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第１章  業務運営 

【1-1】業務対象施設 

本業務の対象となる水道施設は、次のとおりとする。 

(１) 石川浄水場 羽曳野市古市３丁目１０番４号 

(２) 壺井浄水場 羽曳野市壺井１５４番地の１ 

(３) 伊賀受水場 羽曳野市伊賀３丁目１７番１０号 

(４) 西浦受水場 羽曳野市西浦６丁目４６５番地の３ 

(５) 羽曳山配水場 羽曳野市はびきの２丁目８番２０号 

(６) 壺井配水池 羽曳野市古市２２７１番地の１１９ 

(７) 高区配水池（上部･下部） 羽曳野市羽曳が丘９丁目２９５番地の８６ 

(８) 低区第１配水池 羽曳野市西浦６丁目８１番地 

(９) 低区第２配水池 羽曳野市学園前１丁目５番１２号 

(10) 応急給水拠点 羽曳野市羽曳が丘西１丁目１番９号 

(11) 壺井系駒ヶ谷配水モニタ 羽曳野市駒ヶ谷２番地の１０（駒ヶ谷古墳公園） 

(12) 高区上部系羽曳が丘配水モニタ 羽曳野市羽曳が丘３丁目１６番地(羽曳が丘東公園) 

(13) 高区下部系西浦配水モニタ 羽曳野市西浦６丁目８１番地（低区第１配水池内） 

(14) 低区系広瀬配水モニタ 羽曳野市広瀬７５番の３（西浦東小学校内） 

(15) 低区系島泉配水モニタ 羽曳野市島泉４丁目３番３３号（高鷲北小学校内） 

(16) 古市配水池跡地 羽曳野市古市５丁目７８３番地の７ 

(17) はびきの２丁目管路用地 羽曳野市はびきの２丁目１０９番５号 

ただし、業務期間中に施設の増設及び移設、休廃止等があった場合においても、本業務の対象

施設に含むものとする。 

 

各施設の概要は、羽曳野市水道局ホームページ内『水道事業年報 Ⅶ施設』を参照すること。 

http://www.habikino-waterworks.jp/jigyousyoukai/jigyou/nenpou 

 

【1-2】遵守法令等 

（１）水道法 

（２）河川法 

（３）水質汚濁防止法 

（４）毒物及び劇物取締法 

（５）電気事業法 

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（７）労働基準法 

（８）労働安全衛生法 

（９）建築基準法 

（10）消防法 

（11）個人情報の保護に関する法律 

その他、本業務を実施するにあたり関連する法令、政令、省令、通知及び羽曳野市条例等を遵守

すること。 
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【1-3】業務着手時の提出書類 

（１）着手届 

受託者は、契約締結後速やかに提出すること。 

（２）統括責任者選任届 

受託者は、契約締結後速やかに統括責任者を選任し、氏名その他必要事項を届け出ること。また、

統括責任者を変更した場合も同様とする。 

（３）従事者届 

  受託者は、従事者が業務に着任する７日前までに従事者の氏名その他必要事項を届け出ること。

また、離任した場合は、直ちにその旨を届け出るとともに従事者証を返却すること。 

（４）業務履行計画書 

受託者は、委託業務契約締結後、速やかに委託者と業務の履行について協議し、履行期間におけ

る業務履行計画書を作成し、次の事項について、業務履行開始２週間前までに委託者に提出しなけ

ればならない。 

① 業務概要に関すること。 

  水道事業の重要性を鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理の基本方針及び

その概要について、委託業務に対する考え方が把握できるよう記載すること。 

② 業務組織に関すること。 

  委託業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、業務組織、業務分担、緊急時・その

他の組織等の体制、配置人数、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載するこ

と。 

③ 主たる業務の実施計画（工程）の概要。 

  年間業務計画書を作成し、安全で安定的に水道水を供給するための各種業務について、年間

を通じて実施計画が把握できるように記載すること。 

④ 業務方法に関すること。 

  業務の方法、要領及び運転管理指標、設備点検基準（周期、項目等）について、業務の内容、

頻度、要領、その他の必要な事項について、具体的に記載すること。 

⑤ 安全衛生管理に関すること。 

安全衛生に関する対策方針、管理計画表、組織表、健康診断計画表を作成し、事故、災害等

を未然に防止し、安全に委託業務を履行するための基準、組織体制等について、具体的に記載

すること。 

⑥ 各種報告書の様式 

⑦ その他必要事項 

（５）その他必要な書類 

 

【1-4】業務実施期間中の提出書類 

（１）年間業務実施計画書及び年間業務完了報告書 

受託者は、業務履行計画書に基づき、各業務を実施する上で留意すべき点、効率的・効果的業務

方法について示した年間業務実施計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。 

年間業務実施計画書の作成要領は次のとおりとする。 

① 業務計画に関すること。 

  年間業務工程表、労務工程表 

  安全で安定的に浄水を供給するための運転計画や設備点検、水質管理等について、年間を通

じて各業務計画が把握できるよう記載すること。 

② 業務方法に関すること。 

  業務方法・要領及び運転指標、保守点検業務基準（周期、項目等） 

  水道施設を安定的に管理運営していくための運転指標や各設備の運転方法及び要点、日常点

検、定期点検、建築付帯設備点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃の要領等、
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その他必要な事項について具体的に記載すること。 

③ 安全衛生管理及び保全・保安管理に関すること。 

  事故・災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理に係る基準や

安全衛生管理に関する組織体制等及び保全・保安管理・安全パトロール等について具体的に記

載すること。 

④ 受託者は、年間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その年間業務が終了した際には、速や

かに年間業務完了報告書を提出しなければならない。 

⑤ その他必要事項 

 

（２）月間業務実施計画書及び月間業務完了報告書 

① 受託者は、月間業務実施計画を作成し、委託者に提出しなければならない。 

② 受託者は、月間業務実施計画書に基づき業務を遂行し、その月間業務が終了した際には、速や

かに月間業務完了報告書を提出しなければならない。 

③月間業務実施計画書の作成要領は、前項を月間に読み替えるものとする。 

 

