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第1章 総則 

（目的） 

第１条 本仕様書は、玉手浄水場(以下「浄水場」という。)の浄水施設及び取水・送水

・配水・受水施設(以下「水道施設」という。)の管理及び運転操作等の業

務(以下「業務」という。)を円滑に履行するため、その業務要領を定める

ものである。なお、仕様書中の「委託者」、「受託者」は、業務委託長期

継続契約書（以下「契約書」という）明示の「発注者」、「受注者」と同

一とする。 

 

（業務の履行） 

第２条  受託者は、当該水道施設の機能を十分発揮できるよう、本仕様書及び契約

書等に定めるもののほか、関係法令、その他関係書類に基づき、誠実かつ安

全に業務を履行しなければならない。また、受託者は業務の履行に当たり委

託者の指示に従うとともに、研修資料、各機器の取扱説明書を用いて業務従

事者に対する指導を行わなければならない。 

２  受託者は、契約満了又は契約の解除により受託者が変更になる場合は、

運転操作手順書及び引継事項(第3章 第11条)を作成し、委託者の指示する

期間に業務の引継を協力しておかなければならない。 

３  本仕様書に定める報告、届出及び解除は、書面により行われなければな

らない。 

 

（業務履行場所） 

第３条  業務の履行場所は次のとおりとする。 

柏原市玉手町17番1号 玉手浄水場内及び取送配受水施設（別紙-1） 

 

（業務対象施設） 

第４条  業務の対象施設は、施設概要(別紙-2)に定めるものとする。 

 

（従事人員） 

第５条  業務従事者として、業務履行に必要な人員を常勤させなければならない。

ただし、本章第14条に基づく事態が生じたときは、受託者は委託者の指示ど

おり常に追加要員を確保しなければならない。 

 

（業務内容） 

第６条  業務の内容は、次のとおりとする。 

(1) 各種装置・機器の運転操作及び管理、清掃、測定 

(2) 各種装置・機器の点検・調整及び整備 

(3) 軽易な修繕 

(4) 運転管理に必要な水質検査（濁度･色度･pH･電気伝導率･残留塩素等） 

(5) 浄水場及び水道施設の運転管理、監視 

(6) 水道施設巡視点検 

(7) 管末残留塩素測定地点(別紙-3)に基づく水質検査 

(8) 水質検査計画に基づく採水作業（別紙-3） 

(9) 大阪府情報端末の操作(緊急伝文の送受信・メールの受信等)添付ファ

イルの印刷、緊急時の連絡など 

(10) 業務に関しての改善及び改良等の提案 

(11) その他上記事項の関連業務及び委託者指示事項 
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（業務従事者の届出） 

第７条  受託者は、事前に業務従事者の住所、氏名、生年月日並びに各種資格証明、

実務経験等を書類で届け出て、委託者の承認を受けなければならない。 

２  委託者は、業務従事者が業務遂行上不適格と認めた場合は、承認を取り消

すことができる。この場合においても、速やかに受託者は、後任者を選任し

委託者の承認を受けなければならない。 

 

（法令等の遵守） 

第８条  受託者は、業務の履行にあたっては、水道法、電気事業法、労働関係法令

等の遵守はもとより、運転管理業務の履行に必要な関係各法令及び、関係官

公庁からの指示命令等を遵守しなければならない。 

 

（業務責任者の届出） 

第９条  受託者は、水道全般に精通した者を２名以上選定し、その内１名を業務の

責任者（以下「業務責任者」という。）として届け出なければならない。 

また、選定した２名以上は業務責任者の資格基準を有する者とする。 

 

（業務責任者の職務） 

第10条  業務責任者の職務は、次のとおりとする。 

    (1) 現場の責任者として、他の業務従事者の指揮及び監督を行うこと。 

    (2) 契約書、仕様書及びその他関係図書により、業務の目的及び内容を十

分に理解すること。 

    (3) 完成図書等から施設の機能を完全に掌握し、効果的及び経済的に運転

すること。 

    (4) 業務従事者の適切な現場研修を行い、技能の向上及び事故の防止に努

めること。 

    (5) 常に業務状況を適確に把握し、緊急時には直ちに連絡及び対処できる

状態にしておくこと。 

 

