
【別紙１】 遵守すべき法令 

(1)健康保険法 

(2)労働基準法 

(3)労働者災害補償保険法 

(4)消防法 

(5)建設業法 

(6)建築基準法 

(7)港湾法 

(8)毒物及び劇物取締法 

(9)道路法 

(10)下水道法 

(11)中小企業退職金共済法 

(12)道路交通法 

(13)河川法 

(14)電気事業法 

(15)騒音規制法 

(16)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(17)水質汚濁防止法 

(18)酸素欠乏症等防止規則 

(19)労働安全衛生法 

(20)雇用保険法 

(21)振動規制法 

(22)環境基本法 

(23)個人情報の保護に関する法律 

(24)労働安全衛生法 

(25)職業安定法 

(26)水道法 

(27)電気工事士法 

(28)電波法 

(29)大気汚染防止法 

(30)エネルギーの使用の合理化に関する法律 

 



【別紙２】業務期間中の提出書類 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

着手届 １ ・契約締結後速やかに提出すること。 

業務従事者証発行申請書 １ 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・業務に従事する者の氏名及び生年月日を

記載すること。 

・統括監理責任者、業務責任

者及び業務従事者届 

・副統括監理責任者（選任す

る場合のみ） 

 

１ 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・また変更する場合も速やかに提出するこ

と。 

酸素欠乏症危険作業主任者

届 
１ 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能

講習修了証の写しを添付すること。 

全体業務計画書 １ 

・契約締結後速やかに提出すること。 

・記載内容は、要求水準書第2章第43条に

従うこと。 

再委託届 

※該当する場合 
１ 

・業務の一部を再委託する場合に提出する

こと。 

・次の事項を記載すること。 

① 再委託先の名称 

② 再委託の種類、期間、範囲等 

③ 再委託先に対する指導方法等 

④ その他本市が指示する事項 



【別紙２】業務実施期間中の提出書類 

 
提出書類名 

提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

年間業務計画書 1 

・全体業務計画書提出日から業務履行開始

日までに当年度内の業務計画について、

別途協議のうえ提出すること。 

・2年度目以降については、各年度3月20

日までに、翌年度の業務計画について提

出すること。 

月間業務計画書 1 
・各月25日までに、翌月の業務計画につ

いて提出すること。 

年間業務報告書 1 

・4月30日までに、提出すること。 

・業務ごとに、実施した作業内容、進捗状

況等について記載すること。 

月間業務報告書 1 

・各月10日までに、提出すること。 

・業務ごとに、実施した作業内容、進捗状

況等について記載すること。 

打合せ議事録 1 ・打合せの都度、提出すること。 

作業日報 1 ・日々、提出すること。 

資料・物品貸与申請書 1 
・資料及び物品を借用するに当たって提出

すること。 

緊急連絡表 1 
・夏期休暇、年末年始休暇及び大型連休を

迎えるに当たって提出すること。 

各種届出書の写し 1 
・法令に基づき、官公署へ届け出た文書の

写しを提出すること。 



【別紙２】業務完了時の提出図書 

1. 統括管理業務 

提出図書名 仕様 部数 

業務履行期間中に提出した 

図書の電子データ 
CD-R又はDVD-R 一式 

 

2. 計画的維持管理業務 

提出図書名 提出部数 提出時期・記載事項等 

巡視、点検及び調査等業務

報告書 
2 

・業務終了後、速やかに提出すること。 

・作成にあたっては、【別紙15】巡視、

点検及び調査業務報告書記載要領を参

照すること。 

住民対応・事故対応業務報

告書 
2 ・業務終了後、速やかに提出すること。 

完了届 2 ・毎年3月末日までに提出すること。 

年次報告書 2 

・毎年3末日までに提出すること。 

・月次報告書を取りまとめ、各種業務を

横断的にした効率化を図れる対策案・

考察を加えること。 

支払請求書及び明細書 2 ・毎年3月末までに提出すること。 

 

3. 日常的維持管理業務 

提出図書名 提出部数 提出時期・記載事項等 

住民対応・事故対応報告書 2 ・業務終了後、速やかに提出すること。 

災害対応業務報告書 2 
・業務終了後、速やかに提出すること。 

・作業記録写真を含めること。 

 

 



【別紙３】業務に要する資格 

 

① 水道技術管理者 

② 下水道法第２２条に定める者 

③ 下水道管路管理総合技士 

④ 下水道管路管理主任技士 

⑤ 水道浄水施設管理技士（2級以上） 

⑥ 浄化槽管理者 

⑦ 浄化槽管理士 

⑧ 下水道処理施設管理技士 

⑨ 廃棄物中間処理施設技術管理者 

⑩ 第２種電気工事士 

⑪ 電気主任技術者 

⑫ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

⑬ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 

⑭ 玉掛技能講習修了者 

⑮ 危険物取扱者（甲種又は乙種第四類） 

⑯ 浄化槽技術管理者 

⑰ 技術士（総合管理部門－上下水道 又は 上下水道部門） 

⑱ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の交付を受けているもの 

 

