19 3 （４） ア 中央監視室の改修
中央監視室の便器の和洋種別
と必要数については、事業者提
案と考えてよろしいですか

事業者提案とします。

20 19 3 （４） イ 事務室の改修
施設見学者は、1団体につき何
名程度を想定しておりますで
しょうか。

40名程度を想定しています。

21 19 3 （４） イ 事務室の改修
事務室の便器の和洋種別と必
要数については、事業者提案と
考えてよろしいでしょうか

事業者提案とします。

22 20 3 （４） ウ 仮設
仮設事務室の工事完了後は、
現状復旧との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

23 20 3 （４） ウ 仮設

仮設事務室の改修は、電話設
備とLAN設備、TV受信設備に
必要な配線工事のみとの理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24 20 3 （４） ウ 仮設
仮設事務室を利用される貴市
職員の人数をご教示ください

２０名程度です。

25 20 3 （４） ウ 仮設

仮設倉庫は何を保管する計画
でしょうか。
それに伴い、必要な仕様をご教
示願えますでしょうか。

書庫程度を想定しています。

26 20 第2、4 （2） ア 試運転について

「試運転」の記載がありますが、
貴市側で要求する試運転の条
件、範囲がありましたらご教示く
ださい。

要求水準書21ページ（6）の試
運転調整の記載があります。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 回答

27 21 4 工事業務

現場事務所と材料ヤードが設
置可能な場内のスペースをご
貸与頂けるという認識でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

28 22 4 （8）
工事に伴う各種認可
等の申請に係る業
務

本工事は建築基準法の大規模
な模様替えには該当しないとい
う認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

29 24 第3 1 （４） イ 総括責任者

「平日昼間において常駐するこ
と」とありますが、常駐先は佐
千原浄水場と理解してよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

30 24 1 （３）
業務開始前の引継
ぎ等

貴市からの業務引継ぎ期間
は、設定されているのでしょう
か？

入札公告時に公表します。

31 25 1 （６） エ 貸与品等
事業者によって手配するポータ
ブル水質測定器は、残留塩素
計のみでしょうか？

残留塩素計と色度・濁度計とし
ます。

32 ２６ １ （８）
配置技術者教育及
び研修

意識、知識及び技術力の向上
を図るとありますが、具体的な
レベルは設定されています
か？研修結果の報告方法はど
のようにお考えでしょうか？

事業者提案とします。

33 26 2 (2) 運転管理業務

エ、オにて流入調整弁の運転
操作を行うこととありますが、基
本的には、貴市の指示の元、
運転を実施するとの理解でよろ
しいですか

ご理解のとおりです。

34 26 2 （2） ス
発報後1時間以内に
現場確認

すべての事象（発報）において1
時間以内に現場に赴いて確認
することは、困難であることから
中央監視装置で確認できる情
報により設備の健全性が確認
できる場合は、現場に赴く必要
はないと考えてよろしいでしょう
か。

添付資料５による水安全計画
に記載がある異常の場合にお
いて、現地にて確認が必要で
す。

35 26 第3 1 （８）
配置技術者教育及
び研修

研修頻度の条件等は事業者提
案と考えますがよろしいでしょう
か。

事業者提案とします。

36 26 第3 1 （８）
配置技術者教育及
び研修

研修頻度の条件等は事業者提
案と考えますがよろしいでしょう
か。

事業者提案とします。

37 26 第3、2 （2） ア 運転管理の体制

「2人以上の人員を中央監視室
に配置することを基本」とありま
すが、これは昼夜間問わず2名
体制を求めるものと判断してよ
ろしいでしょうか。

緊急時対応以外は昼夜問わず
2名体制とします。

38 26 第3 2 （２） カ
市の点検作業者の
指示

貴市が実施する点検作業につ
いて、詳細作業計画を事前に
提示していただけると理解して
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 28 第3 6 （２） カ 災害協定の締結

維持管理JVを設置する場合
は、構成企業のうち1社が締結
していればよいとの理解でよろ
しいでしょうか。

維持管理業務に携わるすべて
の構成企業とします。

40 29 7 ウ （ア） 修繕業務

落雷等による故障は不可抗力
であるため、故障による修繕に
要する費用は市の負担との理
解でよろしいですか

リスク分担に基づき、一定の金
額・割合までは事業者負担とし
ます。
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41 ２９ ７ （２） ウ （エ） 修繕業務
修繕が必要となった場合、その
都度修繕契約を締結することで
よいでしょうか？

事業者側の帰責によるもの以
外は、ご理解のとおりです。

42 32 閲覧資料一覧

今回ご提示いただいている閲
覧資料で不足しているデータ等
がある場合は、追加でご提示い
ただけるとの理解でよろしいで
すか

ご理解のとおりです。
準備できる資料は開示します。

43
添付資料
資料8-1

添付資料
８

中央監視設備に関
する修繕一覧

請負金額は税込価格でしょう
か。

税込価格です。
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