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1. 総 則 

1.1  本書の目的 

本要求水準書は、志太広域事務組合（以下「本組合」という。）が計画する「新大井川環境管

理センター整備・運営事業」（以下「本事業」という。）の運営及び維持管理に関し、本組合が

要求する仕様を示すものである。 

 

1.2  運営業務の概要 

1.2.1  業務名 

新大井川環境管理センター運営及び維持管理業務 

 

1.2.2  施設規模 

 要求水準書 第一編 1.2.2 に示すとおり。 

 

1.2.3  処理方式 

 要求水準書 第一編 1.2.3 に示すとおり。 

 

1.2.4  運営及び維持管理期間 

平成 33 年 4 月 1 日から平成 48 年 3 月 31 日まで 

 

1.2.5  業務実施場所 

事業用地は、現大井川環境管理センターの隣地であるため、同環境センターの解体業務等に支

障をきたさないよう運営及び維持管理を行う。 

 

1.2.6  立地条件 

 要求水準書 第一編 1.3.3 に示すとおり。 
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1.3  運営及び維持管理の範囲 

本組合が収集する「し尿」及び「浄化槽汚泥」を処理し、資源としてリン回収を行うこと。 

運営及び維持管理に当たっては、『新大井川環境管理センター整備・運営事業 要求水準書（設

計・建設編）』に示される性能（提案内容含む。）に適合するものとする。 

なお、運営及び維持管理の範囲は次のとおりとするが、本書に明記されない事項であっても、

本施設の目的達成上、当然、必要と思われる事項については、SPC：特別目的会社（以下、「受

注者」という。）の責任において実施する。 

 

(1) 運営及び維持管理範囲 

1) 受入・受付業務 

2) 運転管理業務 

3) 維持管理業務 

4) 環境管理業務 

5) 情報管理業務 

6) その他管理業務 

(2) 付帯業務 

1) 運営及び維持管理に関する許認可等の申請支援 

本施設を運営及び維持管理を行うに必要な許認可等の申請支援を行う。また、申請の際

に発生する費用は、必要となる手数料も含めて受注者の負担とする。 

2) 循環型社会形成推進交付金申請 

循環型社会形成推進交付金の申請等に関わる手続きは本組合が実施するが、受注者は年

度毎に本組合が行う事後評価等に協力するものとする。また、申請の際に発生する費用は、

受注者の負担とする。 

3) 議会及び住民への説明支援 

議会及び住民への説明に必要な資料作成等の支援を行う。なお、必要となる費用は受注

者の負担とする。 

4) 資源物（リン）の有効利用に係る実務 

受注者は、資源化したリンの売却をはじめ、市民への無料配布など実務全般を行う。 
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1.4  一般事項 

1.4.1  本書の遵守 

本事業の実施主体である特別目的会社（以下、「受注者」という。）は、本業務期間中、本書

に示す内容を遵守し、本組合が要求するサービス水準が満たされるように、関係主体と必要な調

整を実施の上、本業務にあたる。 

 

1.4.2  関係法令等の遵守 

運営に当たっては、関係法令等を遵守する。 

 

1.4.3  本組合への報告・協力  

(1) 受注者は、本業務に関して本組合が指示する報告、記録、資料提供には速やかに対応し協

力する。 

(2) 受注者は、定期的な報告は、「8. 」に基づくものとし、緊急時・事故時等は本節の「1.4.8 

緊急時対応」に基づくものとする。 

 

1.4.4  関係官庁への報告・届出 

本組合が、関係官庁へ報告、届出等を必要とする場合本組合の指示に従い、受注者は必要な資

料・書類の速やかな作成・提出をする。なお、関連する経費は全て受注者が負担するものとする。 

 

1.4.5  本組合の検査  

本業務の履行状況については、本組合が適宜、立ち入り検査を行う。その場合の検査又は監査

に、受注者は全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。 

 

1.4.6  関係官公署の指導等 

受注者は、本業務期間中、関係官公署の指導等に従う。 

 

1.4.7  労働安全衛生・作業環境管理 

(1) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員の安全及び健康を確保するために、

本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。 

(2) 受注者は、整備した安全衛生管理体制について本組合に報告する。 

(3) 受注者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとと

もに、快適な職場環境の形成を促進する。 

(4) 受注者は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、作業員に使用させる。また、保護具、

測定器等は定期的に点検し、安全な状態を維持する。 

(5) 受注者は、本事業施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、

その励行に努め、作業行動の安全を図る。 
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(6) 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。 

