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1. 総則 

本仕様書は、志太広域事務組合（以下「本組合」という。）が発注する、新大井川環境管理セ

ンター整備・運営事業の設計・建設業務に適用する。 

 

1.1  事業の目的 

本組合は、し尿処理施設である大井川環境管理センターを管理している。大井川環境管理セン

ターは、平成 11 年度より稼動（稼動後 18 年経過）しており、設備及び装置の老朽化への対応を

図る必要がある。 

また、浄化槽の普及によるし尿処理の減少、浄化槽汚泥処理増加が顕著であり、将来的に処理

量が各施設の処理能力を超過することが予想される。 

このことから、本組合が、し尿等の適正処理を安定的に維持することと、循環型社会形成のさ

らなる推進を達成するため、新大井川環境管理センターを整備し運営することが本事業の目的で

ある。 

 

1.2  計画概要 

1.2.1  業務名 

新大井川環境管理センター整備・運営事業 設計・建設業務 

 

1.2.2  施設規模 

(1) 計画処理量              210kL/日 

1) し尿                8kL/日 

2) 浄化槽汚泥（コミュニティ・プラント汚泥を含む） 202kL/日 

 

1.2.3  処理方式 

膜分離高負荷脱窒素処理又は浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理（膜利用）方式とする。 

(1) 受入方式 受入、沈砂除去、きょう雑物除去・脱水、前凝集沈殿（処理方式に応じ） 

(2) 主処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理又は 

        浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理（膜利用） 

(3) 高度処理 凝集沈殿（処理方式に応じ）、砂ろ過及び活性炭吸着処理 

(4) 汚泥処理 焼却乾燥方式 

(5) 臭気処理 

1) 高濃度臭気 生物脱臭後、中濃度臭気系にて処理 

2) 中濃度臭気 酸洗浄＋アルカリ次亜塩洗浄＋活性炭吸着 

3) 低濃度臭気 活性炭吸着 

(6) 資源化方式 リン回収（MAP 法又は HAP 法） 
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1.2.4  建設場所 

(1) 建設場所住所  静岡県焼津市飯淵 2035 番地 

(2) 敷地面積  13,867.69 ㎡ 

(3) 既存施設の建築面積 4,126.44 ㎡ 

 

1.2.5  建設方法 

 大井川環境管理センター敷地内にある既存施設の隣地に建設する。 

 

1.2.6  放流先 

西駿河湾とする。 

 

1.2.7  工期（予定） 

(1) 設計及び建設期間 本契約締結日から平成 33 年 3 月 31 日まで 

(2) 供用開始  平成 33 年 4 月 1 日から 
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1.3  施設の概要 

1.3.1  全体計画 

計画に当たっては、①敷地の有効利用、②合理的な全体配置計画、③全体作業動線の適性化、

④定期点検・補修整備スペースの確保、⑤省エネルギー化、⑥し尿等の量的、質的変動への対応

策、⑦2 次公害の防止、⑧施設の外観上の配慮、⑨周辺環境との調和等に留意する。 

 

1.3.2  設備概要 

(1) 受入・貯留設備 

し尿等をバキューム車等から受入れ、貯留する設備で、砂及びきょう雑物を安全かつ衛生

的に除去できる設備とする。 

(2) 主処理設備 

し尿等を安全かつ安定して処理し、処理水質として BOD5mg/L 以下、SS5mg/L 以下を満

足できる設備とする。 

(3) 高度処理設備 

主処理水をさらに良質の処理水とすることができる設備とする。 

(4) 消毒・放流設備 

処理水の全量を安全かつ安定して消毒し、公共用水域に放流する設備とする。 

(5) 汚泥処理設備 

処理過程から排出される汚泥を濃縮、脱水、焼却する設備とする。 

(6) 資源化設備 

主処理設備から発生する汚泥やし尿等に含まれるリンを資源化する設備とする。 

(7) 脱臭設備 

各設備から発生する臭気を環境の保全上支障が生じないように処理できる設備とする。 

(8) 取排水設備 

希釈水やプロセス用水を取水・給水する設備、及び雑排水を処理過程へ移送する設備とす

る。 

(9) 管理棟設備 

処理施設及び場内の管理のための事務室、試験室等を含む建築物とする。 

 

1.3.3  立地条件 

(1) 地形、土質等 

別紙に示す。 

(2) 都市計画事項等 

1) 用途地域  工業専用地域 

2) 防火地域  なし 

3) 高度地区  なし 
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4) 建ぺい率  60％ 

5) 容積率  200％ 

6) 緑地率  10％以上 

7) その他  臨港地区の指定あり 

(3) 搬入道路 

別紙を参照する。なお、既存の搬入車両入口から工事範囲へのアクセスは原則不可とする。 

(4) 敷地周辺設備 

1) 電気 

構内第 1 柱から架空又は地下埋設にて引き込む。 

2) 生活用水 

井水を利用し、詳細は、別紙を参照する。 

3) プロセス用水 

井水を利用する。（上水道は未整備である。） 

4) ガス 

必要に応じ、ガスボンベにより調達する。 

5) 排水 

① 処理水 

  所定の水質に処理した後、西駿河湾に放流する。 

② 雨水 

可能な限り有効利用を図る。 

③ その他 

処理後排水の放流管については、受注者が維持管理を行う。 

6) 電話 

敷地境界より引き込む。 

7) 井水 

既存の井戸を活用する場合は、工事受注者（以下「受注者」という。）が維持管理を実施

する。また、新設する場合は、5.7.5  さく井工事を遵守し、受注者の責任において、許認可

等の手続きを実施の上、設置する。 

(5) 気象 

以下を基本とし、実施設計着手前に直近の実績を確認し設定する。 

1) 最高 30.8℃ 

2) 最低 1.8℃ 

3) 年平均気温 16.5℃ 

 

 



 

 
5 

1.4  一般事項 

1.4.1  関係法令等の遵守 

本工事の設計施工にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。 

 

1.4.2  所掌区分 

施工における所掌区分は、要求水準書に記載する分類による。 

 

1.4.3  監督員 

監督員とは、本組合から監督員として指名された、職員をいう。 

 

1.4.4  許認可申請 

(1)  設計・施工に当たっては、関係官庁の指導に従い、認可申請、報告、届出等の必要があ

る場合には、その手続きを受注者は速やかに行い、本組合に報告する。 

(2) 本組合が関係官庁へ許可申請、報告、届出（交付金申請などを含む。）を必要とする場

合、監督員の指示に従って、受注者は必要な資料・書類等を作成し、本組合が実施する手

続きの支援をする。また、許認可申請に係る経費は、すべて受注者が負担する。 

(3) 受注者は、造成工事をはじめ、工事にかかる関係部局との協議、調整及び各種手続きは、  

契約締結後、本組合と協働にて実施する 

 

1.4.5  部分使用 

工事竣工前に、部分使用する場合は、本組合の定めに従って監督員の指示を受ける。 

 

1.4.6  生活環境影響調査 

設計・施工に当たっては、「新大井川環境管理センター整備に係る生活環境影響調査書」を遵

守し、現況調査の結果を踏まえ設計・計画する。 

 

1.4.7  提出書類 

工事着手届等の各種の提出書類は、監督員の指示に従って作成する。 

 

1.4.8  住民説明 

本組合が行う住民説明会等に出席し、施設に関する事項、施工方法に関する事項のほか、本組

合が求める説明を行う。また、説明会開催に必要な資料及び機材等の準備を行うものとする。な

お、説明会への出席、資料作成については、受注者負担とする。 
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1.5  設計条件 

1.5.1  基本事項 

本仕様書は、本施設の基本的内容について定めるものであり、採用する設備及び装置及び機器

類は必要な能力と規模を有し、かつ管理的経費の節減を十分考慮したものでなければならない。

また、本仕様書に明記されていない事項であっても、本施設の目的達成のために必要な設備等、

または工事施工上当然必要と思われるものについては、原則として受注者の責任において完備し

なければならない。ただし、本組合及び受注者とも事前に予知できない事項については、協議に

より対処する。 

 

1.5.2  実施設計 

受注者は、契約後直ちに実施設計に着手するものとし、実施設計は、次の図書（最新版）に基

づいて設計する。 

(1) 本書 

(2) 敷地平面図（別紙に示す。） 

(3) 地質調査結果（別紙に示す。） 

(4) 建築構造設計指針・同解説 2014 年版（静岡県） 

(5) 国土交通省（官庁営繕） 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 

(6) 国土交通省（官庁営繕） 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 

(7) 国土交通省（官庁営繕） 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 

(8) 土木工事共通仕様書 

(9) 日本建築学会（各種特記事項、設計指針） 

(10) コンクリート標準示方書 

(11) 空気調和衛生工学便覧 

(12) その他、本組合の指示するもの  

 

1.5.3  疑義 

受注者は、要求水準書または工事施工中に不備や疑義が生じた場合は、本組合と十分協議のう

え遺漏のないよう設計、工事を行うものとする。なお、本内容は、次節に示す、1.6 施工条件に

も適用する。 

 

1.5.4  設計変更 

(1) 提出済の実施設計図書については、原則として変更は認めない。ただし、本組合の指示

等により変更する場合はこの限りでない。 

(2) 実施設計は、実施設計図書及び本仕様書に基づいて設計する。ただし、実施設計図書の

内容で要求水準書に適合しない個所が発見された場合は、本仕様書に示された性能等を下

まわらない限度において、本組合の承諾を受けて変更できるものとする。 
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(3) 本内容は、次節に示す、1.6 施工条件にも適用する。 

 

1.5.5  要求水準書の記載事項 

(1) 要求水準書に記載されている事項は、基本的内容について定めるものであり、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するために当然必要と思わ

れるものについては、すべて受注者の責任において補足・完備させなければならない。 

(2) 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。受注者は

「（参考）」と記載されたものについて、実施設計図書で補足・完備する。また、本書

で〔  〕で示されているものについては受注者の提案を求めるものである。 

(3) 受注者は、〔  〕で記載されたものについて、自ら提案し、実施設計図書にて、すべ

て受注者の責任において施設の性能及び機能を発揮するべく補足及び完備する。 

(4) 本内容は、次節に示す、1.6 施工条件にも適用する。 

 

1.5.6  契約金額の変更 

1.5.4 及び1.5.5 の場合、契約金額の増額等の手続きは行わない。なお、次節に示す、1.6 施工

条件においても同様とする。 

 

1.5.7  先行承諾 

実施設計は、一部を先行して承諾することがある。 

 

1.5.8  内訳書の作成 

部分払及び工事変更設計、交付金申請等のため、契約金額内訳書を作成し、これらの書式及び

項目などについては、本組合の定めるところによる。 
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1.6  施工条件 

1.6.1  遵守事項 

施工に際しては、次の事項を遵守する。 

(1) 安全管理 

工事中の安全対策を十分行い、併せて、作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発

生がないように努める。 

(2) 現場管理 

1)  本工事には、現場代理人及び必要に応じて副現場代理人を配し、責任を持って工事を管

理する。現場代理人は、工事の管理に必要な知識と経験及び資格を有する。 

2) 現場代理人及び副現場代理人は、工事現場で工事担当技術者、下請者等が工事関係者であ

ることを着衣、記章等で明瞭に識別できるよう処置する。工事現場において、常に清掃及

び材料、工具その他の整理を実施させる。また火災、盗難その他災害事故の予防対策につ

いて万全を期しその対策を監督員に報告する。 

3) 建設業法に基づき、各工事に必要となる監理技術者または主任技術者を配置する。 

4) 資格を必要とする作業は、監督員に資格者の証明の写しを提出する。また、各資格を有す

る者が施工しなければならない。 

5) 資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては、監督員と十分協議の上、周囲に支障

が生じないように計画する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努め

る。また入口に警備員などを配置し部外者の立入について十分注意する。 

6) 通勤・資機材等の運搬車両は通行証を提示させ、安全運転の徹底を図る。 

(3) 復旧 

1) 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は受注者の

負担により速やかに復旧する。 

2) なお、工事用車両の通行等により近隣の施設・道路等に損傷又は汚染等が発生した場合も、

受注者の負担で速やかに復旧等の処置を行うものとする。 

(4) 設計変更 

本工事で、施工中又は完了した部分であっても、「1.5.4 設計変更」が生じた場合は、受

注者の責任において変更しなければならない。この場合、請負金額の増額は行わない。 

(5) 先行承諾 

実施設計図書についてその一部を本組合が先行して承諾したときは、その範囲内に限り受

注者の責任において工事を施工する。 

(6) その他 

1) 受注者の責に帰す事故は、検査終了後であったとしても受注者の負担において処理しなけ

ればならない。 
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1.6.2  施工承諾図書等の提出 

施工に当たっては、事前に仕様書、製作図、施工図、計算書、施工要領書、検討書などを提出

し、監督員の承諾を得てから工事に着手する。なお、図書は、次の内容のものを各 5 部提出する。 

(1) 施工承諾図 

1) 仕様書 

2) 機器詳細図（組立図、断面図、主要部分図、付属品図) 

3) 塗装仕様 

4) 予備品消耗品仕様 

5) 計算書等 

(2) 施工要領書（搬入要領、据付要領等)  

(3) 検査要領書 

(4) 施工図（各種詳細施工図面等） 

(5) 計算書、検討書 

(6) パース図（視点 3 箇所、仕様任意） 

(7) その他必要な図書 

 

1.6.3  施工管理 

(1) 工事の責任者 

1) 施工業者は、当該業者の社員の中から担当責任者を選任し現場に常駐させる。 

2) 担当責任者を統括する技術者は、受注者より選出する。 

(2) 電気主任技術者の配置 

1) 受注者は、需要設備、発電設備の設計施工を監督するため、設計の必要な段階から電気主

任技術者を配置する。 

2) 各主任技術者は、主処理施設及び管理棟等の保安規程と工事計画の作成、各種届出を行い、

自主保安体制の確立、電気事業法の技術基準を遵守し、保安の維持を行うものとする。 

3) 電気主任技術者の配置による費用については、受注者の負担とする。 

(3) 日報及び月報の提出 

工事期間中の日報及び月報を作成し提出する。（工事関係車両台数の集計も含む。月報に

は、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報など、主要な工事記録写真（定点観測写真を含

む。）を添付する。） 

(4) 管理項目 

施工に際しては以下の内容を遵守する。 

1) 安全管理 

工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害

の発生がないよう努める。 

2) 現場管理 
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資材搬入路、仮設事務所等については、本組合と十分協議し、各社の見込みにより確保す

る。また、整理整頓を励行し、火災及び盗難などの事故防止に努める。 

3) 復旧 

他の設備・既存物件等の損傷・汚染の防止に努め、万一損傷・汚染が生じた場合は本組合

との協議の上、受注者の負担で速やかに復旧しなければならない。 

4) 施工時間帯 

施工時間帯は原則として、8 時～18 時の間とし夜間の施工は避ける。また、事情により夜

間に施工する際は、本組合の承諾を得る。 

(4) その他 

その他、交付金申請の手続きに必要な書類等の作成など必要な支援を行う。 

 

1.6.4  工事条件 

(1) 残存工作物及び樹木 

1) 工事用地に何らかの工作物や樹木があった場合は、監督員の承諾を得て本工事の障害とな

るものを撤去及び処分する。なお、撤去した樹木のうち、有価物となるものは、本組合が

処分するので、その取扱いについて、監督員の指示にしたがうこと。 

2) 工事敷地範囲内の北側にある車庫棟については、既存施設の運営に必要であることから、

解体前に移設し、新大井川環境管理センターの竣工まで、その機能を維持する。 

(2) 地中障害物 

RC 基礎（約 70 m３）及び鋼矢板（66 枚、10m）が埋設されているため、この除去を行う。

その他に地中障害物の存在が確認された場合は、監督員の承諾により受注者の負担において

適切に処分する。 

(3) 建設発生土の処分 

1) 造成工事をはじめ、本工事では、残土が少ない計画とする。 

2) 本工事に伴って残土が発生し、埋戻土として使用する場合は、建設予定地内の適切な位置

に運搬し仮置きする。 

3) 発生土の飛散・流出対策を講じる。万一、余剰な残土が生じた場合は、受注者の責任にお

いて適切に処分すること。 

4) 運搬に当たっては発生土をまき散らさないよう荷台をシートで覆うなど、適切な措置を講

ずる。この処分及び運搬に係る費用は受注者の負担とする。 

(4) 建設廃棄物 

1) 本工事で発生する廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設廃

棄物処理ガイドラインのマニフェストシステム」等に基づき、受注者の責任において処分

する。 

2) 発生する廃棄物の処分先については、あらかじめ監督員の承諾を受けるものとする。場外

処分を行った場合には、搬出先の受入証明書及びマニフェストの写しを提出する。 
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(5) 工事実績情報の登録 

契約金額が適用となった場合、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、｢工事カルテ｣

の作成及び登録を行うものとする。 

(6) ゼロエミッション計画 

   本工事に伴って発生する廃棄物を極力抑制するため、あらかじめ「ゼロエミッション計画

（仮称）」を作成し、監督員の承諾を得なければならない。 

(7) 建設副産物の発生抑制、再資源化と温暖化防止への寄与 

建設副産物の発生を抑制するとともに、建設副産物の再資源化に努める。また、温室効果

ガス抑制に努める。 

(8) 工事用車両の搬出入経路 

1) 工事用車両の工事用地への出入り口及びその出入り方法は、監督員と協議してその指示に

従う。また、車両の出入りに当たっては、警備員を配置し行き先案内を行う。 

2) 原則として工事用車両の待機は用地内で行い、周辺道路に駐停車をしない。また、必要に

より、用地内に仮設道路を設ける。 

3) 特殊車両の通行が必要となる場合は、監督員に報告し、必要に応じ静岡県と協議する。 

(9) 仮設物 

1) 仮囲い（建設予定地境界）及び出入口ゲートを設置する。施工期間中の維持管理を十分に

行う。 なお、素材・意匠等については地域環境との調和を図る。維持管理は遺漏のないよ

うにする。 

2) 資材の仮置場、仮設事務所の設置場所及び工事用車両の駐車スペースは、監督員の指示を

受けて用地内に設置する。用地内の設置が難しい場合は、受注者が必要用地を用意する。 

3) 建設予定地内に仮設物を設ける場合は、あらかじめ仮設計画書を提出し、監督員の承諾を

得る。 

4) 現場事務所は、受注者の現場管理用、本組合の監督員用にそれぞれ設ける。その他の要領

は、次のとおりとする。 

① 各事務所の面積は、約 80 ㎡以上とし、給排水設備（室内トイレ）、空調設備、電気設備

及び工事用電話（FAX 付）を設ける。 

② 光熱水費、電話料金等の費用や執務に必要な図書（実施設計図書など）、事務機器（パ

ソコンシステム、インターネット接続環境、コピー機などを含む。）、什器類に要する

費用は、受注者の負担とする。 

③ 工事関係者（30 人程度）が、工程会議などを行うための会議室を設ける。 

④ 現場事務所のうち監督員用事務所には、本組合職員（3 人）、工事監理業者（7 人）が執

務を行うための室を設け、作業机のほか、会議テーブル、書棚、電話、インターネット

接続環境、コピー機などを設える。また、給湯室（流し台付）を設けるほか、更衣室（畳

敷き、ロッカー設置）を別室に設ける。 

(10) 施工方法及び建設公害対策 
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1) 工事用車両は、洗車を行い、構内で車輪及び車体等に付着した土砂を十分除去したことを

確認した後退出する。なお、汚水は工事用調整池又は濁水工事用調整池に集水する。 

2) 騒音・振動が発生しやすい工事については、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法

を採用し、建設作業に係る騒音及び振動の勧告基準を遵守するとともに、できるだけ低減

を図る。 

3) ほこりが発生するおそれのある場合は、適時散水を行う等必要な措置を行う。 

4) 工事車両が通行する道路等に対する養生を十分行う。本工事に起因する車両により、道路

補修等が必要となった場合は、監督員の承諾を得て適切に補修する。 

5) 設計・建設業務の期間中、建設予定地内の排水は、水処理施設に集水し、排水処理装置な

どを設け十分な濁水対策を行う。また、工事に伴い発生する排水は、水質検査を実施し、

結果に基づき適切に処理する。 

6) 周辺住民に対して、工事の進捗を示す掲示板を設置する。 

7) 建設用地内にある既存のポンプ室は、試運転開始後に解体する。なお、管理事務所及び建

設用地内にある車庫（西駿河湾側）は、本組合が撤去する。 

(11) 安全及び保安 

1) 工事用車両の出入口では、交通整理を行い、一般通行者の安全を図る。また、出入口以外

においても必要に応じ交通整理を行う。 

2) 労働安全衛生法第 10 条に基づく総括安全衛生管理者を必要に応じ設置する。 

(12) 工事説明用パンフレットの作成及び提出 

施設概要などを記載した工事説明用パンフレットを作成し、工事着手前に提出する。作成

部数は、1,000 部とする。なお、工事説明用パンフレットの著作権は本組合に帰属するもの

とし、パンフレットの電子データ（PDF ファイル）は、完成次第、本組合に納品する。 

(13) 負担金 

本事業に要するユーティリティ（電気以外）の引き込みに必要な負担金は、受注者が負担

する。 

 

