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第１章 総則 

本仕様書は、豊前市が発注する「豊前市し尿等前処理施設整備工事」に適用する。 

 

第１節 計画概要 

１．一般概要 

豊前市は豊前市環境センターにてし尿及び浄化槽汚泥の処理を行っているが、施設

の老朽化が進んでいる。よって、し尿等の適正な処理を行うために、豊前市環境セン

ターを前処理・下水道放流方式へ改修する。 

本工事は、既存施設において処理を行いながら実施するため、既存施設の運転に支

障がないよう留意すること。 

 

２．工事名 

豊前市し尿等前処理施設整備工事 

 

３．処理能力 

70kl/日（し尿 38.8kl/日、浄化槽汚泥 31.2kl/日） 

 

４．処理方式 

前処理＋希釈＋下水道放流 

 

５．工事場所 

福岡県豊前市大字八屋 322 番地 21 及び八屋 322 番地 46 

 

６．敷地面積 

10,589ｍ2 

 

７．放流先 

市が敷地内に設置する公共下水道の公共ます 

 

８．工期 

着工 平成 30 年 12 月予定 

竣工 平成 31 年 11 月予定 

本工事については、既存施設を稼働しながら実施する。よって、まず第一期の整備

を行い、その工事完了は平成 31 年 7 月末とし、それから第二期工事を実施する。 
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第２節 施設の概要 

１．全体計画 

計画にあたっては、①全体作業動線の適正化、②定期点検・補修整備スペースの確

保、③省エネルギー化、④し尿等の量的、質的変動への対応策、⑤２次公害の防止等

に留意する。 

２．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設備を能率的に制御し、自動

化や省力化によりエネルギー及び運転経費の節減を図るものとする。また、監視及び

制御が合理的に行われるよう配慮する。 

３．安全衛生管理 

本施設の設計にあたっては、「労働安全衛生法」及び「消防法」等の関係法令の規定

を遵守し施設の運転、点検、清掃等の作業が安全かつ衛生的に行えるよう安全、衛生

対策に十分配慮する。 

 

４．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、砂及び夾雑物を安全かつ

衛生的に除去できる設備とする。 

２）希釈設備 

し尿等を豊前市下水道条例（平成 8 年条例第 10 号）第 10 条に定める基準値以下

まで確実に希釈し、定量的に放流できる設備とする。 

３）脱臭設備 

各設備から発生する臭気を関係法令の基準に従い、支障が生じないように処理で

きる設備とする。 

 

５．立地条件 

１）都市計画事項等 

都市計画区域 内 

（１）用途地域 指定あり 工業地域 

（２）防火地域 指定なし 

（３）高度地区 指定なし 

（４）建ぺい率 60％  

（５）容積率 200％ 

（６）緑地率 なし 

（７）その他 なし 

２）搬入道路 

既存道路を利用 
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３）敷地周辺設備 

（１）電気 

既存を利用 

（２）生活用水 

既存を利用。ただし、現在の本管からのφ50mm をφ100mm に更新すること。 

（３）プロセス用水 

生活用水と同様 

（４）希釈水 

生活用水と同様。ただし、緊急用として旧施設の曝気槽へ流入させている河

川水を利用できるように計画すること。 

（５）ガス 

既存を利用 

（６）放流先 

市が敷地内に設置する公共下水道の公共ます 

（７）電話 

既存を利用 

 

第３節 設計施工方針 

１．適用範囲 

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・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、

原則として工事受注者（以下、「受注者」という。）の責任において完備しなければな

らない。ただし、本市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。 

 

２．疑義 

受注者は本仕様書及び技術提案書について実施設計または工事施工中に不備や疑義

が生じた場合は、本市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。 
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３．変更 

１）提出済みの提案書については、原則として変更を認めない。ただし、本市の指示

等により変更する場合はこの限りでない。 

２）実施設計は、提案書及び本仕様書に基づいて設計する。ただし、提案書の内容で

本仕様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、本市の承諾を受けて変更できるものとする。 

 