(7) 受注者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題がある場合は

本組合と協議の上、施設の改善を行う。 

(8) 受注者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、作業員に対して健康診断を実施し、その

結果及びその結果に対する対策について本組合に報告する。 

(9) 受注者は、作業員に対して、定期的に安全衛生教育を行う。 

(10) 受注者は、安全確保に必要な訓練を定期的に行う。訓練の開催については、事前に本組合

の参加について連絡し協議する。 

(11) 受注者は、場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。 

(12) 施設の安全停止については、マニュアル化及び定期的な訓練等を行い迅速な対応に努める。 

 

1.4.8  緊急時対応 

(1) 受注者は、地震等による災害、機器の故障及び停電等の緊急時においては、来場者等を適

切に誘導するとともに作業員の避難等人身の安全を最優先する。 

(2) 受注者は、人身の安全を確保した後、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように

施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努める。 

(3) 受注者は、緊急時における人身の安全確保、施設の安全停止、施設の復旧、本組合への報

告等の手順等を定めた緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な

対応を行い、早急に処理継続のための応急対応を行った後、本事業施設を復旧し、し尿及び

浄化槽汚泥の適正処理を継続すること。なお、作成した緊急対応マニュアルは本組合からの

指示のほか、必要に応じ改善すること。 

(4) 受注者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等が発生した場合に備

えて、自主防災組織及び警察、消防本組合等への連絡体制を整備する。なお、体制を変更し

た場合は、速やかに本組合に報告する。 

(5) 受注者は、緊急時に防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等

を行う。また、訓練の開催については、事前に本組合に連絡し本組合の参加について協議す

る。 

(6) 事故が発生した場合、受注者は直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を本組合に報

告する。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し本組合に提出する。 

 

1.4.9  急病等への対応 

(1) 受注者は、本事業施設への搬入者、作業員の急な病気・けが等に対応できるように簡易な

医薬品等を用意するとともに、急病人発生の対応マニュアルを整備する。 

(2) 受注者は、整備した対応マニュアルを周知し、十分な対応が実施できる体制を整備する。 

(3) 受注者は、AED を本事業施設に設置する。 
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1.4.10  災害発生時の協力 

(1) 受注者は、震災、風水害その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量のし尿及び浄

化槽汚泥が発生する等の状況に対して、その処理を本組合が実施しようとする場合、受注者

はその処理又は処分に協力する。なお、処理に係る費用については、変動費にて支払うもの

とする。 

(2) 受注者は、大震災時に備え、必要な物資の備蓄を行い必要時に活用する他、災害ごみ処理

をはじめ、本組合の指示する必要な支援を実施すること。 

 

1.4.11  地元雇用 

受注者は、本業務の実施に当たり、地元雇用を積極的に実施する。 

 

1.4.12  作成書類・提出資料 

受注者は、本事業の実施に際し、各業務の実施に必要な事項を記載した業務実施計画書を事業

開始前に本組合に提出し、承諾を受ける。 

(1) 受入・受付業務実施計画書 

(2) 運転管理業務実施計画書 

1) 業務実施体制表 

2) 月間運転計画、年間運転計画 

3) 運転管理記録様式 

4) 再資源化計画 等を含む 

(3) 維持管理業務実施計画書 

1) 業務実施体制表 

2) 調達計画 

3) 点検及び検査計画 

4) 補修及び更新計画 

5) 維持管理記録様式 等を含む 

(4) 情報管理業務実施計画書 

1) 情報管理計画 

2) 情報管理記録様式 等を含む 

(5) 環境管理業務実施計画書 

1) 環境保全基準 

2) 環境保全計画 

3) 作業環境保全基準 

4) 作業環境保全計画 

5) 環境管理記録様式 等を含む 
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(6) 関連業務実施計画書 

1) 清掃要領・体制 

2) 防火管理要領・体制 

3) 施設警備防犯要領・体制 

4) 見学者対応要領・体制 

5) 住民対応要領・体制 

6) 各種記録様式 等を含む 

(7) その他マニュアル類 

1) 運転管理マニュアル 

2) 施設保全マニュアル 

3) 緊急対応マニュアル 

4) 安全作業マニュアル 
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1.5  運営条件 

1.5.1  運営に関する図書 

運営は次の書類に基づいて行う。 

(1) 運営及び維持管理業務契約書 

(2) 新大井川環境管理センター整備・運営事業 要求水準書（以下、「本書」という。） 

(3) 新大井川環境管理センター整備・運営事業 提案書 

(4) その他本組合が指示するもの 

 

1.5.2  提案書の変更 

受注者は、提出された運営に関する提案書の内容は原則的に変更できない。ただし、本業務期

間中に本書と適合しない箇所が発見された場合には、受注者の責任において、本組合の要求する

サービス水準を満足させる変更をする。 

 

