
- 柏-i - 

 

 

 

柏原市水道施設運転管理業務 

 

要求水準書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４年 ５月 

 

 

柏原市上下水道部 

 



- 柏-ii - 

 

この要求水準書（以下「水準書」という。）は、柏原市水道事業（以下「委託者」という。）

が実施する柏原市水道施設運転管理業務（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るものである。本業務は、本水準書のほか、募集要項等に提示

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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第１章 総則 

 

 業務目的  

本業務は、柏原市が管理する浄水施設及び取水施設・送水施設・配水施設・受水施設(以下「水

道施設」という。)の運転管理業務、保守点検・維持管理業務、水質検査等業務、薬品・燃料・

修繕用材料・消耗品等調達業務、修繕業務、自家用電気工作物保安管理業務、見学対応業務、

並びに水道施設の事故対応、災害時対応等を一括して複数年にわたって委託することにより業

務を効率的かつ効果的に実現することを目的とする。 

また、共同発注による広域的な維持管理体制を構築するための検討を行い、維持管理業務の

高度化及び効率化、並びに危機管理体制の強化を図ることを目的とする。 

 

 適用範囲  

（１） 本水準書は、委託者が発注する柏原市水道施設運転管理業務に適用する。受託者は、本水

準書に従い、誠実かつ安全に業務を履行しなければならない。業務対象施設は、（別紙 仕様

書（以下、「別紙」という）第 1 章第 4 条）業務対象施設に示しているとおりとする。 

（２） 本水準書及び別紙に疑義が生じた場合は、委託者と受託者との協議により決定する。 

 

 履行期間  

本業務の期間は次のとおりとする。 

契約期間は、委託契約締結日の翌日から令和１０年６月３０日までとする。 

履行期間は、令和５年１２月１日から令和１０年６月３０日までとする。 

なお、委託契約締結日の翌日から履行開始日の前日までの期間は、業務準備期間とする。  

 

 用語の定義  

本水準書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。  

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

いう。 

（３） 「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で、合議することをいう。 

 

 費用の負担 

委託者が行う業務の履行に係る検査等にともなう必要な費用は、本水準書に明記のないもの

であっても、原則として受託者の負担とする。 
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 法令等の遵守  

（１） 受託者は、業務を実施するに当たり、（別紙 第 1 章第 8 条）法令等の遵守に示している

とおり、関連する法令、条例、規則等を遵守しなければならない。 

（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。 

 

 中立性の堅持 

受託者は、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 

受託者は、業務を行うに当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。 

 

 提出書類  

（１） 受託者は、契約締結後、速やかに（別紙 第 1 章第 16 条）契約時提出書類に示す書類を委

託者に提出し、その承諾及び身分証明書の発行を受けた上で業務に着手しなければならない。

各書類の様式は委託者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ときは、直ちに変更届を委託者に提出しなけ

ればならない。 

（３） 受託者は、業務着手日以降、業務の実施期間中において、（別紙 第 4 章第 14 条）文書報

告業務に示す書類を委託者に提出しなければならない。各書類の様式は委託者の指示による

ものとする。 

（４） 受託者は、業務が完了したときは、速やかに（別紙 第 4 章第 14 条）文書報告業務に示す

各種完了報告書を委託者に提出しなければならない。 

（５） 前各項の提出書類の他、委託者が提出を指示した書類は、指定期日までに提出しなければ

ならない。 

 

 官公署等への手続き  

（１） 受託者は、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携を保たなければ

ならない。 

（２） 受託者は、業務の実施に当たり、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、その内容を事前に委託者に報告しなければならない。委託者が行うべ

き届出等には、受託者は書類作成及び手続き等に協力すること。 

（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委託者に報告しなければならない。 
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 業務実施体制  

受託者は、（別紙 第 1 章第 7 条）業務従事者の配置、（別紙 第 2 章第 2 条）業務の形態に

定める体制を整えなければならない。 

 