４．材料及び機器 

使用材料及び新設する機器は、全てそれぞれの用途に適合する製品で、かつすべて

新品とし、日本工業規格（ＪＩＳ）、電気企画調査会標準規格（ＪＥＣ）、日本電機工

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（Ｈ

ＡＳＳ）、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、既存施設の制御盤、ポンプ等の機器類

のうち利用可能なものについては利用してもよい。 

維持管理上同種の主要機器（ポンプ、送風機、バルブ、モーター等）の銘柄は統一

しておくことが望ましい。 

また、物品購入等に際しては、できる限り環境物品等（国等による環境物品等の調

達の推進に関する法律による）を選択するように努めること。 

 

５．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、本市立会いのもとで行う。ただし、本市

が特に認めた場合には、受注者が提示する検査（試験）成績書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、あらかじめ本市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）経費の分担 

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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第４節 試運転及び運転指導 

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による運転、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[５]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、受注者が本市とあらかじめ協議のうえ

作成した実施要領書に基づき、本市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市の立会を要し、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市に報告する。 

なお、本市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

着手前に本市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。なお運転切替

時は既設運転も考慮すること。 

 

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、本市の承諾を受

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、本市と受注者の協議のうえ実施することができる。 

 

３．経費の負担 

試運転及び運転指導に要する経費は全て受注者の負担とする。 
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第５節 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。なお、性能試験は第

二期工事が終わった後に実施する。 

１．性能保証事項 

１）処理能力 

２）放流水の水質等 

３）騒音及び振動 

４）悪臭 

５）緊急作動試験 

非常停電（受電）、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。 

 

２．性能試験 

１）性能試験条件 

（１）性能試験は、連続[2]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。なお、性能試験期間中の搬入量が定格処理量に満たない場合

は、そ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性能

を判断する。 

（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市が実施

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

市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、試験実施前に本市の承諾を受けるものとす

る。 

（４）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、 も

適正な試験方法で本市の承諾を得て実施する。 

（５）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。 

 

２）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

告書を作成し本市に提出する。 
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第６節 瑕疵担保 

本施設の建設工事は第３節で述べたように性能発注（設計施工契約）という方式

を採用しているため、受注者は施工の瑕疵に加えて設計の瑕疵を担保する責任を負

う。 

瑕疵の改善等に関しては、瑕疵担保期間を定め、この期間内に性能、機能等に関

して疑義が生じた場合、本市は受注者に対し瑕疵改善を要求できる。 

瑕疵の有無については、適時瑕疵検査を行いその結果を基に判定するものとする。 

１．瑕疵担保 

１）設計の瑕疵担保 

（１）設計の瑕疵担保期間は原則として、全体の引渡後[２]年間とする。 

この期間内に発生した設計の瑕疵は、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、

本章第８節に規定する技術提案書、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、第２章第５節に規

定する性能保証事項とする。 

２）施工の瑕疵担保 

（１）処理設備工事関係 

処理設備工事関係の瑕疵担保期間は原則として、全体の引渡後[２]年間とす

る。 

（２）建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む） 

建築工事関係の瑕疵担保期間は原則として引渡後[２]年間とする。本市と受

注者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りでない。 

 

２．瑕疵検査 

本市は施設の性能、機能等に疑義が生じた場合は、受注者に対し瑕疵検査を行わせ

ることが出来るものとする。受注者は本市と協議したうえで、瑕疵検査を実施しその

結果を報告する。瑕疵検査にかかる費用は受注者の負担とする。瑕疵検査による瑕疵

の判定は、瑕疵確認要領書により行うものとする。本検査で瑕疵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。 

 

３．瑕疵確認要領書 

受注者は、あらかじめ「瑕疵担保確認要領書」を本市に提出、承諾を受ける。 
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４．瑕疵確認の基準 

瑕疵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 

 

５．瑕疵の改善、補修 

１）瑕疵担保 

瑕疵担保期間中に生じた瑕疵は、本市が指定する時期に受注者が無償で改善・補

修する。改善・補修にあたっては、改善・補修要領書を本市に提出し、承諾を受け

る。 

２）瑕疵判定に要する経費 

瑕疵担保期間中の瑕疵判定に要する経費は受注者の負担とする。 

 

 

 

第７節 工事範囲 

１．本工事 

１）機械工事 

受入・貯留設備工事 

希釈・放流設備 

脱臭設備 

取排水設備 

 

２）配管・ダクト設備工事 

し尿系統配管工事 

汚水系統配管工事 

給水系統配管工事 

排水系統配管工事 

臭気系統配管工事 

 

