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南部浄化センター運転管理業務委託一般仕様書 

 

第１章 総  則 

 

 （目的） 

第１条 本仕様書は、熊本市（以下「委託者」という。）と受託者が契約を締結する南部浄化セン 

ター（以下「浄化センター」という。）及び南部処理区中継ポンプ場（以下「ポンプ場」という。） 

の包括的な運転管理業務委託にあたり、性能発注による浄化センター及びポンプ場の適正な運 

転、一定の性能の確保及び効果的かつ経済的な運転管理を行うために、受託者が行うべき業務 

（以下「業務」という。）について必要な事項を定めるものである。ただし、特に定める事項に 

ついては、南部浄化センター運転管理業務委託特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に明 

記し、受託者に要求する業務水準については、南部浄化センター運転管理業務委託要求水準書 

（以下「要求水準書」という。）に明記する。 

 

 （履行期間） 

第２条 受託者が実施する本業務の委託期間は、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日 

までとする。ただし、入札実施後の受託者決定の日から平成３０年３月３１日までの期間は業 

務引継ぎ期間とし、受託者は業務範囲における業務引継ぎ及び研修等を実施すること。なお、 

業務引継ぎ及び研修等に係る費用は、すべて受託者の負担とする。 

 

 （業務の履行） 

第３条 受託者は、浄化センター及びポンプ場の機能が十分発揮できるよう、本仕様書、特記仕 

様書、要求水準書、契約書、その他関係書類（以下「契約図書」という。）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 受託者は、業務の履行にあたっては公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、 

下水道法、水道法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、労働 

安全衛生法、電気事業法、酸素欠乏症等防止規則、消防法その他関係法令、規則、基準及び関 

連通達を遵守しなければならない。 

 

（業務の履行場所） 

第４条 本業務の履行場所は次のとおりとする。 

(1) 南部浄化センター     熊本市南区元三町四丁目１番１号 

(2) 平田ポンプ場       熊本市南区平田二丁目１４番１号 （雨水排水設備は除く。） 

(3) 南高江ポンプ場      熊本市南区南高江四丁目１番 

(4) 流通団地ポンプ場     熊本市南区流通団地二丁目２１ 

(5) 大渡ポンプ場       熊本市南区川尻六丁目５番 

(6) 菅原ポンプ場       熊本市中央区菅原町５番 

 

 （業務の範囲） 

第５条 本業務の委託範囲は、特記仕様書に掲げる施設及び業務の範囲とする。 

 

 （業務の内容） 

第６条 業務の主な内容は次のとおりであるが、詳細については特記仕様書による。 

(1) 浄化センター施設の運転に関する業務（下水汚泥固形燃料化施設は除く。） 

(2) 浄化センター施設の保守点検及び小規模修繕に関する業務 

(3) 水質分析に関する業務 

(4) ポンプ場の運転管理に関する業務 
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(5) ポンプ場の保守点検及び小規模修繕に関する業務 

(6) 浄化センター及びポンプ場の電気保安管理業務  

(7) 浄化センター及びポンプ場の法定点検業務 

(8) 浄化センター及びポンプ場の設備機器の精密点検業務 

(9) 浄化センター及びポンプ場の運転管理に必要な資材の調達及び管理 

(10) 浄化センター及びポンプ場の環境整備業務 

(11) 浄化センター及びポンプ場の廃棄物搬出・処分業務  

 

 （業務管理） 

第７条 受託者は、善良なる管理者として責任をもって業務を履行しなければならない。 

２ 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、安全衛生の管理に 

留意し、労働災害の防止に努めるとともに、安全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、速やかに委託者に連絡すること。 

３ 受託者は、浄化センター及びポンプ場の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄 

化センター及びポンプ場の運転に精通するとともに、業務の履行は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ること。 

４ 受託者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障が生じた場合に備え、 

連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備しておくこと。 

 

（業務実行計画） 

第８条 受託者は、業務の履行にあたり、業務実行計画書を委託者に提出すること。 

２ 業務実行計画書は、次の事項について記載するものとする。 

(1) 業務概要に関すること。 

(2) 現場組織に関すること。 

(3) 緊急時連絡体制に関すること。 

(4) 業務の計画に関すること。 

(5) 業務の方法に関すること。 

(6) 安全衛生管理に関すること。 

(7) 各種報告書の様式 

(8) その他の必要事項 

 

（監督員の選任及び職務） 

第９条 委託者は、監督員を定め、氏名その他の必要事項を書面により受託者に通知する。監督 

員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員の職務は、次のとおりとする。 

(1) 業務の履行に関する総括責任者との協議 

(2) 業務実行計画書の確認または協議 

(3) 業務の監督 

 