 再委託先の届出  

（１） 受託者は、業務の一部を再委託する場合は、業務の着手に先立ち、再委託届により、再委

託先の名称、再委託の種類、金額、期間及び範囲等について届け出なければならない。 

（２） 委託者は、業務の実施に当たって、著しく不適当であると認められる再委託先について、

交代を命ずることがある。この場合、受託者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。 

 

 柏原市の契約からの暴力団排除 

（１） 平成２６年４月１日より施行された「柏原市暴力団排除条例」に基づき、受託者は、再委

託先との契約時に柏原市長あてに「誓約書」を提出しなければならない（500 万円未満の業

務契約および再委託契約を除く）。 

（２） 受託者は、再委託契約後速やかに上述の再委託先からの「誓約書」をとりまとめ、委託者

に提出すること。 

 

 地域住民等との協調  

（１） 受託者は、業務を実施するに当たり、必要に応じて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、要望等があったときは、遅滞なく委託者に申し出て、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委託者に報告しなけれ

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） 再委託先及び使用人等が前項の行為を行ったときは、受託者がその責任を負うこと。 

 

 協力義務 

（１） 受託者は、隣接業務又は関連業務の受託者及び関連工事の請負者と相互に協力し、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、委託者が自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、委託

者の指示によりこれに協力しなければならない。  

 

 損害賠償及び補償  

（１） 受託者は、水道施設に損害を与えたときは、直ちに委託者に報告し、その指示を受けると

ともに、速やかに原状復旧しなければならない。この場合において、原状復旧に要する費用

は受託者の負担とする。 
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（２） 受託者は、業務の実施に当たり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与

えたときは、その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。 

 

 工程管理  

（１） 受託者は、あらかじめ提出した業務予定表【月間】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、業務完了報告書【月間】により、業務の進捗状況等を委託者に報告するものと

する。 

 

 事務室、機材等 

（１） 受託者が業務を実施する事務室等は、（別紙 第 3 章第 1 条）事務室等の使用に示してい

るとおりとする。 

（２） 事務室、機材等にかかる委託者及び受託者の費用負担の範囲については、（別紙 第 3 章

第 9 条）委託者の負担経費、（別紙 第 3 章第 10 条）受託者の負担経費に示しているとおり

とする。 

（３） （１）、（２）に記載のない事項は、（別紙 第 3 章）その他に示しているとおりとする。 

 

 打合せ及び記録  

（１） 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階

で打合せを行うものとし、その内容については、必要に応じて、打合せ記録簿を作成、委託

者に提出し、その確認を受けなければならない。 

（２） 受託者は、随時業務日報により委託者に報告しなければならない。 

（３） 受託者は、当該月に実施予定の作業内容について、業務予定表【月間】を前月末までに委

託者に提出しなければならない。 

（４） 受託者は、夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休における緊急時の連絡責任者を定め、緊

急連絡表により、委託者に事前に報告しなければならない。 

 

 貸与資料等 

委託者は、業務の実施に必要の都度、（別紙 第 3 章第 2 条）完成図書等の貸与に示してい

るとおり、完成図書等を受託者に貸与する。 

 

 証明書の交付 

必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。 
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第２章 安全管理 

 

 一般事項  

（１） 受託者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法（昭和

47 年法律第 57 号）、酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号）、建設工事公衆災

害防止対策要綱（国土交通省告示第 496 号）等の定めるところに従い、その防止に必要な措

置を十分講ずること。 

（２） 作業中は気象情報に十分注意を払い、降雨予報が出された際は直ちに作業を中止できる体

制とする。また、地震等が発生した場合は、直ちに対応できるような対策を講じておくこと。 

（３） 事故防止を図るため、安全管理については、業務履行計画書【年間】に明示し、受託者の

責任において実施すること。 

 

 安全教育  

（１） 受託者は、業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、必要

な知識の習得及び技能を習得し、作業員の安全意識の向上を図ること。 

（２） 受託者は、業務に従事する者に対して、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、訓練を行わなければならない。 

 