1.5.3  本書の記載事項 

(1) 記載事項の補足等 

本書に記載ある事項は、本組合が要求するサービス水準を示すものであるが、それ以上の

サービス水準向上を目的とした受注者独自の提案を妨げるものではない。よって、本書に明

記されていない事項であっても、施設の性能及び機能を発揮し本組合が要求するサービス水

準を満足するため、当然必要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・

完備させる。 

(2) 参考図書の扱い 

本書の図・表等で「（参考）」と記載されたものは、一例を示すものであるので、受注者

は「（参考）」と記載されたものについて、受注者の責任により補足及び完備させなければ

ならない。 

(3) 契約金額の変更 

   前記した(1)、(2)の場合、契約金額の増額等の手続きを行わない。 

 

1.5.4  本事業施設の引渡し条件 

 受注者は、本業務期間終了後において、次の要件を満たし、本施設を本組合に引き渡す。なお、

引渡に要する費用は、受注者が負担する。 

ここで、要求水準書に示す基本性能とは、本業務開始時に本施設の各設備が備え持つ、施設と

しての性能である。具体的には、要求水準書 第一編 設計・建設業務編 1.9 に示す正式引渡し

時において、確認される施設の性能であり、事業者は、この基本性能の維持を前提に本業務を実

施する。 

(1) 本施設の性能に関する条件 

1) 本書に示す基本性能が確保されており、本書に記載のある業務を継続して実施するため、

本施設を使用することに支障のない状態である。 
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2) 建物の主要構造部に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態である。ただし、継続使用に

支障のない程度の軽微な汚損、劣化（経年変化によるものを含む。）は除く。 

3) 内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態である。ただし、継

続使用に支障のない程度の軽微な汚損、劣化（経年変化によるものを含む。）は除く。 

4) 主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能（容量、風量、温湿度、強度等

の計測が可能なもの。）を満たしている。ただし、継続使用に支障のない軽度な性能劣化

（経年変化によるものを含む。）については除く。 

5) 引渡しの前に行う検査から、施設の性能が確保されていることを、以下に示す方法にて確

認し、本組合の確認を得る。 

① 受注者は、本書 第一編 1.9.2 に示す内容・方法の試験を実施し、保証値を満たすこと

を確認する。 

② 受注者は、全ての設備（機械設備、土木・建築設備等（本書 第一編 第 3 章～第 6 章を

含む。））について、次の確認を行う。 

a）内外の外観等の検査（主として目視、打診、レベル測定による検査。） 

b）汚損、発錆、破損、亀裂、腐食、変形、ひび割れ、極端な摩耗等がない。 

c）浸水、漏水等がない。 

d）その他、異常がない。 

③ 内外の機能及び性能上の検査（作動状態の検査を含む。） 

a）異常な振動、音、熱伝導等がない。 

b）開口部の開閉、可動部分等が正常に動作する。 

c）各種設備機器が正常に運転され、正常な機能を発揮している。 

d）その他、異常がない。 

(2) 本業務の引継ぎに関する条件 

1) 受注者は、本組合が本業務を継続して実施するために本組合及び本組合が指定する者へ業

務の引継ぎを行う。 

2) 引継ぎ項目は、本事業施設の取扱説明書（本業務期間中における修正・更新内容も含む。）、

本書、契約書に基づき、受注者が作成する図書に記載されている内容を含む。 

3) 引継ぎに係る運転指導は、本業務期間中に実施することとし、受注者は終了日から逆算し

て運転指導日程を計画する。 

4) 受注者は、机上研修、現場研修、実施研修を含め、運転指導を実施する。 

5) 運転指導は、必要な資格を有する者が実施する。実施に際しては本組合に、指導者の保有

資格や業務経歴等を記載した指導者リストを提示し承認を得る。 

6) 教育指導計画書、取扱説明書及び手引き書等の教材等は、あらかじめ受注者が作成し、本

組合の確認を受ける。 

(3) その他 
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1) 本業務終了時における、上記以外の引渡し詳細条件は、本組合と受注者の協議により決定

する。なお、協議は事業が終了する 5 年前までに開始する。 

2) 本業務終了後における本事業施設の扱いは、本業務が終了する 5 年前までに協議を開始す

る。 
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2. 全体計画 

2.1 計画条件 

2.1.1  計画処理量 

 要求水準書 第一編 2.2.1 に示すとおり。 

 

2.1.2  搬入時間、運転時間等 

 要求水準書 第一編 2.2.2 に示すとおり。 

 

2.1.3  各設備の運転時間 

要求水準書 第一編 2.2.3 に示すとおり。 
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2.2  搬入物の性状 