1.6.5  施工範囲 

(1) 本工事 

1) 機械工事 

① 受入・貯留設備工事 

② 主処理設備工事 

③ 高度処理設備工事 

④ 消毒・放流設備工事 

⑤ 汚泥処理設備工事 

⑥ 資源化設備工事 

⑦ 脱臭設備工事 
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⑧ 取排水設備工事 

2) 配管・ダクト設備工事 

① し尿系統配管工事 

② 汚水系統配管工事 

③ 汚泥系統配管工事 

④ 空気系統配管工事 

⑤ 薬品系統配管工事 

⑥ 給水系統配管工事 

⑦ 排水系統配管工事 

⑧ 油系統配管工事 

⑨ 臭気系統配管工事 

3) 電気・計装設備工事 

① 電気設備工事 

② 計装設備工事 

4) 土木・建築工事 

① 受入貯留設備工事 

② 主処理設備工事 

③ 高度処理設備工事 

④ 消毒・放流設備工事 

⑤ 汚泥処理設備工事 

⑥ 資源化設備工事 

⑦ 取排水設備工事 

⑧ 処理棟工事 

⑨ 管理棟工事 

(2) 附帯工事 

1) 土地造成工事 

2) 場内道路工事 

3) 場内整備工事 

4) 門・囲障工事 

5) さく井工事（必要に応じて） 

6) 既設撤去工事（必要に応じて） 

(3) その他工事 

1) 試運転及び運転指導 

2) 説明用調度品及び説明用パンフレット 
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3) 予備品、工具等 

4) 試験室設備 

(4) 工事範囲外 

1) 特記外の建物内備品 
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1.7  材料及び機器 

1.7.1  材料及び機器 

使用材料及び機器は、全てそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で、かつすべて新品とし、

日本工業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、日本水道

協会規格(JWWA)、空気調和・衛生学会規格(HASS)、日本塗料工業会規格(JPMS)等の規格 

が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。 

ただし、海外調達材料及び機器等を使用する場合は原則として JIS 等の国内の諸基準や諸法令

に適合する材料や機器等とし、事前に本組合の承諾を受けるものとする。 

 

1.7.2  検査及び試験 

本施設に使用する主要機器・材料の検査及び試験は、下記により行う。 

(1) 立会検査及び試験 

指定主要機器・材料の検査及び試験は、本組合立会のもとで行う。ただし、本組合が特に

認めた場合には、受注者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに代えることができる。 

(2) 検査及び試験の方法 

検査及び試験は、あらかじめ本組合の承諾を受けた検査（試験）要領書に基づいて行う。 

(3) 検査及び試験の省略 

公的、またこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機材については、検

査及び試験を省略することができる。 

(4) 経費の負担 

工事に係る検査及び試験の手続きは、受注者において行い、これらに要する経費は受注者の

負担とする。 
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1.8  試運転及び運転指導 

1.8.1  試運転 

(1) 本仕様書でいう試運転とは、施設内に設置する機器等の据付、配管、電気工事の完了後

に行う受電から水運転、実負荷（し尿）運転、引き渡しのための性能試験までとする。 

(2) 試運転は工事期間内に行うものとし、試運転期間は、90 日間を標準とする。 

(3) 試運転は、現場の状況等を勘案した上で、受注者が本組合とあらかじめ協議のうえ作成

した実施要領書に基づき、本組合と受注者の両者で行う。 

(4) 受注者は、試運転期間中の運転日誌と試運転報告書を作成し、提出しなければならない。 

(5) この期間に行われる調整及び点検には原則として本組合の立会を要し、発見された補修

個所及び物件については、その原因及び補修内容を本組合に報告する。なお、本組合の

指示する項目については、受注者は補修実施要領書を作成し、補修着手前に本組合の承

諾を受けなければならない。 

(6) 試運転期間中、受注者は運転指導員を常駐させなければならない。 

 

1.8.2  運転指導 

(1) 受注者は、本施設に配置される職員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管

理及び取扱について、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を行う。

なお、教育指導計画等はあらかじめ受注者が作成し、本組合の承諾を受けなければなら

ない。 

(2) 運転指導期間は、試運転期間内に行うことを原則とするが、この期間以外であっても教

育指導を行う必要が生じた場合、または、教育指導を行うことがより効果的と判断され

る場合には、本組合と受注者の協議のうえ実施することができる。 
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1.8.3  経費分担 

試運転開始以降に必要な経費の分担は下記のとおりとする。 

(1) し尿及び浄化槽汚泥の搬入、残渣（沈砂及び焼却灰）の搬出にかかる費用は、本組合の

負担とする。 

(2) 実負荷（し尿及び浄化槽汚泥）運転開始以降、資源物等の搬出、電気、ガス、燃料、薬

品、活性炭、水道料金及び新施設の運転担当者の人件費をはじめ、(1)に示す以外で、試

運転終了までに必要な全ての経費は受注者の負担とする。 

 

 

 

 



 

 
18 

1.9  性能保証 

性能保証事項については、施設を引き渡す際に引渡性能試験に基づいて確認する。その際の性 

能保証事項、性能試験の条件等は次に示すとおりである。 

 

1.9.1  性能保証事項 

(1)から(6)までは、2.3  施設の性能による。 

(1) 処理能力 

計画した施設が、処理能力 210kl/日を満たすものとする。ただし、性能試験時点において

定格処理量に満たない場合は、その時の処理量をもって試験を行い、その試験条件及び結果

によって本組合が性能を判断するものとする。 

(2) 放流水の水質等 

2.3.1 に示す基準値以下とする。 

(3) 排ガス 

2.3.2 に示す基準値以下とする。 

(4) 騒音及び振動 

2.3.3 2.3.4 に示す基準値以下とする。 

(5) 悪 臭 

2.3.5 に示す基準値以下とする。 

(6) 資源物 

2.3.6 に示す内容を満たす。 

(7) 緊急作動試験 

非常停電（受電、自家発電）、機器故障など本施設の運転時に予想される重大事故につい

て緊急作動試験を行い、本施設の機能の安全を確認する。 

(8) その他 

上記以外の建築躯体等については、別途保証期間が定められているものは 5 年を下限とし

て、定められた期間を保証期間とする。また、防水工事等については下記のとおりとし、保

証書を提出する。 

1) アスファルト防水 

① コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水 10 年 保証 

② 断熱アスファルト防水     10 年 保証 

③ 露出アスファルト防水     10 年 保証 

④ 浴室アスファルト防水    10 年 保証 

2) 合成高分子ルーフィング防水   10 年 保証 

3) 塗膜防水      10 年 保証 

4) モルタル防水       5 年 保証 

5) 躯体防水      10 年 保証 
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6) 仕上塗材吹き付け      5 年 保証 

7) シーリング材       5 年 保証 

8) 水槽類の防食槽      5 年 保証 

 

1.9.2  性能試験 

(1) 性能試験条件 

1) 性能試験は、連続 14 日以上の定格運転（搬入物全量処理運転）を行った後に実施する。 

2) 性能試験時における装置の始動、停止などの運転はできるだけ本組合が実施するが、機器

調整、試料の採取、計測、記録、その他の事項については本組合の立ち合いのうえ受注者

が実施する。 

3) 受注者は試験項目及び試験条件にしたがって試験の内容、運転計画などを明記した試験要

領書を作成し、試験実施前に本組合の承諾を受けるものとする。 

(2) 性能試験方法 

1) 性能保証事項の試験方法は、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うも

のとする。ただし、該当する試験方法がない場合は、最も適切な試験方法で本組合の承諾

を得て実施する。 

2) 性能保証事項等の測定、分析は、公的機関もしくはそれに準ずる機関に依頼する。 

(3) 性能試験者とその期間 

引渡し性能試験における性能保証事項等については公的機関、若しくはそれに準ずる機関

に測定、分析を依頼する。性能試験期間としては少なくとも連続 3 日間以上実施して、確認、

立証できるものとする。 

(4) 性能試験報告書 

受注者は性能試験の各項目について、試験条件及び試験結果等をまとめた報告書を作成し、

本組合に提出する。 
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1.10  かし担保 

本施設の建設工事は、1.5.1 基本事項に示したとおり、性能発注（設計・施工契約）という方

式を採用しているため、受注者は施工のかしに加えて設計のかしを担保する責任を負う。 

かしの改善等に関しては、かし担保期間を定め、この期間内に性能、機能等に関して疑義が生

じた場合、本組合は受注者に対しかし改善を要求できる。 

かしの有無については、適時かし検査を行いその結果を基に判定するものとする。 

 

1.10.1  かし担保 

(1) 設計のかし担保 

1) 設計のかし担保期間は原則として、引渡後 3 年間とする。この期間内に発生した設計のか

しは、設計図書に記載した施設の性能及び機能に対して、受注者の責任において改善する

ものとする。なお、設計図書とは、前節までに規定する実施設計図書、施工承諾申請図書、

工事関連図書、完成図書並びに発注仕様書とし、施設の性能とは、1.9 性能保証に規定す

る性能保証事項とする。 

(2) 施工のかし担保 

かし担保期間は、引渡を受けた日から次に示す期間とする。 

1) コンクリート躯体部分  10 年 

2) その他部分   5 年 

ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10 年とする。 

なお、本組合が確認、説明、報告を受けたことによって、受注者は施工に起因するかしに

かかる責任の全部又は一部を回避し得ないものとする。 

 

1.10.2  かし検査 

本組合は施設の性能、機能等に疑義が生じた場合は、受注者に対しかし検査を行わせることが

出来るものとする。受注者は本組合と協議したうえで、かし検査を実施しその結果を報告する。

かし検査にかかる費用は受注者の負担とする。かし検査によるかしの判定は、かし確認要領書に

より行うものとする。本検査でかしと認められる部分については受注者の責任において改善、補

修する。 

 

1.10.3  かし確認要領書 

受注者は、あらかじめ「かし担保確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受ける。 
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1.10.4  かし確認の基準 

かし確認の基本的な考え方は以下の通りとする。 

(1) 運転上支障がある事態が発生した場合 

(2) 構造上・施工上の欠陥が発見された場合 

(3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり等が発生し、著しく機能が損なわれた場合 

(4) 性能保証事項の性能未達が認められた場合 

 

1.10.5  かしの改善、補修 

(1) かし担保 

かし担保期間中に生じたかしは、本組合が指定する時期に受注者が無償で改善・補修する。

改善・補修に当たっては、改善・補修要領書を本組合に提出し、承諾を受ける。 

(2) かし判定に要する経費 

かし担保期間中のかし判定に要する経費は、受注者の負担とする。 
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1.11  提出図書 

1.11.1  実施設計図書 

受注者は、契約後ただちに実施設計に着手し、実施設計図書として次のものを各 2 部提出する。

図面の縮尺は、図面内容に適した大きさとし、図面寸法は、Ａ2 版を標準とし、できる限り統一

する。 

(1) 施設概要説明書 

受注者は、以下のものを主要設備毎に整理する。また、法定点検が必要な項目及びその費

用を整理する。 

1) 各設備概要説明（プロセス説明を含む） 

2) 運営管理条件 

① 運転人員配置計画 

② 必要資格者 

③ 労働安全衛生対策 

④ 公害防止対策 

⑤ アフターサービス体制 

⑥ 維持管理費試算書（電気、薬品、燃料、プロセス用水等の費用） 

⑦ 主要機器メーカーリスト 

(2) 図面類 

1) 全体配置図及び動線計画図 

2) フローシート 

3) 水位高低図 

4) 土木建築一般図（各階平面図、断面図、立面図、各室面積及び仕上表、水槽防食仕上表等） 

5) 機器配置図（アイソメ図を含む。） 

6) 監視制御方式の全体システム系統図（配管計装図を含む。） 

7) 完成予想図 

(3) 設計計算書（構造計算書、水槽容量計算書、機器能力計算書、水量収支計算書） 

(4) 建築設計図（意匠図、構造図、設備図） 

(5) 機器・配管設備図（機器配置平面図・断面図、機器配管系統図） 

(6) 電気計装設備図 

(7) 設備仕様書 

(8) 工事工程表 

(9) 設計内訳書 

(10) その他指示する図書 
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1.11.2  施工承諾申請図書 

受注者は、実施設計図書に基づき工事を行う。工事施工に際しては、事前に承諾申請図書を提

出し、本組合の承諾を得て着工する。図書は、次の内容のものを各 2 部提出する。 

(1) 機器詳細図（構造図、断面図、組立図、主要部品図、付属品図） 

(2) 配管図（組立図） 

(3) 施工要領書（搬入要領書、据付要領書を含む。） 

(4) 検査要領書 

(5) 計算書、検討書 

(6) その他必要な図書 

 

1.11.3  完成図書 

受注者は、工事竣工に際して、完成図書として次のものを提出する。 

(1) 竣工図  2 部 

(2) 取扱説明書  2 部 

(3) 試運転報告書   2 部 

(4) 引渡性能試験報告書  2 部 

(5) 単体機器試験成績書  2 部 

(6) 上記に関する電子データ 2 部 

(7) その他指示する図書 2 部 
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1.12  正式引渡し 

工事竣工後、本施設を正式引渡しするものとする。 

工事竣工とは、1.6に記載された工事範囲の工事を全て完了し、1.9 に示す引渡性能試験により

所定の性能が確認された後、契約書に規定する竣工検査を受け、これに合格した時点とする。 
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2. 計画事項 

2.1  共通事項 

2.1.1  施設整備基本方針 

新大井川環境管理センターの整備にあたっては、以下の６つを施設整備の基本方針とし、環境

に配慮した適正な施設整備を進める。 

(1) 環境に配慮した施設 

施設の建設及び稼働に伴う環境への負荷を低減するとともに、施設周辺の生活環境の保全

や周辺環境との調和に配慮した施設とする。 

(2) 安心・安全な施設 

周辺住民が安心して生活できる安全な施設とする。 

(3) 安定稼働に優れた施設 

処理システムの技術的な安定性・信頼性を確保するとともに、維持管理が容易で耐久性に

優れた施設とする。 

(4) 循環型社会に配慮した施設 

汚泥再生処理センターとして、汚泥等の有機性廃棄物をリサイクルするとともに、地域の

特性を考慮した効果的な資源物の有効利用を図るための施設とする。 

(5) 経済性に優れた施設 

新環境管理センターは、建設費及び維持管理費全般について、コストの低減を図る。 

(6) 災害に強い施設 

地震等の自然災害に対し、万全な安全対策を講じた施設とする。特に、十分な耐浪性を有

する施設とする。 

 

2.1.2  安定・経済運転 

(1) 常時排出される処理対象物について、年間を通じ季節、気候、昼夜の別なく、安定的か

つ適正に処理できることを第一に信頼性の高いシステムを構成する。 

(2) 志太地域のし尿及び浄化槽汚泥を効率的に処理し、処理経費の最適化に資する施設とす

る。 

(3) プラントの共通部分は、できる限り少なく構成し定期点検補修の期間短縮を図る。 

(4) 環境省生衛発 1517 号「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る汚泥再生処理センター等

の性能に関する指針について」に示される能力を有する。 

 

2.1.3   運転管理 

本施設の運転管理は、安定性、安全性を考慮しつつ、各工程を効率的に計画し、人員及び経費

の削減を図るものとする。また、運転管理に当たっては、施設全体のフローの制御及び監視が可

能になるよう配慮する。 
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2.1.4  環境保全 

(1) 定められた環境保全基準を常に満足する施設を構築するとともに、その計測及び分析等

が信頼性の高い内容で管理ができるシステムを図る。 

(2) 特に臭気に対しては万全を期す。また、周辺地域への汚染防止に関しても十分な対策を

講じる。 

 

2.1.5  安全衛生管理 

(1) 運転管理における安全確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置及び必要な機器

の予備の確保など） に留意する。 

(2) 関連法令に準拠して安全、衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に保つこと

に留意し、粉じん防止、騒音及び振動防止、換気及び必要照明の確保、ゆとりあるスペ

ースの確保に心がける。 

 

2.1.6  景観 

(1) 建築物及び構造物の意匠・色彩は、建設予定地の与条件を十分に考慮し、周囲の環境と

の調和をもたせる。 

(2) 汚泥再生処理センターとしての機能を持たせるとともに、立地条件を考慮の上、周辺空

間に溶け込む意匠とする。 

(3) 施設の意匠計画として、大きな壁面の分節化、色彩、配色等に配慮する。 

 

2.1.7  プラント機器の更新 

本施設は、30 年以上にわたり利用できる施設とすることとし、将来のプラント機器の更新を

考慮し、プラント機器の搬出、搬入及び据付工事が容易な構造とする。 

 

2.1.8  耐震設計 

(1) 平成 23 年に発生した東日本大震災を踏まえ、災害に対し高い安全性と耐久性を有した施

設として計画する。 

(2) 官庁施設の総合耐震計画基準による災害応急対策活動に必要な官庁施設に準拠する。 

(3) 地域係数は 1.2、用途係数 1.25 とし、構造体以外の重要度係数はⅡ類、建築非構造部材

は A 類、建築設備は甲類とする。 

 

2.1.9  耐水及び耐浪性 

(1) 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所による大井川水系大井川洪水浸水想定では、

事業予定地は浸水が想定されていることから、可能な限り必要な対策を行う。 

(2) 静岡県第４次地震被害想定の発生頻度が比較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす

地震・津波が起きた場合、事業予定地は津波の浸水範囲に含まれていない。一方、発生頻
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度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもらたす、あらゆる可能性を考慮した最大ク

ラスの地震・津波が起きた場合、事業予定地は津波の浸水範囲に含まれていることから可

能な限り耐水性・耐浪性に係る必要な対策を行う。  

(3) 電気室をはじめ、浸水等により施設の運営が困難となる諸室及び設備は、2 階以上に配置

する。 

(4) 1 階部分については、できる限り密閉構造とし、有事においても汚泥流出がなきようにす

る。 

(5) 建設用地条件を考慮し、入念な塩害対策を施す。 

 

2.1.10  地域振興 

(1) 本施設の施工に当たっては、土木・建築関連、プラント関連など、各工事等において地

元業者及び地元雇用を積極的に実施する。 

(2) 地域社会との融和及び信用関係の構築に努める。 
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2.2  計画条件 

2.2.1  計画処理量 

(1) し 尿   8kL/日 

(2) 浄化槽汚泥   202kL/日 

(3) 合計   210kL/日 

 

2.2.2  搬入時間、運転時間等 

(1) し尿等の搬入時間 

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。 

(2) 使用バキューム車  

1) 2t 車（1.8kL）   

2) 4t 車（3.7kL） 

3) 10ｔ車（9.5kL）  

(3) ユーティリティ車両 

1) 薬品搬入車両  タンクローリー車（12t 車） 

2) 燃料搬入車両  タンクローリー車（14t 車） 

3) 焼却残さ搬出車両 

① 脱着装置付きコンテナ専用車（最大 10t 車） 

② コンテナフルトレーラー（最大 14t 車） 

③ ダンプ車（最大 12t） 

④ ダンプセミトレーラー（最大 25t） 

4) 沈砂等  パッカー車（最大 10t 車） 

 

2.2.3  各設備の運転時間 

各設備の運転時間は、し尿や浄化槽汚泥を主処理設備、有機性廃棄物等を資源化設備に投入し

て処理する時間とし、薬品の溶解、昇温操作等の準備時間と洗浄操作等の処理終了後から機器を

停止するまでの作業時間は含まれない。 

 

(1) 受入貯留設備  5 日／週、5 時間／日 

なお、受入を行う土曜日のある週は、6 日／週、5 時間／日とする。 

(2) 主処理設備   7 日／週、24 時間／日 

(3) 高度処理設備   7 日／週、24 時間／日 

(4) 消毒設備・放流設備 7 日／週、24 時間／日 
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(5) 汚泥処理設備   5 日／週、5 時間／日 

なお、受入を行う土曜日のある週は、6 日／週、5 時間／日とする。 

(6) 資源化設備   7 日／週、24 時間／日 

(7) 脱臭設備   7 日／週、24 時間／日 

(8) 取排水設備  7 日／週、24 時間／日 

 

2.2.4  し尿の性状 

し尿の性状は、次のとおりである。 

(1) pH      7.9 

(2) SS     11,000 mg/L 

(3) BOD      10,000mg/L 

(4) COD      5,800mg/L 

(5) 全窒素     3,300mg/L 

(6) 全リン     450mg/L 

(7) 塩化物イオン     2,600mg/L 

 

2.2.5  浄化槽汚泥の性状 

浄化槽汚泥の性状は、次のとおりである。 

(1) pH     7.2 

(2) SS    12,000 mg/L 

(3) BOD     5,400mg/L 

(4) COD     5,000mg/L 

(5) 全窒素     1,200mg/L 

(6) 全リン     190mg/L 

(7) 塩化物イオン     640mg/L 
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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 m３/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/cm３以下 

 

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 

 

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 
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(3) 夕、夜間 〔18 時～6 時〕   45dB 以下 

 

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 

 

2.3.5  悪臭 

悪臭の基準は、次の通りとする。 

(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 

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 
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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 

 

(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） 
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2.3.6  資源物 

 受注者が本組合に助言する、資源化先の頒布先における受入品質を満たすこととする。 

 

 



 

 
34 

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。 

 



 