 （総括責任者の選任及び職務） 

第１０条 受託者は、総括責任者を定め、氏名その他の必要事項を書面にて委託者に通知する。 

総括責任者を変更したときも同様とする。 

２ 総括責任者の職務は、次のとおりとする。 

(1) 現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故 

の防止に努めること。 

(2) 契約書、本仕様書、特記仕様書、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、施設の機能を把握することにより、業務の適性かつ円滑な遂行を図 

ること。 
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(3) 常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。 

(4) 業務の履行にあたっては、監督員との連絡を密にし、必要があれば協議を行うこと。 

 

 （有資格者等の配置） 

第１１条 受託者は、業務の履行に必要な次に掲げる有資格者等を配置・選任しなければならな 

い。 

(1) 下水道処理施設管理技士または第３種下水道技術検定（下水道管理技術認定）資格者 

(2) 安全衛生推進者  

(3) ボイラー技士 

(4) ガス溶接作業主任者 

(5) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

(6) 危険物取扱者 乙種第４類以上 

(7) 危険物取扱責任者・保安監督者 

(8) 玉掛技能講習修了者 

(9) 第１種電気工事士 

(10) 電気主任技術者 

(11) その他業務に必要な資格者 

 

（安全管理） 

第１２条 受託者は、業務の実施にあたり安全に関する基準等を定め、安全の確保に十分留意し 

なければならない。 

２ 受託者は、業務の従事者に対して、浄化センター及びポンプ場の施設の安全に関し必要な知 

識及び技能に関する教育を行うものとする。 

３ 受託者は、業務の従事者に対して事故、その他災害が発生したときの処置について、実地指 

導、訓練を行うものとする。 

 

 （提出書類） 

第１３条 受託者が、委託者に提出すべき書類は次のとおりとし、提出部数は原則各２部とする。 

 

(1) 契約締結後遅滞なく提出する書類 

① 着手届 

② 総括責任者選任届 

③ 業務実行計画書    一式 

④ 事務室等使用願 

⑤ 貸与品等借用願 

 

(2) 毎月提出する書類 

① 月間業務実行計画書  一式  （当月分を前月末日まで） 

② 月間業務完了届        （当月分を翌月７日まで） 

③ 月間業務完了報告書  一式  （     〃         ） 

 

(3) 契約期間完了時に提出する書類 

① 契約業務完了届        （委託期間完了後７日以内） 

② 契約業務完了報告書  一式  （     〃         ） 

 

(4) 法定点検、精密点検、除草作業等の業務完了後に必要な書類 

① 業務完了届      （業務完了の都度） 
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② 業務写真       （業務完了の都度） 

③ 業務完了報告書  一式 （    〃    ） 

 

(5) 小規模修繕着手前及び完了後に必要な書類   

① 故障報告書       

② 見積書  

③ 小規模修繕写真     

 

(6) その他、上記以外に委託者が必要と認めた書類 

 

２ 提出した書類の内容等を変更する必要が生じた時は、直ちに変更届を提出すること。 

 

 

第２章 業務要領 

 

 （流入水の条件） 

第１４条 運転管理に係る流入水量及び流入水質は、要求水準書に定める流入基準とする。 

２ 流入水の監視及び排出事業者の監督は委託者の責任とし、流入水量及び水質の監視に必要な 

業務または設備の導入等は委託者が行うものとする。 

 

（業務要求水準） 

第１５条 受託者は、要求水準書に定める業務要求水準を達成するように運転管理を行うこと。 

２ 業務要求水準未達の場合の措置については、要求水準書に定めるものとする。 

 

（月間業務実行計画） 

第１６条 受託者は、各月末まで翌月の月間業務実行計画書を委託者に提出すること。 

２ 月間業務実行計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度、委託者に連絡すること。た 

だし、軽微な変更はこの限りではない。 

 

 （就業の制限） 

第１７条 労働安全衛生法で定める就業制限に係る機器の運転及び消防法で定める危険物の取り 

扱いについては、有資格者以外の者が行ってはならない。 

 

 （異常時、緊急時の措置） 

第１８条 施設の運転操作及び監視中において、異常を発見した場合は必要な対応、応急処置を 

実施するとともに、委託者に報告し、必要があれば協議を行うこと。 

２ 緊急事態が発生した場合には、速やかに委託者へ連絡するとともに、あらかじめ定めた非常 

配備体制に従い、早急に業務従事者を所定の場所に配備し、その対応にあたること。 

３ 大雨、台風等の自然災害により、異常事態が生じると予想される場合は、出動態勢を整え、 

対応すること。 

４ 受託者は、災害時に二次災害のおそれがある場合は、適切な措置を講じ災害を未然に防止す 

ること。 

 