 労働災害防止  

（１） 受託者は、労働安全衛生法に定める危険・有害な業務に従事させるときは、必要となる技

能講習及び特別教育を受けさせ、必要な安全対策を講じたうえで従事させること。 

（２） 受託者は、現場の作業環境を常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検し

て、作業に従事する者の安全を図ること。 

（３） 資格を必要とする諸機械の取り扱いや作業を行う場合は、必ず有資格者をあて、必要に応

じて誘導員を配置すること。 

 

 公衆災害防止  

（１） 作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通等の円滑な処理に

努め、現場の保安対策を十分講ずること。 

（２） 作業現場には、必要に応じて業務内容を明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な

照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。 

（３） 作業区域内には、必要に応じて交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並び

に整理を行うこと。 

（４） 作業に伴う交通処理及び保安対策は、本水準書の定めるところによる他、関係官公署の指

示に従い、適切に行うこと。 

（５） 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を委

託者に報告すること。 
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 交通安全対策 

（１） 道路上にて作業を行う場合、受託者において所轄警察署に道路使用許可申請を行うとと

もに、道路使用許可に基づき交通安全施設を設置すること。また道路使用許可条件を遵守し、

交通誘導員の配置、指導の徹底を行うこと。 

（２） 「都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認めた認定道路」に

おいて、警備業者による交通誘導警備業務を行う場合、交通誘導警備検定（１級または２級）

の合格証明書の交付を受けた警備員の配置が必要となる。 

（３） 道路上において作業を行う場合に使用する看板については、路上工事看板設置関連通達

に基づくものを使用すること。 

 

 その他  

（１） 受託者は、作業に当たり、可燃物等引火の恐れのある施設の付近では、絶対に裸火を使用

しないこと。 

（２） 万一、事故が発生したときは、業務履行計画書【年間】に示す緊急連絡体制に従い、直ち

に委託者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。 

（３） 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、直ちに委託者に届け出ること。 

（４） 道路上にて作業を行う場合、道路管理者及び各占用物管理者と連携を行いながら、業務を

実施すること。  
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第３章 業務内容 

 

第１節 共通事項 

 

 一般事項  

（１） 受託者は、作業に当たり、必要な保護措置を講じ、水道施設等に損傷を与えないよう十分

留意すること。 

（２） 受託者は、作業に当たり、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51

年法律第 64 号）及び委託者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。 

（３） 受託者が委託者の指示に反して作業を続行した場合及び委託者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。 

（４） 作業に当たり、水道施設等を毀損・汚損させないこと。万一、毀損・汚損させた場合は、

受託者の負担において、復元しなければならない。 

（５） 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。 

（６） 受託者は、点検、修繕及び緊急時対応等の各業務の結果について、維持管理情報として委

託者の管理する水道施設台帳にデータを反映させるとともに、（別紙 第 4 章第 14 条）文書

報告業務に示しているとおり、委託者に提出すること。 

（７） 受託者は、委託者が定める予算科目への分配のため、本業務委託料の内訳を算出すること。 

（８） 後述の各業務実施内容の詳細は（別紙 第 4 章）特記事項に示す。 

 

 

第２節 水道施設運転維持管理業務 

 

 水道施設運転管理業務  

受託者は、水道法に定める水質基準項目を遵守し、安全で安定的かつ効率的な水運用を行う

ため、水道施設運転管理計画を作成し、浄水場、受水場、ポンプ場、配水池等の水道施設の監

視及び運転操作を行うこと。また、（別紙 第 4 章第 2 条）運転管理業務に示している事項につ

いて、適切かつ確実に履行すること。 

（１） 水質管理 

水質管理の方法を明記した水道施設運転管理計画を作成し浄水処理工程における水質管理

を徹底すること。また、（別紙 第 4 章第 3 条）水質検査等業務に示しているとおり、水質管

理に必要な水質検査等を行うこと。 

末端給水栓の残留塩素濃度などを加味し、最適な薬品注入率となるように調整すること。 

（２） 取水管理 

各取水井の取水量、動水位を監視し、季節、天候及び配水状況に応じた最適な取水量の調

整を行い、安全かつ安定した取水量管理を行うこと。 
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（３） 送配水管理 