３）電気・計装設備工事 

電気設備工事 

計装設備工事 
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４）土木・建築工事 

受入・貯留設備工事 

希釈・放流設備 

脱臭設備 

取排水設備 

 

２．付帯工事 

既設撤去工事（必要に応じて） 

本工事にて撤去する必要がある場合は、撤去して市が指定する場所へ移動する。処

分は市で行う。 

 

３．その他工事 

１）試運転及び運転指導 

２）説明用パンフレット 

３）予備品、工具等 

 

４．工事範囲外 

１）特記外の建物内備品 

 

第８節 提出図書 

１．技術提案書 

本仕様書を受け取ったものは、本市の指定する期日までに下記に示す図書を提出す

ること。図面の縮尺は、図面内容に適した大きさとし、図面寸法はＡ３版を標準とし、

できる限り統一する。 

 

１）施設概要説明書 

（１）各設備概要説明（プロセス説明含む） 

（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 

（３）維持管理費試算書（電気、薬品、プロセス用水等の費用） 

（４）施設整備費試算書（稼働後[20]年間に要する定期点検整備費、消耗部品交換

費等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。） 
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（５）主要機器メーカーリスト 

２）設計仕様書 

（１）設計計算書 

（２）設備仕様（形式、能力、有効容量、数量、構造等） 

（３）設備容量計算書 

（４）既存施設利用計画書（既存施設の水槽や制御盤、ポンプ等を利用する場合、

どれをどのように利用するか分かる資料） 

３）図面類 

（１）工事工程表 

（２）全体配置図及び動線計画 

（３）フローシート 

（４）水位高低図 

（５）各階平面図（機器配置含む） 

４）仮設計画 

（１）工事手順説明 

（２）工事手順説明図 

５）技術提案書の提出部数 

各[15]部とする。 

６）提案書の提出先 

豊前市役所 市民福祉部 生活環境課 

７）提案書の提出期限 

平成 30 年 11 月 12 日（月）までとする。 

 

２．実施設計図書 

受注者は、契約後直ちに実施設計に着手し、実施設計図書として次の物を各[３]

部提出する。 

１）設計計算書（水槽容量計算書、機器能力計算書、水量収支計算書等） 

２）機器・配管設備図（機器配置平面図・断面図、機器配管系統図） 

３）電気計装設備図 

４）設備仕様書 

５）工事工程表 

６）設計内訳書 

７）その他指示する図書 
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３．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、本市の承諾を得て着工する。 

図書は、次の内容のものを各[３]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 

 

４．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）取扱説明書 

３）試運転報告書 

４）引渡性能試験報告書 

５）単体機器試験成績書 

６）上記に関する電子データ 

７）その他指示する図書 

 

第９節 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、第１章第７節に記載された工事範囲の工事を全て完了し、同第５節に

よる引渡し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。 

ただし、第一期工事が完了して安定的に処理が可能と判断された場合、部分引渡しを

行う。 

 

第 10 節 その他 

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。 

 

２．許認可申請 

工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手

続きは受注者の経費負担により受注者が代行する。 
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３．施工 

本工事施工に際しては、次の事項を遵守する。 

１）労働災害の防止 

工事中の危険防止対策を十分行い、また作業者への安全教育を徹底し、労働災害

の発生がないように努める。 

 

２）現場管理 

資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては本市と十分協議し、他の工事

への支障が生じないよう計画し、実施する。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。 

 

３）復旧 

他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、受注者の責任範囲において損傷、

汚染が生じた場合は受注者の負担で速やかに復旧する。 
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第２章 計画に関する基本的事項 

第１節 計画処理量 

し尿     [ 38.8 ]kl/日 

浄化槽汚泥  [ 31.2 ]kl/日 

計      [ 70.0 ]kl/日 

 

第２節 搬入時間、運転時間等 

１．し尿等の搬入時間 

平日  [午前 8時 30 分]～[午後 4時 30 分] 

土曜日・休日（日曜日、祝祭日）は搬入しない。 

使用バキューム車 ３ｔ車（2.7kl）約[34]台 

 

２．各設備の運転時間 

受入貯留設備  [ 5 ]日/週、[ 6 ]時間/日 

希釈放流設備  [ 7 ]日/週、[ 24 ]時間/日 

脱臭設備    [ 7 ]日/週、[ 24 ]時間/日 

 