 （保全台帳及び保全履歴の整備） 

第１９条 受託者は、委託者が発注した工事、業務委託、保守点検等を除き、受託者自ら（外部 

委託含む）が修繕、保守点検、保守補修工事等を行なった場合、措置後速やかに委託者へ報告 

すること。あわせて、委託者指定のアセットマネジメントデータベース（以下「ＡＭＤＢ」と 

いう。）の保全台帳及び保全履歴にデータを入力するものとする。 
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２ ＡＭＤＢログイン用のユーザーＩＤ及びパスワードは委託者から提供する。なお、提供した 

情報は第三者に漏らしてはならない。 

３ 保全台帳及び保全履歴のデータは、常に最新のものとすること。 

４ データの入力は、ＡＭＤＢ操作手順に従い行うこと。 

 

 （業務の記録） 

第２０条 受託者は、業務ごとに施設の運転状況、設備機器の状態、保守点検結果、法定点検結 

果、精密点検結果、水質試験結果、環境整備の状況等を報告書に記録しておくこと。 

 

 （業務記録等の整備） 

第２１条 受託者は、業務記録など業務の履行または確認に必要な書類を整備し、委託者が提出 

を求めた場合は、受託者の機密に関する事項を除き、速やかに提出すること。 

 

 （完了検査） 

第２２条 業務完了検査は次のとおりに行うものとする。 

(1) 月間及び契約業務完了検査については、業務完了届が提出された日以降に受託者の立ち会 

いのもとで委託者が定めた検査員が実施する。検査は月間及び契約終了時の業務完了報告書 

の内容等について、照合、確認を行うものとする。 

(2) 法定点検及び精密点検実施後に行う業務完了検査については、当該年度予定した点検ごと 

に受託者から業務完了届が提出された日以降に受託者の立会いのもとで、委託者が定めた検 

査員により実施する。検査は業務写真、業務完了報告書に基づき、契約図書に規定された業 

務の履行状況について確認を行う。 

(3) 脱臭用活性炭及び脱硫剤の交換にあたっては、作業終了後速やかに業務写真及び作業完了 

報告書を提出し、業務完了検査を受けなければならない。また、環境整備業務も同様とする。 

(4) 小規模修繕については、修繕報告書を提出し、委託者が定めた検査員により業務完了検査 

を受けなければならない。 

 

 （効率的な運転管理） 

第２３条 受託者は、施設の運転状況等を常に把握するとともに、計画的な施設の運転によるエ 

ネルギーの削減、効率的な業務の実施等により、運転管理に係る経費の軽減に努めること。 

２ 浄化センターは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」における第２種エ 

ネルギー管理指定工場に該当するため、省エネ法に基づく運転管理に努めること。 

 

（盗難、火災等の防止） 

第２４条 受託者は、各施設における機器、備品等の盗難の防止、火災の防止及び関係者以外の 

侵入者の防止に努めること。 

２ 火災の防止にあたっては、施設ごとに火元責任者を選び、火気の正確な取り扱い及び火の後 

始末を徹底させ、消火訓練等により防火意識の高揚を図ること。 

 

 

第３章 そ の 他 

 

 （事務室等の使用） 

第２５条 業務に必要な事務室、控室等は契約期間中、所要の場所を貸与するが、受託者の責任 

で汚損等があった場合には、受託者の費用で直ちに修復すること。 

２ 水質試験室及び水質試験に係る機器は、使用することができるものとする。 
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 （完成図書、器具等） 

第２６条 業務履行上必要とする完成図書、図面、特殊工具等は委託者が貸与する。 

２ 点検整備及び簡易な補修に使用する工具類、測定器具、安全対策器具類については受託者の 

負担とする。 

３ 受託者は、貸与品について台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、破損、盗難、紛失等 

があった場合は、受託者がこれを弁償すること。 

 