配水状況に応じて必要な設備・機械を運転し、受水量・送水量の調整、配水池水位の監視

を行い、安定した配水量の確保・供給を行うこと。また、施設能力を十分に把握し、効率的

かつ経済的な水運用及び設備・機械の運転に努めること。 

（４） 運転操作・状態監視・設備故障等の対応 

設備の構造、動作特性、維持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な処置に努めること。 

（５） 緊急時の対応 

受託者は、水質異常、地震、風水害、その他災害等が発生した場合、（別紙 第 2 章第 3

条）各種機器の運転に示しているとおり、施設を安全かつ正常に運転できるよう、臨機に緊

急の措置を講じ、直ちに委託者に報告すること。 

（６） 委託者が別に発注する工事・業務等の対応 

委託者が本業務とは別に行う点検、修繕、工事等に伴う水運用の変更等が必要な場合、適

切に対応すること。 

（７） 施設見学への対応 

（別紙 第 4 章第 11 条）玉手浄水場小学生等見学対応業務に示しているとおり、施設見学

の申込がある場合は、施設の説明及び案内を行うこと。 

（８） 報告書等の作成整理 

（別紙 第 4 章第 14 条）文書報告業務に示しているとおり、受託者は、本業務に必要な各

種報告書等を委託者に提出すること。 

（９） マニュアルの作成と見直し 

受託者は安定給水及び効率的な運転を行うために最善の対応を図れるように作業要領、運

転操作マニュアル、各種手順書等の作成及び見直しを行うこと。 

（１０） 備品・物品の管理 

受託者は、施設の維持管理を良好に行うために備え付けられている、又は貸与されている

備品、図書類、鍵類の管理、及び業務履行に必要とされる委託者からの支給品・貸与品を適

正に保守・管理すること。また、（別紙 第 3 章）その他に示しているとおりとする。 

 

 水道施設保全管理業務 

受託者は、水道水の安定供給や老朽化等に起因する事故を未然に防止するとともに、機器の

長寿命化を図るため、水道施設保全管理計画を作成し、保守点検・整備、精密点検、試験等を

日常及び定期に行うこと。また、水道施設の機能、美観、衛生状態等を良好に保つよう保守管

理を行うこと。 

（１） 自家用電気工作物の保安管理 

受託者は、本業務の対象とする自家用電気工作物において、（別紙 第 4 章第 10 条）自家

用電気工作物保安管理業務に示しているとおり、保安管理を行うものとする。 

（２） 機械・電気・計装設備の保守管理 

機械・電気・計装設備は何らかの故障や事故が発生すると、施設全体が停止するような事
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態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、浄水場の水処理システム及び送

配水施設のシステム全体を把握し、（別紙 第 4 章第 13 条）水道施設保守点検・維持管理等

業務に示しているとおり、保守・管理を行うこと。 

（３） 構造物等の保守管理 

土木構造物及びそれらの付帯施設について、その機能を良好に保ち、かつ美観、衛生が損

なわれないよう保守管理を行うこと。 

（４） 水道施設の環境保全管理 

水道施設（休・廃止施設含む）について、（別紙 第 2 章第 7 条）清潔の保持に示している

とおり、水道施設及びその周辺を常に清掃し、整理整頓を心がけること。 

（５） 水道水源の保全管理 

水道水源において、水質及び取水機能を良好に保つため、巡視・清掃等を行うこと。 

（６） 水道施設の補修 

受託者は、設備や機器の故障又は不具合が生じ、応急に措置しなければならないと判断し

た場合、施設の機能を維持できるよう、臨機に緊急の措置を講じ、直ちに委託者に報告する

こと。また、（別紙 第 4 章第 8 条）簡易な補修業務に示しているとおり、特殊技能や特殊工

具を必要とせず、現場で修理可能なものについては、簡易な補修を行うこと。 

（７） 文書・備品等の管理 

委託者が水道施設内に保管している文書や備品等は、毀損・滅失がないよう適切に保管す

ること。 

 