（３）業務日報 

① 受託者は、日毎に業務日報を作成し、委託者に提出しなければならない。 

 

【1-5】委託料の支払い 

（１）本業務に係る委託料の支払いは、契約金額を履行期間の５７ヶ月で等分し、委託者と受託者が

協議の上、作成した委託料支払額明細書に基づいて、月毎に支払うものとする。 

（２）受託者は、月間業務完了報告書を提出し、委託者が確認を行った日以降に各月の委託料の支払

いを請求するものとする。 

 

【1-6】業務完了時の提出書類 

（１）業務報告書 

受託者は、年間業務完了報告書の内容を履行期間内としてとりまとめ、整理し提出しなければな

らない。 

（２）各種マニュアル 

受託者は、履行期間中に作成した各種マニュアルをとりまとめ、整理して提出しなければならな

い。 

（３）業務完了届 

  受託者は、履行期間終了時に提出すること。 

 

【1-7】業務実施体制 

（１）統括責任者 

① 受託者は、契約締結後、速やかに本業務の代表者となる者をさだめ、統括責任者として選任

しなればならない。 

② 統括責任者は、業務を統括する責任者として、本業務における全ての内容を掌握し、従事者

の指揮、監督を行うとともに、技能の向上及び事故の防止に努めなければならない。 

③ 統括責任者は、契約書、要求水準書、業務要領書及び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、委託者と密接な連絡を取り、業務の適正かつ円滑な

遂行を図らなければならない。 

④ 統括責任者は、浄水場等の設備及び管理状況を常に的確に掌握し、いかなる場合においても

対処できる体制に努めなければならない。 

⑤ 統括責任者は、諸般の事情により勤務できない場合は、従事者から代理の者を指名し、その

職務にあたらせなければならない。 
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（２）従事者 

① 従事者は、業務の履行に必要な資格・知識を有していなければならない。 

② 従事者は、常に施設の状態、状況を正確に把握して、業務を遂行しなければならない。 

③ 受託者の従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者、受託者双

方が協議の上、当該従事者を変更することができる。 

 

（３）受託者は、業務を履行するにあたり次の資格要件を満たさなければならない。 

① 統括責任者 

統括責任者は、次のいずれかの資格要件を満たし、水道施設維持管理全般に精通しているものと

する。 

a.水道法第２４条の３に基づく受託水道業務技術管理者 

b.水道浄水施設管理技士２級以上（公益社団法人日本水道協会の認定資格）の資格を取得した

後、指揮監督する等責任ある立場の経験を２年以上有する者 

c. 技術士（上下水道部門「上水道及び工業用水道」又は総合技術管理部門「上下水道」） 

d.水道に関する高度な技術力があり、浄水施設の運転管理、維持管理に５年以上の実務経験を

有する者 

 

② 従事者 

従事者は、次のいずれかの資格要件を満たし、本市の水道施設について精通しているものとする。 

a.１年以上の水道施設の維持管理に関する実務経験を有する者 

b.類似施設での実務経験が２年以上有する者 

ただし、必要な資格要件を満たしていない者であっても、必要な資格要件を満たしている従事

者の指導のもと業務に従事することを妨げない。 

 

【1-8】業務の時間帯 

① 休日とは、土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始（１２月２９日～１月３日）とする。 

平日とは、休日以外の日とする。 

② 昼間とは、委託者の勤務時間帯（９時から１７時３０分）とする。また、休日においても同

様とする。 

③ 夜間とは、昼間以外の時間帯とする。 

④ 受託者は、本業務の従事者を常に２名以上を勤務させること。 

 

【1-9】災害の発生時の対応 

震度４以上の地震、強風(風速１０ｍ以上)、竜巻、地滑りその他の自然災害、その他の災害が発

生した場合、受託者が自主的に、緊急運転体制をとり、石川浄水場もしくは、災害により石川浄水

場が罹災した際には代替となる基地に参集しなければならない。 

 

【1-10】工具、機材等の貸与 

① 委託者が保有する工具器具、試験器具、測定器具、その他の備品類については使用可とする

が、使用により発生した事故については、受託者の責任において対処すること。また、受託

者の瑕疵により破損・故障した場合は、受託者により修理・弁償しなければならない。 
② 貸与品については、台帳を作成し、その保管状況を常に把握しなければならない。 
③ 受託者が持ち込む工具については、委託者が備えつけている工具と明解に分類しなければな

らない。 
④ 委託者が保有する器具類は、今後更新しない場合があるので留意すること。 
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【1-11】準備機材等 

受託者が準備すべき主な項目は、下記のとおりとする。 

(１) 業務履行前までに必要となる全ての費用 

(２) 事務用品、ＯＡ機器、工具、備品、消耗品等 

(３) 保守点検に使用する工具器具及び設備診断器等 

(４) 固定電話、携帯電話、インターネット等の利用料金 

(５) 安全対策費（酸欠防止用器具、墜落制止用器具、交通安全用器具等） 

(６) 車両及び車両維持にかかる費用 

(７) 監視用魚槽内の魚及び魚のえさ等 

(８) 植栽管理に必要な機材、防草シート、止ピン、除草剤、肥料等 

(９) （１）～（８）に記載のない事項においても、業務履行に必要なものは受託者の負担とする。 

 

【1-12】作業記録写真 

点検・修繕等の作業を実施する際には、作業記録として作業前・作業後をデジタル写真にて撮影

し、設備台帳システムに保存しなければならない。 

 

【1-13】データ受信の制限と記録媒体等の持込み禁止 

業務上、社内で必用なデータがある場合にはメール等で受信し、ウィルスチェックを行わなけれ

ばならない。データ等記録できる媒体(CD-R、USB メモリ、その他)の場外からの持込みを原則禁

止する。業務上、必要になった場合には、委託者と協議のうえ使用し、使用した記録を残さなけれ

ばならない。 

 

【1-14】施設内における自家用車の駐車の禁止 

従事者の通勤に用いる自家用車を施設内敷地に駐車してはならない。ただし、緊急体制をとる必要があ

る場合及び公共交通機関に運休や遅延が発生している場合等やむを得ない場合を除くものとする。 
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第２章  水道施設運転管理業務要領 