（経費の負担） 

第２７条 受託者が業務履行上負担する経費は、受託者自らが業務の実施に係る直接的な事務費、 

業務の維持及び管理に必要な経費とし、次のとおりとする。 

(1) 机、椅子、冷蔵庫、書棚、ロッカー、写真機、パソコン、プリンター、コピー機等の事務 

備品。 

(2) 各種報告用紙、筆記用具、ファイル等の事務用品。 

(3) ポット、食器棚、茶器、台所用品等の消耗品。 

(4) 各種作業服、各種靴、各種手袋、ヘルメット、安全マスク、保護眼鏡、空気呼吸器等の安 

全保護具・機器。 

(5) 設備点検、修理及び調整に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の器具。ただし、特殊工具 

及び調整、交換及び整備に係る特殊部品で、委託者が支給するものは除く。 

(6) 水質分析に必要な試薬及び消耗品類。 

(7) 業務実施上必要となる車両及び車両維持に係る費用。 

(8) モップ、デッキブラシ、水切り等の清掃用具及び草刈り機等の機具。 

(9) 電話・ＦＡＸの設置工事費及び維持費。 

(10) 災害時に必要な無線一式。 

(11) 薬品費は別表２、潤滑油・油脂類及びその他消耗品は別表３に定める量を標準使用量とす 

る。また、交換により発生した廃油の処分費、脱硫剤及び活性炭の交換に伴う廃品の再生費、 

場内で発生する可燃物及び不燃物の処分費、除草後やポンプ井の清掃後の処分費は受託者の 

負担とする。 

２ 業務上必要とする次の経費は、委託者の負担とする。 

(1) 光熱水費    電力、水道、ガス、重油（自家発及び消化タンク加温用） 

(2) 特殊工具    一般汎用品以外の工具 

 

（賠償責任） 

第２８条 契約期間中に生じた運転管理上の不備、誤操作等に起因する機器等の損傷、故障また 

は発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）等は受託者の負担において速やかに補修、改 

善または取替、必要に応じた損害賠償等を行うこと。ただし、設計、施工、材質及び構造上の 

欠陥並びに受託者以外の者による運転管理上の不備、過失及び天災事変、不測の事故及び委託 

者の責に帰すると認めた場合は委託者の負担とする。 

 

（モニタリング） 

第２９条 要求水準等に対する履行状況並びに施設機能を確認（以下「モニタリング」という。） 

し、維持管理業務の精度向上を図るため、受託者はセルフモニタリングを実施すること。セル 

フモニタリングの内容や時期等については、契約締結後に委託者と協議し決定するものとする。 

このセルフモニタリングに係る費用は、受託者の負担とする。 

２ 受託者は、第１項のセルフモニタリングの内容を委託者へ書面にて報告する。その結果を受 

け、委託者又は委託者が依頼した第三者機関委託者（以下「委託者等」という。）は、受託者 

立会いのもと、現地においてモニタリングを行う。だだし、これをもって受託者が負うべき業 

務に関する責任が委託者に転嫁されるものではない。 

３ 委託者等は、本業務に関して受託者が契約事項に基づき適正に業務を履行しているか否かを 
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把握するため、定期的にモニタリングを行うものとする。 

４ 第３項に揚げるモニタリングの結果、受託者が実施する業務において不適切な内容があると 

きは、委託者は受託者に対して業務改善要求を行うものとする。この場合における費用は、受 

託者が負担するものとする。 

５ 委託者等が、モニタリングの実施にあたり受託者に対して関係資料等の提出を求めた場合に 

は、その指示に従うものとする。 

 

（委託金額の変更） 

第３０条 委託者又は受託者は、次に掲げる場合において委託金額の変更を相手方へ請求できる 

ものとする。 

(1) 本業務の履行に関し重大な影響を与える法令、基準等が変更されたとき。 

(2) 契約期間内において、著しく賃金又は物価が変動したとき。 

(3) 契約期間内の各年度における実年間総流入水量が、見込み年間総流入水量に対して１００ 

０分の２５以上の相違が認められたとき。 

２ 前項第３号の実年間総流入水量と見込み年間総流入水量の相違による委託金額の変更は、要 

求水準書に定める流入水の変動に影響を受ける費用について行うものとする。 

３ 委託者又は受託者は、委託金額の変更を求める場合、変更を要する根拠等を記した書面によ 

り請求するものとする。 

 

（契約期間終了後の措置） 

第３１条 受託者は、委託契約期間が終了した場合は、貸与された施設及び支給品について、委 

託者の立ち会いのもと、速やかに原型に復して返還しなければならない。ただし、原型に復す 

ることが不可能な場合は、両者協議のうえ定めるものとする。 

 