第３節 搬入し尿、浄化槽汚泥の性状 

１）し尿、浄化槽汚泥 

 

 し尿 浄化槽汚泥 

ＢＯＤ 5,900 mg/L 4,200 mg/L 

ＣＯＤ 3,000 mg/L 4,300 mg/L 

浮遊物質 5,700 mg/L 13,000 mg/L 

全窒素 1,800 mg/L 1,100 mg/L 

全リン 200 mg/L 220 mg/L 

塩化物イオン 1,200 mg/L 500 mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質 360 mg/L 660 mg/L 
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第４節 希釈水等 

１．希釈水 

水源     [上水] 

希釈倍率   [20.0]倍以下 

取水点    [添付図面１参照] 

緊急用として旧施設の曝気槽へ流入させている河川水を利用できるように計画す

ること。 

第５節 施設の性能 

１．放流水の水質等 

１）放流水量  [1,400]ｍ3/日以下 

２）放流水質 

主な排出基準は以下の通りとする。 

ｐＨ   [ 5 ～ 9 ] 

ＢＯＤ  [ 600 ]mg/L 以下 

ＣＯＤ  [ 600 ]mg/L 以下 

浮遊物質 [ 600 ]mg/L 以下 

全窒素  [ 240 ]mg/L 以下 

全リン  [ 32 ]mg/L 以下 

ノルマルヘキサン抽出物質  [ 30 ]mg/L 以下 

３）放流先[添付図面１、２参照] 

 

２．騒音 

敷地境界線における規制基準は以下の通りとする。 

昼間  [8 時～19 時]       [70]dB 以下 

朝・夕 [6 時～8時、19 時～23 時] [70]dB 以下 

夜間  [23 時～6時]       [65]dB 以下 

 

３．振動 

敷地境界線における規制基準は以下の通りとする。 

昼間  [8 時～19 時]  [65]dB 以下 

夜間  [19 時～8時]  [60]dB 以下 

 

４．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）臭気指数  [12]以下 
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２）脱臭装置排出口 

（１）臭気指数  悪臭防止法施行規則（昭和 47 年総理府令第 39 号）第 6 条の 2

に定める方法により算出した臭気排出強度または排出気体の臭気指数。 

 

 

第６節 し渣等の性状と処分方法 

１．し渣 

含水率 60％以下に脱水し、場外搬出処分とする。 

 

 

第７節 処理工程の概要 

１．受入・貯留工程 

受入→沈砂→除渣→貯留 

 

２．希釈工程 

希釈→放流 

 

３．脱臭工程 

高濃度臭気 [     ] 

中濃度臭気 [     ] 

低濃度臭気 [     ] 

 

 

第８節 処理系列 

受入貯留工程は２系列とする。 

 

受入   貯留     

                         第一期工事 

           希釈   下水道へ放流 

 

受入   貯留     第二期工事 
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第３章 処理設備 

第１節 共通事項 

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）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とす

る。 

３）機器類の塗装仕様は各社の標準塗装とし、塗装色は本市と協議して決定する。 

４）機械基礎は、排水や耐震を考慮した構造とする。 

５）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。 

６）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。 

７）各水槽類については、既存施設の水槽を活用してもよい。なお、新設する場合は

次節の仕様に従うこと。ただし、第一期の工事完了までの間は既存施設でも運転を

継続するため、運転に支障がないように計画すること。また、利用する場合は実施

設計時に本市と協議し了承を得ること。なお、既存施設の予備貯留槽は劣化が激し

いため使用は不可とする。 

８）既存施設の制御盤、ポンプ等の機器類のうち利用可能なものについては利用して

もよい。なお、新設する場合は次節の仕様に従うこと。ただし、第一期工事完了ま

での間は既存施設でも運転を継続するため、運転に支障がないように計画すること。

また、利用する場合は実施設計時に本市と協議し了承を得ること。 

 

第２節 受入・貯留設備 

１．受入設備 

１）搬入し尿等計量装置 

（１）形式  [     ] 