2.2.1  し尿の性状 

 要求水準書 第一編 2.2.4 に示すとおり。 

 

2.2.2  浄化槽汚泥の性状 

 要求水準書 第一編 2.2.5 に示すとおり。 
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2.3  施設の性能 

2.3.1  放流水の水質等 

(1) 放流水量  525 ㎥/日以下 

(2) 放流水質 

排出基準は以下の通りとする。 

1) pH  6.5 ～ 8.5 

2) BOD   日間平均 5mg/L 以下 

3) COD   日間平均 10mg/L 以下 

4) 浮遊物質  日間平均 5mg/L 以下 

5) 全窒素   日間平均 10mg/L 以下 

6) アンモニア態窒素  日間平均 4mg/L 以下 

7) 全リン   日間平均 1mg/L 以下 

8) リン酸態リン  日間平均 0.5mg/L 以下 

9) 色度   日間平均 20 度 以下 

10) 透視度  30cm 以下 

11) 大腸菌群数   日間平均 1,000 個/㎤以下 

(3) その他 

事業者は、予め定められた排水基準を満足していることを月に 1 回以上、自主的に測定し

本組合に報告する。 

 

2.3.2  排出ガス 

排出基準は以下の通りとする。 

(1) 硫黄酸化物   K 値 10 から算出した排出基準（m3Ｎ/時）以下 

(2) ばいじん    〔  〕g/m3Ｎ以下 

1) 1 炉当たり焼却能力 4t/h の場合   0.04g/m3Ｎ以下 

2) 1 炉当たり焼却能力 2～4t/ h の場合   0.08g/m3Ｎ以下 

3) 1 炉当たり焼却能力 2t/ h の場合   0.15g/m3Ｎ以下 

(3) 塩化水素     215ppm 以下 

(4) 窒素酸化物     150ppm 以下 

(5) ダイオキシン類    〔  〕ng-TEQ/m3Ｎ以下 

1) 1 炉当たり焼却能力 4t/h の場合   0.1 ng-TEQ/m3Ｎ以下 

2) 1 炉当たり焼却能力 2～4t/ h の場合   1 ng-TEQ/m3Ｎ以下 

3) 1 炉当たり焼却能力 2t/ h の場合   5 ng-TEQ/m3Ｎ以下 

(6) その他 
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事業者は、予め定められた排出基準を満足していることを月に 1 回以上、自主的に測定し

本組合に報告する。 

 

2.3.3  騒音 

敷地境界線における規制基準は以下の通りとする。 

(1) 朝（6 時～8 時）  45dB 以下 

(2) 昼間（8 時～18 時）  55dB 以下 

(3) 夕、夜間 〔18 時～6 時〕   45dB 以下 

(4) その他 

測定は、試運転開始後、運営開始後を含め、月 1 回 4 箇所程度とする。なお、暗騒音につい

ては、試運転開始前に受注者が測定し確認する。 

 

2.3.4  振動 

敷地境界線における規制基準は以下の通りとする。 

(1) 朝昼（8 時～20 時）  55dB 以下 

(2) 夜間（20 時～8 時〕  45dB 以下 

(3) その他 

測定は、試運転開始後、運営開始後を含め、月 1 回 4 箇所程度とする。なお、暗振動につい

ては、試運転開始前に受注者が測定し確認する。 

 

 

2.3.5  悪臭 

悪臭の基準は、次の通りとする。なお、測定は、試運転開始後、運営開始後を含め月 1 回 4 箇

所程度とする。 

(1) 敷地境界線の地表 

1) 特定悪臭物質濃度 

① アンモニア    1ppm 以下 

② メチルメルカプタン  0.001ppm 以下 

③ 硫化水素    0.01ppm 以下 

④ 硫化メチル    0.005ppm 以下 

⑤ 二硫化メチル   0.009ppm 以下 

⑥ トリメチルアミン  0.005ppm 以下 

⑦ アセトアルデヒド  0.05ppm 以下 

⑧ プロピオンアルデヒド  0.05ppm 以下 

⑨ ノルマルブチルアルデヒド  0.009ppm 以下 
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⑩ イソブチルアルデヒド  0.02ppm 以下 