（業務従事者の職種及び資格基準） 

第11条  業務責任者の資格基準は、浄水処理を含む水道施設の運転管理（水運用・

維持管理）に関する技術上の実務経験を10年以上有し、他の従事者を指揮

監督する等責任ある立場の経験を１年以上有する者とする。ただし、浄水

処理の実務経験は急速ろ過方式・膜ろ過方式によるものを各3年以上含む者

とする。また、業務責任者は当該業務を専任とし、他の業務と兼務せず、

常時継続的に当該業務にのみ従事させなければならない。 

２  技術員の資格基準は、電気、機械及び化学に関する技術を有し、水道施設

における維持管理業務の実務経験を2年以上有する者とする。 

３  技能員の資格基準は、電気・機械・化学に関する知識を有し、水道施設に

て3か月以上の実務経験を有する者とする。また、技能員は業務従事者全体

の20％以下程度とする。 

 

（有資格者） 

第12条  受託者は、次の有資格者を業務従事者の中に含めなければならない。 

    (1) 第3種電気主任技術者 以上 

    (2) 第2種電気工事士 以上 

    (3) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 

    (4) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技術者(旧:第2種酸素欠乏危険作業主任者) 
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    (5) 危険物取扱者甲種又は乙種第4類 

    (6) 第3級陸上特殊無線技士 以上 

    (7) 水道浄水施設管理技士2級以上 

    (8) 上記に記載なき資格であっても、業務履行上において必要な資格にお

いては、受託者の責任において確保すること。 

    (9)  普通自動車の運転免許を有するもの。 

 

（健康診断） 

第13条  受託者は、業務従事者に対して、水道法21条第1項に規定する定期の健康

診断及び臨時の健康診断を受診させ、業務に支障の無いように管理しなけれ

ばならない。健康診断結果を整備し、健康診断を行った日から起算して1年

間これを保存しなければならない。また、委託者から健康診断結果を求めら

れた時は速やかに提示しなければならない。 

２  前項により行う定期の健康診断はおおむね6ヶ月に1回以上とし、費用は受

託者の負担とする。 

 

（緊急事態発生時の勤務） 

第14条  受託者は、大雨、台風、停電及び重大事故等の緊急事態発生に備えて、常

に連絡体制を整備し、所要の人員を確保し、現場に配置させ、又は配置させ

る等の応急処置に対する準備をしておかなければならない。 

 

（業務時間） 

第15条  業務日及び時間は原則、次のとおりとする。 

    (1) 開庁日昼間の業務時間は午前8時45分から午後5時15分までとする。 

(2) 閉庁日昼間の業務時間は午前9時から午後5時までとする。 

    (3) 夜間の業務時間は午後5時から翌日午前9時までとする。 

(4) 管末残留塩素測定の業務時間は午前8時45分から午後2時30分までとす

る。 

 

（契約時提出書類） 

第16条  受託者は、次に掲げる書類を契約締結後速やかに、提出しなければならな

い。 

    (1) 業務着手届 

    (2) 業務組織表 

    (3) 業務責任者選任届 

    (4) 業務従事者名簿、有資格者一覧表、実務経験証明書 

    (5) 業務履行計画書（年間計画・各月計画） 

    (6) その他委託者が必要とする書類 
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第 2 章 作業要項 

（勤務計画） 

第1条  受託者は、各月末までに翌月の「業務従事者勤務予定表」を作成し、委託

者に報告しなければならない。 

 

（水道施設の監視） 

第2条  受託者は、浄水場及び水道施設の常時監視を行わなければならない。ま

た、常時監視は主として中央管理室で行うものとし、常に中央管理室に業

務従事者を配置しなければならない。 

 

（各種機器の運転） 

第3条  受託者は、業務の履行にあたって次の要領で行い、その結果を報告しなけ

ればならない。また、指示されていない事項であっても、運転操作上当然必

要な業務等は行わなければならない。 

    (1) 各種機器の運転操作及び管理 

受託者は業務の範囲において、各種機器の機能及び能力を十分に理

解し運転計画に沿って一切の運転操作を委託者の指示に従って適正に

行わなければならない。なお、各種機器の操作は、主として中央管理

室で行うものであるが、特に機器の性能及び機構上必要なものについ

ては、現場で操作及び管理をしなければならない。また、工事等で発

生する操作及び管理も同様とする。 

    (2) 非常時等の運転操作及び管理 

大雨、台風、停電又は水質の悪化等における非常時の運転について

は、委託者に速やかに報告及び関係官公庁等への連絡を行うと共に委

託者の指示に従い、適確に対処しなければない。また、管理上必要

な措置を講ずるため運転の停止又は再開する場合、委託者の承諾を得

るものとする。 

 