（２）能力等 

① 大秤量[ 10 ]ｔ 

② 小目盛[ 10 ]kg 

（３）数量[  1  ]基 

（４）構造等 

①基礎土台及び操作ターミナルは、既存のものを使用することとし、それ以

外の機材については新たに取り替える。 

②計量及び集計操作は自動とする。 

③日報、月報の作成を行う。 

④必要に応じ、本計量装置の基礎床に排水溝を設ける。 
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２）受入室 

既存施設を利用する。 

３）受入口 

（１）形式   〔 負圧式又は水封式 〕 

（２）数量   し尿用[   ]基、浄化槽汚泥用[   ]基 

（３）構造等 

①受入口は臭気の発散を防止する対策を講ずる。 

②し尿投入中にホースが離脱しないよう固定できるものとする。 

③ホースが洗浄できる機構とする。 

④水封式の場合は、フラッシュ弁を取り付ける。 

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  し尿用    [   ]ｍ3 

         浄化槽汚泥用 [   ]ｍ3 

（３）構造等 

①沈砂層の容量は、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。 

②槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

③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）を設ける。 

５）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 し尿用     [   ]ｍ3 

浄化槽汚泥用  [   ]ｍ3 

（３）数量   し尿用     [   ]槽 

浄化槽汚泥用  [   ]槽 

（４）構造等 

①スカム防止対策を講ずる。 

②槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

③液面の指示、上下限液位警報等を行う。 

④槽内配管の材質は耐食性とする。 

⑤槽内の臭気を十分に捕集する。 

 

２．夾雑物除去設備 

１）破砕機 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ]ｍ3/時 

（３）数量  し尿量      [   ]台 
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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 

①し尿用と浄化槽汚泥用は同一能力とする。 

②接触部は耐食性・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）夾雑物除去装置 

２）・１ 夾雑物除去装置 

（１）形式   [   ] 

（２）能力   [   ]ｍ3/時 

（３）目開き  [   ]mm 

（４）数量   [   ]基 

（５）構造等 

①し尿用と浄化槽汚泥用は同一能力とし、相互使用を可能とする。 

②目詰まりの少ない構造とする。 

③主要部は耐食性材質（SUS）とする。 

④内部点検口（照明付き）を設ける。 

⑤装置内から臭気を捕集する。 

⑥点検・清掃が容易な構造とする。 

２）・２ 夾雑物脱水装置 

（１）形式   [   ] 

（２）能力   [   ]kg/時 

（３）数量   [   ]基 

（４）構造等 

①し尿用と浄化槽汚泥用は同一能力とし、相互使用を可能とする。 

②脱水後の水分は 60％以下とする。 

③主要部の材質は SUS304 とする。 

④内部点検口を設け、点検スペースは十分確保する。 

⑤装置内から臭気を捕集する。 

⑥洗浄装置を具備していること。 

３）脱水し渣移送装置（必要に応じて設ける） 

（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。 
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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。 

⑤破砕後、夾雑物除去装置、夾雑物脱水装置等の関連機器と連動運転を行う。 

４）脱水し渣ホッパ（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かさ密度[   ]を考慮して[   ]日分以上の容量とし、場外搬出する

場合には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貯留した脱水し渣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。 

 

３．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  貯留槽    [   ]ｍ3 

予備貯留槽  [   ]ｍ3 

（３）数量    貯留槽  [   ]槽 

予備貯留槽  [   ]槽 

（４）設計条件 

①貯留槽有効容量は、計画処理量の[   ]日分以上とする。 

②予備汚泥貯留槽有効容量は、計画処理量の[   ]日分以上とする。 

（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（うじ返し付）を２ヶ所

以上設ける。 

②スカムの奉仕対策を講ずる。 

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。 

 

２）貯留槽撹拌装置 
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２）・１貯留槽スカム破砕ポンプ 

（１）形式  [   ] 

（２）能力   貯留槽    [   ]ｍ3/分 

予備貯留槽用 [   ]ｍ3/分 

（３）数量   貯留槽    [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

予備貯留槽  [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

（４）設計条件 

① 大移送量に見合う能力とする。 

（５）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。 

 

２）・２貯留槽撹拌ブロワ（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）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。 

 

３）貯留槽ポンプ 

（１）形式     [      ] 

（２）能力   貯留槽   [   ]ｍ3/時 

予備貯留槽 [   ]ｍ3/時 

（３）数量   貯留槽   [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

予備貯留槽 [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

（４）設計条件 

① 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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第３節 希釈・投入設備 