【2-1】水道施設運転管理業務 

石川浄水場管理室に１名以上常駐し、中央監視制御設備により各施設・設備等を管理・運転監視

操作を行わなければならない。 

各施設の運転状況等のデータを収集し、作表やグラフ化して、運転管理データを作成しなければ

ならない。運転管理データは、中央監視制御設備により記録されたデータ及び委託者が提供するデ

ータ（有収水量、企業団水請求水量等）を用いて上限・下限・平均値・合算・比較・抽出等、必要

な加工を行わなければならない。 

各施設の運転管理結果について、運転月報・運転年報として提出しなければならない。 

委託者が指定する項目について、資料を提出しなければならない 

 

【2-3】浄水場施設管理業務 

各浄水場において定められた取水権量を遵守し、季節、天候及び原水水質等に応じた最適な浄水

処理管理を行わなければならない。 

浄水処理マニュアルを作成し、随時、改善・充実を図らなければならない。 

 

（１）浄水処理設備管理業務 

石川浄水場及び壺井浄水場において浄水処理が適切に行われるよう各設備の稼動状況について、

１回／日以上目視、異音及び振動等五感による観察により確認しなければならない。 

対象施設 石川浄水場 

取水設備、急速ろ過処理設備、紫外線処理設備、薬品注入設備、浄水池設備、排水

処理設備、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設備等 

 

対象施設 壺井浄水場 

取水設備、沈でん処理設備、急速ろ過処理設備、薬品注入設備、浄水池設備、排泥

池設備、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ設備等 

 

（２）薬品注入量管理業務 

浄水処理及び排水処理用薬品は、原水、浄水処理及び排水処理工程の状況を把握しながら、薬品

の注入率（量）を決定し、調整しなければならない。また、薬品注入ポンプの吐出量を定期的に実

計量し、所定の吐出量であることを確認しなければならない。 

 

（３）味・臭気検査業務 

石川浄水場及び壺井浄水場における原水・沈でん水（壺井浄水場のみ）・ろ過水及び浄水において、

味（原水・沈でん水を除く）・臭気検査を適宜行わなければならない。 

 

（４）魚類異常行動検査及び監視用魚槽維持管理業務 

石川浄水場及び壺井浄水場監視用魚槽内魚類の異常行動の有無をカメラ映像又は現地にて適切に

検査しなければならない。 

  魚類異常行動時における対応マニュアルを作成し、緊急対応に備えなければならない。 

魚槽内の魚については適時給餌し、水槽を定期的に清掃すること。魚の個体数を５匹以上に維持

し、３～５ｃｍ程度のものとする。維持数量以下とならないよう補充しなければならない。 

 

（５）浄水場水質測定業務 

石川浄水場及び壺井浄水場における水質測定は、１回／日以上とし、定められた場所で採水し、
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簡易な手分析及び測定機器等で測定しなければならない。ただし、返送水及び放流水の測定は、１

回／週とする。 

また、連続水質計器において計器値と実測値（現場測定・採水後水質試験室での測定）との比較

を行い、一定の評価値超過時には連続水質計器の校正を行わなければならない。 

なお、水質測定項目は、以下のとおり。 

対象施設 石川浄水場 

取水井 水温、濁度、（色度）、pH、電気伝導率 

1・2 系着水 濁度、（色度） 

1-1､1-2､2-1､2-2 ろ過水 濁度、（色度） 

1・2 系ろ過処理水 pH、残留塩素 

1・2 系紫外線処理水 残留塩素 

1・2 系浄水 pH、残留塩素 

浄水 水温、濁度、色度、電気伝導率 

返送水 濁度 

放流水 pH、（SS 濃度） 

 

対象施設 壺井浄水場 

原水 水温、濁度、（色度）、pH、電気伝導率 

沈でん水 濁度、色度、残留塩素 

ろ過水 濁度、（色度）、残留塩素 

浄水 水温、濁度、色度、pH、残留塩素、電気伝導率 

※（ ）は、連続水質計器は設置されていない項目 

 ※ＳＳ濃度は、ポータブルＳＳ計により測定するものとし、放流を行わない日は測定する必要はな

い。また、１回／月分析測定を行い、相関式を求め、校正を行うこと。 

※機器の点検又は工事、異常、故障等により自動測定又は監視ができない場合は、必要に応じて採

水し、簡易な手分析及び測定機器等で測定をしなければならない。 

 

（６）水質悪化時等対応業務 

  石川浄水場及び壺井浄水場の水質悪化時、水質計器値の異常時、設備機器の異常・故障時及び施

設の再稼働時（以後、水質悪化時等）には、必要に応じて臨時の水質測定及び採水を行わなければ

ならない。 

  水質悪化時等における対応マニュアルを作成し、緊急対応に備えなければならない。 

 

（７）クリプトスポリジウム対策業務 

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を十分把握し、必要な対応を行うこと。 

石川浄水場及び壺井浄水場の浄水を１回／日（20 ㍑）採水し、冷暗所にて２週間、保管するこ

と。 

 

（８）運転監視強化業務 

河川水及び原水、処理水の水質変化に伴い、次のとおり運転監視の強化を図るものとする。 

観察の強化 原水、処理水の状況を普段よりも、洞察深く観察を行う 

監視体制の強化 原水、処理水の状況を確認する回数を増やし、直接監視できるポイ

ントへはそこで確認を行い、必要ならば人員を増員して監視する 

 

（９）水道用薬品等取扱及び納入時立会業務 

受託者は、浄水処理に必要な薬品について、十分に精通し、必要な知識を有する従事者が取り扱

うものとし、薬品の納入時に立会いを行わなければならない。 
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また、納入した薬品を採取し、下記項目を確認し報告しなければならない。 

  次亜塩素酸ナトリウム  ：外観（色）、液温、比重、有効塩素濃度（比重換算値） 

  ポリ塩化アルミニウム  ：外観（色）、液温、比重 

  苛性ソーダ(水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ) ：外観（色）、液温、比重、濃度（比重換算値） 

 