⑪ ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm 以下 

⑫ イソバレルアルデヒド  0.003ppm 以下 

⑬ イソブタノール   0.9ppm 以下 

⑭ 酢酸エチル      3ppm 以下 

⑮ メチルイソブチルケトン    1ppm 以下 

⑯ トルエン      10ppm 以下 

⑰ スチレン       0.4ppm 以下 

⑱ キシレン      1ppm 以下 

⑲ プロピオン酸    0.03ppm 以下 

⑳ ノルマル酪酸   0.001 ppm 以下 

21 ノルマル吉草酸  0.0009ppm 以下 

22 イソ吉草酸   0.001ppm 以下 

(2) 脱臭装置排出口 

1) 臭気濃度  300 以下 

2) 特定悪臭物質基準値 

脱臭装置排出口における特定悪臭物質基準値は以下の表から算出される値以下とする。 

 

表 2-1 特定悪臭物質基準値 

悪臭物質の種類 流量の許容限度 

アンモニア Q  =  0.108 × He2・Cm 

この式において、Q、He 及び Cm は、それぞれ次の値

を表わすものとする。 

Q：流量（単位 温度零度、圧力１気圧の状態に換算した立

方メートル毎時） 

He：悪臭防止法施行規則（昭和 47 年総理府令第 39 号）

第 2 条第 2 項の規定により補正された排出口の高さ

（単位 メートル） 

Cm：敷地境界の規則基準として定められた値 

（単位 百万分率） 

補正された排出口の高さが 5 メートル未満となる場合に

ついてはこの式は適用しないものとする。 

 

硫化水素 

トリメチルアミン 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

キシレン 
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(3) 放流水 

特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル）の種類ごとに次

式により算出した排出水中の濃度とする。 

 

 CLm＝k・Cm 

 CLm：排出水中の濃度（mg/L） 

 K：種類、排出量毎に定められた定数（mg/L） 

  Cm：悪臭物質ごとの敷地境界線上の規制基準値（ppm） 

 

2.3.6  資源物 

 肥料取締法を満たすこととする。 
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2.4  し渣等の性状と処分方法 

2.4.1  沈砂 

洗浄後、場外搬出処分とする。 

 

2.4.2  し渣 

含水率 60％以下に脱水し、焼却処理を行う。 

 

2.4.3  汚泥 

脱水し、焼却処理を行う。 

 

2.4.4  焼却残渣 

焼却灰を熱灼減量 5％以下、飛灰中のダイオキシン類を 3ng-TEQ/g 以下とし、場外搬出処分と

する。 
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3. 管理運営体制 

3.1  業務実施体制 

受注者は、本事業の実施に当たり、適切な業務実施体制を整備する。 

受注者は、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務及びその他管理業務に

適切な業務実施体制を整備する。 

受注者は、整備した業務実施体制について本組合に報告する。なお、体制を変更した場合は速

やかに本組合に報告する。 

 

3.2  資格者の配置 

受注者は、本事業を行うにあたりその他必要な有資格者を配置する。なお、関係法令、所轄官

庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者の兼任は可能とする。 

なお、廃棄物処理施設技術管理者（当該管理者になるための資格を有していること）、電気主

任技術者は必ず配置する。 

 

3.3  連絡体制 

受注者は、平常時及び緊急時の本組合等への連絡体制を整備する。なお、体制を変更した場合

は速やかに本組合に報告する。  
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4. 受入・受付業務 

4.1  受付管理 

受注者は処理対象物搬入車両の搬入状況に対し管理する。不審な搬入車等については聞き取り

確認等を実施する。 

なお、搬入基準は、本組合が定めるものとする。 

 

4.2  計量 

(1) 受注者は処理対象物、搬出車、薬剤搬入車等の搬入・搬出する車両を計量機において記録・

確認し、管理を行う。 

(2) 記録については日時、車番、処理物、搬出入量、搬出入者、地域等とし、本組合及び搬出

入業者にその記録を渡すことを可能とする。 

(3) 搬入者に計量に必要な備品等を所持させる場合は受注者負担により配布する。 

 

4.3  案内・指示 

受注者は搬入車両に対し、処理対象物の降ろし場所について、案内・指示を行う。また、施設

外へ渋滞する場合には、必要に応じ交通整理を行う。 

 

4.4  資源物（リン）の配布 

受託者は、組合の所有である資源物（リン）について、売却を行う。ただし、必要とする市民

に対して無料配布を行う。 

 

4.5  受付時間 

下記に示す時間については、搬入出及び資源物（リン）の販売の受付を行う。受付が集中する

ことによる渋滞により、以下に示す時間を過ぎた搬入出車については受付を行う。 

 

(1) 平日  8 時 30 分～16 時 15 分 

(2) 土曜日 8 時 30 分～16 時 00 分（月 2 回） 

(3) 日、祝日 搬入なし。 

 

なお、土日、年末年始、平日夜間等の受付時間外についても、本組合が事前に指示する場合は、

本事業範囲として受付業務を行う。 
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5.  運転管理業務 