１．希釈方式 

し尿等を希釈し、第２章第５節「施設の性能」を満足させる性能を有するもの

とする。なお、希釈方式は下記仕様を標準とするが、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。 

 

２．希釈設備 

１）希釈水ポンプ 

（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）希釈混合槽 

（１）形式    [   ] 

（２）有効容量  [   ]ｍ3以上 

（３）数量    [   ]槽 

（４）設計条件 

①容量はし尿等の希釈混合液を均一撹拌できる容量とする。 

②投入ポンプが安定して稼働できる容量とする。 

（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（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槽内の臭気を十分に捕集する。 

⑦槽内の撹拌装置を設け、希釈水質の変動対策を行う。 

３）希釈水配管 

（１）配管種類   [   ] 

（２）長さ     [   ]ｍ 

（３）敷設方法   [   ] 

（４）ルート   [ 投入地点図をもとに設定すること ] 
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（５）設計条件 

①ルート、計画及び施工にあたっては本市と十分協議すること。 

 

３．投入設備 

１）投入ポンプ 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ]ｍ3/分以上 

（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流量計を設けること。 

③タイマ設定と流量調整ができるものとする。 

 

２）投入水配管 

（１）配管種類   [   ] 

（２）長さ     [   ]ｍ 

（３）敷設方法   [   ] 

（４）ルート   [ 投入地点図をもとに設定すること ] 

（５）設計条件 

①ルート、計画及び施工にあたっては本市と十分協議すること。 

 

第４節 脱臭設備 

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、第２章第５節「施設の性能」を満足

させる性能を有するものとする。 

脱臭装置は能力見直しのため更新するものとし、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  [      ] 

②中濃度臭気脱臭方式  [      ] 

③低濃度臭気脱臭方式  [      ] 

 

２．脱臭装置 
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１）生物脱臭装置 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ]ｍ3/分 

（３）数量    [   ]基 

（４）構造等 

①接ガス部は、耐食性材質とする。 

②ノズル及び充填材等の清掃、交換が容易にできるものとする。 

③臭気の流入及び流出部に必要に応じてマノメータを設ける。 

２）薬液洗浄脱臭装置 

２）・１酸洗浄塔 

（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[   ]秒以上 

（５）構造等 

①接ガス部は、耐食性材質とする。 

②臭気と循環液が効率よく接触する構造とする。 

③循環液の状態等を確認できる構造とする。 

④ノズル及び充填材等の清掃、交換が容易にできるものとする。 

⑤臭気の流入及び流出部に必要に応じてマノメータを設ける。 

２）・２アルカリ・次亜洗浄塔 

（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[   ]秒以上 

（５）構造等 

①本体は、耐食性・耐薬品性材質とする。 

②臭気と循環液が効率よく接触する構造とする。 

③循環液の状態等を確認できる構造とする。 

④気液分離用のエリミネータ等を設ける。 

⑤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。 

⑥臭気の流入及び流出部にマノメータを設ける。 

２）・３循環液槽（洗浄塔一体型も可能とする。） 
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（１）形式    [   ] 

（２）有効容量  [   ]ｍ3 

（３）数量    [   ]基 

（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。 

２）・４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/分 

（５）構造等 

①接液部は、耐薬品性材質とする。 

２）・５薬品注入装置 

２）・５・１薬品貯槽 

（１）使用薬品    [   ]、濃度  [   ]％ 

（２）形式      [   ] 

（３）有効容量  [   ]ｍ3 

（４）数量    [   ]基 

（５）設計条件 

①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 

①液量が確認できるものとする。 

②薬品性状に応じた材質とする。 

③貯槽は耐薬品塗装の防液堤内に設置する。 

２）・５・２薬品注入ポンプ 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ]mL/分 

（３）数量    [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

（４）設計条件 

① 大薬注量に見合う能力とする。 

（５）構造等 

①流量調節が可能であり、流量精度が高いものとする。 

②接液部は、耐薬品性材質とする。 

３）活性炭吸着装置 
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（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流入臭気が活性炭槽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。 

４）臭気ファン 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ] 

（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。 

 

第５節 取排水設備 

１．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）プロセス用水ポンプ(必要に応じて設ける) 

（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．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貯留量等を表示するため、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。） 

（１）形式    [   ] 