（10）水道水源保護のため巡回監視業務 

受託者は、１回／月毎に石川（金剛大橋～臥龍橋）の各地点を巡回し、下記の河川状態の確認

すること。 

①確認場所 

1) 臥龍橋 

2) 石川浄水場取水点 

3) 新大黒橋 

4) 壺井浄水場取水点 

5) 河南橋 

6) 梅川・石川合流点 

7) 板屋橋浄水場北側ダム 

8) 喜志大橋 

9) 金剛大橋 

 

②確認項目（工場排水流入の有無・ごみやし尿投棄の有無・その他の水源汚染状況等） 

項目 確認内容 

水の色 川の流れに異なる色（工場排水等の汚染）の流れはないか 

浮遊異物 大量のごみやし尿が浮遊、投棄されていないか 

臭気 周囲を含めて油臭等の異臭はないか 

生体確認 
魚等の死骸はないか 

魚等が酸欠状態になっていないか 

水源汚染 その他の水源汚染はないか 

その他 特記事項（工事や水位等懸念事項）があれば記載する 

 

    水源異常を発見したら、速やかに委託者に連絡するとともに適切に運転監視強化を行うこと。 

 

【2-4】送配水施設水質測定業務 

（１）送配水施設水質測定業務 

受水場、配水場、配水池及び配水モニタにおける水質測定は、１回／週以上とし、定められた場

所で採水し、簡易な手分析及び測定機器等で測定しなければならない。また、連続水質計器におい

て計器値と実測値（現場測定・採水後水質試験室での測定）との比較を行い、一定の評価値超過時

には連続水質計器の校正を行わなければならない。 

なお、水質測定項目は、以下のとおり。 

対象施設 伊賀受水場、西浦受水場、羽曳山配水場、壺井配水池、高区配水池 
低区第１配水池、低区第２配水池 
壺井系駒ヶ谷配水モニタ、高区上部系羽曳が丘配水モニタ、高区下部系西

浦配水モニタ、低区系広瀬配水モニタ、低区系島泉配水モニタ 

 
受水場 (水温)、(濁度)、(色度)、(ｐＨ)、残留塩素、(電気伝導率)、(味)、(臭気) 

配水場 水温、濁度、色度、ｐＨ、残留塩素、電気伝導率、(味)、(臭気) 

配水池 (水温)、(濁度)、(色度)、(ｐＨ)、残留塩素、(電気伝導率)、(味)、(臭気) 

配水モニタ 水温、濁度、色度、ｐＨ、残留塩素、電気伝導率、(味)、(臭気) 
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※（ ）は、連続水質計器は設置されていない項目 

※配水池、配水モニタは、連続水質計器に係る使用水量を記録し、報告すること。 

※機器の点検又は工事、異常、故障等により自動測定又は監視ができない場合は、現地にて１回／

日以上採水し、簡易な手分析及び測定機器等で測定をしなければならない。 

 

【2-6】異常時対応業務 

  異常発生（停電・異常・故障・事故等）により運転管理に支障が生じた場合は、必要な初期対応

を行なうとともに、各施設の応急修繕や運転を行うのに必要な人員を配置しなければならない。 

 

【2-7】下水排除量検針業務 

石川浄水場における下水排除量の検針を行わなければならない。 

 

【2-8】大阪広域水道企業団情報交換端末操作業務 

大阪広域水道企業団情報交換端末（アクアネット端末）の操作を習熟しなければならない。緊急

電文を受信した場合は、受信内容を委託者に報告しなければならない。また、必要に応じて、緊急

電文の送信を行わなければならない。 

 

【2-9】その他運転管理業務に必要な業務 

その他委託者が必要と判断した運転管理業務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 



- 羽-10 - 

第３章  水道施設保全管理業務要領 

【3-1】日常点検業務 

日常点検は、機器の運転状態における異常の有無、徴候の発見を目的とし、目視、触感及び異

音等の確認により行う点検で、機器本体、指示値等の確認及び調整並びに清掃、記録等を行なう

ものである。全ての設備に対して毎週１回以上実施するものとする。ただし、設備の状況を鑑み

たうえで必要に応じて委託者と協議の上、点検頻度を増減すること。 

また、異常を発見した場合には、可能な限りその状況を細部について把握するとともに、委託

者に報告し、協議すること。 

 

（日常点検の例） 

点
検
内
容 

目視、温度、異音、振動、漏水等の確認 
メーター指示値の確認、操作盤,制御盤等の状態表示確認。 
送水ポンプ等の軸受・電動機の温度測定 
音聴棒による確認（随時） 
現場状況の確認、機器清掃業務、その他必要な点検 
水道敷地の目視点検 
施設内のごみ拾い、草引き、落ち葉清掃 

 

 

【3-2】定期点検業務 

設備定期点検は、機器の性能維持及び予防保全を目的とし、機器のトラブルを事前に回避する

ために行なうものであり、毎月から毎年まで設備に応じた点検があり、設備毎に点検内容及び頻

度を設定し、年間計画を立てて実施すること。定期的に動作試験や消耗性部材の取替え（オイル、

パッキン交換等）を行うとともに、設備診断機器等を使用して点検を行い、その測定データ及び

結果を写真又は測定記録等添付のうえ、委託者に報告し協議すること。 

 

（定期点検の例） 

点
検
内
容 

機器の現場操作・試運転（日常点検で動作確認できないもの） 
制御盤、各種装置等の内部機器の損傷、腐食、発錆、取付状態、動作の確認 
メーター指示値の定量・定性的な比較（１月毎） 
監視制御設備と計装設備の指示値比較点検（１月毎） 
各種補助装置の確認、自動運転の確認（機器毎に頻度設定） 
一部分解及び取外しを含む定期点検、調整、清掃（機器毎に頻度設定） 
各種スパン、ゼロ点の確認（機器毎に頻度設定） 
連続水質計器にかかる定期点検（３月毎） 
消耗性部品の取換え、オイル交換、塗装（機器毎に頻度設定） 
各種フィルター清掃及び交換（機器毎に頻度設定） 
ピット等の排水作業（機器毎に頻度設定） 
フロン排出抑制法にかかる第一種特定製品の簡易点検（３月毎） 
非常用発電設備の試運転（無負荷：３月毎、実負荷：１年毎） 
設備診断機器を用いた予防保全を目的とした点検（１年毎） 
（振動測定、絶縁抵抗測定等） 
薬品注入ポンプの吐出量計測（１月毎） 
水道施設内弁動作確認（１年毎） 
水道施設・建物等の劣化状況確認（１年毎） 
その他、設備維持に必要な点検 