（点検整備） 

第4条  受託者は、事故等を防止すると共に各種機器の耐用期間を延ばすため、日

常巡視点検及び整備を行わなければならない。 

２  日常巡視点検は、外観及び五感による観察も重視して行い、その結果を本

章第6条に規定する「日常巡視点検日誌」により報告しなければならない。 

３  計装機器の調整及び消耗品の交換・補充、清掃等、常に各種機器が正常に

稼動するよう整備に努めなければならない。 

 

（修理） 

第5条  受託者は、修繕工具及び測定器を準備し、日常巡視点検により不良箇所や

故障を発見した場合、現場で修理可能なものについては、支給材料を用いて

応急処置の後、委託者に報告しなければならない。ただし、修理不可能で緊

急を要する場合は、委託者に速やかに報告しなければならない。 

 

（業務報告書等の提出） 

第6条  受託者は、次の事項について業務報告書等を作成し、委託者が指定する期

日までに提出しなければならない。なお、必要な報告書等については写真等

を添付すること。 

(1) 日常巡視点検日誌 

(2) 業務日報、月報、年報の作成 
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(3) 故障及び事故報告書の作成 

(4) 各種作業報告書の作成 

(5) その他業務に必要なもの 

 

（火災の防止） 

第7条  受託者は、各施設及び諸室の火災を未然に防ぐため、火気の正確な取扱及

び後始末を徹底させ、火災の防止に努めなければならない。 

 

（警備及び盗難の防止） 

第8条  現場における設備機器及び工具類の盗難並びに不審者の侵入を防止するた

め施錠を徹底しなければならない。 

 

（清掃等） 

第9条  受託者は、業務対象施設及びその周辺を常に清掃し、不用な物品等を整理

しなければならない。 
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第3章 その他 

（事務室等の使用） 

第1条  業務に必要な事務室等は、委託者が指定する場所を使用する。また、使用

上の管理は受託者の責任において行う。万が一、毀損及び汚損等が発生した

場合、受託者の負担により復元しなければならない。 

２  事務室等の使用に伴う光熱水費の負担については、委託者の負担とする。

ただし、節水及び節電には十分配慮しなければならない。 

 

（完成図書及び工具等の貸与） 

第2条  業務遂行上必要と認めた完成図書は貸与するものとする。ただし、業務従

事者の安全衛生対策用器具については、受託者が備えなければならない。 

２  貸与品については、その保管状況を常に把握し、毀損、盗難及び紛失等が

あった場合は、受託者が弁償するものとする。 

３  業務に必要な自動車等は受託者が配備し、管理すること。公用車の使用は

一切認めない。 

 

（事務用品等） 

第3条  業務に要する事務器具及び事務用品については、受託者の負担とする。ま

た、本仕様書に明記のないものであっても、当然必要と認められるものにつ

いては受託者の負担とする。 

 

（業務従事者の服装等） 

第4条  受託者は、業務従事者に安全でかつ清潔な統一した服装及び名札を業務従

事中着用させなければならない。また、常に言動に注意し、来場者に不快感

を与えることなく、委託者の信頼を傷つけるような行為をしてはならない。 

 

（守秘義務） 

第5条  受託者は、業務上知り得た秘密を第3者に漏らしてはならない。このことは

契約解除後及び契約の終了後においても同様とする。 

 

（責任） 

第6条  契約期間中に生じた維持管理上の不備、誤操作等による機器等の破損故障

等は受託者の負担において速やかに適正な処置を行うものとする。ただし、

設計、施工、材質及び構造上の欠陥ならびに受託者以外のものによる不備、

過失及び天災事変、不測の事故等による場合は、この限りでない。 

 

（業務履行研修） 

第7条  受託者は、受託者の負担において、玉手浄水場及び水道施設運転管理業務

を円滑に遂行するため、業務開始までに、研修を実施し、研修期間内に運転

管理内容を把握し、業務に支障をきたさないようにすること。 

 

（疑義） 

第8条  本仕様書に疑義を生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ、定めるも

のとする。 

 