 
35 

2.5  処理工程の概要 

処理工程については、次のとおりとする。なお、運転開始時より経年的に搬入量が増加また減

少する場合も考慮し、複数系列化についても計画する。 

2.5.1  膜分離高負荷脱窒素処理方式の場合 

(1) 受入・貯留工程 

〔受入〕→〔沈砂除去〕→〔きょう雑物除去〕→〔貯留〕→主処理工程へ 

(2) 主処理工程 

〔膜分離高負荷脱窒素処理〕 

(3) 高度処理工程 

〔凝集分離〕→〔砂ろ過〕→〔活性炭吸着〕→〔消毒放流工程へ〕 

(4) 消毒放流工程 

〔消毒〕→〔放流〕 

(5) 汚泥処理工程 

〔貯留〕→〔脱水〕→〔焼却〕 

(6) 資源化工程 

〔リン回収（MAP 法又は HAP 法）〕→〔搬出〕（処理水は、高度処理工程へ） 

(7) 脱臭工程 

1) 高濃度臭気 生物脱臭後中濃度臭気系へ 

2) 中濃度臭気 酸洗浄＋アルカリ次亜塩洗浄 → 活性炭吸着 → 大気排出 

3) 低濃度臭気 活性炭吸着 → 大気排出 

 

2.5.2  浄化槽汚泥混入比率の高い脱窒素処理方式（膜利用）の場合 

(1) 受入・貯留工程 

〔受入〕→〔沈砂除去〕→〔きょう雑物除去〕→〔固液分離〕→〔貯留〕→主処理工程へ 

(2) 主処理工程 

〔浄化槽汚泥混入比率の高い脱窒素処理〕 

(3) 高度処理工程 

〔砂ろ過〕→〔活性炭吸着〕→〔消毒放流工程へ〕 

(4) 消毒放流工程 

〔消毒〕→〔放流〕 

(5) 汚泥処理工程 

〔貯留〕→〔脱水〕→〔焼却〕 

(6) 資源化工程 

〔リン回収（MAP 法又は HAP 法）〕→〔搬出〕（処理水は、主処理工程へ） 

(7) 脱臭工程 

1) 高濃度臭気 生物脱臭後中濃度臭気系へ 
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2) 中濃度臭気 酸洗浄＋アルカリ次亜塩洗浄 → 活性炭吸着 → 大気排出 

3) 低濃度臭気 活性炭吸着 → 大気排出 
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3. プラント設備 

3.1 共通事項 

3.1.1  プラント機械設備共通仕様 

(1) 設備を構成する機器は使用目的に適し、騒音・振動の防止に配慮した形式とする。また、

整備性や耐久性とともに将来の維持管理性も考慮して選定する。 

(2) 各処理水槽は鉄筋コンクリート造水密構造とし、原則として地下に設置する。また、対

象となる液の性状（腐食性等）に応じて、適切な防食施工を行う。 

(3) ポンプ、ブロワ、ファン、その他機械設備の接液部、接泥部、接ガス部等の材質は、移

送対象物の性状に適した耐食、耐薬品、耐摩耗などの性能を有した材質を選定する。 

(4) 機器類の塗装仕様は各社の標準塗装とし、塗装色は本組合と協議して決定する。 

(5) 機械基礎は、排水や耐震を考慮した構造とする。 

(6) 構造物、機器等の周辺には管理スペースを確保するとともに、歩廊、階段、点検架台、

手摺等を設け、日常的な点検及び保守管理作業が安全かつ効率的に行えるよう配慮する。 

(7) 機器やタンク類のアンカーボルトナットの材質は、SUS304 を標準とする。 

(8) 槽内の保守点検が行えるようマンホールを設ける。マンホールは FRP 製を標準とし、1

槽につき 2 ヶ所以上を標準とする。 

 

3.1.2  ポンプ類 

(1) ポンプは床排水ポンプを除き、槽外型、ポンプ室収納を基本とすること。また、軸封は

無注水メカニカルシール方式と同等以上のものとし、ポンプと配管の接続はフランジ方式

を標準とする。 

(2) 定期的な保守管理が必要な機器は、交互運転に必要な数量を設けること。また、能力及

び運転管理上支障がない場合は共通交互利用も可とする。 

(3) ポンプの吐出側・吸込側には防振継手を、振動の比較的大きい機種には防振架台を設け、

配管及び床等への振動伝搬を防止する。 

(4) 軸ねじポンプの場合、吸込側にはフレキシブルジョイントを設け、吐出側にはステータ

引抜きの容易性を考慮して、両フランジ式第１エルボを設けること。特に竪型を採用する

場合は、機械基礎とのスペースの確保に留意し、排水が滞留しないようにする。 

(5) ポンプの吐出側には、対象液の性状に最適な材質・構造の圧力計（コックおよびドレン

用バルブ付）を１台につき１個設けることを標準とする。なお、し尿系（浄化槽汚泥含む）、

汚泥系、汚水系等は隔膜式（SUS 製）のものとし、針が振動や脈動するものはグリセリ

ン封入式を採用する。 

(6) 定量性を要するポンプは、軸ねじポンプ（流量可変式：原則としてインバータによる）

とし、接液部材質はロータ：SUS＋HiCr メッキ（Cr20％以上）（特に摩耗が懸念され

る場合は SDK11 とする）、ステータ：〔NBR〕同等以上（薬注用除く）とし、型式は

電動機直結横型を標準とする。 
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(7) 薬注ポンプ（メタノールを除く）は、ダイヤフラム式可変定量ポンプまたは軸ねじポン

プ（流量可変式）を目的・薬液に見合ったものを選定し、材質等は耐薬品性に優れたもの

とし、個別仕様による。 

(8) ダイヤフラム式可変定量ポンプの場合は、計画注入量がポンプ最大能力の 30～70％の範

囲になるように、また軸ねじポンプ（流量可変式）の場合は、計画注入量がポンプ最大能

力の 60～70％の範囲になるように設定する。 

(9) 薬注ポンプの吐出配管側には吐出量が計量できるものを設置し、周囲に薬液が漏れない

ように、万が一漏れても周辺に影響がでないように配慮する。 

(10) ダイヤフラム式薬注ポンプは、原則として、防液堤壁天端固定の SUS 製のポンプ架台

に設置し、ケーブルは防液堤壁外面に設けた SUS 製トラフから引込む等、ポンプのメン

テナンススペースに支障がないように配慮する。 

(11) し尿等、汚泥、雑排水等を対象とするポンプ類の吸込側配管には水洗浄できるようにド

レンを含め洗浄水配管を考慮すること。また差圧式液面計用配管、電磁式流量計等も同様

とする。 

 

3.1.3  ブロワ及びコンプレッサ類 

(1) ブロワは、低騒音型ルーツブロワまたはスクリューブロワを標準としルーツブロワの場

合、ロータは原則として三葉式以上の仕様とし、スクリューブロワの場合はオイルフリー

型とする。 

(2) 脱窒素用、高濃度臭気捕集用及び沈砂用は接ガス部全面防食メッキ加工同等以上とする。 

(3) ブロワには、防振装置（ベース、継手）、サイレンサ（吐出、吸込側共、ブロワより１

ランク大きい口径のもの）、圧力計、安全弁、逆止弁等を設け、送風先別に風量計を設け

る。 

(4) コンプレッサには、オートドレン、圧力計、圧力スイッチ、安全弁等を設け、計装用等

には除湿機器等を設ける。 

(5) ブロワ及びコンプレッサは、防振架台及び防振継手等により、床、配管及びダクト等へ

の振動が伝搬しないように配慮する。 

(6) 機種選定にあたっては、回転数のより低いものとするなど低騒音・低振動に配慮する。

（コンプレッサ、ファン類共通事項） 

(7) 原則として防音室に設置する。防音室は吸音材張り（密度 32 ㎏／m３ 、厚さ 50 ㎜のグ

ラスウール額縁張り同等以上を原則とする）とする。また、防音室には余裕のある吸気口

スペース、排気口スペース（各々鉄筋コンクリート造で 50 ㎜の吸音材張り同等以上）を

設ける。（コンプレッサについては、共通事項とする。） 
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3.1.4  ファン類 

(1) ファンの前後にキャンバス（補強材付）を設け、吸込側にボリュームダンパーを設ける。 

(2) ドレンポット、バルブ付のドレン口を設けること。なお、ドレンポットは容易に取り外

し・清掃が可能な構造とする。 

(3) 風量測定口、サンプリング口を設ける。 

(4) 風量計を設ける。 

(5) 必要に応じて吸込側に耐食性の気水分離装置を設ける。 

(6) 防振装置（ベース、継手）を設け、振動絶縁効率 80％以上とする。 

(7) 原則として防音室設置とすること。なお、十分な保守点検スペースと騒音対策を考慮し

たと判断される場合に限り、防音ボックス内設置も可とする。 

 

3.1.5  ホッパ、コンベヤ類 

(1) 接物部、接ガス部の材質は SUS 製とする。 

(2) ホッパの空容量は有効容量の 15％増し以上とし、安息角等を十分考慮して設定する。 

(3) ホッパは架橋が生じない構造とし、点検口（上部、側面）を設け、上部に内部照明を設

ける。 

(4) ホッパにはレベル計、同警報計及び重量計を設ける。 

(5) ホッパの上部点検用に歩廊、階段（段差のある場合）を設ける。 

(6) ホッパ上部を歩廊と兼用する場合は、点検口、レベル計や脱臭配管などが動線上支障に

ならないように配置する。 

(7) コンベヤには、気密性のある点検口（取外し可能な SUS 製金網付）を設けるとともに、

分解、清掃、点検が容易な構造とし、適所に点検歩廊、手摺を計画する。 

(8) コンベヤの配置に当たっては、メンテナンス動線を遮断することのないようにレイアウ

トし、かつ下部のメンテナンススペースを確保する。 

(9) コンベヤには原則としてドレンノズルを設けること。ドレン排水は適切に処理されるも

のであること。 

(10) 電動機点検やグリース注入および中間軸受け（スクリューコンベヤの場合）の交換等が

容易にできるよう点検ステージを設ける。 

(11) コンベヤはインバータ制御とし、ソフトスタート及び移送量が制御できるものとするこ

と。 

(12) 駆動装置には機械的過負荷保護装置（警報発信付）を設ける。 

(13) 臭気捕集口を設け脱臭する。 

(14) 必要に応じて凍結防止対策を施す。 



 

 
40 

3.1.6  薬液貯槽 

(1) 液状薬品用 

1) 薬液貯槽の有効容量は、タンクローリーによる搬入を前提とし（消泡剤および消臭剤等の

小容量タンクを除く）、貯留日数を最大注入量に対し 10 日間分以上でかつ、タンクロー

リーの最小搬入量＋余裕分（依頼から配送までの日数分）を考慮して設定する。 

2) 薬品は作業上安全で取扱いが容易であり、効果的であること。液状薬品はローリー搬入（消

泡剤は除外してもよい）を前提とし、ローリー受入口（耐薬品性）を適切な箇所に設け、

漏液対策に十分配慮すること。また高分子凝集剤を使用する場合は、毒性試験上問題のな

いものとすること。なお JWWA 規格のあるものはこれを使用する。 

3) 薬液貯槽の材質は、FRP（原則としてビニルエステル系）製とすること。FRP 製の仕様

は、板厚 6 ㎜以上ガラス含有率 25％以上、引張強度 60MPa 以上、曲げ強度 130MPa 以

上、曲げ弾性率 6000MPa 以上とする（共通事項）。また、次亜塩素酸ソーダ用は、ビス

フェノール系 FRP 製で内面が硬質塩化ビニル板（厚さ 3 ㎜以上）同等以上のものとする。

なお、少量使用薬品の貯槽の材質は個別仕様によること。 

4) 薬液貯槽の形式は、少量使用薬品用を除き円筒竪型定置式とする。 

5) 薬液貯槽には、溶液受入口、ドレン（バルブ、キャップ止またはフランジ蓋付）、流出口、

空気抜口（耐薬品性防虫網付）、マンホール（ハッチ式）、外部梯子（亜鉛メッキ耐食塗

装または FRP 製）、直視液面計、電子式液位伝送器等を具備する。 

6) 直視液面計は､保護管付硬質透明 PVC 製で 表示の目盛・浮子付きとし、上下部には管破

壊による漏洩防止用の耐薬品用ボール内蔵形チェッキ弁を設ける。 

7) 薬液貯槽は、防液堤（貯槽容量の 110％以上、内面耐薬品塗装）内に設置し、ドレン口は

原則として貯槽内液を空にできる位置および構造とする。 

8) 薬品貯槽は全面点検可能なスペースを確保する。 

9) 外面に美観、耐食性を考慮した扉を設け、その内部に耐薬品性のタンクローリー受口（液

漏れ防止、ドレン対策のこと）を設けてそれぞれの薬液が、冬期でも支障なく投入できる

ようにすること。また、近傍に液上限警報盤、水洗浄装置を設ける。 

10) 電子式液位伝送器の仕様は耐薬品性のものとし、液位は容量に変換して監視できるもの

とする。 

11) 各部に使用するパッキン材質は、配管、ポンプ類共通で耐薬品性のものとし、特に次亜

塩素酸ソーダ用は、次亜塩用ブチルゴム、塩素化ポリエチレン同等以上とする。 

12) 少量使用薬品貯槽用として、耐薬品性のハンディーポンプを具備する。 

(2) 粉体薬品用 

1) 溶解貯槽の有効容量は、貯留日数を最大注入量に対し〔1.5〕時間分以上とし、自動溶解と

しない場合には 1 日分以上のものを 2 基設置する。 

2) 溶解貯槽の材質は、FRP（原則としてビニルエステル系）製または SS（内面 FRP ライニ

ング）製とする。 
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3) 溶解貯槽の形式は、竪型タンクとする。 

4) 溶解貯槽には、攪拌機、攪拌機架台、供給機、供給機架台、ドレン（バルブ、キャップ止

またはフランジ蓋付）、流出口、空気抜口（耐薬品性防虫網付）、マンホール、点検口、

階段・点検架台、直視液面計、〔電子式液位伝送器〕等を具備する。 

5) 直視液面計は、保護管付硬質透明 PVC 製で 表示の目盛・浮子付きとし､上下部には管破

壊による漏洩防止用の耐薬品用ボール内蔵形チェッキ弁を設ける。 

6) 耐薬品塗装の防液堤内に設置すること。周辺に点検可能なスペースを確保する。 

7) 供給機は薬剤粉体と水の自動供給装置、攪拌機は薬剤粉体自動溶解装置として設置する。 

8) 供給機の能力は供給量の可変調整が可能なもので、ホッパの粉体圧に変動があっても供給

精度が確保できるものとする。 

9) 薬剤紛体ホッパ（粉面計付）の有効容量は 3 日分以上とする。 

10) 供給機は湿気遮断に有効な構造とし、かつ原則としてドライエアの供給を行うこと。ま

た、投入部は団塊が生じにくい構造とする。 

11) 水の供給は薬液濃度が 0.1～0.3％の範囲で一定濃度となるよう自動で行われるものとし、

給水電動ボール弁、流量計、流量調整弁等を具備する。また、結露防止対策を講ずること。 

12) 攪拌機は原則として2 段プロペラ形ベルト減速式とし、シャフト、プロペラの材質はSUS 

または SS（＋ゴムライニング）製とし、耐薬品性から選定する。 

13) 攪拌機は助剤粉体を十分溶解できる機能を有し、シャフト偏心しないものとし、シャフ

ト長さ、プロペラ位置は十分考慮して設定する。 

14) 粉体を容易に薬剤紛体ホッパに投入できる自動給粉装置を設ける。 

 

3.1.7  点検用歩廊・階段 

(1) 機器・装置の周囲には運転、保守点検のための歩廊、階段を設ける。 

(2) 歩廊、階段等の頭上には突起物、配管等がなく安全に通行できるようにする。  

(3) ポンプ、機器等の周囲は原則として周回できるよう計画する。 

(4) 有効幅は点検歩廊 1,000 ㎜以上、階段 800 ㎜以上を確保すること。 

(5) 階段の勾配は水平に対し 40 度以下を標準とし、蹴上げの寸法は 200～230 ㎜、踏面 250

～300 ㎜で、蹴上げ、踏面の寸法は統一すること。 

(6) 手摺は高さ 1,100 ㎜以上とし、主柱 SGP 32A、枝柱および中間柱 SGP 25A、中桟は

250mm ごとに設け、底部 FB（50×6）同等以上とすること。また、必要箇所は脱着式

とすること。 

(7) 歩廊、階段の床材は撓みがなく原則としてグレーチング（亜鉛メッキまたは FRP 製）と

すること。また機器・装置からの振動等が伝播しない独立構造とすること。 

(8) 歩廊、階段等の脚部は専用のコンクリート基礎上に固定すること。 

(9) コンクリートに直接設置する手摺の材質は SUS 製とすること。 
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3.1.8  保温、防露対策 

(1) 凍結等を生ずる恐れのある箇所ついては、保温等を施す。 

(2) 高熱部の危険箇所には断熱施工を施す。 

(3) 配管については保温、火傷防止、防露対策を十分考慮する。 

(4) 上水配管は全て保温する。また、夏季に結露のおそれのある冷却水等の配管は全て保温

する。 

 

3.1.9  配管 

(1) 必要箇所には防振、エアー抜を考慮して計画し、詰まりが生じる恐れのある配管には水

洗浄が可能なように計画する。 

(2) 分解・組立が容易なものとする。 

(3) 勾配、防露、防食及び凍結等を十分考慮する。 

(4) 系統別に表示されたものとする。 

 

3.1.10  据付工事 

(1) 製作仕様書により作成した機器類については、本組合の指示及び承諾図面により、据付

ける。ただし、軽量及び振動の影響が少ないポンプ機器類については、架台を設けその上

に据付けるものとする。なお、アンカーボルト、ナット類は、SUS 製等とする。 

(2) モルタル仕上げは、機械台平面側面部、排水溝内部、並びにその他、本組合の指示する

部分は、モルタル仕上げ等を施す。 

(3) 排水溝用鉄蓋（縞鋼板）を必要とする箇所は、蓋板は取外しが容易な構造とする。 

 

3.1.11  地震対策 

建築基準法、消防法、労働安全衛生法等各種関係法令に準拠した設計とする。 

(1) 危険物タンクには、必要な容量の防液堤を設ける。 

(2) 薬品貯留槽には、必要な容量（110％以上）の防液堤を設ける。内面は耐薬品仕上げとす

る。 

(3) 二次災害防止のため、燃焼の恐れのある装置等には、緊急停止ボタンを設ける。 

(4) 電源あるいは計装用空気が遮断されたときは、各バルブ・ダンパー等の動作方向は、プ

ロセスの安全側に作動するものとする。 

(5) 主要機器等は、特に地震力、動荷重に対して、転倒、横滑り、脱落、破損などを起こさ

ないように十分な強度を有する基礎ボルトで強固に固定する。なお、地震力算定には、「官

庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（最新版）」並びに「建築設備耐震設計・施工指針

（最新版）」に順ずることとし、設備機器の設計用標準水平震度（Ks）については、「機

械設備工事必携（最新版）」（日本下水道事業団編著）の付則 17 の「設備機器の設計用

標準水平震度（Ks）」に従うものとする。 
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3.1.12  機器類の塗装 

(1) 機器類の塗装仕様については、原則として日本下水道事業団編著の『機械設備工事一般

仕様書』に準拠し、塗装色については別途協議とする。 

(2) 受入貯留設備関連水槽および汚泥貯留槽の槽内機器および槽内配管は、樹脂製のものを

除き、SUS 製のものを含め、エポキシ樹脂等による耐食塗装を行うものとする。 

 

3.1.13  その他 

(1) 処理棟処理部には各フロアへの機器等の搬入搬出用として、マシンハッチを各階適所に

設けるとともに、２、３階には搬入搬出用にバルコニーを適所に設けること。また、これ

らの機器等の移送用にホイストレール、リモコン式電動チェーンブロック（荷鎖は強靱

性・耐久性・防錆性等に優れているもの）、天井クレーン、ジブクレーン等を計画する。 

(2) ポンプ等各機器の保守点検のために、吊上用フック（必要箇所）、移動式機器吊上装置

（必要数）を計画する。 

(3) 地下ポンプ室など地階から 3 階まで機器等の点検用主要通路は、整然としたものとして

計画するとともに有効幅〔1.2〕ｍ以上を確保すること。その他の通路等は有効幅〔1.0〕

ｍ以上を確保する。 

(4) 本施設の工事に用いるアンカーボルト類、槽内のボルト・ナット類、ほか金物類はすべ

て SUS 製とすること。なお特に強度を要しない場合は樹脂製も可とする。 

(5) ボルト・ナット類において、ボルトのネジ山はナットから３山出るように施工すること。 

(6) ダイヤフラム型ポンプを除き、ポンプ、ブロワ等の機械基礎は原則として１台毎に独立

して設け、維持管理スペースを十分確保する。 

(7) 機械基礎の鉄筋は機器の種別、運転状態等により適切なものとし、原則として床スラブ

差筋に溶接すること。また主要機器の基礎ボルトは原則として機械基礎の鉄筋に強固に緊

結すること。なお、対象によっては本組合との協議により、接着系の穿孔アンカーによる

施工を認めるものとする。 

(8) RC 造の水槽内気相部で腐食性ガスに触れる部分の躯体貫通ノズルの材質は HIVP、

HTVP 等とする。 

(9) 機械設備のうち、給脂が必要な機器類については、原則として自動給脂装置を設けるこ

と。 

(10) 駆動装置のオイルドレン部はオイル交換を考慮して、短管＋バルブ＋プラグ止めとする。 

(11) 薬品類（ローリー車は除く）の搬入・荷下ろし作業については、風雨（濡れずに作業で

きる等）に影響されないものとし、施設配置等に反映する。 

(12) 水槽の有効容量は、低水位(LWL)から高水位(HWL)までの容量とする。 

(13) 水槽底部の勾配は、受入貯留関連および汚泥処理関連の水槽で〔5〕％以上、それ以外

の水槽については〔2〕％以上確保すること。また、清掃が必要な水槽の低水位（LWL）

は、水槽底部の勾配下端以下の高さとして、清掃時にできるだけ内容液が排出できるよう
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に計画する。 