定期点検に必要な設備診断器等は、原則として受託者が用意すること。また、設備診断器等は、
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所定の期間内に点検校正を行ったものを使用し、校正記録を添付すること。 

定期点検で交換が必要な消耗部品等は受託者の負担とする。 

 

 

【3-3】精密点検及び維持管理業務 

  下記の設備機器について、（別紙）精密点検及び維持管理業務仕様書に基づき点検業務等を実施す

ること。 

  ただし、対象機器の劣化状況等により点検内容を増減すること。 

（１） 石川浄水場監視制御システム保守業務 

（２） 中央監視制御システム保守業務 

（３） 自家用電気工作物保安管理業務 

（４） 水道施設機械警備業務 

（５） 非常用発電設備点検業務 

（６） 小型無停電電源装置 蓄電池交換業務 

（７） ポンプ設備点検業務 

（８） 石川浄水場取水ゲート弁点検業務 

（９） 受水流量調整弁設備点検業務 

（１０） 電動弁設備点検業務 

（１１） 緊急遮断弁設備点検業務 

（１２） 流量計設備点検業務 

（１３） 水位計設備点託業務 

（１４） 圧力計設備点検業務 

（１５） 薬品注入設備分解清掃業務 

（１６） 石川浄水場浄水処理設備点検業務 

（１７） 紫外線処理設備等点検業務 

（１８） 壺井浄水場浄水処理設備点検業務 

（１９） 連続水質計器設備点検業務 

（２０） 卓上型濁色度計点検業務 

（２１） 卓上型ｐＨ計・電気伝導率計電極交換業務 

（２２） 空調設備定期点検業務 

（２３） 播磨井堰取水口機能修繕業務 

（２４） 水道施設水槽調査清掃業務 

（２５） 消防設備保守点検業務 

（２６） トイレ汲み取り及び浄化槽点検清掃業務 

（２７） 壺井浄水場上水汚泥分析検査業務 

 

 

【3-5】保全管理にかかる付随業務 

①水道施設入退場管理業務  

委託者が定める「水道施設入退場方法について」の規定に従って、入退場管理を行うこと。 

施設毎に入退場管理の記録簿を作成すること。 

②各施設内の保安業務 

各施設において必要な保安・防犯処置を講ずること。（施錠、警告看板・防犯灯等の設置） 

③施設整理整頓業務 

業務範囲内の施設、建物(トイレ部を含む)及びその周辺を常に清掃し、不用な物品、落葉、雑

草等を処分しなければならない。業務範囲内の施設周辺の環境美化については、定期的に確認し

なければならない。 
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④資材管理 

業務に必要な消耗品、予備品、原材料等の資材については、必要量を保有しておくよう員数管

理を行い、補充等を行なわなければならない。 

④廃棄物の扱い 

施設にて発生する廃棄物については、発生量(体積)を目測し、所定の場所に集積しなければな

らない。また、搬出量(重量)についても報告を行うこと。 

作業中に発生した発生物については、所定の方法にて処理しなければならない。 

⑤廃油の集積 

作業中に発生した廃油については、所定の場所に集積しなければならない。 

 

 

【3-6】コンクリート構造物の点検 

①水道法施行規則（第十七条の二第一項第三号）で規定するコンクリート構造物 

水道法施行規則で規定するコンクリート構造物（水密性を有し、運転に影響を与えない範囲に

おいて目視が可能なものに限る。）にあっては、おおむね５年に１回以上の適切な頻度で点検を

行うこと。 

②その他のコンクリート構造物 

コンクリートの劣化や変状の有無や程度の把握を目的として、初期・日常・臨時・緊急点検を

行うこと。 

点検の項目や方法は、点検の目的、劣化状況、推定される劣化原因等に応じて適切に選定する

こと。 

点検によりコンクリートの変色、ひび割れ、浮き、剥離等を確認した場合には、委託者に報告

すること。 

 

 

【3-7】工事・業務に伴う対応業務 

(１)工事・委託に伴う設備対応業務 

委託者が発注する工事・業務に伴い下記の作業を行わなければならない。  

(a) 施設の開門・閉門、施錠確認 

(b) 設備養生作業 

(c) 工程会議・打合協議への参加、現場立会、現場運転作業、各種計測作業、仮設運転作業 

(d) 設備復旧作業 

(e) その他必要な作業 

 

 

【3-8】設備台帳入力業務 

 設備機器の点検・修繕や改良等を行った場合は、設備管理システムにデータ入力を行うこと。 

 機器台帳の記載内容に変更点や誤記があった場合は、修正を行うこと。 

計画的に行う点検については、設備管理システムの維持管理計画にて、次の５ヶ年の点検内容・更

新計画を立案するとともに、点検仕様書を作成の上、委託者に提出すること。 

 

 

【3-9】その他保守点検業務に必要な業務 

その他委託者が必要と判断した保守点検業務を行わなければならない。 
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第４章  薬品・ユーティリティー等調達管理業務要領 

【4-1】水道用薬品調達業務 

(１) 受託者は、下記の水道用薬品について、在庫管理を行うとともに随時必要量を調達すること。 

①石川浄水場水道用薬品 

 ａ．水道用次亜塩素酸ナトリウム 

  JWWA K 120:2008-2（H30.4.6 改正）品質一級の製品 I に適合する製品 

 ｂ．水道用ポリ塩化アルミニウム 

  JWWA K 154:2016（H28.8.9 改正）の規格に適合する製品 

 ｃ．水道用水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）（24％） 

  JWWA K 122 :2005（H26.4.1 改正）の規格に適合する製品で、24～25％に希釈した製品 

 