（委託者の負担経費） 

第9条  委託者の負担経費は、次の各号のとおりとする。 

(1) 業務に必要な事務室（委託者が指定した場所） 
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(2) 事務室の光熱費および水道料 

(3) 点検車両の保管場所 

(4) 水質検査に必要な測定機器・試薬 

(5) 井戸流量測定時に必要な携帯型流量計 

(6) 電力測定用携帯型測定器 

(7) 排水ポンプ 

(8) 軽微な修繕材料 

 

（受託者の負担経費） 

第10条  受託者の負担経費は、次の各号のとおりとする。 

(1) 点検用車両及び車両維持にかかる費用 

(2) 事務用機器 

(3) 事務用品 

(4) 設備点検、故障修理時に必要な点検工具、回路計、絶縁抵抗計、懐中

電灯、クランプテスター等 

(5) 電話、ファックスの設置工事費及び維持費 

 

（引継事項） 

第11条  受託者は、下記項目について引継事項を作成し、次の受託者に引き継

ぐものとする。 

(1) 浄水処理に関すること 

薬品注入管理、水質試験結果の構築、運転操作手順書の検討書及

び実績データ、その他 

    (2) 電気機械設備に関すること 

電気計装設備類の保守整備履歴、機械設備類の保守整備履歴、運

転操作の詳細(故障･警報対応含)、運転操作手順書の検討書及び

実施作業手順書、その他 

    (3) 配水池・ポンプ場に関すること 

運転操作の詳細(故障・警報対応含)、運転操作手順書の検討書及

び実施作業手順書、その他 

(4) 引き継ぎ期間は２カ月間とし、費用は受託者の負担とする。 

 

 

  



 

9 

 

 

第4章 特記事項 

（目的） 

第1条  本章では、玉手浄水場及び水道施設運転管理業務において、業務の円滑な

遂行を図ることを目的とし、特に必要な事項を定めるものである。 

 

（運転管理業務の範囲） 

第2条  運転管理業務に関する業務の範囲は、次の各号のとおりとする。 

(1) 運転業務 

      (ｱ) 受変電設備の監視及び操作 

(ｲ) 取水井、取水ポンプ等の監視及び運転操作 

(ｳ) 取水量、送水量、配水量等の監視、調整 

(ｴ) 浄水池、ポンプ場、配水池等の水位・流量・水質の監視、調整 

(ｵ) 薬品の注入率、注入量の測定、監視、制御操作 

(ｶ) 浄水処理工程(急速ろ過機、膜ろ過設備、薬品注入設備等)の監視

及び運転操作 

(ｷ) 排水処理設備の監視及び運転操作 

(ｸ) 停電事故及び故障時の応急処置、軽易な故障の修繕 

(ｹ) 工事及び機器等の精密点検時における処置・対応 

(ｺ) 委託者が、指示する現場での運転操作 

(ｻ) その他、水道施設の運転操作 

(2) 文書報告業務 

(ｱ) 日常巡視点検日誌(受変電設備、送配水設備、自家発設備、ろ過設

備、排水処理設備、薬品注入設備)の作成及び報告（毎日） 

(ｲ) 業務引継日誌（毎日） 

(ｳ) 故障報告書及び修繕内容報告書（随時） 

(ｴ) 末端残留塩素測定結果表 10箇所（隔週） 

(ｵ) 点検報告書（随時） 

(ｶ) 水道施設巡視結果報告書（巡視日） 

(ｷ) 自家発点検日誌（点検日） 

(ｸ) 業務完了報告書【月間】（翌月の第1週） 

(ｹ) 業務完了報告書【年間】（4月10日） 

(ｺ) 業務従事者勤務予定表（前月の第4週） 

(ｻ) 業務従事者勤務実績表（翌月の第1週） 

(ｼ) 各月請求書（翌月の第1週） 

(ｽ) 月間グラフ作成、井戸水位・送配水量・次亜注入率、使用量・残塩

濃度 

(ｾ) 各種測定結果の電子データ 

(ｿ) その他委託者の指定もしくは必要とする書類（随時） 

(3) 水質検査等業務 

      (ｱ) 浄水処理過程における水質検査 

        １) 前処理ろ過機4機、浄水場出口において残留塩素濃度測定を毎日

1回以上行うこと。 

        ２) 前処理ろ過機4機、浄水場出口において濁度、色度、電気伝導度

測定を毎日1回以上(土､日、祝際日を除く)行うこと。 

(ｲ) 管末給水栓における水質検査 

管末給水栓毎日検査(10箇所)残留塩素測定は毎日1回行い、内週

3回(月､水､金)の濁度、色度、pH、電気伝導度検査を行うこと。 

 