(14) 水槽上部には原則としてマンホールを２箇所（750φ、600φ）設ける。 

(15) 受入室、沈砂除去室、ホッパ室等、空気の悪い部屋に設置する機器類の架台については、

SUS 製または溶融亜鉛メッキ塗装品とする。 

(16) 機器の配置は定期点検、部品交換、補修等のメンテナンス性を考慮し、壁・柱との離れ

1.0ｍ、機械基礎間では最小 0.6ｍかつ機械基礎幅員以上とすることを基本とし、機器の交

換等の搬出入の際にも支障が生じないスペースを確保する。 
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3.2  受入・貯留設備 

3.2.1  受入設備 

(1) 搬入し尿及び浄化槽汚泥計量装置 

1) 形式   〔  〕 

2) 能力等  

① 最大秤量  25t 

② 最小目盛  10kg 

③ 積載台寸法  最大 10t 積バキューム車が秤量可能な寸法 

3) 数量   1 基以上 

4) 構造等 

① 計量及び集計操作は自動化し、受入監視室及び中央監視室で印字、集計を行う。 

② 計量後、伝票の発行と品種、車種、処理物、搬出入業者、地域別に、日報・月報・年報

の作成が自動的に行えるものとする。 

③ 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。 

④ カード操作盤、計量機本体位置での操作にあたっては、風雨等を防げるよう屋根等を計

画し、防風水対策を行う。 

⑤ 車両の進入停止発進時等の負荷に対する計量機の保護対策等を講じる。 

(2) 受入室 

1) 形式  〔  〕 

2) 数量  2 車線 

3) 構造等  

① 受入室は、1 車当たり 2 台同時に投入作業ができるように計画する。また、2 車線のうち、

少なくとも 1 車線は、10t 積バキューム車の搬入時に対応できるように計画する。 

② 室内の洗浄が行えるとともに、床に水勾配を付け適切に排水する。 

③ 入口側には投入作業状況がわかるように信号表示を行う。 

④ 受入室は一方通行方式とし、2/100～5/100 の勾配を設ける。また、末端には排水溝（蓋、

枠共に SUS 製）を設け、室内洗浄装置を備える。 

⑤ 受入室には、前室・後室を設け、出入口には SUS 製自動扉（横開き方式）を設置し、室

内の臭気の拡散を防止する。なお、受入室（前室・後室を含む。）から処理室への出入

口には必ず前室及びエアカーテンを設け、臭気が直接処理室に入らないようにする。 

⑥ 入口側には、投入作業状況がわかるように信号表示を行う。 

⑦ 自動扉は、車両以外の感知では作動しないようにする。また、窓を設ける。 

⑧  受入室の臭気並びにバキューム車からの臭排気及びエンジン排気ガスを効率よく、かつ
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容易に捕集できる装置を設け、各々の脱臭設備にて処理する。 

⑨ 受入室の収集車が満車時には、他の車が入室できない構造とする。 

⑩ 受入室には、受入監視室、手洗い及び便所を設置する。 

⑪ 空気の流れ及び騒音に留意する。 

⑫ 受入室には、洗浄水配管（必要箇所）を設置する。 

⑬ 自然採光を極力取り入れた構造とする。 

⑭ 自動扉の開閉に対する待機時間等は、実施設計時に本組合と協議して決定する。 

⑮ 自動扉は、商用電源系統の停電時において、非常用として手動開閉が可能な構造とする。 

(3) 受入口 

1) 形式  水封式または負圧式 

2) 数量 

① し尿用  〔 〕（2 基以上） 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕（4 基以上） 

③ その他 

受入槽及び後段の中継槽の数により最適な基数を提案することを可とする。また、故

障時や緊急時への対応性も踏まえる。 

3) 構造等 

① 受入口は、投入し尿等が投入時に飛散しないようにするとともに、臭気の発散を防止す

る構造とする。 

② 受入口へは投入ホースが斜め方向から差し込める構造とし、し尿投入中にホースが離脱

しない構造とする。 

③ ホースが洗浄できる機構とする。 

④ 投入口は、1 時間最大搬入量に見合う数量とし、合理的に配置する。 

⑤ 金属部分の材質は全て SUS304 製等とし、他の部分も耐食性材質とする。 

⑥ 水洗配管には、フラッシュ弁を取り付ける。 

⑦ 口径は、φ150mm 以上とする。 

(4) 沈砂槽 

1) 形式   鉄筋コンクリート、水密密閉構造 

2) 有効容量  

① し尿用  〔 〕m３ 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３ 

3) 構造等 

① し尿、浄化槽汚泥中に含まれる砂礫類を沈殿させ、沈砂物除去に当たっては、人が入る

ことなく安全かつ衛生的に除去できるものとする。槽内は防食施工とし、槽底には必要
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な勾配を設ける。 

② 槽内の保守点検、清掃が容易に行えるよう FRP 製密閉型マンホール（ウジ返し付）を、

受入槽を含めて 2 ヶ所以上設ける。 

③ 槽内は、防水防食とする。 

④ 内部配管は SUS 製等とし、他の材質も耐食性とする。 

⑤ 槽内から効率的に沈砂を吸引できるよう沈砂引抜配管周囲に沈砂が集まりやすい構造と

する。 

⑥ 沈砂槽の容量は、搬入のピーク時に十分な沈砂除去効果が得られる容量とする。 

⑦ 沈砂引抜配管は固定配管方式とし、着脱可能な構造とする。 

⑧ 槽内の洗浄が容易に行えるよう槽内の沈砂引抜配管周囲に、圧力配管及び撹拌用空気配

管を計画する。またホースカランを設置する。 

⑨ 槽内の臭気を補集する。 

(5) 沈砂除去洗浄装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 真空ポンプまたはサンドポンプ 

① 形式 〔 〕 

② 能力  〔 〕m３/分 

③ 数量  〔 〕基 

3) 沈砂洗浄タンク 

① 容量 〔  〕m３ 

② 数量  〔 〕基 

③ 材質  〔  〕 

4) 真空タンク 

必要に応じて設ける。 

① 容量  〔  〕m３ 

② 数量  〔  〕基 

③ 材質  〔  〕 

5) 構造等 

① 内部を点検・目視できる上部マンホールを設置する。 

② 1 回の操作で清掃できる容量以上とし、沈砂の洗浄、水切りが容易に行える構造とする。 

③ 装置は原則として不衛生作業のない構造とし、沈砂の吸引、洗浄等の作業は容易に行え

るものとする。 

④ 沈砂洗浄タンクと真空タンクは一体型とする。 

⑤ 接液部材質は SUS 製等とする。 
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⑥ 洗浄排水は受入槽へ移送する。 

⑦ 沈砂除去室に収納し、補修・維持管理及び点検が容易な配置とする。 

⑧ 排気は、臭気処理を行う。 

⑨ 沈砂槽内の沈砂引抜は自動化を図り、かつ手動操作も可能な構造とする。 

(6) 受入槽 

1) 形式   鉄筋コンクリート、水密密閉構造 

2) 有効容量   

① し尿用   〔  〕m３ 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３ 

3) 数量 

① し尿用   〔 〕槽 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕槽 

4) 構造等 

① 有効容量は、計画処理量の 0.5 日分（稼働日あたり）とする。また、搬入性状の均一化

を図れるよう考慮する。 

② 槽内の保守点検、清掃が行われるよう、マンホール（FRP 製又は SUS 製、うじ返し付）

を 2 ヶ所以上設けるものとする。 

③ 槽底部には勾配を設ける。 

④ 槽内は防水・防食施工とする。 

⑤ 液面の指示、上下限液警報等を行う。 

⑥ 槽内配管は全て耐食性材質とする。 

⑦ 槽内の臭気を捕集する。 

⑧ スカム防止対策を講じる。 

⑨ 槽内支持金物等材質は SUS304 等とする。 

 

3.2.2  きょう雑物除去設備 

(1) 破砕機 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力   〔 〕m3/時 

3) 数量 

① し尿用   〔 〕台（内、共通交互利用〔 〕台） 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕台 

4) 運転時間   〔 〕時より〔 〕時までの〔 〕時間とする。 

5) 構造等 
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① 接液部は耐食性・耐摩耗性材質とし、振動、騒音等を防止できるものとする。 

(2) きょう雑物除去装置 

1) 形式  細目スクリーン 

2) 能力  〔  〕m３/時 

3) 目開き  〔  〕mm 

4) 数量  〔 〕基 

5) 構造等 

① 接液部は耐食性・耐摩耗性材質とし、振動、騒音等を防止できるものとする。また、主

要部（切り刃等）の材質は、耐食・耐摩耗性にすぐれた材質とする。 

② 目詰まりの少ない構造とする。 

③ 手動、自動両運転ができ、かつ移送先の受入条件により運転できるものとする。 

④ 圧力配管を設け、きょう雑物等による閉塞に対応可能とする。 

⑤ 軸封は、メカニカル方式とする。 

⑥ 前処理関連機器との連動により自動運転できるものとする。 

⑦ 予備機を利用してスカム破砕できるものとする。 

⑧ 予備品は、予備機も含むものとする。 

⑨ 能力は、雑排水の流入も考慮して設定する。 

⑩ 接液部は耐食性・耐摩耗性材質とし、振動、騒音等を防止できるものとする。 

(3) きょう雑物脱水装置 

1) 形式  スクリュープレス 

2) 能力   〔  〕kg/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 脱水後の水分は〔 〕％以下とする。 

② 接液・接ガス部は、耐食性材質とする。 

③ 内部点検口を設け、点検スペースは十分確保する。 

④ 装置内から臭気を捕集する。 

⑤ 破砕機、きょう雑物除去装置等の関連機器と連動運転を行う。 

(4) きょう雑物移送装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力   〔  〕kg/時 

3) 数量   〔  〕基 

4) 構造等 

① 目詰まりしにくく、点検・清掃が容易な構造とする。 
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② 主要部材質は SUS 製等とする。 

③ 装置には、覗窓（ワイパー付）及び照明を取付け、内部が点検できるものとする。 

④ 装置内の臭気、騒音、振動の発生を防止する。 

⑤ 破砕機、きょう雑物脱水装置、きょう雑物移送装置と連動運転とする。 

⑥ 運転終了後、自動洗浄（一部手動）ができるものとし、スクリーンの目詰まりを防止す

るため空洗ファン、高圧（温水）洗浄水装置を設ける。また、薬液（アルカリ）での洗

浄が可能な構造とする。 

⑦ 点検・清掃が容易な作業動線及び構造となるよう配置計画に十分配慮する。 

⑧ 目詰まりが生じた場合の警報装置を取付ける。 

⑨ スクリーンへのし尿、浄化槽汚泥、流量が調整でき、かつスカムによるトラブルがない

装置とする。 

⑩ 汚水の流出のない構造とする。 

⑪ 流量調整タンクを設置しタンクの材質は SUS304 等とし、臭気を捕集する 

(5) きょう雑物貯留ホッパ 

1) 形式  〔 〕 

2) 有効容量   〔 〕m３ 

3) 数量   〔  〕基 

4) 構造等 

① 見掛け比重を考慮して 1 日分以上の容量とする。 

② 接泥部材質，排出装置は SUS304 等とする。 

③ ブリッジを生じない構造とする。 

④ ホッパ内から臭気を捕集する。 

⑤ 点検口（照明付）を設ける。 

⑥ レベル警報装置を設ける。 

(6) 細砂除去設備（必要に応じて設ける。） 

きょう雑物除去後のし尿、浄化槽汚泥等について、受入設備の沈砂除去装置にて除去でき

なかった比較的細かい砂等を除去する目的で、細砂除去装置を設ける。 

 

3.2.3  固液分離装置 

(1) 汚泥貯留槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート、水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 設計条件 
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① 容量は、汚泥脱水装置の計画運転時間を考慮したものとする。 

5) 構造等 

① 槽内の保守点検・清掃が行えるよう、マンホール（FRP 製）を 2 ヶ所以上設置する。 

② 槽内には、撹拌装置を設ける。 

③ 槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

④ 液面の指示・上下限液位警報等を行う。 

⑤ 槽内配管の材質は、耐食性とする。 

⑥ 槽内の臭気を捕集し脱臭する。 

(2) し尿及び浄化槽汚泥供給ポンプ 

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔 〕m３/時 

③ 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）除渣後の混合し尿を定量的に移送でき、かつ異物によって閉塞が起こらないものとす

る。 

b）接液部は耐食性の材質とし、ロータ材質は SUS304＋HCr メッキ等とする。 

c）軸封はメカニカルシールとする。 

d）流量計（指示・積算）を設置する。 

e）圧力計（隔膜式）を設置する。 

f）汚泥脱水機と連動運転とする。 

g）運転終了後、汚泥配管及び脱水装置ラインを洗浄できる配管・装置を設置する。 

(3) 汚泥調質装置 

1) 無機系調質剤注入装置（必要に応じ設ける。） 

① 無機系調質剤貯槽 

a）薬品名   〔  〕 

b）形式   〔 〕 

c）有効容量   〔 〕m３ 

d）数量   〔  〕基 

e）構造等 

イ．貯留槽、配管、パッキン等は耐薬品性材質を使用する。 

ロ．内面耐薬品塗装を施した防液堤内に設置する。 

ハ．容量は〔 〕日分以上とし、ローリーからの受入れ作業が容易となるように計

画する。 

ニ．液面計、電極取付け座を設置する。 
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ホ．空気抜口、ドレン口を設置する。 

ヘ．点検用マンホール、及び梯子を設置する。 

② 無機系調質剤注入ポンプ 

a）形式   〔  〕 

b）能力   〔  〕L/分 

c）数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

e）接液部は、耐薬品性材質とする。 

イ．流量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

2) 有機系調質剤注入装置（必要に応じ設ける。） 

① 有機系調質剤溶解槽 

a）薬品名  〔 〕 

b）形式   〔 〕 

c）有効容量   〔 〕m３ 

d）数量  〔 〕基 

e）構造等 

イ．ホッパにはドライエアーを供給し、乾燥状態を維持できるものとする。 

ロ．接液部は耐食性材質とする。 

ハ．液面計、電極取付け座を設置する。 

ニ．防液堤内に設置する。 

② 有機系調質剤注入ポンプ 

a）形式  〔 〕 

b）能力   〔  〕L/分 

c）数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

イ．接液部は耐食性材質とする。 

ロ．軸封はメカニカルシールとする。 

ハ．流量計（指示・積算）を設置する。 

ニ．圧力計を設置する。 

ホ．脱水機と連動運転とする。 

(4) pH 調整装置（必要に応じ設ける） 

1) アルカリ貯槽（兼用を可とする。） 

① 形式     〔 〕 

② 有効容量   〔  〕m３ 

③ 数量       〔 〕基 
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④ 構造等   

a）貯留槽、配管、パッキン等は耐薬品性材質を使用する。 

b）内面耐薬品塗装を施した防液堤内に設置する。 

c）容量は〔 〕日分以上とし、ローリーからの受入れ作業が容易となるように計画する。 

d）液面計、電極取付け座を設置する。 

e）空気抜口、ドレン口を設置する。 

f）点検用マンホール、及び梯子を設置する。 

2) アルカリ注入ポンプ 

① 形式   〔   〕 

② 能力  〔  〕 

③ 数量  〔  〕（内予備〔 〕台） 

④ 構造等 

a）流量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐食性の材質とする。 

c）pH 計との連動運転とする。 

d）ストレーナ（透明）を設置する。 

e）背圧弁、安全弁、サイホン防止弁等を設置する。 

 

3.2.4  凝集混和設備 

本設備は、主処理方式に応じ、必要な箇所に設ける。 

(1) 混和槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式   〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 短絡流のない構造とする。 

③ 槽内を洗浄できる装置を設置する。 

④ ドレン口を設置する。 

⑤ 点検口を設けるとともに、臭気を捕集する。 

(2) 凝集混和撹拌装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 数量  〔  〕基 

3) 構造等 
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① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 撹拌機の羽根の形状、回転数等は汚泥の凝集効果を考慮したものとする。 

(3) 凝集槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式   〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 短絡流のない構造とする。 

③ 槽内を洗浄できる装置を設置する。 

④ ドレン口を設置する。 

⑤ 点検口を設けるとともに、臭気を捕集する。 

(4) 凝集攪拌装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式   〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 構造 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 撹拌機の羽根の形状、回転数等は汚泥の凝集効果を考慮したものとする。 

(5) 汚泥脱水機（必要に応じ設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力   〔  〕m３/時、または〔 〕kg･DS/時 

3) 数量   〔  〕基 

4) 構造等 

① 脱水汚泥の含水率は 85％以下とする。 

② 脱水機の能力及び数量は、定期オーバーホール時を考慮し、処理に支障のないよう十分

な余裕を見込む。また、搬入変動に対しても十分対応出来る能力とする。 

③ 接液部は SUS 製等とする。 

④ 防音、防振に配慮し、装置内の臭気は捕集し脱臭する。 

⑤ 分離液は主処理設備で処理する。 

⑥ 点検歩廊、吊上装置を設置する。 

⑦ 脱水ケーキ、分離液をサンプリングできるものとする。 

⑧ 洗浄水の飛沫防止を考慮する。 

⑨ 非常時には相互利用可能なものとする。 

(6) 脱水汚泥移送装置（必要に応じ設ける。） 
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1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔  〕kg/時 

3) 数量  〔 〕基 

4) 構造等  

① 密閉構造とする。 

② 接物・接ガス部は、耐食性材質とする。 

③ 内部の点検・清掃が容易な構造とする。 

④ 装置内から臭気を捕集する。 

(7) 脱水汚泥ホッパ（必要に応じ設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 接物・接ガス部は、耐食性材質とする。 

② 架橋が生じない構造とする。 

③ 貯留した脱水汚泥を容易に排出できるものとする。 

④ ホッパ内から臭気を捕集する。 

⑤ 点検口、レベル警報器等を設ける。 

(8) 分離液槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量 〔 〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 設計条件 

① 主処理設備等の処理に影響を与えないよう、分離液を均等に移送するものとする。 

5) 構造等 

① 平面形状は、長方形または正方形とし、槽内は防食施工とする。 

② 槽内には、撹拌装置を設ける。 

③ 貯留量及び移送量を表示するため、必要に応じて液面計等の表示装置を設ける。 

④ 適所にマンホールを設ける。 

⑤ 槽内の臭気を捕集する。 

(9) 分離液槽撹拌装置（必要に応じ設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕 

3) 数量  〔 〕基 
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4) 構造等 

① 効率的な撹拌が行えること。 

② 液性状に応じた材質とすること。 

(10) 分離液ポンプ（必要に応じ設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力 〔  〕m３/時 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 異物によって閉塞がおこらないものとする。 

 

3.2.5  貯留設備 

(1) 貯留槽 

1) 形式   鉄筋コンクリート、水密密閉構造 

2) 有効容量 

① し尿用   〔 〕m３ 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕m３ 

③ 予備用貯留槽  〔  〕槽 

3) 数量 

① し尿用  〔  〕槽 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕槽 

③ 予備貯留槽  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 槽内の保守点検・清掃が行えるよう、マンホール（うじ返し付）を 2 ヶ所以上設ける。 

② スカムの防止対策を講ずる。 

③ 槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

④ 液面の指示・上下限液位警報等を行う。 

⑤ 槽内配管の材質は、耐食性とする。 

⑥ 槽内臭気を捕集する。 

⑦ 予備貯留槽は、3 日分以上の容量を見込む。 

(2) 貯留槽スカム破砕ポンプ 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力 

① し尿貯留槽用  〔 〕m３/分 
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② 浄化槽汚泥貯留槽用 〔 〕m３/分 

3) 数量 

① し尿貯留槽用  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

② 浄化槽汚泥貯留槽用 〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞が起こらない構造とし、接液部は耐食性材質とする。 

② タイマ等によって間欠運転できるものとする。 

③ 交互利用機については、能力等に支障がなければ共通交互利用も可とする。 

(3) 貯留槽撹拌ブロワ 

1) 形式   〔  〕 

2) 能力   〔 〕m３/分 

3) 数量   〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 十分な撹拌強度が得られる能力とする。 

5) 構造等 

① 汚泥貯留槽や雑排水槽等の撹拌装置との兼用も可とする。 

② 設置する部屋は防音構造とする。 

(4) し尿及び浄化槽汚泥投入ポンプ 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力 

① し尿用  〔  〕m３/時 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３/時 

3) 数量 

① し尿用  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 最大移送量に見合う能力とする。 

5) 構造等 

① 計画処理量のし尿等を定量的に次工程へ移送でき、かつ異物によって閉塞が起こらない

ものとする 

② 接液部は耐食性の材質とし、ロータ材質は SUS304＋HCr メッキ等とする。 

③ 投入配管の径は、50mm 以上とする。 

④ 間欠運転（タイマー）が可能なものとする。 

⑤ 流量計（指示・積算）を設置する。 
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⑥ 圧力計を設置する。 