①壺井浄水場水道用薬品 

 ａ．水道用次亜塩素酸ナトリウム 

  JWWA K 120:2008-2（H30.4.6 改正）品質一級の製品 I に適合する製品 

 ｂ．水道用ポリ塩化アルミニウム 

  JWWA K 154:2016（H28.8.9 改正）の規格に適合する製品 

 

各薬品の使用量実績は、羽曳野市水道局ホームページ内『水道事業年報 Ⅳ業務 ５．薬品』を

参照すること。 

http://www.habikino-waterworks.jp/jigyousyoukai/jigyou/nenpou 

※平成 29 年度及び令和元年度は、配水管理上の理由により水酸化ナトリウムの注入率を一時的

に変更していた。 

 

(２) 受託者は、年度毎に各薬品の使用量実績および薬品費用を報告すること。 

 

(３) 薬品の調達単価の変動にかかる清算は原則として行わない。 

ただし、令和 8 年 10 月～令和 10 年 6 月の平均調達単価が、令和 5 年 10 月～令和 8 年 9 月の

平均調達単価より 10％以上の変動がある場合は、委託者と協議を行うものとする。 

 

(４) 各浄水場の平均稼働率が 90％以下となった場合及び河川工事等による水質変化又は委託者の

指示により注入率を変更した場合は、委託者と協議を行うものとする。 

 

 

【4-2】水質検査用薬品調達業務 

(１) 水質測定用薬品 

 ａ．ＤＰＤ試薬（HACH 5870000 用・パウダーピロー 10mL 用） 

HACH2105528 

購入後、他ロットとの比較試験を行い、異常がないことを確認すること。 

使用数量を考慮し、有効期限を超えないよう管理すること。 

委託者の使用分も含むものとする。 

 ｂ．ｐＨ計用薬品 

   ｐＨ計用ＫＣＬ（塩化カリウム） 

   標準緩衝液 (フタル酸塩 pH 標準液) pH 4.01 (25℃) 

   標準緩衝液(中性りん酸塩 pH 標準液) pH6.86(25℃) 

   標準緩衝液 (ほう酸塩 pH 標準液) pH9.18 (25℃) 
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【4-3】設備機器用燃料及び潤滑油等調達業務 

(１) 非常用発電設備用燃料 

非常用発電設備の燃料（低硫黄Ａ重油）を調達するとともに、災害時等の緊急調達に備える

こと。 

燃料タンクは、常に満量となるよう心がけ、燃料使用後は速やかに補充すること。 

①石川浄水場  燃料タンク容量 1,950ｍ３ 燃料油種：低硫黄Ａ重油 

②西浦受水場  燃料タンク容量 490ｍ３ 燃料油種：低硫黄Ａ重油 

③羽曳山配水場 燃料タンク容量  490ｍ３ 燃料油種：低硫黄Ａ重油 

 

(２) 各種燃料 

可搬式発電機の燃料（ガソリン）を調達するとともに、災害時等の緊急調達に備えること。 

エンジン式草刈り機エンジンカッター等の燃料（混合燃料）を調達すること。 

 

(３) 潤滑油脂類 

 ポンプや撹拌機等各種機器類の潤滑油等を調達するすること。 

 

(４) 消耗品類 

    

【4-4】その他消耗品類調達業務 

 受託者は、本業務で使用するすべての消耗品類（各種Ｖベルト、フィルター類、パッキン、

Ｏリング、プリンタ用インク・トナー、照明用ランプ、塗料、防草シート、各種資材（ボルト、

ナット、ホース、南京錠、保温材）) 等について、業務遂行に支障をきたすことが無いよう、

その調達と管理を適正に行うこと。 

 

【4-5】調達管理業務 

 受託者は、水質検査用薬品・燃料・潤滑油脂・その他消耗品類の在庫管理を行なうため、異

動数量を設備台帳システム『在庫管理』に入力すること。 

 

第５章  水道施設修繕業務要領 

【5-1】施設設備機器の修繕・改良作業業務 

①点検により発見した不良箇所又は設備の異常･故障が発生した箇所のうち、工具、材料等を用い

て、現場で修繕可能なものについては、必要な処置を行わなければならない。 

②作業の効率化対策や安全対策等のうち軽易な設置･改良については委託者と協議し、造作しなけ

ればならない。 

例、注意看板の設置、安全テープによる表示、侵入防止柵の設置等 

③修繕･改良を行なった場合は、現場状況を写真に記録し、説明図書を付して報告書を提出しなけ

ればならない。 

④専門業者による修繕が必要な故障・異常が発生した場合は、故障・異常報告書を提出し、修繕

方法の提案書（仕様書等作成）及び見積書を作成し、提出しなければならない。 

１件当たりの見積額が 50 万円未満(税込)場合は、修繕を行なうこと。修繕完了後、修繕報告書

を提出すること。見積額が 50 万円以上(税込)となる場合は、委託者と対応方法を協議すること。 

⑤専門業者による修繕は、年間 200 万円(税抜)までを受託者の負担とする。ただし、令和 5 年度

は 100 万円、令和 9 年度と令和 10 年度は合わせて 250 万円とする。受託者の負担額を超過す

る場合は、１件ごとに委託者に請求するものとする。見込金額に達しない場合は、委託者と協

議を行うものとする。 

⑥受託者は、年度毎に修繕実績および修繕費用を報告すること。 
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第６章  水質管理業務要領 

【6-1】遵守すべき基本事項 

水質測定・試験にあたっては、水道法、水質汚濁防止法等の関係法令及び上水試験法、JIS 等に

基づいて適格に行わなければならない。 

 

【6-2】水質基準 

水質基準は、「水質基準に関する省令」(厚生労働省令)等によるものとする。 

 

【6-3】水質測定・試験の方法 

水質測定・試験の方法は、「水質基準に関する規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 15

年厚生労働省告示第 261 号)によること。また、参考図書は「上水試験方法」(日本水道協会)による

ものとする。 

 

【6-4】水質測定・試験の精度 

水質測定・試験の精度は、委託者の指示によるものとし、該当する測定・試験の開始前に確認を

行わなければならない。 

 