5.1  計画処理量 

計画されたし尿：8kl/日、浄化槽汚泥：202kl/日、を適正に処理する。 

 

5.2  年間運転日数 

搬入される処理対象物を滞りなく処理する。 

 

5.3  搬入物の性状管理 

受注者は、処理棟に搬入された処理対象物の性状について、適正な処理が確保できるように定

期的に管理を行う。なお、きょう雑物は適正に除去し破砕等により適切に処理する。 

 

5.4  適正処理 

受注者は、本施設の全体構成、フローシート、設計計算書、機器の種類、能力等及び求められ

る性能事項等を十分に踏まえ、搬入された処理対象物を、関係法令、要求水準書 第一編 2.3

に示す施設の性能を満たし、適切に処理を行う。 

 

5.5  適正運転 

受注者は、本施設の運転が、関係法令、要求水準書 第一編 2.3に示す施設の性能を満たし

ていることを自らが行う検査によって確認する。特に、水質については必要な日常管理項目を設

定し、異常時に速やかに対応できるよう管理する。 

 

5.6  搬出物の性状分析 

(1) 受注者は、本施設より搬出する資源物（リン）の量及び質について分析・管理を行う。 

(2) 受注者は、本施設より搬出される飛灰等の焼却・処分対象物の量及び質について、処理・

処分内容に合わせた分析・管理を行う。 

(3) 資源物（リン）が有価として扱うことができない場合は、本組合と協議のうえ、定められ

た方法により受注者の責任により分析及び性状の改善を行う。 

 

5.7  資源化業務 

(1) 受注者は、本施設から発生する資源物（リン）を需要家に配布するまで保管する。 

(2) 保管したリンは、全量本組合が引き取る。 
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6. 維持管理業務 

6.1  備品・什器・物品・用役の調達 

受注者は経済性を考慮した備品・什器・物品・用役の調達計画を作成し、本組合に提出する。 

 

6.2  備品・什器・物品・用役の管理 

受注者は調達計画に基づき調達した備品・什器・物品・用役を常に安全に保管し、必要の際に

は支障なく使用できるように適切に管理する。なお、本組合の物品会計規則に基づき管理台帳を

作成する。 

 

6.3  点検・検査計画の作成 

(1) 受注者は点検及び検査を、本施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施できるように点

検・検査計画を策定する。 

(2) 点検・検査計画については、日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容（機

器の項目、頻度等）を記載した点検・検査計画書（毎年度のもの、事業期間を通じたもの）

を作成し本組合に提出する。 

(3) 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し計画する。原則として、同時に休止を必要と

する機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業は同時に行う。 

 

6.4  点検・検査計画の実施 

(1) 点検・検査は毎年度提出する点検・検査計画に基づいて実施する。 

(2) 日常点検で異常が発生した場合や事故が発生した場合等は、受注者は臨時点検を実施する。 

(3) 点検・検査に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数又は本組合との協議によ

る年数保管する。 

(4) 点検・検査結果報告書を作成し本組合に提出する。 

 

6.5  補修計画の作成 

(1) 受注者は事業期間を通じた補修・更新計画を作成し、本組合に提出・承諾を得る。  

(2) 事業期間を通じた補修計画は、点検・検査結果及び補修実績に基づき毎年度更新し、本組

合に提出し、承諾を得る。 

(3) 点検・検査結果に基づき、設備・機器の耐久度と消耗状況を把握し、各年度の補修計画を

作成し、本組合に提出し、承諾を得る。 

(4) 受注者が計画すべき補修の範囲は、設備の基本性能を維持するためのものであり、次表：

補修の範囲（参考）に示す定期点検整備、更正修理及び予防修理である。 
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6.6  補修の実施 

(1) 受注者は点検・検査結果に基づき、本施設の性能を維持するために、補修を行う。 

(2) 補修に際しては、補修工事施工計画書を本組合に提出し、承諾を得る。 

(3) 各設備・機器の補修に係る記録は、適切に管理し、法令等で定められた年数又は本組合と

の協議による年数保管する。また、法令等に定められる精密機能検査等について本事業で全

て実施する。 

(4) 受注者が行うべき補修の範囲は、下表：補修の範囲（参考）の通りである。 

 