（業務の引継） 

第３２条 受託者は、契約期間終了後に再契約を行わない場合または業務不履行等により契約を 

解除された場合には、委託者が指示するまでの期間、後任受託者に対して業務の引継ぎを行う 

こと。 

２ 新規に受託者となった場合には、契約の日から業務開始までの間に、前任受託者と浄化セン 

ター及びポンプ場の運転管理に係る事項について業務の引継ぎを行うこと。 

３ 受託者が行う引継に係る費用は、すべて受託者の負担とする。 

 

（引継事項の整理） 

第３３条 受託者は、受託者が変更された場合に円滑な業務の引継ぎを行うため、浄化センター 

及びポンプ場施設特有の運転方法及び留意事項等を記載した業務引継簿を作成すること。 

２ 委託者は、引継事項が適切に文書化されているかどうかの確認のため、業務引継簿の提示ま 

たは引継内容の説明を求めることができるものとする。 

３ 受託者が作成した業務引継簿は、後任受託者に引き渡されるものとする。 

 

（工事・調査等への協力） 

第３４条 受託者は、委託者が実施する工事・調査等が円滑に進められるよう協力しなければな 

らない。工事・調査等に伴う機器の停止、試運転等について、立会による操作を行うこと。ま 

た、必要に応じ、清掃を含む準備作業を実施すること。 

２ 受託者は、委託者が浄化センター及びポンプ場において実証実験を行う場合は協力しなけれ 

ばならない。また、運転管理データ等の提出を求めた場合には協力すること。 

３ 受託者は、委託者が見学者対応を依頼した場合は協力すること。 
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（苦情に対する初期対応） 

第３５条 受託者は、常に適切な運転管理、維持管理を行うことにより、周辺住民からの信頼と 

理解、協力を得るよう努めなければならない。 

２ 浄化センター及びポンプ場について苦情が寄せられた場合には、適切な初期対応をとるとと 

もに記録を残し、速やかに委託者へ報告すること。また、委託者からの指示に従うこと。 

 

（雑則） 

第３６条 本仕様書、特記仕様書及び要求水準書に明記されていない事項であっても、運転管理 

上当然必要とされる業務は、良識ある判断に基づき行わなければならない。 

２ 受託者は、委託者が浄化センター及びポンプ場の運転等に係る資料の提出を要求した場合は、 

速やかにこれに応じること。 

 

（疑義等） 

第３７条 本仕様書に疑義が生じた場合並びに本仕様書に定めのない事項が生じた場合には、委 

託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。 

 

（リスク分担） 

第３８条 本業務における委託者と受託者の責任分担は、次のリスク分担表のとおりとする。 

 

リスク分担表 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

委託者 受託者 

共
通 

契約締結リスク 

委託者の責めにより契約を結べない、または契約

手続きに時間を要する場合 
○  

受託者の責めにより契約を結べない、または契約

手続きに時間を要する場合 
 ○ 

法令等の変更リスク 

本委託に直接関係する法令等の新設・変更に伴う

経費増 
○  

上記以外のもの  ○ 

税制の変更リスク 
本委託に影響を及ぼす税制の新設・変更 ○  

上記以外のもの（法人税等） ○ ○ 

第三者賠償リスク 
受託者の責めによるもの  ○ 

上記以外のもの ○  

住民対応リスク 

地域住民からの苦情、要望等に関するもの ○  

上記のうち受託者の業務実施方法により生じるも

の 
 ○ 

環境保全リスク 

受託者が行う業務に起因する環境問題（周辺水域

の悪化、騒音、振動、異臭等） 
 ○ 

上記以外のもの（受託者の責めによらないもの等） ○  

委託業務中止・延期

に関するリスク 

委託者の債務不履行によるもの ○  

受託者の業務放棄、破綻によるもの  ○ 

物価・金利変動リス

ク 

金利の変動に伴う経費の増  ○ 

物価・賃金水準の変動に伴う経費の一定以上の増 ○  

不可抗力 天災、暴動等による委託業務の変更・中止・延期 ○  

書類の誤り 
委託者が作成した書類に関するもの ○  

受託者が作成した書類に関するもの  ○ 
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リスク分担表 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

委託者 受託者 

運
転
・
維
持
管
理 

計画変更リスク 
委託者の指示による委託内容・用途の変更に関す

るもの 
○  

下水の水量変動リス

ク 
水量の変動に伴う変動費の増 ○  

性能リスク 
受託者の責めによる要求水準の未達  ○ 

上記以外の場合 ○  

施設損傷リスク 

受託者が適切な維持管理を実施しなかったことに

起因するもの 
 ○ 

第三者によるもの（受託者の管理に問題があった

場合） 
 ○ 

その他のもの ○  

 