(5) 予備貯留槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート造又は水密密閉構造 

2) 計画容量   

① し尿用  〔  〕m３ 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３ 

3) 有効容量    

① し尿用  〔  〕m３ 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３ 

4) 数量  

① し尿用  〔  〕槽 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕槽 

5) 構造等 

① 処理対象物の変動及び災害等の緊急対応等を踏まえ計画する。 

② 槽内の保守点検・清掃が行えるよう，マンホール（FRP 製等）を 2 ヶ所以上設置する。 

③ 槽内攪拌装置を設置する。 

④ 槽内は防食施工とし，槽底には必要な勾配を設ける。 

⑤ 液面の指示・上下限液位警報等を行う。 

⑥ 槽内配管の材質は，耐食性とする。 

⑦ 槽内の臭気を捕集し脱臭する。 

⑧ 予備貯留槽から貯留槽へ移送可能な構造とする。 

(6) 予備槽用し尿及び浄化槽汚泥投入ポンプ 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力 

① し尿用  〔  〕m３/時 

② 浄化槽汚泥用  〔  〕m３/時 

3) 数量 

① し尿用  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

② 浄化槽汚泥用  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 最大移送量に見合う能力とする。 

5) 構造等 

① 計画処理量のし尿等を定量的に次工程へ移送でき、かつ異物によって閉塞が起こらない

ものとする 
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② 接液部は耐食性の材質とし、ロータ材質は SUS304＋HCr メッキ等とする。 

③ 投入配管の径は、50mm 以上とする。 

④ 間欠運転（タイマー）が可能なものとする。 

⑤ 流量計（指示・積算）を設置する。 

⑥ 圧力計を設置する。 
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3.3  主処理設備 

受入貯留設備から供給されるし尿等を生物学的脱窒素法と膜分離装置による固液分離を組み合

わせ、プロセス用水以外の希釈水を用いることなく、処理できるものとし、計量調整装置、硝化・

脱窒素槽、膜分離装置を組み合わせたものとする。  

また、膜分離高負荷脱窒素処理技術或いは、浄化槽汚泥の混入比率の高い膜分離高負荷生物脱

窒素処理技術として「評価書」を取得済みの技術及び交付金対象であることが明らかである技術

に準拠したものとする。 

 

3.3.1  計量調整装置 

(1) 形式   〔  〕 

(2) 構造等 

① 除渣後のし尿等、希釈水、返送汚泥、循環液等を計量し、所定量に調整できるものとす

る。 

 

3.3.2  脱窒素設備 

(1) 脱窒素槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 設計条件 

① 反応温度は、15℃以上を標準とする。 

② BOD 容積負荷は、2kg-BOD/ m３･日以下を標準とする。 

③ BOD-MLSS 負荷は、脱窒素槽と硝化槽を合わせて、0.1kg-BOD/kg-MLSS･日以下を標

準とする。 

④ 総窒素－MLSS 負荷は、脱窒素槽と硝化糟を合わせて算出するものとし、

0.04kg-N/kg-MLSS･日以下を標準とする。 

⑤ 運転 MLSS 濃度は、6,000mg/L を標準とする。 

⑥ 容量は、BOD 負荷、総窒素負荷及び硝化槽との容量配分により決定する。 

5) 構造等 

① 平面形状は、長方形、正方形または円形を原則とし、槽内は防食施工とする。 

② 外気との接触が少ない構造とする。 

③ 脱窒素槽内で発生したガスを排出できる排出口及び点検・補修用マンホールを設ける。 

④ 有効水深は、3.5～5.0m を標準とし、液面とスラブ下面との間隔は、80cm 以上を標準

とする。 

⑤ 槽内の臭気を捕集する。 
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(2) 撹拌装置 

撹拌装置は、〔機械式または発生するガスの吹込若しくは空気の吹込によるものとし〕槽内

の MLSS 濃度が均一となるものとする。 

1) 撹拌ブロワ（二次脱窒素槽用撹拌ブロワと兼用する。） 

① 形式  〔 〕 

② 能力  〔  〕m3/分 

③ 数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）撹拌ブロワを設置する室は、防音構造とする。 

2) 散気装置 

① 形式  〔 〕 

② 数量   〔  〕組 

③ 構造等 

a）発生ガスまたは空気を均一に散気できるものとする。 

b）散気によって生ずる水流に対して十分な強度を有するものとする。 

c）耐食性材質とする。 

(3) 硝化槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量   〔  〕m３ 

3) 数量   〔  〕槽 

4) 設計条件 

① 容量は、BOD 負荷、総窒素負荷及び脱窒素槽との容量配分により決定する。 

② 必要酸素量は、窒素の硝化、BOD の酸化、活性汚泥の内生呼吸による酸素消費量によ

って決定する。 

5) 構造等 

① 平面形状は長方形、正方形または円形を原則とし、槽内は防食施工とする。 

② 排気口及び点検・補修用マンホールを設ける。 

③ 有効水深は、3.5～5.0m を標準とし、液面とスラブ下面との間隔は、80cm 以上を標準

とする。 

④ 槽内の臭気を捕集する。 

(4) 曝気装置 

曝気装置は、硝化槽内全体の撹拌が十分に行われ、かつ、十分な酸素供給が行えるものとす

る。 

1) 曝気ブロワ（再曝気槽ブロワと兼用する。） 
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① 形式   〔 〕 

② 能力   〔  〕m３/分 

③ 数量   〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造用 

a）設置する室は、防音構造とする。 

b）防振構造とする。 

c）負荷変動や省エネ化に対応できるものとする。 

d）高濃度臭気ブロワを兼用する場合には、接ガス部を耐食性材質とする。 

2) 散気装置 

① 形式  〔 〕 

② 数量   〔  〕組 

③ 構造等  

a）目詰まりを起こしにくく、かつ、均一に空気を散気できるものとする。 

b）散気によって生ずる水流に対して十分な強度を有するものとする。 

c）散気装置は、槽内から引き上げ、または取り外して容易に保守点検ができるものとす

る。 

d）接液・接ガス部は、耐食性材質とする。 

(5) 循環液移送ポンプ 

硝化槽からの循環液量は、処理効果を安定させるために必要な量とする。 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 必要に応じて流量の調整が可能なものとする。 

③ 異物によって閉塞が起こらないものとする。 

④ 流量計（指示）を設置する。 

(6) pH 調整装置 

硝化槽内の pH を適正に保つため（必要に応じてアルカリ剤〔水酸化ナトリウム等〕の添加

による）pH 調整装置を設ける。 

1) アルカリ貯槽 

① 型式  〔 〕 

② 有効容量   〔  〕m３ 

③ 数量   〔  〕基 
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④ 構造等 

a）容量は、凝集分離用、脱臭用等を併せて計画使用量の〔 〕日分以上とし、アルカリ

剤の搬入方法を考慮したものとする。 

b）液量が確認できるものとする。 

c）耐薬品性材質とする。 

d）貯槽は内部対薬品塗装の防液堤内に設置する。 

2) アルカリ注入ポンプ 

① 形式  〔 〕 

② 能力   〔 〕mL/分 

③ 数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）液量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐薬品性材質とする。 

c）pH 計による自動注入式とする。 

(7) 消泡装置（必要に応じ） 

発泡を抑制するために必要に応じて設ける。 

1) 消泡剤タンク 

① 形式  〔 〕 

② 容量  〔  〕基 

③ 数量 

④ 構造等 

a）上部に内部点検口を設置する。 

b）外部から液位の確認ができるものとする。 

2) 消泡剤注入ポンプ 

① 形式  〔 〕 

② 能力   〔 〕 

③ 数量    〔  〕台（内、予備〔 〕台） 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性の材質とする。 

(8) 加温設備（必要に応じ） 

反応槽内の液温を 25℃～38℃に保持するため設置する。  

1) 加温装置  

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔  〕 
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③ 使用燃料   〔 〕 

④ 数量     〔 〕基 

⑤ 操作条件  〔 〕 

⑥ 構造等 

a）維持管理の容易性及び経済性を考慮した方式とする。 

b）加温水は循環方式とする。 

2) 温水循環ポンプ  

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔 〕 

③ 数量  〔 〕台（うち予備〔 〕台） 

④ 操作条件   〔 〕 

⑤ 構造等 

a）異物によって閉塞が起こらないものとする。  

b）流量計、圧力計を設置する。 

3) 熱交換器  

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔  〕 

③ 数量  〔  〕基 

④ 材質  〔  〕 

⑤ 構造等 

a）接液部は SUS316L 製等とする。  

b）ドレン口を設置する。  

c）液入口、出口側に伸縮継手を設置する。  

4) 熱交換用循環ポンプ  

① 形式  〔 〕 

② 能力  〔 〕 

③ 数量  〔  〕台（うち予備〔 〕台） 

④ 材質  〔 〕 

⑤ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。  

b）騒音・振動を防止する。  

c）圧力計を設置する。  

d）流量計を設置する。  
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3.3.3  二次脱窒素槽 

(1) 二次脱窒素槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート造水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔 〕槽 

4) 設計条件 

① 酸化態窒素-MLSS 負荷は、二次脱窒素槽における除去対象の酸化態窒素量に対し、

0.01kg-N/kg-MLSS･日を標準とする。また、脱窒素促進剤（メタノール等）を添加する

場合の酸化態窒素-MLSS 負荷は、0.03kg-N/kg-MLSS･日を標準とする。 

② 容量は、酸化態窒素負荷により決定する。 

5) 構造等 

① 平面形状及び構造は、脱窒素槽に準ずる。 

② 有効水深及び液面とスラブ下面との間隔は、脱窒素槽に準ずる。 

③ 槽内の臭気を捕集する。 

(2) 撹拌装置 

1) 撹拌ブロワ 

脱窒素槽用撹拌ブロワと兼用とする。 

2) 散気装置 

① 形式   〔  〕 

② 数量   〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

③ 材質  〔 〕 

④ 構造等 

a）目詰りの少ないものとし、槽内から引き上げ可能な構造とするとともに槽内の配管等

は SUS 製等の耐食性材質とする。 

b）発生ガスを均一に散気できるものとする。 

c）散気によって生ずる水流に対して十分な強度を有するものとする。 

(3) 脱窒素促進剤供給装置 

（酸化態窒素-MLSS 負荷を水素供与体である脱窒素促進剤〔メタノール等〕を添加すること 

を条件で設定した場合に設ける。） 

1) メタノール貯槽 

① 形式  〔  〕 

② 有効容量   〔  〕m３ 

③ 数量   〔  〕基 

④ 構造等  
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a）槽内液量が確認できるよう液面計を設ける。 

b）計画使用量の〔 〕日分以上の容量とし、〔メタノール〕の搬入方法を考慮したもの

とする。 

2) メタノール注入ポンプ 

① 形式  〔  〕 

② 能力   〔  〕mL/分 

③ 数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）流量調整が可能であり、流量精度の高いものとする。 

b）接液部は、耐食性材質とする。 

(4) 再曝気槽 

1) 再曝気槽 

① 形式   鉄筋コンクリート造水密構造 

② 有効容量   〔  〕m３以上 

③ 数量   〔 〕槽 

④ 設計条件 

a）散気式曝気による場合、送気量は曝気槽 1 m３当たり 1 時間〔1〕m３以上を標準とす

る。 

b）曝気時間は、再曝気槽流入汚水量（返送汚泥量を除く。）に対し、3 時間以上を標準

とする。 

c）再曝気槽の容量は、曝気時間により決定する。 

⑤ 構造等 

a）平面形状及び構造は、硝化槽に準ずる。 

b）有効水深及び余裕高は、硝化槽に準ずる。 

c）槽内の臭気を捕集する。 

2) 曝気装置 

① 散気式曝気装置 

a）曝気ブロワ（硝化槽用曝気ブロワと兼用する。） 

② 散気装置 

a）形式  〔 〕 

b）数量  〔  〕組 
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3.3.4  膜分離設備 

(1) プレスクリーン（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力   〔 〕 

3) 数量   〔 〕基 

4) 設計条件 

① 最大処理量に見合う能力とする。 

5) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

(2) 膜原水槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量   〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 平面形状は、長方形または正方形とし、槽内は防食施工とする。 

② 点検用マンホールを設ける。 

③ 槽内の臭気を捕集する。 

(3) 膜原水槽撹拌装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞が起こらないものとする。 

② 耐食性材質とする。 

③ 機械式の場合には、機械の取出が容易に行えるよう配慮する。 

(4) 膜原水ポンプ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力 〔  〕m３/分 

3) 数量 〔  〕台 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

(5) 膜分離装置 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕 
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3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① 設計必要モジュールの他に連続運転に必要な交互利用モジュールを設ける。 

5) 構造 

① ろ過膜は耐久性、耐圧性に富み、細孔の目詰まり、濃度分極の起こりにくいものとし、

材質を明示する。 

② カバー、フレーム等の枠は耐食性材質とする。 

③ 膜洗浄が容易に行えるものとする。 

④ 必要に応じて圧力計、流量計等を設置する。 

⑤ 必要に応じて停電等による非常停止の対応を行う。 

(6) 膜吸引ポンプ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕 

3) 数量  〔 〕台 

4) 設計条件 

① 膜分離装置 1 系列に対し 1 台とする。 

5) 構造等 

① 流量調整可能であり、流量精度の高いものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(7) 膜洗浄装置 

1) 次亜塩素酸ナトリウム貯槽 

① 型式     〔  〕 

② 有効容量   〔 〕m３ 

③ 数量     〔 〕基 

④ 構造等 

a）槽内液量が確認できるよう液面計を設ける。 

b）容量は計画使用量の〔 〕日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 

2) シュウ酸貯槽 

① 型式    〔  〕 

② 有効容量  〔  〕m３ 

③ 数量    〔  〕基 

④ 構造等 

a）槽内液量が確認できるよう液面計を設ける。 

b）容量は計画使用量の〔 〕日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 
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3) 薬液洗浄ポンプ 

① 型式  〔  〕 

② 能力  〔  〕 

③ 数量  〔  〕台（うち予備〔 〕台） 

④ 材質  〔  〕 

⑤ 構造等 

a）異物による閉塞のない構造とする。 

b）軸封部のないマグネット駆動で液漏れが起こらないものとする。 

c）接液部は耐食性の材質とする。 

4) 洗浄用 pH 調整槽 

① 型式  〔  〕 

② 有効容量   〔  〕m３ 

③ 数量     〔  〕槽 

④ 構造等   pH 調整槽による 

⑤ 付属品  〔  〕 

5) 洗浄用 pH 調整槽攪拌機 

① 型式     〔  〕 

② 能力    〔  〕 

③ 数量     〔  〕基 

④ 構造等  

a）各薬品と洗浄排水を急速に混和させるために、槽内流速に必要な攪拌能力を有する。 

b）偏心が少なく、十分撹拌できる能力とする。 

6) 洗浄排水移送ポンプ 

① 型式 〔 〕 

② 能力 〔 〕 

③ 数量 〔  〕台（うち予備〔 〕台） 

④ 構造等 薬液洗浄ポンプに準じる。 

⑤ 材質 〔 〕 

(8) 膜洗浄ブロワ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 
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① 設置する室は、防音構造とする。 

② 防振構造とする。 

(9) 膜処理水槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 槽内は防食施工とする。 

② マンホールを設ける。 

③ 槽内の臭気を捕集する。 

(10) 返送汚泥ポンプ（必要に応じて設ける。） 

返送汚泥量は、計画処理量に対し、硝化・脱窒素槽等の所定の MLSS 濃度を維持するために

必要な量とする。 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 返送汚泥ポンプの能力は、最大返送汚泥量に見合うものとする。 

5) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(11) 余剰汚泥ポンプ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 余剰汚泥発生量に見合う能力とする。 

5) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 
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3.4  高度処理設備 

3.4.1  凝集分離設備（必要に応じ設ける） 

 前処理及び主処理工程を踏まえ、3.2.4 凝集混和設備に準じ必要な設備を計画する。 

 

3.4.2  砂ろ過設備 

(1) ろ過原水槽 

本設備の前段に原水槽の機能を有する水槽を設置している場合には、本原水槽を該当する水

槽と兼用することが出来る。 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔 〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 接触槽へのバイパスを設ける。 

③ 容量を流入原水量の 30～60 分間程度とする。 

(2) 原水ポンプ 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 原水を均等にろ過装置に移送できるものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(3) 砂ろ過装置 

砂ろ過装置は固定床式または移動床式とする。更に型式は重力式または圧力式、及び上向流

または下向流とする。 

1) 固定床式ろ過装置 

① 固定床式ろ過装置 

a）形式  〔 〕 

b）能力 〔  〕m３/分 

c）数量  〔 〕基 

d）設計条件 

イ．ろ過速度は、単層ろ過装置の場合にあっては 70～150m/日程度を標準とし、2 層

ろ過装置の場合にあっては 100～200m/日程度を標準とする。 

ロ．水洗浄の流速は 30～60m/時程度を標準とし、空気洗浄の流速は 30m/時程度を標

準とする。 
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e）構造等 

イ．ろ材の交換が容易な構造とする。 

ロ．ろ過水集水装置、洗浄排水装置、自動洗浄装置及びろ過流量調整装置を設ける。 

ハ．ろ過装置の材質は鋼板製等とし、内面は防食塗装等が行われているものとする。 

ニ．ろ層は層の保持のため、支持床を除き単層または 2 層とし、ろ材はろ過砂、ろ

過用アンスラサイト、人工ろ材またはろ過用砂利等とする。 

ホ．単層ろ過装置の砂層の厚さは 600mm 以上、支持床の厚さは 300mm 以上、2 層ろ

過装置の砂層の厚さは 400mm 以上、ろ過用アンスラサイト層の厚さは 300mm 以

上、支持床の厚さは 300mm 以上をそれぞれ標準とする。 

ヘ．ろ過砂の有効径は 0.5～1.2mm 程度、均等係数は 1.5 以下、ろ過用アンスラサ

イトの有効径は 0.9～2.5mm 程度をそれぞれ標準とする。 

ト．集水装置は、多孔管、ストレーナ、多孔板等とする。 

チ．ろ層の洗浄がタイマ、または損失圧力を計測して定期的に行えるものとする。 

リ．洗浄は、自動水洗浄を主体とし、必要に応じて空気洗浄を行うことができるも

のとする。 

ヌ．水洗浄に用いる水は、原則としてろ過水とする。 

② 洗浄ポンプ 

a）形式  〔  〕 

b）能力  〔 〕m３/分 

c）数量  〔 〕台 

d）構造等 

イ．洗浄ポンプは、ろ過砂を適切な流速で洗浄できる能力とする。 

ロ．接液部は、耐食性材質とする。 

③ 洗浄ブロワ（洗浄ブロワは、他の空気ブロワと兼用することができる。） 

a）形式 〔 〕 

b）能力  〔  〕m３/分 

c）数量  〔 〕台 

d）構造等 

イ．洗浄ブロワは、ろ過砂を適切な流速で洗浄できる能力とする。 

ロ．オイルの飛散がないものとする。 

2) 移動床式ろ過装置 

① 移動床式ろ過装置 

a）形式  〔  〕 

b）能力  〔  〕m３/時 

c）数量  〔  〕基 

d）設計条件 
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イ．ろ過速度は 200m/日以下を標準とする。 

e）構造等 

イ．ろ材の交換が容易にできるものとする。 

ロ．ろ過水集水装置、洗浄排水装置、自動洗浄装置及びろ過流量調整装置を設ける。 

ハ．ろ過装置の材質は、鋼板製等とし、内面は防食塗装等が行われているものとす

る。 

ニ．ろ層は単層とし、ろ層の厚さは 700～900mm 程度とする。 

ホ．ろ過砂の有効径は 0.5～1.2mm 程度とし、均等係数は 1.5 以下とする。 

ヘ．流入及び配水装置は、流入水をろ層の中に均等に配水できるものとする。 

ト．洗浄は、汚砂をエアリフトポンプ等により連続的にろ層から除去し、洗砂区画

に導き、同時に汚砂とろ過水を対向流で十分接触させて行うものとする。 

② 洗浄コンプレッサ（洗浄コンプレッサは、移動床式ろ過装置のろ過層洗浄に使用する。） 

a）形式  〔  〕 

b）能力 〔 〕L/分 

c）数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

イ．洗浄は、ろ過砂を適切な速度で揚砂し洗浄できる容量とする。 

ロ．オイルの飛散がないものとする。 

(4) ろ過処理水槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 固定床式ろ過装置の場合の容量を洗浄水量の 1.5 回分以上とする。 

(5) 洗浄排水槽 

連続的に洗浄を行う移動床式で、洗浄排水を自然流下で処理設備に返送する場合には洗浄排

水槽及び洗浄排水ポンプは不要である。また、本槽は施設内の雑排水槽等と兼用してもよい。 

1) 形式 鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量 〔 〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 洗浄排水槽の容量を洗浄水量の 1.5 回分以上とする。 

(6) 洗浄排水ポンプ 
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1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔 〕m３/時 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 洗浄排水ポンプは、24 時間均等に処理設備に返送できるもので、異物によって閉塞の起

こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

 