表 1 補修の範囲（参考） 

作業区分 概  要 作業内容（例） 

補
修
工
事 

予
防
保
全 

定期点検整備 

定期的に点検・検査又は部分取替を

行い、突発故障を未然に防止する。

（原則として固定資産の増加を伴わ

ない程度のものをいう）。 

・部分的な分解点検検査 

・給油 

・調整 

・部分取替 

・精度検査 等 

更正修理 

設備性能の劣化を回復させる。（原

則として設備全体を分解して行う大

がかりな修理をいう。） 

設備の分解→各部点検→部品

の修正又は取替→組付→調整

→精度チェック 

予防修理 
異常の初期段階に、不具合箇所を早

急に処理する。 

日常保全及びパトロール点検

で発見した不具合箇所の修理 

事
後
保
全 

緊急事故保全 

（突発修理） 

設備が故障して停止したとき、又は

性能が著しく低下した時に早急に復

元する。 

突発的に起きた故障の復元と

再発防止のための修理 

通常事後保全 

（事後修理） 

経済的側面を考慮して、予知できる

故障を発生後に早急に復元する。 

故障の修理、調整 

 

6.7  精密機能検査  

(1) 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 5 条及び廃棄物の処理及び清

掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」（昭和 46 年 10 月 25 日 環整第 45 号）

に基づき、3 年に 1 回以上の頻度で、精密機能検査を実施する。 

(2) 受注者は、精密機能検査の内容について、精密機能検査計画書を作成し本組合の確認を得

る。 

(3) 受注者は、精密機能検査の結果を本組合に報告するとともに、精密機能検査の結果を踏ま

え、本書に示す基本性能の維持のために必要となる点検・検査計画、補修計画、更新計画の

見直しを行う。 

 

6.8  建屋の保全 

(1) 受注者は、機械設備と同様に建屋の外壁、内装、照明・採光設備、給配水衛生設備、空調

設備等の点検を定期的かつ入念に行い、常に美観を損ねることなく、また、所定の機能が保

たれるよう適切に修理、交換等を行う。 

(2) 特に、見学者等第三者が立ち入る箇所、悪臭対策及び騒音・振動対策に関連する設備・壁
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等については、適切に点検、修理、交換等を行う。 

 

6.9  長寿命化計画の作成及び実施 

(1) 受注者は、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の

手引き（し尿処理施設・汚泥再生処理センター編）」（平成 27 年 3 月 環境省大臣官房 廃

棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課）等に基づき、本業務期間を通じた本事業施設の長

寿命化計画（施設保全計画、延命化計画）を作成する。 

(2) 長寿命化計画は、点検・検査、補修・更新、精密機能検査等の結果に基づき、毎年度更新

し、その都度本組合の確認と承諾を得る。 

(3) 受注者は、作成した長寿命化計画に基づき、本書に示す基本性能を維持するために必要な

点検・検査、補修・更新、精密機能検査等を実施する。 

 

6.10  改良保全 

(1) 受注者は、本事業施設の改造等を行おうとする場合、改良保全に関する計画を本組合に提

案する。 

(2) 提案内容に関しては、財産処分を含め、本組合において判断・了承する。 

(3) 改良保全や新技術の採用により、運営に得失が生じる場合、その費用は受注者と本組合の

双方で協議・調整する。 

(4) 法改正に伴い施設の改造が必要な場合、その費用負担は契約書に定める。 

 

6.11  引渡し基準 

本組合は、本施設を長期に渡り利用する計画である。それを踏まえ受注者は、明渡し時（本事

業終了時）の状態として、最終年度に精密機能検査を実施するとともに、通常の補修点検整備に

より 1年間継続して本施設を使用することに支障のない状態を確保する。なお、明渡し前に本施

設の性能が確保されていることを確認し、本組合の承諾を得る。  
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7. 環境管理業務 

7.1  環境保全基準 

(1) 受注者は、公害防止条件、環境保全関係法令等を遵守した環境保全基準を定める。 

(2) 受注者は、管理運営に当たり、環境保全基準を遵守する。 

(3) 環境保全基準を設定・変更する場合は、本組合と協議する。 

 

7.2  環境保全計画 

(1) 受注者は、事業期間中、 環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・

頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成し、本組合の承諾を得る。 

(2) 受注者は、環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認する。 

(3) 受注者は、環境保全基準の遵守状況について本組合に報告するほか、放流水連続分析装置

による分析結果を本組合に送信する。 

 

7.3  作業環境保全基準 

(1) 受注者は、労働安全衛生法、ダイオキシン類対策特別措置法等を遵守した作業環境保全基

準を定める。 

(2) 受注者は、管理運営に当たり、作業環境保全基準を遵守する。 

(3) 作業環境保全基準を設定・変更する場合は、本組合と協議する。 

 

7.4  作業環境保全計画 

(1) 受注者は、事業期間中、 作業環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目、

方法、頻度及び時期等を定めた作業環境保全計画を作成し、本組合の承諾を得る。 

(2) 受注者は、作業環境保全計画に基づき、作業環境保全基準の遵守状況を確認する。 

(3) 受注者は、作業環境保全基準の遵守状況について本組合に報告する。 
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8. 情報管理業務 