【6-5】水質検査業務 

（１）毎日検査業務 

羽曳野市水道水質検査計画に基づく毎日検査を行わなければならない。 

検査方法は、連続自動測定装置（配水モニタ）によるものとする。 

ただし、機器の点検又は工事、異常、故障等により自動測定又は監視ができない場合は、現地に

て一日一回以上、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を行わなければならない。 

 

（２）定期検査補助業務 

羽曳野市水道水質検査計画に基づく定期検査並びに浄水処理工程水・排水等の水質検査のための

採水及び水質検査機関への搬送を行わなければならない。 

採水は、河南水質管理ステーションが提示する採水マニュアルに従い行わなければならない。 

 

（３）臨時水質検査補助業務 

羽曳野市水道水質検査計画に基づく臨時の水質検査を行うための採水及び水質検査機関への搬

送を行わなければならない。 

その他、関係機関等の依頼に基づく水質検査を行うための採水及び水質検査機関への搬送を行わ

なければならない。 

 

（５）水質検査結果集計業務 

水質検査結果のデータ入力及び年間検査集計表の作成を行わなければならない。 

 

（６）水質検査の準備及び採水方法 

水質検査に必要な採水容器（ビン）の準備（受け取り、仕分け、ラベル貼付等）を行わなければ

ならない。 

採水及び搬送方法については、委託者又は水質検査機関の指示に従わなければならない。 

採水箇所毎に採水日時、気温、水温、残留塩素、濁度、色度、ｐＨ、電気伝導率、臭気及び味（味

は飲用適合水のみ）を測定しなければならない。その他、委託者が指示する水質測定を行わなけれ

ばならない。 

採水用試薬等の薬品の在庫量を確認するとともに、薬品庫の施錠管理を徹底すること。 
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河南水質管理ステーションが実施する採水研修には積極的に参加すること。 

 

【6-6】配水管末等残塩測定業務 

配水管末端等残留塩素低下が懸念される場所において、委託者の指示により定期的又は臨時に残

留塩素等の測定を行わなければならない。また、必要に応じて捨水を行う等、必要な残留塩素を確

保しなければならない。常時捨水を行う場合は捨水量の調整を行うとともに定期的に捨水量を確認

し、記録しなければならない。 

 

 

【6-7】配水管工事等水質検査業務 

   配水管工事や設備工事・点検等に伴う水質検査（水温、残留塩素、濁度、色度、ｐＨ、電気伝導

率、臭気及び味）を行わなければならない。 

 

 

【6-8】水質相談対応補助業務 

   水道利用者より給水水質等の相談に伴い、相談者宅への訪問が必要な場合、委託者に同行して水

質相談対応の補助を行うこと。 

  必要に応じて簡易な水質検査（色・濁り・残留塩素等）を行うとともに水質検査のための採水及

び水質検査機関への搬送を行うこと。 

相談者宅への訪問時に会話の録音を行うとともに水質相談報告書を作成すること。 

相談者宅への訪問は、できる限り他の業務に優先して行うこと。 

 

 

【6-9】水質検査機器点検校正業務 

（１）デジタルｐＨ計の校正、確認 

製品名：デジタルｐＨ電気伝導率計(堀場製作所 D-74) １台 

・ｐＨ標準液（4、7、９）を使用した校正及び確認を 1 回／週以上実施すること。 

・毎日水質測定前（校正日は除く）のｐＨ標準液（ｐＨ７）によるｐＨ確認作業を１回／日以

上実施すること。 

 

（２）ポケット残留塩素計の点検 

製品名：ポケット残留塩素計(ＨＡＣＨ) １５台（令和３年１２月時） 

・外観検査、機能検査及び性能検査を１回／年以上実施すること。 

（各３回測定結果の差が許容範囲（±0.1mg/ℓ）以内であることを確認） 

 

 

【6-10】水室検査計画作成補助業務 

羽曳野市水道水室検査計画の作成の補助を行わなければならない。 

 

 

【6-11】その他水質管理業務に必要な業務 

その他委託者が必要と判断した水質管理業務を行わなければならない。 
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第７章  日常的維持管理業務要領 

【7-1】閉庁時間帯・休日等市民電話対応等業務 

閉庁時間帯・休日等市民電話対応業務時間は、市役所(水道局)の閉庁時間・閉庁日とする。 

業務内容は、専用電話にて水道に関する市民からの電話対応並びに必要に応じて担当部署への連

絡を行わなければならない。また、来庁者がある場合には、来庁目的の確認を行い委託者等に連絡

を行うこと。そして、電話対応時及び担当部署への連絡時は、その内容を日誌に記載しなければな

らない。なお、勤務交代時には、確実に連絡事項の伝達を行うとともに適時文書で記録しなければ

ならない。 

毎日の業務終了後、業務実施結果を日誌に記載し、水道局が指定するＦＡＸ又はメールアドレス

に毎日午前１０時までに送信（修理伝票を含む）しなければならない。ただし、閉庁日の場合は、

次の開庁日に送信すること。 

 

 

【7-2】日常清掃業務 

(１)対象施設 

石川浄水場 

(２)業務場所 

① 水道管理センター棟の清掃 

（３階・階段・トイレ：毎日 、２階・１階：１回／週） 

② 水質試験室棟（２階）の清掃（１回／週） 

③ トイレ棟（正門横）清掃（２回／週） 

④ ろ過池棟・浄水池棟の清掃（適宜） 

⑤ 敷地内清掃、 植栽散水（夏期のみ） 

⑥ ゴミ等の搬出(場内指定場所への集積) 

※石川浄水場小学校等見学前には、ろ過池棟・浄水池棟・管理センター棟の清掃を重点的に行うこ

と。 

(３)業務内容 

  掃除機やモップ掛け等による床の清掃、窓・網戸・サッシ等の拭き掃除を行うこと。 

  外壁・扉・照明器具等のクモの巣の除去清掃を行うこと。 

  ろ過池棟・浄水池棟は掃除機掛けを主とし、設備機器等との接触に注意し、各水槽の蓋部にゴ

ミを落とさないようにすること。汚れがひどい時など水拭きが必要な場合は、モップ等を固く

絞り、各水槽に汚水が浸入しないようにすること。 

(４)作業時間 

  作業は、平日に実施するものとする。 

 

 