3.4.3  活性炭吸着設備 

(1) 活性炭原水槽 

本設備の前段に原水槽の機能を有する水槽（ろ過処理水槽等）を設置している場合には、

それを兼用することができる。また、砂ろ過設備と活性炭吸着設備をシリーズに接続し、「砂

ろ過原水ポンプ→砂ろ過装置→活性炭吸着塔」というフローを構成する場合には、ろ過処理

水槽、原水槽及び原水ポンプを削除することができる。 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 接触槽へのバイパスを設ける。 

③ 容量は、原水を活性炭吸着装置に均等に供給できるものとする。 

(2) 原水ポンプ 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 原水を均等に活性炭吸着装置に移送できるものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(3) 活性炭吸着装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力 〔  〕m３/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① ろ過における線速度（LV）は〔  〕m/時以下とする。 

② 空間速度（SV）は〔  〕m３/時以下とする。 
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③ 水洗浄流速は、〔  〕m/時程度とする。 

④ 空気洗浄流速は、〔  〕m/時程度とする。（必要に応じて設ける。） 

5) 構造等 

① 活性炭吸着装置の材質は、鋼板製等とし、内面は、必要な防食措置が行われているもの

とする。 

② 活性炭吸着装置の構造及び塔数は、処理水量及び活性炭の交換頻度を考慮して定める。 

③ 固定床式活性炭の洗浄は、タイマまたは損失圧力を計測して定期的に行えるものとする。 

④ 洗浄は水洗浄を主体とし、必要に応じて空気洗浄を行うことができるものとする。（空

気洗浄は必要に応じて設ける。） 

⑤ 水洗浄に用いる水は、原則として処理水とする。 

(4) 処理水槽 

活性炭吸着塔の逆洗水を得るため活性炭吸着処理水を一時貯留するものである。 

1) 形式 鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量 〔  〕m３ 

3) 数量  〔 〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 容量は、洗浄水量の 1.5 回分以上とする。 

(5) 洗浄ポンプ 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台 

4) 構造等 

① 洗浄ポンプは、活性炭を適切な流速で洗浄できる能力とする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(6) 洗浄排水槽（雑排水槽と兼用してもよい。） 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔 〕m３ 

3) 数量 〔  〕槽 

4) 構造等 

① 点検用マンホールを設ける。 

② 容量は、洗浄排水量の 1.5 回分以上とする。 

(7) 洗浄排水ポンプ 

1) 形式  〔 〕 
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2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 洗浄排水ポンプは、移送先の処理設備に均等に返送できる能力とする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(8) 活性炭搬出入装置 

活性炭の交換作業が容易に行えるよう搬出入装置を設ける。その際の機器や貯留装置の接

液部は耐食性材質とする。 

(9) 処理水再利用ポンプ（必要に応じて設ける。） 

処理水を沈砂や機器などの洗浄水等に利用するための給水ポンプとする。 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 
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3.5  消毒・放流設備 

3.5.1  消毒設備 

処理水を安全なものとするために十分な消毒効果が得られる設備とし、仕様を明記する。 

(1) 接触槽 

1) 形式   鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量   〔  〕m３ 

3) 数量   〔 〕槽 

4) 設計条件 ①容量は、流入水量に対して 15 分間以上とする。 

5) 構造等 

① 消毒剤と十分接触が行えるものとする。 

② 槽内は消毒剤に対し耐食性を有するものとする。 

③ マンホールを設ける。 

(2) 消毒装置 

1) 塩素消毒装置 

塩素系薬剤の酸化力を利用して消毒を行う。 

① 〔次亜塩素酸ナトリウム〕貯槽 

a）形式   〔 〕（脱臭用と兼用） 

b）有効容量   〔  〕m３ 

c）数量  〔 〕基 

d）設計条件 

イ．①容量は、平均注入量の〔 〕日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 

e）構造等 

イ．貯槽は耐薬品性材質とする。 

ロ．残量が監視できるものとする。 

ハ．貯槽内のガスを安全な場所へ排出する。 

ニ．貯槽を内部耐薬品塗装の防液堤に設置する。 

② 消毒剤注入ポンプ 

a）形式  〔 〕 

b）能力   〔  〕mL/分 

c）数量   〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

イ．流量調節が可能であり、流量精度が高いものとする。 

ロ．接液部は、耐薬品性材質とする。 

2) 紫外線消毒装置 

紫外線ランプを使用して処理水を消毒する。 
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① 形式   〔  〕 

② 能力   〔  〕 

③ 数量   〔  〕基 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）自動洗浄装置を設ける。 

c）機能低下時の警報装置を設ける。 

3) オゾン消毒装置（必要に応じて設ける。） 

オゾンの酸化力を利用して処理水を消毒する。 

① 形式  〔  〕 

② 能力   〔  〕 

③ 数量   〔  〕基 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）排オゾン処理装置を設ける。 

 

3.5.2  放流設備（必要に応じて設ける。） 

(1) 放流槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 数量  〔  〕槽 

3) 有効容量 〔  〕m３ 

4) 構造等 

① 処理水の放流に支障ない容量とする。 

② マンホールを設ける。 

(2) 放流ポンプ 

1) 形式 〔  〕 

2) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

3) 能力  〔 〕m３/分 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

(3) 放流水監視設備 

放流水の確認、採取及び必要な水質測定ができるよう、放流水監視槽やサンプリングポン

プ等を計画し、仕様を明記する。 
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3.6  汚泥処理設備 

3.6.1  汚泥濃縮設備 

(1) 重力濃縮装置 

1) 汚泥濃縮槽 

① 形式 鉄筋コンクリート水密密閉構造 

② 有効容量  〔 〕m３ 

③ 数量  〔 〕槽 

④ 設計条件 

a）容量は、計画処理汚泥量に対し、1 日分程度とする。 

b）固形物負荷は、30～60kg-SS/m2･日程度を標準とする。 

⑤ 構造等 

a）平面形状は、長方形、正方形または円形とし、槽内は防食施工とする。 

b）有効水深は、4～6m を標準とする。 

c）汚泥かき寄せ機を設置する場合は、その底部の勾配は、5/100 以上とする。また、汚

泥かき寄せ機を設置しない場合は、ホッパ型とし、水平に対しておおむね 60 度の傾

斜とする。 

d）ホッパ型の場合有効水深は、ホッパ部高さの 1/2 以上の水深とする。 

e）槽内の臭気を捕集する。 

2) 汚泥かき寄せ機（必要に応じて設ける。） 

① 形式  〔  〕 

② 数量  〔  〕基 

③ 構造等 

a）十分な強度を有し、必要部分は耐食性材質とする。 

3) 濃縮汚泥移送ポンプ 

① 形式 〔  〕 

② 能力 〔  〕m３/時 

③ 数量 〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）異物によって閉塞がおこらないものとする。 

(2) 機械濃縮装置 

1) 供給ポンプ 

① 形式 〔  〕 
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② 能力  〔  〕m３/時 

③ 数量 〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）異物によって閉塞がおこらないものとする。 

c）定量性のあるものとする。 

d）濃縮機 1 台ごとに 1 台設ける。 

2) 機械濃縮機 

① 形式 〔 〕 

② 能力  〔  〕m３/時 

③ 数量  〔  〕基 

④ 設計条件 

a）能力は、計画処理汚泥量に対し、十分なものとする。 

b）24 時間連続運転を行うものにあっては、交互利用機を設ける。 

c）分離液は、原則として主処理設備等において処理する。 

d）汚泥の調質を行う場合は、汚泥の性状に適合する調質剤を用いる。 

⑤ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）内部を必要に応じて洗浄できるものとする。 

c）必要に応じて振動及び騒音対策を講じる。 

 

3.6.2  汚泥脱水設備 

(1) 汚泥貯留槽 

1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 設計条件 

① 容量は、汚泥脱水装置の計画運転時間を考慮したものとする。 

5) 構造等 

① 平面形状は、長方形または正方形とし、槽内は防食施工とする。 

② 槽内には、撹拌装置を設ける。 

③ 貯留量及び汚泥供給量を表示するため、液面計等の表示装置を設ける。 

④ 適所にマンホールを設ける。 
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⑤ 槽内の臭気を捕集する。 

(2) 汚泥供給ポンプ 

1) 形式   〔  〕 

2) 能力   〔  〕m３/時 

3) 数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 脱水機 1 系列に対し 1 台とする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

③ 異物によって閉塞がおこらないものとする。 

④ 流量調整が可能であり、定量性のあるものとする。 

(3) 汚泥調質装置 

1) 無機系調質剤注入装置（必要に応じて設ける。） 

① 無機系調質剤貯槽 

a）薬品名   〔  〕 

b）形式   〔 〕 

c）有効容量   〔 〕m３ 

d）数量   〔  〕基 

e）設計条件 

イ．容量は、計画使用量の〔 〕日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 

f）構造等 

イ．耐薬品性材質とする。 

ロ．液量が確認できるものとする。 

ハ．貯槽は内部耐薬品塗装の防液堤内に設置する。 

② 無機系調質剤注入ポンプ 

a）形式   〔  〕 

b）能力   〔  〕L/分 

c）数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

イ．接液部は、耐薬品性材質とする。 

ロ．流量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

2) 有機系調質剤注入装置（必要に応じて設ける。） 

① 有機系調質剤溶解槽 

a）薬品名  〔  〕 

b）形式   〔  〕 
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c）有効容量   〔  〕m３ 

d）数量  〔  〕基 

e）設計条件  

イ．計画処理汚泥量を基準とした薬品を所定の濃度に溶解できる容量とする。 

ロ．容量は、自動溶解とする場合には 1.5 時間以上を標準とし、自動溶解としない

場合には 1 日分程度のものを 2 基設置する。 

f）構造等 

イ．接液部は、耐薬品性材質とする。 

ロ．液量が確認できるものとする。 

ハ．必要に応じ、粉塵対策や吸湿対策を行うこと。 

② 有機系調質剤溶解撹拌機 

a）形式  〔  〕 

b）数量   〔  〕基 

c）構造等 

イ．調質剤を十分溶解できるものとする。 

ロ．接液部は、耐薬品性材質とする。 

③ 有機系調質剤注入ポンプ 

a）形式  〔 〕 

b）能力   〔  〕L/分 

c）数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

d）構造等 

イ．接液部は、耐薬品性材質とする。 

ロ．流量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

3) 凝集混和槽（必要に応じて設ける。） 

① 形式  〔  〕 

② 有効容量 〔  〕m３ 

③ 数量 〔  〕基 

④ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 

b）短絡流のない構造とする。 

4) 凝集混和撹拌装置（必要に応じて設ける。） 

① 形式  〔 〕 

② 数量  〔  〕基 

③ 構造等 

a）接液部は、耐食性材質とする。 
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b）撹拌機の羽根の形状、回転数等は汚泥の凝集効果を考慮したものとする。 

(4) 汚泥脱水機 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力   〔  〕m３/時、または〔 〕kg･DS/時 

3) 数量   〔  〕基 

4) 設計条件 

① 脱水汚泥の含水率は、〔 〕％以下とする。 

② 脱水機の能力は、計画処理汚泥量に対し、十分なものとする。 

5) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 防音、防振に配慮し、臭気の発散を防止できる構造とする。 

(5) 脱水汚泥移送装置 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔  〕kg/時 

3) 数量  〔 〕基 

4) 構造等  

① 密閉構造とする。 

② 接物・接ガス部は、耐食性材質とする。 

③ 内部の点検・清掃が容易な構造とする。 

④ 装置内から臭気を捕集する。 

(6) 脱水汚泥ホッパ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① 脱水汚泥のかさ密度〔 〕を考慮して〔 〕日分以上の容量とし、〔搬出車両への積み込

み〕に見合ったものとする。 

5) 構造等 

① 接物・接ガス部は、耐食性材質とする。 

② 架橋が生じない構造とする。 

③ 貯留した脱水汚泥を容易に排出できるものとする。 

④ ホッパ内から臭気を捕集する。 

⑤ 点検口、レベル警報器等を設ける。 

(7) 分離液槽（必要に応じて設ける。） 
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1) 形式  鉄筋コンクリート水密密閉構造 

2) 有効容量 〔 〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 設計条件 

① 主処理設備等の処理に影響を与えないよう、分離液を均等に移送するものとする。 

5) 構造等 

① 平面形状は、長方形または正方形とし、槽内は防食施工とする。 

② 槽内には、撹拌装置を設ける。 

③ 貯留量及び移送量を表示するため、必要に応じて液面計等の表示装置を設ける。 

④ 適所にマンホールを設ける。 

⑤ 槽内の臭気を捕集する。 

(8) 分離液槽撹拌装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕 

3) 数量  〔 〕基 

4) 構造等 

① 効率的な撹拌が行えること。 

② 液性状に応じた材質とすること。 

(9) 分離液ポンプ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力 〔  〕m３/時 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

② 異物によって閉塞がおこらないものとする。 
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3.6.3  焼却設備 

(1) 汚泥供給装置 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力 〔  〕kg/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① 供給装置は、供給ホッパを組み込んだものとする。 

② 供給ホッパの容量は、焼却能力及び計画運転時間を考慮して決定する。 

5) 構造等 

① 汚泥供給量を可変できるものとする。 

② 接物部は、耐食性材質とする。 

③ 内部の点検・清掃が容易な構造とする。 

④ 装置内の臭気を捕集する。 

(2) 焼却装置 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力 

① 含水率 〔  〕％の汚泥〔  〕kg/時 

② 含水率 〔  〕％のし渣〔 〕kg/時 

3) 数量 〔 〕基 

4) 設計条件 

① 焼却バーナーは、炉内温度による自動制御方式とする。 

② 必要に応じて、熱回収を考慮する。 

5) 構造等 

① 温度応力に対し、十分な強度を有するものとし、かつ、耐食性及び耐摩耗性の材質とす

る。 

② 炉内は負圧とし、ばいじんが漏出することのないものとする。 

(3) 集じん装置（排ガスのばいじんを基準値以下とするために設ける。） 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量   〔 〕基 

4) 構造等 

① 耐久性のある構造とする。 

② 必要に応じ外面保温施工とする。 

③ 保守点検に配慮した点検口を設ける。 
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(4) 排風機 

1) 形式   〔 〕 

2) 能力   〔 〕m３/分 

3) 数量   〔 〕台 

4) 構造等 

① 耐熱、耐食性の材質とする。 

(5) 煙突 

1) 形式   〔  〕 

2) 寸法   口径〔 〕mm×高さ〔 〕m 

3) 数量   〔  〕基 

4) 設計条件 

① 通風力、排ガスの大気拡散を考慮した高さ及び口径とする。 

5) 構造等 

① 適切な箇所に排ガス測定口及び必要な足場を設ける。 

② 鉄筋コンクリート製のものにあっては、必要に応じてライニングを施すものとする。 

③ 煙突の下部には、点検口（耐食性材質）を設ける。 

(6) 灰移送装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕kg/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 焼却灰を自動的に搬出できるものとする。 

② 焼却灰が飛散しないものとし、保守・点検が容易なものとする。 

③ 本体は、耐食性、耐摩耗性の材質とする。 

(7) 灰貯留設備 

1) 形式  〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① 組合が 10t 車 1 台分の焼却灰は溜まった都度、搬出に適した形式とする。また、貯留可

能量は、余裕をみて設計する。 

② 焼却灰を灰貯留設備以外に保管する場合は、専用の保管場所（建物内）を設ける。 

③ 焼却灰のかさ密度を考慮し、搬出車両への積み込みに見合ったものとする。 

5) 構造等 
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① 接物部は、耐食性材質とする。 

② 架橋が生じないものとする。 

③ 焼却灰をホッパから搬出する場合は、粉じんに対し、必要な措置を講ずる。また、点検

口及びレベル警報器等を設ける。 

(8) 燃料供給装置 

1) 燃料タンク 

① 形式   〔 〕 

② 有効容量  〔  〕m３ 

③ 数量  〔 〕基 

④ )設計条件 

a）容量は計画使用量に対し、〔 〕日分以上とする。 

⑤ 構造等 

a）消防法等の関係法令に適合したものとする。 

2) 燃料移送ポンプ 

① 形式   〔  〕 

② 能力   〔  〕L/時 

③ 数量   〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 構造等 

a）サービスタンクの液位により自動運転できるものとする。 

3) サービスタンク 

① 形式   〔  〕 

② 有効容量   〔  〕L 

③ 数量   〔  〕基 

④ 構造等 

a）液位計を設ける。 
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3.7  資源化設備（リン回収設備） 

(1) リン回収原水ポンプ 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/時 

3) 数量  〔  〕台 

4) 設計条件  

① リン回収原水ポンプの能力は、流入水量に見合うものとする。 

5) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

③ 定量的に晶析槽または反応塔へ移送可能なものとする。 

(2) 晶析槽または反応塔 

1) 形式  〔  〕 

2) 有効容量 〔  〕m３ 

3) 数量 〔  〕基 

4) 設計条件 

① 流入水量に対し、十分な晶析反応が行われ、固液分離が適正に行われる容量とする。 

5) 構造等 

① 槽内は耐食性施工とする。 

② 必要に応じて、臭気を捕集する。 

③ 必要に応じ歩廊及び危険防止のための手摺を設ける。 

④ 必要に応じて点検口またはマンホールを設ける。 

(3) 晶析槽または反応塔撹拌装置 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力 〔 〕 

3) 数量  〔 〕基 

4) 設計条件 

① 晶析部または反応部の容量に対し、十分な撹拌効果を持つ能力とする。 

5) 構造等 

① 槽内部分は耐食性材質とする。 

② 必要に応じて回転数可変速装置を設ける。 

(4) 回収リン洗浄装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕 
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3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 回収リンを容易に洗浄可能な構造とする。 

② 洗浄排水は適切な場所へ排水する。 

(5) 薬品供給装置 

1) 貯留タンク 

① 薬品名 〔  〕 

② 形式 〔 〕 

③ 有効容量 〔 〕m３ 

④ 数量 〔  〕基 

⑤ 設計条件 

a）容量は計画使用量の[ ]日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 

⑥ 構造等 

a）薬品性状に応じた材質とする。 

b）液量が確認できるものとする。 

c）貯槽は防液堤内に設置する。 

2) 注入ポンプ 

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔  〕mL/分 

③ 数量 〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 設計条件 

a）最大薬注量に見合う能力とする。 

⑤ 構造等 

a）流量調整が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐薬品性材質とする。 

(6) リン運搬装置（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔 〕 

3) 数量  〔 〕基 

4) 構造等 

① リンをストックヤードに運搬する装置とする。 

② 保守点検が容易なものとする。 

(7) ストックヤード（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔  〕 
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2) 有効容量  〔  〕 

3) 数量  〔 〕基 

4) 設計条件 

① 貯留スペースは回収量の〔 〕日分以上とする。 

5) 構造等 

① 必要に応じ換気または脱臭を行うこと。 

② 積込作業等に必要なスペースを確保する。 
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3.8  脱臭設備 

3.8.1  脱臭方式 

処理施設全体から発生する臭気を高濃度臭気、中濃度臭気、低濃度臭気等の系統に区分して捕

集し、それぞれ適切な方式で処理し、2.3 施設の性能 を満足させる性能を有するものとする。 

脱臭方式は、生物脱臭方式、薬液洗浄方式及び活性炭吸着方式を標準とし、これらの方式を系

統毎の臭気の成分及び濃度等に応じて単独または組み合わせて用いるものとする。なお、脱臭方

式は上記を標準とするが、同等以上の性能が得られ、維持管理が容易であり、ランニングコスト

を低減することが可能である等の優位な点があればその方法を用いてもよい。その場合は、選定

理由と装置の仕様を明記する。 

(1) 高濃度臭気脱臭方式  

  生物脱臭（硝化槽吹き込み）後、中濃度臭気系統にて処理する。 

(2) 中濃度臭気脱臭方式  

薬剤洗浄（酸＋アルカリ、次亜塩素酸ナトリウム）＋活性炭吸着を組み合わせた方式とする。 

(3) 低濃度臭気脱臭方式  

活性炭吸着方式とする。 

 

3.8.2  高濃度臭気脱臭設備 

生物脱臭（硝化槽吹き込み）後、中濃度臭気系統にて処理する。 

(1) 臭気吸引ファン 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台 

4) 設計条件  

① 設計捕集風量を基に、捕集風量の変動や圧損等を考慮して能力設定する。 

5) 構造等 

① 接ガス部は、耐食性材質とする。 

② ケーシングに点検口を設ける。 

③ 防振、防音対策を講ずる。 

(2) 生物脱臭装置 

硝化槽吹込み方式とする。 

 

3.8.3  中濃度臭気脱臭設備 

薬剤洗浄（酸＋アルカリ、次亜塩素酸ナトリウム）＋活性炭吸着を組み合わせた方式とする。 

(1) 臭気吸引ファン 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 
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3) 数量  〔 〕台 