 薬品・ユーティリティー等調達管理業務 

受託者は、水道施設の運転管理に専ら使用する薬品、燃料等の物品調達を自らの責任により

行い、その保管・管理についても関係法令を遵守し適切に行うこと。 

（１） 薬品の調達及び管理 

受託者は、最適な浄水処理により良好な水質を保持するために、（別紙 第 4 章第 4 条）薬

品調達業務に示しているとおり、必要な薬品の調達を行い、その管理については、関係法令

に定めのある有資格者の配置を含め適切に行うこと。また、（別紙 第 4 章第 5 条）水質検査

用薬品調達業務に示しているとおり、水質検査に必要な薬品の調達を行い、適切に管理する

こと。 

（２） 燃料の調達及び管理 

受託者は、（別紙 第 4 章第 7 条）燃料調達業務に示しているとおり、自家用発電気設備に

使用する各種燃料の調達を行い、適正に管理すること。 

（３） その他消耗品類の調達 

受託者は、（別紙 第 4 章第 6 条）修繕用材料・消耗品調達業務に示しているとおり、委託

業務の実施に必要な修繕用材料・消耗品について、水道施設の運転管理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。 
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 水道施設修繕業務 

受託者は、「３．水道施設保全管理業務」により適切に維持管理し、施設や設備、機器等の

劣化や異常の早期発見に努めたうえで、機器の故障や事故が発生した場合には、（別紙 第 4

章第 9 条）修繕業務に示しているとおり、簡易な補修等で機能回復が困難な施設や設備、機

器等の性能を原状又は実用上支障のない状態まで回復させるための修繕を行うこと。なお、

突発的な故障、不良、破損等については、速やかに修繕を実施し、その機能回復を図ること。

また、委託契約終了時における施設の原状回復のための補修を含むものとする。 

 

第３節 水質管理業務 

 

 水質管理業務 

受託者は、（別紙 第 4 章第 3 条）水質検査等業務に示しているとおり、水道水の安全性を確

保するため、浄水工程での水質監視、薬品注入管理、水質異常時への対応を図ること。また、

委託者が作成する「柏原市上下水道部水質検査計画」に基づく採水、水質検査を行うこと。水

質管理上の課題については、委託者、関係機関と連携し課題解決に取り組むこと。 

 

第４節 非常時維持管理業務 

 

 非常時対応業務 

受託者は、（別紙 第 2 章第 3 条 1 項第 2 号）緊急時の対応に示しているとおり、豪雨や台

風等予見できる災害等に対する事前待機及び災害時対応の初動支援を行うこと。 

 

第５節 企画提案業務 

 

 企画提案業務 

  受託者は、本水準書及び別紙で定める業務内容に加えて、業務目的を達成するために必要な

業務を企画提案により定め業務を行うこと。 

 

第４章 その他 

 

 業務の完了 

（１） 受託者は、（別紙 第 4 章第 14 条）文書報告業務に示しているとおり、業務完了時に各種

報告書等を提出し、委託者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） 委託者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、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、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。 



- 柏-11 - 

 

 業務移行期間と業務の引継ぎ 

（１） 本契約締結日から履行開始日の前日までの期間を業務準備期間とする。 

（２） 履行期間の最終３か月間を業務移行期間とする。 

（３） 策定したマニュアルを移行期間において精査する。 

（４） 受託者は、業務移行期間において（別紙 第 3章第 11条）引継事項に示しているとおり、

業務の引継ぎを行うものとする。 

 

 その他  

（１） 本水準書に記載していない事項がある場合、別紙 仕様書に準ずるものとする。 

（２） 本水準書、別紙 仕様書に明示してい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。 

（３） その他、特に定めのない事項については、速やかに委託者に報告し、指示を受けて処理す

ること。 