【7-3】定期清掃業務 

(１)対象施設 

石川浄水場、壺井浄水場、伊賀受水場、西浦受水場、羽曳山配水場 

(２)業務内容 

① カーペット清掃・Ｐタイル床面ワックス清掃・タイル又はコンクリート床面水

洗浄 

② 窓ガラス清掃 

(３)業務回数 
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床面ワックス清掃(1回/２年) 

施設名 1回あたりの面積 

石川浄水場(水管理ｾﾝﾀｰ棟) 

２階事務室・階段・１階前室 

148.9 ㎡/回 

石川浄水場(水質試験棟) 

２階水質試験室 

117.7 ㎡/回 

壺井浄水場 

２階管理室・廊下・階段 

100.8 ㎡/回 

西浦受水場 

２階電気室 

83.2 ㎡/回 

羽曳山配水場 

２階電気室・階段 

164.2 ㎡/回 

合計 614.8 ㎡/回 

 

カーペット清掃(1回/年) 

施設名 1回あたりの面積 

石川浄水場(水管理ｾﾝﾀｰ棟) 

１階会議室 
99.0 ㎡/回 

 

窓ガラス清掃(1回/年) 

施設名 1回あたりの面積 

石川浄水場(水管理ｾﾝﾀｰ棟) 199.4 ㎡/回 

石川浄水場(水質試験棟) 29.2 ㎡/回 

壺井浄水場 55.1 ㎡/回 

合計 283.7 ㎡/回 

(４)業務時間 

   床面ワックス清掃、カーペット清掃及び窓ガラス清掃は、委託者と協議の上、業務に支障がな

い時間に実施するものとする。 

 

 

【7-3】植栽管理業務 

(１)対象施設 

石川浄水場、壺井浄水場、伊賀受水場、、羽曳山配水場 

低区第 1配水池、壺井配水池、高区配水池、古市配水池跡地 

西浦受水場、低区第２配水池には植栽はないが、適宜除草を行なうこと。 

 

(２)業務内容 

① 除草、集草、処分  ：3回/年 

② 樹木剪定、消毒   ：1回/年 

③ 防草シート張り替え   ：適宜 （防草シートは受託者が負担） 

 

(３)管理面積 

  植栽管理場所を次に示す。 

 

  施設名 植栽の面積 防草ｼｰﾄ張り面積 合計 

石川浄水場     350 ㎡ 0 ㎡ 350 ㎡ 

壺井浄水場      670 ㎡ 370 ㎡ 1,040 ㎡ 
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伊賀受水場     192 ㎡ 0 ㎡ 192 ㎡ 

羽曳山配水場    850 ㎡ 460 ㎡ 1,310 ㎡ 

低区第 1 配水池  1,600 ㎡ 0 ㎡ 1,600 ㎡ 

高区配水池      1,450 ㎡ 0 ㎡ 1,450 ㎡ 

壺井配水池      474 ㎡ 0 ㎡ 474 ㎡ 

古市配水池跡地  330 ㎡ 0 ㎡ 330 ㎡ 

応急給水拠点 1,015 ㎡ 305 ㎡ 1,325 ㎡ 

合計  6,931 ㎡ 1,135 ㎡ 8,066 ㎡ 

  

(４)作業内容 

①除草、集草、処分(3回/年) 

  植栽管理場所は、発注時の状態を示すものであり、業務期間中に施設改良工事等により増減

した場合においても、本業務において管理すること。 

フェンス際や敷地境界部など、道路や私有地に雑草が侵出する箇所については、作業回数に

かかわらず適宜実施すること。 

  植栽管理場所に関わらず、雑草等が生えている場合は適宜実施すること。 

防草シート張りが可能な場所については、除草作業に替えることができるものとする。ただ

し、事前に委託者と協議すること。 

 

②樹木剪定、消毒(1回/年) 

 場内の各樹木について、適切な大きさに剪定すること。 

 また、害虫や病気の発生を防止するよう樹木に応じて消毒を行うこと。 

石川浄水場     場内の樹木一式  

壺井浄水場      場内の樹木一式  

高区配水池 場内の樹木一式  

応急給水拠点 場内の樹木一式  

 

 ③防草シート張り替え(適宜) 

  各施設の既設防草シートについて、劣化状況に応じて張り替えを行うこと。 

ただし、防草シート及び止ピン等は受託者が用意するものとする。 

  防草シート布設部の止ピン孔・シート継目等から生える草は適宜除去すること。 

 

④花苗植え替え業務 

  支給する花苗について、プランター・花壇等への植え替えを行うこと。 

 

 

【7-4】石川浄水場小学校等見学対応業務 

業務内容は、次のとおりとする。 

（１）業務場所 

   業務場所は、石川浄水場とする。 

（２）業務内容 

    ①下見対応   見学前に下見対応依頼のあった学校関係者に対し、見学の概略説明・見学ル

ート・注意事項等についての下見対応を行う。 

  ②見学案内   丁寧で分かりやすい案内を行う。 

    ③説明・解説  小学生がよく理解できる水道の内容に努めて、パワーポイントによる説明・

解説を行う。 

     ④測定・実験  残留塩素測定や自然流下方式等の実験を行い、小学生の関心を高めるように
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努める。 

     ⑤保安     場内見学中は、安全対策要員を配置し、見学者の安全対策に万全を期する。 

     ⑥人員配置   説明・解説、測定・実験、保安に必要な人員を配置すること。また、配置人

員のうち１名以上は、運転業務従事者を含むこと。 

  ⑦その他    忘れ物の発見など浄水場見学時に生ずる事象に誠実に対応する。 

 

（３）その他 

    見学に際し、委託者の職員が立会う。 

    本仕様に定めのない事項については、協議の上処理するものとする。 

小学校見学に係る業務は、５月１日から６月３０日までの２か月間(天候等により順延の

場合あり)を主とする。ただし、下見説明は、４月実施になる場合もある。 

（参考：羽曳野市立小学校：14校 令和元年度実績：12校） 

 

 

【7-5】その他業務に必要な業務 

前項に記載のない場合でもその他保守点検業務に必要な業務を行わなければならない。 

 

 