4) 設計条件  

① 設計捕集風量を基に、捕集風量の変動や圧損等を考慮して能力設定する。 

5) 構造等 

① 接ガス部は、耐食性材質とする。 

② ケーシングに点検口を設ける。 

③ 防振、防音対策を講ずる。 

(2) 薬液洗浄脱臭装置 

1) 薬液洗浄塔 

① 形式   〔  〕 

② 能力   〔  〕m３/分 

③ 数量   〔  〕基 

④ 設計条件 

a）空塔速度  〔  〕m/秒以下 

b）接触時間〔 〕秒以上 

⑤ 構造等 

a）本体は、耐食性・耐薬品性材質とする。 

b）臭気と循環液が効率よく接触する構造とする。 

c）循環液の状態等を確認できる構造とする。 

d）気液分離用のエリミネータ等を設ける。 

e）ノズル及び充填材の清掃、交換が容易にできるものとする。 

f）臭気の流入及び流出部にマノメータを設ける。 

(3) 循環ポンプ 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔 〕L/分 

3) 数量  〔 〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件 

① 気液比 〔 〕L/ m３ 

5) 構造等 

① 接液部は、耐薬品性材質とする。 

(4) 循環液槽（洗浄塔一体型も可能とする。） 

1) 形式 〔 〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量 〔 〕基 
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4) 構造等 

① 本体は、耐食性・耐薬品性材質とする。 

② 内部点検口を設ける。 

(5) 酸注入装置 

1) 酸貯留槽 

① 使用薬品   〔 〕 

② 濃度  〔 〕％ 

③ 形式   〔 〕 

④ 有効容量  〔  〕m３ 

⑤ 数量   〔 〕基 

⑥ 設計条件 

a）容量は計画使用量の〔 〕日分以上とし、搬入方法を考慮したものとする。 

⑦ 構造等  

a）液量が確認できるものとする。 

b）薬品性状に応じた材質とする。 

c）貯槽は耐薬品塗装の防液堤内に設置する。 

2) 酸注入ポンプ 

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔  〕mL/分 

③ 数量 〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 設計条件 

a）最大薬注量に見合う能力とする。 

⑤ 構造等 

a）流量調節が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐薬品性材質とする。 

(6) アルカリ注入装置 

1) アルカリ貯留槽 

  主処理設備アルカリ貯留槽との兼用を可とする。 

2) アルカリ注入ポンプ 

① 形式  〔  〕 

② 能力  〔  〕mL/分 

③ 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 設計条件 
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a）最大薬注量に見合う能力とする。 

⑤ 構造等 

a）流量調節が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐薬品性材質とする。 

(7) 次亜塩素酸ナトリウム注入装置 

1) 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽 

消毒設備次亜塩素酸ナトリウム貯留槽との兼用を可とする。 

2) 酸注入ポンプ 

① 形式 〔  〕 

② 能力 〔  〕mL/分 

③ 数量 〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

④ 設計条件 

a）最大薬注量に見合う能力とする。 

⑤ 構造等 

a）流量調節が可能であり、流量精度が高いものとする。 

b）接液部は、耐薬品性材質とする。 

(8) 活性炭吸着装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設計条件 

① 空塔速度 〔  〕m/秒以下 

② 接触時間 〔  〕以上 

5) 構造等 

① 活性炭の交換が容易な構造とする。 

② 底部にドレン抜きを設ける。 

③ 流入臭気が活性炭層をショートパスしない構造とする。 

④ 臭気の流入及び流出部にマノメータを設ける。 

⑤ 臭気の流入側に必要に応じて気液分離装置を設置する。 

⑥ 接ガス部は、耐食性材質とする。 

(9) 臭気ファン 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台 
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4) 設計条件  

① 設計捕集風量を基に、捕集風量の変動や圧損等を考慮して能力設定する。 

5) 構造等 

① 接ガス部は、耐食性材質とする。 

② ケーシングに点検口を設ける。 

③ 防振、防音対策を講ずる。 

 

3.8.4  低濃度臭気脱臭設備 

活性炭吸着方式とする。 

(1) 臭気吸引ファン 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台（うち予備〔   〕基） 

4) 設計条件  

① 設計捕集風量を基に、捕集風量の変動や圧損等を考慮して能力設定する。 

5) 構造等 

① 接ガス部は、耐食性材質とする。 

② ケーシングに点検口を設ける。 

③ 防振、防音対策を講ずる。 

(2) 活性炭吸着装置 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔 〕m３/分 

3) 数量  〔 〕基 

4) 設計条件 

① 空塔速度 〔 〕m/秒以下 

② 接触時間 〔 〕以上 

5) 構造等 

① 活性炭の交換が容易な構造とする。 

② 底部にドレン抜きを設ける。 

③ 流入臭気が活性炭層をショートパスしない構造とする。 

④ 臭気の流入及び流出部にマノメータを設ける。 

⑤ 臭気の流入側に必要に応じて気液分離装置を設置する。 

⑥ 接ガス部は、耐食性材質とする。 
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3.9  取排水設備 

3.9.1  取水設備 

(1) 取水ポンプ 

既存井戸を活用せず、井戸を新設する場合に適用する。 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(2) 除砂装置（必要に応じて設ける。） 

混入している細砂を除去するために設置する。 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力  〔 〕m３/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 

 

3.9.2  用水設備 

(1) 受水槽 

1) 形式 〔 〕 

2) 有効容量 〔  〕m３ 

3) 数量  〔 〕槽 

4) 構造等  

① 平面形状は長方形または正方形とし、槽内は防水施工とする。 

② 点検用マンホールを設ける。 

③ 通気管を設ける。 

④ 液面警報器等を設ける。 

(2) 除鉄・除マンガン設備（必要に応じて設ける。） 

本設備は、原水槽、除去装置、処理水槽及び洗浄排水槽等を組み合わせたものとする。 

1) 形式 〔 〕 

2) 能力 〔 〕m３/時 

3) 数量  〔  〕基 

4) 構造等 



 

 
97 

① 必要な水質を満たすための設備を設ける。 

(3) 用水処理水槽 

井水中の除鉄・除マンガンした処理水を貯留するため必要に応じて設ける。 

1) 形式  〔  〕 

2) 有効容量 〔  〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等  

① 平面形状は長方形または正方形とし、槽内は防水施工とする。 

② 点検用マンホールを設ける。 

③ 通気管を設ける。 

④ 液面警報器等を設ける。 

(4) 希釈水ポンプ（必要に応じて設ける。） 

1) 形式  〔 〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

(5) プロセス用水ポンプ（プラント系の雑用水給水のために設置する。） 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞の起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

 

3.9.3  生活用水（上水）設備 

生活用水として適切な水質に調整するため、必要に応じ浄化設備を設ける。 

(1) 生活用水受水槽 

1) 形式 〔 〕 

2) 有効容量 〔 〕m３ 

3) 数量  〔  〕槽 

4) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 
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(2) 生活用水ポンプ 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台 

4) 構造等 

① 耐食性材質とする。 

 

3.9.4  排水設備 

(1) 床排水ポンプ 

1) 形式  〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔 〕台 

4) 構造等 

① 異物によって閉塞が起こらないものとする。 

② 接液部は、耐食性材質とする。 

③ 排水ピットを設ける。 

 

(2) 雑排水槽（必要に応じて設ける。） 

1) 形式 〔  〕 

2) 有効容量  〔  〕m３ 

3) 数量  〔 〕槽 

4) 構造等  

① 平面形状は長方形または正方形とし、槽内は防食施工とする。 

② 槽内には、必要に応じ撹拌装置を設ける。 

③ 貯留量及び汚泥供給量を表示するため、液面計等の表示装置を設ける。 

④ 適所にマンホールを設ける。 

⑤ 槽内の臭気を捕集する。 

 

(3) 雑排水ポンプ（必要に応じて設ける。） 

雑排水槽内液を定量的に水処理系に送るものとする。 

1) 形式 〔  〕 

2) 能力  〔  〕m３/分 

3) 数量  〔  〕台（内、交互利用〔 〕台） 

4) 設計条件  
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① 最大移送量に見合う能力とする。 

5) 構造等 

① 接液部は、耐食性材質とする。 
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3.10  配管・ダクト設備 

3.10.1  基本事項 

配管設備等の使用材料のうち、監督官庁または JIS 規格等の適用を受ける場合はこれらの規定

に適合し、かつ、流体に適した材質のものを使用する。また、施工及び仕様については以下の要

件を満足させるものとする。 

(1) 配管の敷設に当たっては可能な限り集合させ、作業性、外観に配慮する。 

(2) 配管の分解、取り外しが可能となるように、適所にフランジ、ユニオン等の継手を設け

る。 

(3) ポンプ、機器との接続に当たっては、保守、点検が容易な接続方法とするとともに必要

に応じて防振継手を付設する。 

(4) 埋込管、スリーブ管、水槽内配管、腐食性箇所または点検、補修が困難な箇所の配管は

SUS 管、ライニング鋼管、HIVP 管とする。 

(5) 配管の支持・固定は容易に振動しないように、吊り金具、支持金具等を用いて適切な間

隔に支持・固定する。また、水槽内部は SUS 製とする。 

(6) 支持金具は管の伸縮、荷重に耐えうるもので、十分な支持強度を有し、必要に応じて防

振構造とする。 

(7) ポンプ等の機器まわり、水槽内部、埋設部のボルト及びナット材質は SUS 製とする。 

(8) 施設内の適所に給水栓等を設ける。 

(9) 地中埋設に当たっては、必要に応じて外面の防食施工を行うと共に、埋設位置を表示す

る。 

(10) 凍結及び結露を防止するため、必要に応じて保温、防露工事を施工する。 

(11) 試料採取用コック及び水抜きのドレンコック等を必要に応じて適所に設ける。 

(12) 配管は、液体別に色別し、流れ方向、名称を明示する。 

(13) 主要配管及び弁類は、下記の仕様を標準とする。 

 

3.10.2  配管関係 

配管関係の仕様は、下記の仕様を標準とする。 

(1) し尿系統 SUS 管、硬質塩ビ管（VP、HIVP） 

ただし、ポンプ吸込側は、全て SUS 管とする。 

(2) 汚水系統 同上 

(3) 汚泥系統 同上 

(4) 空気系統 白ガス管等（ライザー管は、SUS 製等耐腐食性材質） 

(5) 薬品系統 HIVP 管、塩ビライニング鋼管、SUS 管 

(6) 給水系統 水道用硬質塩ビ管（VP、HIVP）、塩ビライニング鋼管 

(7) 排水系統 硬質塩ビ管（VP、HIVP）、ポリエチレン管等 

(8) 油系統 黒ガス鋼管 
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(9) 臭気系統 SUS 管 
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3.10.3  弁関係 

原則として JIS、または日本水道協会規格（JWWA）に準じた弁を使用する。し尿等の詰まり、

腐食等を十分に考慮した形式、材質とする。 

なお、臭気系統については、プレートダンパー式、バタフライ弁等を使用し、防火壁を貫通す

る場合は、防火ダンパを設ける。 
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4. 電気・計装設備 

4.1  電気設備 

4.1.1  受変電設備 

(1) 受変電は、電気室において行う。 

(2) 本設備は全て、屋内設置とする。 

(3) 電圧等 

1) 受電電圧   6,600V 

2) 受電容量   施設運転に必要な容量とする。 

3) 二次側電圧   400V 

 

4.1.2  配電盤等の設備 

(1) 本設備には下記のものを計画する。 

1) 高圧引込盤  一式 

2) 高圧受電盤   一式 

3) コンデンサ盤  一式 

4) 動力用変圧器   一式 

5) 照明用変圧器   一式 

6) 動力主幹盤   一式 

7) 電灯主幹盤   一式 

8) 動力制御盤   一式 

9) 現場操作盤   一式 

10) 電灯分電盤   一式 

11) 制御用分電盤  一式 

12) 警報盤   一式 

13) その他必要なもの  一式 

(2) 変圧器の容量算定に当たっては、進相コンデンサを設けるなど省エネルギー対策を検討

する。なお、自動力率制御システムを採用し、改善後の力率は 95％以上とする。 

(3) 高調波抑制対策ガイドラインに従い、高調波抑制対策を行う。 

 

4.1.3  高圧引込線工事 

(1) 西側敷地際にある構内引込第 1 柱上の施工分界点から、高圧引込盤までの配線工事とす

る。 

(2) 高圧引込線工事は、中部電力の所掌とする。 
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4.1.4  動力設備 

(1) 機器の運転及び制御は容易かつ確実な方式とし、電気機器類の配置は維持管理を配慮し

たものとする。 

(2) 動力制御盤には必要に応じて電力計、電流計、指示計又はマルチメーター、表示ランプ、

操作スイッチ等を設け運転管理が適正に行えるよう配慮するとともに、施設内の各設備、

機器類に応じて配置し、供電するものとする。 

(3) 停電に際し、必要な機器は復電時の自動復帰回路を設ける。 

 

4.1.5  動力配線設備 

(1) 配線は、原則として下記を使用する。 

1) 動力線  CV ケーブル、CVT ケーブル、EM-CE ケーブル、EM-CET ケーブル 

2) 制御線 CVV ケーブル、CVVS ケーブル、EM-CEE ケーブル、 

       EM-CEES ケーブル 

3) 接地線 IV ケーブル、EM-IE ケーブル 

(2) 配線工事はダクト、ラック等を用いた集中敷設方式を原則とする。なお、ダクト、ラッ

クは屋内 SUS 製、屋外 SUS 製を原則とする。また、地中埋設ケーブルは電線管（厚鋼）

または可撓電線管等で保護する。 

(3) 機器への配線接続は圧着端子（丸端子）で取り付けると共に、ビニル被覆プリカチュー

ブ等で保護する。 

(4) 接地工事は関係法規に準拠し施工する。また必要に応じて、避雷設備を設ける。 

(5) 電動機が水中に没する機器には漏電遮断器または漏電警報器を設置する。 

(6) 床等に埋設する電線管は、原則として、波付硬質合成樹脂管(FEP）、CD 管または PF 管

とする。 

(7) 露出電線管は、原則として、耐衝撃性硬質塩ビ管(HIVE)または鋼製電線管とする。 
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4.1.6  照明設備 

(1) 施設の屋内には照明器具及びコンセントを設置する。 

1) 100V 用コンセントは必要に応じて防水型(接地極付)とする。 

2) 指定場所に 200V コンセントを設置する。 

(2) 各室の照度は安全な作業が出来るよう十分な明るさを確保するものとし、原則として JIS 

照度基準に準拠する。 

(3) 照明器具は省電力仕様とし、必要に応じて自動調光センサー、タイマ制御を計画する。 

 

4.1.7  屋外照明設備 

(1) 屋外には必要箇所に外灯〔200V 自動点滅、タイマー、手動点滅〕を設ける。 

(2) 配線は地下埋設とし、可撓電線管で保護する。 

 

4.1.8  自家発電機 

停電時に備えるため、自家発電機を設置する。対象とする機器は脱臭装置、保安用電源等とす

る。 

(1) 型式  〔  〕 

(2) 定格出力 〔  〕KVA 

(3) 数量  〔  〕基 

(4) 特記事項 

1) 自家発電機は、7 日程度の連続運転を可能とするように計画する。 

 

4.1.9  その他建築附帯電気設備 

(1) 放送設備（必要に応じて設ける。） 

場内及び建物内の放送用として放送設備を設け、各々の部屋に適合したスピーカーを設け

る。なお、設備の出力、形式については、設置場所の状態を考慮し、明瞭に聴き取れるもの

とする。 

(2) 電話・インターホン設備（必要に応じて設ける。） 

1) 加入者電話用配線設備は局線〔 〕回線とする。 

2) 電話・インターホンは、必要な箇所に設置することとし、詳細は承諾申請図にて協議・決

定する。 

(3) テレビ共同聴視設備（必要に応じて設ける。） 

最適場所にアンテナを設け、同軸ケーブル及びブースターを用いて作業員控室等必要な箇

所に分配し、端子を取り付ける。 

(4) その他 

1) 放送、電話、火災報知装置等各設備の本機は、まとめて設置する。 

2) 緊急地震速報の受信機を設置する。 
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3) 必要な場所には、壁掛時計を設置する。 
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4.2  計装設備 

4.2.1  監視制御方式 

中央監視方式とし、中央制御室において、各処理設備、各機器の稼動状況等を集中監 

視（一部制御）する。また、現場においては各処理工程をブロックごとに監視し、制御及び操作

が行えるよう計画する。 

(1) 中央での監視制御項目及び方法 

中央で監視制御する項目は、以下の項目を標準とするが、その他受注者側で提案する項目が

あれば提示する。（以下に記載例を示す。） 

1) し尿、浄化槽汚泥等の投入量（タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

2) 曝気風量 （タイマ、ブロワ回転数等） 

3) 余剰汚泥引抜量 （タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

4) 凝集分離汚泥引抜量 （タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

5) 雑排水量 （タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

6) 各機器およびプラント設備の状態監視 

7) 受電電力量のデマンド監視 

(2) 自動運転等 

各機器については必要に応じて液面制御器等による自動運転、空運転防止等を計画する。 

特に下記の装置は関連機器の連動運転、インターロック回路、タイマ運転等を計画する。

（以下に記載例を示す。） 

1) 沈砂除去装置の連動運転 

2) きょう雑物除去装置の連動運転 

3) 膜分離装置の自動運転 

4) 砂ろ過装置、活性炭吸着塔の自動運転 

5) 汚泥脱水設備の連動運転 

6) 焼却設備の温度、炉内圧自動制御運転 

7) 資源化設備の自動運転 

8) 水処理設備、脱臭設備等の薬剤注入装置の自動運転 

(3) 警 報 

1) 中央監視装置には、故障表示を行い、故障時の対応が適切に行えるよう計画する。 

2) 夜間、休日の警報を本組合に自動通報する。 

(4) 中央監視装置 

1) 形式 〔  〕 

2) 寸法 〔  〕 

3) 数量  〔  〕基 

4) 設置場所 中央制御室 
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(5) テレビ監視装置 

施設内の状況を監視できるものとし、次の装置を設置する。なお、屋外に設置する装置は

防水型とする。 

1) 形式 電動ズームレンズ式、カラー方式または Web カメラ(カラー) 

2) 数量  〔  〕基 

3) 設置場所  受入室、管理棟及び中央制御室 

 

4.2.2  計装機器 

(1) 計装機器は、設置場所の使用条件に適合し、かつ信頼性の高いものとし、測定項目によ

り最適なものを選定する。 

(2) 計装機器の電源装置は、良質な電源を安定して、かつ、確実に供給できるものとし、十

分な容量のものとする。また、コンピュータ関係に対しては無停電電源装置（UPS）を

設ける。 

 

4.2.3  情報処理装置 

(1) データ・ロガ装置 

1) 機能 

① 日報、月報及び年報の集計、作表を行う。 

② 電源系統、機器動作、流量、水位、温度等の状態を表示する。 

③ 入力データのトレンドグラフ表示を行う。 

④ アラーム表示を行う。 

⑤ 停電時対策を考慮する。 

⑥ 補助記憶装置のデータ修正、追加等が可能とする。 

2) ディスプレイ 20 インチ以上の液晶モニター2 台以上で構成し、それぞれの画面から効率

的に操作できるものとする。 

3) プリンタ 

① カラー印字が行えるものとする。 

② モニター画面のハードコピーが行えるものとする。 

4) 補助記憶装置 

ハードディスクまたは市販の記録媒体とする。 

5) その他納入品 

① 専用机及び椅子    各〔  〕台 

② 記録紙、トナー、インク等消耗品   各〔  〕年分 

③ 記録媒体     〔  〕 

(2) 運転管理用 OA 機器等 
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1) 品名 パーソナルコンピュータ 

2) 数量  〔 〕台 

3) 構造等 

① ディスプレイはカラー液晶モニター〔20 インチ以上〕とする。 

② プリンタはレーザー型（カラー）とする。 

③ 表計算、ワープロ、グラフ、図形処理が可能なシステムディスクを納入する。 
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5. 土木・建築設備 

5.1  設計方針 

5.1.1  機能上の配慮 

施設内部の各室及び機器の配置は、機器の保守管理と作業性を考慮し、安全で総合的な機能が

十分発揮できるものとする。また、建設用地の特性を考慮し、塩害に対し入念な対策を施す。 

 

5.1.2  環境との調和 

処理棟等の形態及び配置については、周辺環境に適応し、調和のとれたものとする。 

 

5.1.3  構造計画 

(1) 特殊な装置等を収納する建築物であるため、必要な構造と十分な強度を確保する。特に

地震・地盤沈下に十分な配慮を加えた計画とする。 

(2) 屋根、建具等の計画に際しては、風雨等の影響に十分配慮する。 

 

5.1.4  意匠計画 

(1) 建築物は、美観に十分配慮したデザインとする。 

(2) 水槽や機器類及び各室の配置は、作業動線、機器類等の保守点検、搬出入等に十分配慮

した合理的な計画とする。 

(3) 耐震性を考慮した上で、できる限り自然採光を取り入れるものとする。 

 

5.1.5  使用材料 

原則としてJIS 等の規格品を使用し、経年変化の少ない作業性の良い材料を選定するとともに、

将来の補修を考慮する。 

 

5.1.6  その他 

建築基準法、労働安全衛生法、消防法、日本建築学会基準、日本土木学会基準、各公共建築工

事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）等の関係諸基準に準拠するほか、次の項目

について考慮する。 

(1) 処理装置・機器は、将来の修理更新が必須のものであり、必要に応じて点検・補修のた

めのスペース及び吊上げ装置、搬入・搬出装置及びこれらのための通路、開口部を設け、

また作業性に十分配慮する。 

(2) 床は、床面の洗浄排水のための勾配をとり、必要に応じ排水溝を設ける。 

(3) 薬品貯槽の防液堤内、薬品注入ポンプ、洗浄塔、循環ポンプの周辺は耐食仕上げとする。 

(4) マンホールの材質は FRP を原則として、荷重のかかる位置については、その荷重に耐え

る材質とする。 



 