 

10 

 

 

      (ｳ) 水質検査計画等に伴う採水作業（別紙-3）及び検体の搬入 

搬入場所：大阪狭山市 太満池受水池兼送水管理センター 

水質検査室 

所 在 地：大阪府堺市東区南野田630-1 

    (4) 薬品管理業務 

      (ｱ) 薬品(次亜塩素酸ナトリウム、PAC等)使用量の確認・毎日1回、残

量確認、搬入時の立ち会い 

(ｲ) 追塩時における次亜塩素酸ナトリウム追塩箇所への運搬 

      (ｳ) PACの補充 

    (5) 機械油、自家発燃料等使用量、残量の確認 

    (6) 修繕材料の在庫確認台帳作成 

(7)  緊急時対応マニュアル作成 

(8) 業務履行計画書作成（年間） 

(ｱ) 業務履行範囲及び一覧 

(ｲ) 組織及び連絡体制 

(ｳ) 運転管理業務従事者の責務と業務内容 

(ｴ) 維持管理業務の計画 

(ｵ) 点検及び品質基準 

(ｶ) その他必要な事項 

    (9) 非常時における委託者及び関係官公庁等への連絡 

 

（維持管理業務の範囲） 

第3条  維持管理業務に関する業務の範囲は、次の各号のとおりとする。 

    (1) 保守点検業務 

      (ｱ) 受変電設備の巡視点検 

(ｲ) 主要負荷設備の絶縁測定、電力量測定、電流測定 

(ｳ) 機械・電気設備の巡視点検 

(ｴ) 薬注設備の巡視点検 

(ｵ) 水質計器等の巡視点検・校正及び定期清掃 

(ｶ) 各機器の動作確認 

(ｷ) 各機器の調整・整備・注油・清掃 

(ｸ) 異常箇所、故障箇所の応急修繕、報告 

(ｹ) 中央管理室空調設備フィルター清掃 

(ｺ) 制御盤換気フィルター清掃 

(ｻ) 陸上ポンプ、電動弁グランドパッキ 

(ｼ) 流量計ピット等排水作業、降雨時随時 

(ｽ) 土木構造物及び付帯設備の巡視点検 

(ｾ) その他、維持管理上必要な保守点検 

    (2) 保守点検回数 

(ｱ) 浄水場巡視点検 毎日3回以上 

(ｲ) 配水池、ポンプ場等巡視点検 週1回以上 

(ｳ) 管末残留塩素測定 毎日 

(ｴ) 自家用発電機試運転点検 月1回以上 

(ｵ) 水質計器清掃校正 

           高感度濁度計 2週間1回、無試薬式残留塩素計 月1回 

(ｶ) 制御盤吸排気ファン及びフィルター清掃 週1回以上 

(ｷ) 排水処理設備点検 毎日1回以上 

(ｸ) 緊急遮断弁作動試験 月1回以上 
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(ｹ) 市内圧力モニタードレン抜き 月1回以上 

(ｺ) 土木構造物及び付帯設備 2ヶ月に1回以上 

(ｻ) 委託者が指示をした箇所 

(3) 測定及び機器点検等 

(ｱ) 各取水井の運転水位・圧力測定 週1回以上 

(ｲ) 負荷設備電力量 年2回以上 

(ｳ) 水中ポンプの絶縁抵抗値・電流値測定 2ヶ月に1回以上 

(ｴ)  陸上ポンプの絶縁抵抗値・電流値測定 年2回以上 

(ｵ) 取水流量測定 月1回以上 

(ｶ)  その他、維持管理上必要な回数 

 (4) 環境整備 

(ｱ) 中央管理室清掃  週1回以上 

(ｲ) プリンター清掃  月1回以上 

(ｳ) エアコン清掃点検 月1回 

(ｴ) 委託者が指示をした箇所 

(5) 濁度異常時 

24時間連続監視用高感度濁度計が、異常値を計測した場合、精密濁

度計にて確認し、委託者に報告すること 
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