8.1  運転管理記録 

(1) 受注者は、処理対象物搬入量、薬剤等搬入量、運転データ、用役データ、分析データ、資

源物（リン）に関するデータ（生成量及び有効利用状況など）、その他必要なものを記載し

た運転管理に関する報告書を作成し、本組合に提出する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議のうえ、決定する。 

(3) 運転記録に関するデータを法令等で定める年数又は本組合との協議による年数保管する。 

 

8.2  点検・検査記録 

(1) 受注者は、点検・検査計画を記載した点検・検査計画書、点検・検査結果を記載した点検・

検査結果報告書を作成し、本組合に提出する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議のうえ、決定する。 

(3) 点検・検査に関するデータを法令等で定める年数又は本組合との協議による年数保管する。 

 

8.3  補修記録 

(1) 受注者は、補修計画を記載した補修計画書、補修結果を記載した補修結果報告書を作成し、

本組合に提出する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議の上、決定する。 

(3) 補修に関するデータを法令等で定める年数又は本組合との協議による年数保管する。 

 

8.4  環境保全記録 

(1) 受注者は、環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書を作成

し、本組合に提出する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議のうえ、決定する。 

(3) 環境保全に関するデータを法令等で定める年数又は本組合との協議による年数保管する。 

 

8.5  作業環境保全記録 

(1) 受注者は、作業環境保全計画に基づき計測した作業環境保全状況を記載した作業環境保全

報告書を作成し本組合に提出する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議し決定する。 

(3) 作業環境保全に関するデータを法令等で定める年数又は本組合との協議による年数保管す

る。 

 

8.6  マニュアル・図面等の管理 

(1) 受注者は、本施設に関する各種マニュアル、図面等を事業期間に渡り適切に管理する。 
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(2) 受注者は、補修、改良保全等により、本事業の対象施設に変更が生じた場合、各種マニュ

アル、図面等を速やかに変更し本組合へ報告する。 

(3) 本事業の対象施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については本組合と協議の

うえ、決定する。 

 

8.7  その他管理記録 

(1) 受注者は、本施設の設備により管理記録可能な項目、又は受注者が自主的に管理記録する

項目で、本組合が要望するその他の管理記録について、管理記録報告を作成する。 

(2) 報告書の詳細な内容については本組合と協議のうえ、決定する。 

(3) 本組合が要望する管理記録について、本組合との協議による年数保管する。 
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9. その他管理業務 

9.1  清掃 

(1) 受注者は、本施設の清掃計画を作成し、本施設内を常に清掃し、清潔に保つ。特に、見学

者等第三者の立ち入る場所について、常に清潔な環境を維持する。 

(2) 植栽等についても定期的に手入れを行い景観に配慮する。 

 

9.2  防火管理 

(1) 受注者は消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理

体制を整備する。 

(2) 受注者は、整備した防火管理体制について本組合に報告する。なお、体制を変更した場合

は速やかに本組合に報告する。 

(3) 受注者は、日常点検、定期点検等の実施において、防火管理上、問題がある場合は、本組

合と協議のうえ、本施設の改善を行う。 

 

9.3  警備・防犯 

(1) 受注者は、場内の施設警備・防犯体制を整備する。 

(2) 受注者は、整備した施設警備・防犯体制について本組合に報告する。なお、体制を変更し

た場合は速やかに本組合に報告する。 

(3) 受注者は、場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。 

 

9.4  見学者対応 

(1) 受注者は、本組合の協力要請があった場合、見学者に本施設の稼動状況及び環境保全状況

の説明等を行い、本施設についての理解を得るように努める。なお、見学者の受付は本組合

にて行うこととする。 

(2) 見学者が利用する箇所及び設備等は常に清潔かつ適切に機能するよう管理する。 

(3) 本組合の許可を得ない見学者からの問い合わせ等があった場合には、見学の受付方法につ

いて指示する。 

 

9.5  住民対応 

(1) 受注者は、常に適切な管理運営を行うことにより、周辺の住民の信頼と理解、協力を得る。 

(2) なお、本施設の運営に関して、住民等から意見等があった場合、早急に本組合が対応でき

るよう速やかに報告する。 
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9.6  災害時の対応 

(1) 地震等の災害時には、見学者を適切に誘導するとともに、作業員の避難等人身の安全を最

優先する。また、本施設の安全停止についてマニュアル化及び定期的な訓練等を行い、迅速

な対応に努める。 

(2) 受注者は、本組合の責務として行う災害対応に対し全面的に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 