（２）能力    [   ]ｍ3/分 

（３）数量    [   ]台（内、交互利用[   ]台） 

（４）設計条件 

① 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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第６節 配管・ダクト設備 

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にはこ

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）配管の敷設にあ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、機器との接続にあたっては、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・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）地中埋設にあたっては、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。 

（１）配管関係 

①し尿系統［硬質塩ビ管、ステンレス管、ライニング鋼管］ 

②汚水系統［硬質塩ビ管、ステンレス管、ライニング鋼管、亜鉛メッキ鋼管］ 

③空気系統［硬質塩ビ管、亜鉛メッキ鋼管、ステンレス管］ 

④薬品系統［硬質塩ビ管、ステンレス管、ライニング鋼管、黒ガス鋼管］ 

⑤給水系統［硬質塩ビ管、亜鉛メッキ鋼管］ 

⑥排水系統［硬質塩ビ管、亜鉛メッキ鋼管、排水用鋳鉄管］ 

⑦臭気系統［硬質塩ビ管、硬質塩ビダクト］ 

（２）弁関係 

原則として JIS 10K、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、防火ダンパーを設ける。 
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第４章 電気・計装設備 

第１節 電気設備 

本設備は電気設備に関する技術基準を定める省令、内線規程、電気用品安全法、JIS、

JEC、JEM、その他の関係法規及び電力会社の電気供給規定に従うとともに、運転管理上

適正な機能が発揮できるよう配慮する。 

１．配電盤等の設備 

１）本設には下記のものを計画する。 

（１）ポンプ設備動力制御盤 一式 

（２）前処理設備動力制御盤 一式 

（３）既設受変電設備機能増設（上記盤への電源送り回路増設） 一式 

２）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。 

３）動力制御には必要に応じて電流計、指示計、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。 

４）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。 

２．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［アルミ、SS］製、屋外[アルミ、SUS または SS（亜鉛メッキ品）]

製を原則とする。また、地中埋設ケーブルは電線管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）接地は、既設を流用し施工する。 

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。 

 

第２節 計装設備 

１．監視制御方式 

中央監視方式とし、今回設備の各機器の稼働状況等を集中監視する。また、現場に
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おいてはタッチパネルで監視し、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。 

（１）受入槽（し尿、浄化槽汚泥）、貯留槽、希釈水槽、受水槽の液位 

（２）希釈水量、投入量の流量積算 

（３）各機器及びプラント設備の状態監視 

（４）その他 

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。 

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）非常通報装置を設置する。 

４）中央監視装置 

（１）形式  パーソナルコンピュータとし、情報処理装置と兼用とする。 

（２）設置場所  [中央監視室] 

 

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、下記に

示す測定項目により 適なものを選定する。 

（１）受入槽（し尿、浄化槽汚泥）、貯留槽、希釈水槽、受水槽の液位 

（２）希釈水量、投入量の流量積算 

２）計装機器及びコンピュータ関係は、無停電電源装置を設け、電源供給するものと

する。停電補償時間は５分程度とする。 

 

３．情報処理装置（中央監視装置兼用） 

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機器動作、流量、水位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補助記憶装置のデータ修正、追加等が可能とする。 

（２）プリンタ 

①カラー印字が行えるものとする。 

②モニター画面のコピー印字が行えるものとする。 
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（３）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。 

（４）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）情報処理装置（中央監視装置兼用） 

（１）品名  [パーソナルコンピュータ] 

（２）数量  [ １ ]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。 

 

 

第５章 土木・建築設備 

第１節 設計方針 

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。 

 

２．意匠計画 

水槽や機器類の配置は、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．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。 

 

４．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。 
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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。 

５）１ｍ以上の高低差のある場所は、安全柵を設ける。 

 

第２節 土木・建築工事 

１．施工方法 

１）施工に際しては、日本建築学会基準、検知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）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。 

 

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。 

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。 

 

 

第６章 その他工事 

第１節 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。 

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。 

 

第２節 説明用パンフレット 

１．説明用パンフレット 

（１）形式  [ カラー印刷Ａ４判 見開き ] 
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（２）数量  [ 300 ]部 

（３）パンフレットデータ一式 

 



添付図面１

水道取合点 放流取合点（　　の範囲内で実施設計時に協議を行い決定する。）
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