 
111 

(5) 1m 以上の高低差のある場所は、安全柵を設ける。 

(6) 敷地内の外構や雨水側溝を十分配慮して設計ＧＬを設定する。 



 

 
112 

5.2  土木・建築工事 

5.2.1  施工方法 

(1) 施工に際しては、日本建築学会基準、建築基準法等の関係法令及び公共建築工事標準仕

様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）を遵守し施工する。 

(2) 工事の安全については、労働安全衛生法等を遵守し、安全柵、安全カバー等を設けるな

ど十分な対策を施す。 

(3) 杭打機械等の騒音、振動等による工事公害が発生しないように事前に近隣周辺状況を確

認し適切に対処する。 

(4) すべての工事に際して、その工事内容を施工前に再度確認し、工事の円滑化及び労働災

害防止に努める。 

 

5.2.2  仮設工事 

(1) 現場事務所、作業員詰所、機材置場等については、敷地状況、工事条件等を十分に把握

し適切な位置に設置する。（必要に応じて発注者監督員用の仮設事務所の設置とその条件

についても記載する。） 

(2) 工事現場の周辺または工事の状況により仮囲い、足場等を設け安全作業管理に努める。 

(3) 敷地周辺の交通量、交通規制、仮設配線等を十分考慮し、機械、資材等の搬入、搬出口

を検討するとともに、必要に応じて交通整理員を配置するなど、交通の危険防止に対処す

る。 

(4) 仮設〔電気、水道、電話〕等を設置する。 

 

5.2.3  土工事 

(1) 工事に伴い発生する掘削土等による残土は、必要に応じ場外処分する。 

(2) 建設予定地は、別紙を参照のこと。 

(3) 工事に支障を及ぼす湧水、雨水等の排水計画、根切り底、のり面、掘削面に異常が起こ

らないように十分検討し施工する。 

 

5.2.4  地業工事 

(1) 別紙を参考とし、設備荷重などもあわせて検討のうえ計画し実施する。 

(2) 砂利地業については、所定の厚さを均等にランマー等で突き固める。 

 

5.2.5  コンクリート工事 

(1) コンクリートの設計基準強度は、鉄筋コンクリート 21N/㎟以上、無筋コンクリート 18N/ 

㎟以上とする。なお、地下部分は原則としてスランプ 15cm 以下、監督員が指示すると

場合を除き、水セメント比 55％以下の水密コンクリートとする。 

(2) テストピースは、打設毎及びコンクリート 150 m３以内毎に採取し、1 週、4 週強度の圧
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縮強度試験を行い、成績表を提出する。 

(3) コンクリート打設後、コンクリート天端表面にクラックを生じないよう硬化作用が始ま

る前に再度天端を押える。 

(4) 冬期にコンクリート打設を行う場合には、凍結防止及び養生対策を十分に考慮する。 

(5) 骨材は、JIS に明記する試験に合格した強度を有したものを使用する。 

(6) 型枠については、十分な強度と剛性を有し雑物等の除去に努め、形状、寸法の決定は入

念に行うものとする。 

 

5.2.6  鉄筋工事 

(1) 材料 

1) 鋼材は、JIS 規格品を原則とする。 

2) 各鋼材のミルシート（原則として原本）を提出する。 

(2) 加工・組立 

1) 圧接完了後、全数外観検査及び抜き取りの検査を行う。 

 

5.2.7  鉄骨工事 

(1) 使用鋼材は、建物の構造耐力上必要な材質ならびに断面形状及び寸法とする。 

(2) 鉄骨の接合部及び定着部は作用する力を伝達できるものとする。 

(3) 詳細設計に当たり、鉄骨の製作及び建方に関する品質管理基準を示すものとする。 

 

5.2.8  ALC 工事 

(1) 材料は、JIS 規格品を標準とする。 

(2) パネル幅は 600mm を標準とし、正負の風圧力や耐候性を考慮し、種類（厚さ及び単位

荷重）や工法を選定する。 

(3) 屋外または吸水、吸湿等の恐れがある場所に使用するパネル及びそれらの接合部には、

有効な防水、防湿処理を施し、パネル内に水分が浸透しないようにする。 

(4) ALC 取付金物は、公共建築工事標準仕様書による他、ALC 協会規格を参考とし、適切

な防錆処理を施す。 

(5) モルタルは作業性の良好な専用品とし、必要に応じて混和剤（保水材）を使用する。 

 

5.2.9  防水工事 

(1) 水槽防水 

水槽の防水は、コンクリート躯体で止水することを基本とし、防水剤は補助として使用す

る。 

(2) 水張テスト 

1) 水張テストは、最低 48 時間水を張って漏水箇所のないことを確認する。 
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2) 地下の水槽にあっては、漏水箇所の止水が確認されるまで埋戻してはならない。 

 

5.2.10  金物工事 

(1) フック等 

建物各部の要所には必要に応じて機器搬出入用のホイストレールまたは吊り下げ用フック

を取り付ける。 

(2) 埋込短管 

1) 埋込短管はコンクリート打設時に水平、垂直が動かぬよう固定する。 

2) 埋込短管は強度、及び耐食性を考慮した材質とする。 

 

5.2.11  左官工事 

(1) モルタル 

1) 機械・配管工事と工程の調整を行い、できるだけ機械工事などの後に仕上げ工事を施工す

るよう計画する。 

2) モルタル仕上工程において、機械、配管等を汚損しないよう十分注意して施工する。 

3) 土間及び機械基礎の仕上げモルタルは、機械類設置後施工することを原則とする。 

 

5.2.12  建具工事 

(1) 窓・枠等 

1) 窓建具は、アルミ製を原則とする。 

2) 扉はアルミ製及びスチール製とする。 

3) 各部屋の連絡扉は必要に応じ、防音構造とし、防音パッキンを設ける。 

(2) 重量シャッターは、必要に応じて電動式とする。特に、屋外に面するシャッターは塩害

を考慮した仕様とする。 

(3) 外部手摺・歩廊は、周辺環境を考慮の上材質を決定する。 

(4) 塩害を考慮する。 

 

5.2.13  塗装工事 

(1) 建築工事に関する塗装は、使用材メーカーの仕様ならびに学会等標準仕様を基に施工す

ること。 

(2) 塗装材は次を標準とし、耐薬品、耐久性及び耐候性が必要な箇所については協議により

行うこと。 

1) 鉄部塗装    〔  〕 

2) コンクリート(モルタル)部塗装  〔  〕 

3) 外部吹付    〔  〕 
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5.3  構造計画 

5.3.1  構造 

(1) 基礎構造 

1) 良質な地盤に支持させることとし、不同沈下等により建築物に支障を与えることのない基

礎構造及び工法を定める。 

2) 異種基礎構造はさける。 

(2) 地下及び上部構造 

1) 収納（支持）するプラント等の設備及び建築物の規模等に応じて、適切な構造方式を定め

る。 

2) 臭いの発生する箇所については、適切に区画し、適切な防臭対策が可能な構造とする。 

3) 騒音又は振動を発生する機器を収納（支持）する箇所については、特に構造方式の選定に

当たっては、十分な検討を行う。 

4) 地下構造は、鉄筋コンクリート造として設計する。 

 

5.3.2  材料 

同一建築物において、鉄筋及び鉄骨は基準強度の異なるものを同一サイズで使用してはならな

い。 

 

5.3.3  構造計算 

(1) 耐震性に十分に配慮した設計計算を行う。 

(2) 積載荷重，回転機器の荷重等については，最大重量を十分に見込んだ設計計算とする。 
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5.4  主処理棟工事 

5.4.1  構造概要及び外部仕上げ 

(1) 構造   

1) 建築構造 〔  〕造 

2) 地下 〔  〕階 

3) 地上 〔  〕階 

(2) 基礎  〔  〕 

(3) 屋 根  〔  〕 

(4) 外部仕上げ  意匠性及び塩害対策を考慮し計画する。 

(5) 内部仕上げ 次に示すとおり。 

 

5.4.2  意匠及び仕上計画 

仕上材料は、原則として JIS、JAS 等規格品を使用し、耐久性能、保守性能、作業性能及び互

換性に優れた材料を選定する。 

(1) 外部仕上 

1) 外観意匠については、清潔感のあるものとし、建設予定地周囲及び自然環境との調和に配

慮する。また、し尿処理のイメージを感じさせないデザインにする。 

2) 仕上材料は、親近感、清潔感ある計画及び材料の選定を行い、周辺環境との調和、建物相

互の統一性を配慮し計画する。 

3) 外装は、仕上材を効果的に配して、意匠性の水準（材料水準ではない）の高いものとする。 

4) 全般的には、経年変化の少ない保守性の良い材料を使用する。 

5) 外部に面する窓枠、ドア等は、すべて耐腐食仕様とする。 

6) 焼津市のコンセプトに見合った意匠とし、管理棟内外との統一性を図る。 

(2) 内部仕上 

1) 内部意匠については、明るく、清潔感のあるものとし、快適な環境（作業環境を含む。）

を確保する。 

2) 仕上材料は、親近感、清潔感ある計画及び材料の選定を行い、周辺環境との調和、建物相

互の統一性を配慮し計画する。 

3) 内部仕上は、居室的、作業的など、それぞれの室の機能や性格に応じて最適と考えられる

仕上を選定する。 

4) 建物内の機材の運搬や多数の人の往来、温度変化による膨張、収縮、水や油類の使用など、

各部分における特殊性を考慮に入れ､これらの条件に耐えうる材料を選定する。 

5) スラブは原則として、コンクリート直均しとし、仕上を施工する場合は、この上に行うも

のとする。 

6) 空調する部屋の壁は結露防止を考慮する。 
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7) 騒音を発生する部屋の壁、天井の仕上は、吸音材張付け工法を基本とする。 

(3) 鉄骨塗装 

鉄骨塗装は、周辺の状況に応じて、材料及び工法を定める。特に腐食対策については万全を

期すものとする。 

 

5.4.3  水槽内部仕上げ 

(1) 水槽は水密構造とし、原則として密閉構造とする。 

(2) 水槽内部仕上げは、液質に適応する防食被覆を施す。 
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5.5  管理棟工事 

合棟又は別棟とし計画する。 

 

5.5.1  構造概要及び外部仕上げ 

(1) 構造   

1) 建築構造  〔  〕造 

2) 地下  〔  〕階 

3) 主処理棟との関係 〔合棟、別棟〕 

(2) 基礎   〔  〕 

(3) 屋根   〔  〕 

(4) 外部仕上げ   意匠性及び塩害対策を考慮し計画する。 

 

5.5.2  各室内部仕上げ 

5.4.2  意匠及び仕上計画に準じ計画する。 

 

5.5.3  諸室計画 

 次の諸室を計画する。特に、市民から親しまれる施設となることを念頭に計画する。 

(1) エントランスホール 

施設への来場者を迎え入れる場所として設ける。また、放流水を利用し、水中植物や水中

生物を入れるなど水槽を〔 〕個設置し、環境学習ができるように展示する。なお、水槽の

設置場所は、見学者が気軽に見学可能な場所であれば、エントランスホール以外に設置して

もよい。 

(2) 中央監視室 

運営事業者が、施設の安定稼動状況及び公害防止基準の遵守状況を適切に監理するための

室として設ける。 

(3) 水質試験室 

受入物の性状及び放流水質をはじめ、施設運営上、必要となる各種測定試験を行うための

室として設ける。 

(4) 本組合職員室 

施設に常駐する本組合職員が執務を行う室として設ける。なお、常駐職員には 1 人以上を

見込み、執務及び応接に必要な什器（事務机類及び会議テーブル等）を設える。 

(5) 運営事業者諸室 

1) 運営事業者が施設の運営及び維持管理を行うために必要な室として設ける。 

2) 室の位置は、施設の円滑な運営及び緊急時の対応を考慮し、中央監視室や水質実験室さら

に電気室と緊密な連携を保てる最適な配置とする。 

3) 事務室の他、維持管理作業員の休憩室も設け、安定稼動に資する。また、同室には、休憩
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スペースや給湯室をはじめ、必要な室及び設備を設える。 

(6) 大会議室 

1) 小学生をはじめ、団体での来場者が施設の説明及び会議を行うための室として設ける。 

2) 大会議室は、展望スペースとして二次的に活用するため最適な位置とする。 

3) 利用人数には、100 人程度を見込む他、利用人数に応じ、室を 2 分割できる構造とする。 

4) 室内には、電動スクリーン、天吊式プロジェクター、説明用設備（音響設備、ビデオデッ

キ等）及びホワイトボードをはじめ必要な設備を設える。 

5) 大会議室では、各所の監視カメラ装置と連携させ、各所が確認できるように計画する。 

6) 見学者説明用の映像を利用する場合に備え、電動ブラインドを設置する。 

7) 見学者用の机及び椅子を設える他、それが不要な場合に備え、専用の倉庫を併設する。 

8) 大会議室の一角には、施設の処理フローや回収したリンを展示し、見学者の理解を深める

工夫を計画する。 

(7) 小会議室 

1) 20 人程度の小規模会議用の室として設ける。 

2) 室内には、会議テーブルや椅子、ホワイトボード設える。 

(8) 見学者廊下 

1) 施設見学者が、施設内の設備を見学し、し尿及び浄化槽汚泥処理の理解を深めるための通

路として設ける。 

2) 廊下の各所には、施設内の処理工程や処理設備をわかりやすく説明するパネルを設ける。 

3) 施設の安定稼動状況についても、積極的に見える化し、施設への理解と信頼の醸成を図る。 

(9) 展望スペース 

1) 施設の立地条件を考慮し、大会議室をはじめ、適切な位置に計画する。 

2) 大会議室以外に計画する場合には、椅子をはじめ、必要な設備を設える。 

(10) コミュニティスペース 

1) 見学者や周辺住民の交流の場として設ける。 

2) 談話椅子やテーブルを必要な箇所に配置する。 

(11) 史料展示スペース 

1) 大井川地区の歴史を啓発するための場として、見学者廊下の一角をはじめ、適切な位置に

計画する。 

2) 展示棚や展示パネル等をはじめ、必要な設備を設ける。また、ピクチャーレールを配置し、

展示内容を変更可能な構造とする。 

(12) 倉庫及び書庫 

1) 図書類、施設運営に必要な用具類を保管するための室として設ける。 

2) 本組合が竣工図書類を保管するための倉庫を 1 室以上設ける。 

(13) その他 
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受注者の提案及び本組合との協議により必要な設備を適切な箇所に設ける。 
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5.6  建築附帯設備 

5.6.1  給排水衛生設備 

(1) 給湯設備 

試験室、その他必要とする箇所に給湯できる設備を設ける。 

(2) 衛生器具等 

水洗式の大・小便所、洗面所、清掃用水栓、流し台、ガス台及びその他必要なものを設け

る。 

(3) 排水設備 

水洗便所、その他の設備から排出される排水は、本施設により処理してから放流できるよ

う排水設備を設ける。 

 

5.6.2  換気空調設備 

中央制御室、受入監視室（必要に応じて）、試験室、職員控室等必要により、冷暖房設備を設

ける。また、作業環境保持のため必要とする箇所に換気設備を設ける。 

 

5.6.3  消防用設備 

消防法に基づく自動火災報知機、及び消火設備等を設ける。 
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5.7  附帯工事 

5.7.1  土地造成工事 

(1) 現況   別紙による。 

(2) 計画地盤高   〔  〕 

(3) 造成計画   〔  〕 

 

5.7.2  場内道路等工事 

(1) 道幅  バキューム車、薬品搬入車等の走行に支障のない幅を有する。 

(2) 舗装  アスファルト舗装とし、厚さは利用車に応じて決定する。 

(3) その他 

工事範囲の舗装のうち、陥没等のある箇所は、竣工前に受注者が補修する。 

 

5.7.3  門・囲障工事 

(1) 門および門扉 

1) 門   〔  〕（注：構造、高さ、仕様を明示する。） 

2) 門扉  〔 〕（注：材質、高さ、巾、箇所数等を明示する。） 

(2) 囲障 

1) 仕様  〔  〕 

2) 高さ  〔  〕 

3) 範囲  〔 〕 

4) 特記事項 

① 建設用地の条件を踏まえ、耐侯性に優れた材料を選定する。 

② 施設の美観を考慮し、意匠性に配慮する。 

 

5.7.4  場内整備工事 

(1) 新設車庫及び倉庫工事  〔  〕 

(2) 駐車場工事    

1) 一般車用  〔 〕台分 

2) 大型バス  3 台分 

(3) 場内雨水排水工事 〔 〕 

(4) 植樹・造園工事  〔 〕 

(5) 特記事項 

1) 車庫には、本組合の公用車が 3 台程度駐車できるようにする。 
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5.7.5  さく井工事 

地下水の採取に関しては、「静岡県地下水の採取に関する条例」を遵守し計画及び必要な手続

きを踏む。 

(1) 大井川環境管理センターには、条例に基づき届出のある井戸が 2 箇所あるが、条例に基

づき新設及び変更することを可とする。 

(2) 計画地が、大井川規制地域に該当することより、次の事項を遵守する。 

1) 揚水設備の揚水機の吐出口の断面積  52 cm2以下 

2) 揚水設備により採取する地下水の量  0.7 m３/分 

3) 揚水設備のストレーナの位置  地表面下 25m 以深 

(3) 現在届出のある井戸をポンプの交換やケーシングの交換など修繕する場合は、変更届に

て対応する。なお、ポンプの能力変更に伴う取水量増量の変更は、変更届であるが、ほぼ

新設と同じ手続きをとる。 

(4) 新設及び増量変更の場合は、大井川地域地下水利用協議会で審議案件となり、取水の条

件等の提示が求められる場合がある。なお、大井川地域地下水利用協議会は、年 3 回（5

月、9 月、1 月）開催され、協議会の 2 カ月前程度を目安に県と市で届出案の事前確認を

行ったうえで、協議会へ書類を提出する。 

(5) 取水のうち、400m３を隣地の野鳥園へ送水する計画とし、必要な管路を敷設する。 
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6. その他工事 

6.1  環境モニタ 

本設備は、安定的なし尿及び浄化槽汚泥の処理に加え、放流水質をはじめ公害防止基準に問題

ないことを見学者に伝えることを目的に設置する。 

(1) 形式  〔 〕 

(2) 基数  

1) 見学者用 1 基（見学者廊下に設置する。） 

2) その他 〔 〕基以上（提案する場所に設ける。） 

(3) 特記事項 

1) 施設内での安定処理及び公害防止基準の遵守状況を表示する。 

2) 表示内容は、2.3 施設の性能に示す内容を中心に監視結果を積極的に表示する。 

3) 連続測定によりリアルタイムに表示可能なものは、その結果を表示する。また、断続測定

によるものは、測定日を適切に表示する。 

4) 表示盤類の大きさは、視認性を考慮し、適切な大きさを計画する。 

5) 屋外への設置は、不要とする。 

 

6.2  発電設備 

再生可能エネルギーの有効利用を図るための設備として設ける。なお、設置する発電設備は、

以下の形式に示す 1 種類以上とする。 

(1) 形式 

1) 太陽光発電設備 〔 〕 

2) 風力発電設備  〔 〕 

3) その他  〔 〕 

(2) 発電容量 

1) 太陽光発電設備 〔 〕kW 

2) 風力発電設備  〔 〕kW 

3) その他  〔 〕kW 

(3) 基数 

1) 太陽光発電設備 〔 〕基 

2) 風力発電設備  〔 〕基 

3) その他  〔 〕基 

(4) 特記事項 

1) 再生可能エネルギーの活用を念頭に、必要な基数及び容量を計画する。 

2) 発電力量は、環境モニタに表示し、エネルギーの有効利用状況を啓発する。 

3) 発電力量は、場内利用に活用するものとする。 
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6.3  予備品、工具等 

受注者は、施設引渡し前までに以下に示す予備品、工具等を納入する。なお、下記（1）項につ

いては、あらかじめ納入品のリストを作成し、実施設計図書の提出時に本組合に提出する。 

(1) 施設引渡し後、おおよそ 1 年間に交換または補充を必要とする予備品及び記録用紙等の

消耗品。 

(2) 施設へ納入する機器の特殊分解工具類。 

(3) その他、添付リストに示す工具、備品等。 

1) 標準工具類 

2) 電気設備用備品類 

3) 安全用具 

4) その他 

 

6.4  試験室設備 

(1) 試験室には、中央実験台、サイド実験台、天秤台、流し台、ドラフトチャンバ、薬品棚、

冷蔵庫、ジャーテスタ等の他、BOD、COD、SS、VS、色度、pH、DO、ORP、0rg-N、

NH3-N、NO2-N、NO3-N、T-N、PO43-、T-P、CL-、大腸菌群数等の分析、測定を行う

のに必要な装置、器具、試薬を備える。 

(2) 前項については、あらかじめ納入品のリストを作成し、本組合に提出する。 

 

6.5  説明用調度品及び説明用パンフレット 

(1) 説明用調度品 

1) )形式  〔  〕 

2) 数量  〔  〕 

(2) 説明用パンフレット 

1) 形式 〔  〕 

2) 数量  〔  〕部 

 

 

 