※ その他、業務履行上必要とする法令等で定められた資格 

ただし、①、⑤については①、⑤のいずれか、②～④については②～④の中でいずれかの

資格を有すれば要件を満たす。 



【別紙４】参考図書 

(1) 奈良市企業局下水道標準構造図 

(2) ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引

き(案)（国土交通省） 

(3) 下水道施設改築・修繕マニュアル(案)    （日本下水道協会） 

(4) 下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－（日本下水道協会） 

(5) 下水道施設維持管理積算要領－終末処理場、ポンプ場施設編－（日本下水道

協会） 

(6) 下水道施設計画設計指針と解説（日本下水道協会） 

(7) 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

(8) 下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

(9) 下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） 

(10) 管更生の手引き(案)  （日本下水道協会） 

(11) 下水道管きょ改築等の工法選定の手引き(案)  （日本下水道協会） 

(12) 下水道管路施設腐食対策の手引き(案)  （日本下水道協会） 

(13) 下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)  （日本下水道協会） 

(14) 水理公式集（土木学会） 

(15) コンクリート標準示方書（土木学会） 

(16) 日本工業規格（JIS） 

(17) 日本下水道協会規格（JSWAS） 

(18) 道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

(19) 土木工学ハンドブック（土木学会） 

(20) 土質工学ハンドブック（土質工学会） 

(21) 都市・地域整備局所管補助事業実務必携（国土交通省） 

(22) 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会） 

(23) 港湾構造物設計技術基準（日本港湾協会） 

(24) 道路構造令の解説と運用（国土交通省，日本道路協会） 

(25) 下水道管路維持管理計画の策定に関する指針（JIS A 7501：2013）（日本規

格協会） 

(26) 下水道管路施設の緊急点検実施マニュアル(案)  （日本下水道協会） 

(27) 下水道管路施設維持管理マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 

(28) 下水道管路施設維持管理積算資料（日本下水道管路管理業協会） 



(29) 下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～（日本下水道

新技術機構） 

(30) 管きょ更生工法の品質管理技術資料（日本下水道新技術機構） 

(31) 管きょ更生工法(二層構造管)技術資料（日本下水道新技術機構） 

(32) マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)（日本下水道管路管理

業協会） 

(33) 管きょの修繕に関する手引き(案)（日本下水道管路管理業協会） 

(34) 取付管の更生工法による設計の手引き(案)（日本下水道管路管理業協会） 

(35) 下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)（管

路診断コンサルタント協会） 

(36) 下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携（管路診断コン

サルタント協会編集（経済調査会）） 

(37) 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)（日本下水道協会） 

(38) マンホールの蓋等の取替に関する設計の手引き(案)（日本下水道管路管理業

協会） 

(39) 事例ベースモデリング技術を用いた雨天時浸入水発生領域の絞り込みに関す

る技術マニュアル（日本下水道新技術機構） 

(40) 流出解析モデル利活用マニュアル（日本下水道新技術機構） 

(41) 下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)（日本下水道協会） 

(42) 効率的な汚水処理施設整備のための都道府県マニュアル(案)（日本下水道協

会） 

(43) 分流式下水道における雨天時浸入水対策計画の検討マニュアル（日本下水道

新技術機構） 

(44) 農業集落排水処理施設の維持管理マニュアル（地域環境資源センター） 

(45) 農業集落排水施設のコンクリート劣化点検・診断・補修の手引き（案）（地

球環境資源センター） 

(46) 農業集落排水施設の更新整備に関する技術指針（案）（地球環境資源センタ

ー） 

(47) 奈良県浄化槽維持管理の手引き 

(48) 水道施設維持管理等業務委託積算要領案－浄水場等運転管理業務編－（日本

水道協会） 

(49) 水道施設維持管理等業務委託積算要領案－管路等維持管理業務編－（日本水

道協会） 



(50) 水道施設設計指針（日本水道協会） 

(51) 水道施設管理業務第三者委託積算要領案－浄水場等運転・保全管理業務編－

（日本水道協会） 

(52) 地震による水道管路の被害予測（日本水道協会） 

(53) 水道維持管理指針2016年版（日本水道協会） 

(54) 水道施設更新指針（日本水道協会） 

(55) 実務に活かす上水道の事故事例集2016（日本水道協会） 

(56) 給水用具の維持管理指針 （日本水道協会） 

(57) 水道用設備保守点検委託仕様書マニュアル（日本水道協会） 

(58) 水道用バルブハンドブック（日本水道協会） 

(59) 水道用ポンプマニュアル（日本水道協会） 

(60) 水道用バルブ類維持管理マニュアル（日本水道協会） 

(61) 上水試験方法（日本水道協会） 

(62) 水道事業における計装とコンピュータによる統合化共同研究報告書（日本水

道協会） 

(63) 水道用語辞典（日本水道協会） 

(64) 水道便覧（日本水道協会） 

(65) 日本水道協会企画（JWWA） 

(66) 水道事業実務必携（全国簡易水道協議会） 

(67) 管路維持管理マニュアル作成の手引き（水道技術研究センター） 

(68) 水道技術支援事業規程集（水道技術研究センター） 

(69) 水道施設機能診断マニュアル（水道技術研究センター） 

(70) 浄水技術ガイドライン（水道技術研究センター） 

(71) 漏水防止マニュアル（水道技術研究センター） 

(72) 水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル（水道技術研究センタ

ー） 

(73) パソコンによる水道管路の設計例（鈴木 宏男） 

 

 

 



【別紙５】 

 

放流水質の要求水準のうち、 

１．契約最低基準水質を１項目でも超過した場合 

 （１）要求水準書第 12条第 3項第 1号に定める東部地域終末処理場等運転管理業務にかかる委託

料のうち、超過した終末処理場(以下当該施設という)の月額委託料（固定費分のみ）に相当す

る金額を当該月の日数で除した額（＝委託料日額）に超過した日数を乗じた額、又は当該施設

の月額委託料（固定費のみ）の５０％となる額のうち、どちらか少ない方の金額を減額する。 

    水質を超過した日数については、基準値を超過することとなった【別紙６】による定期採水

日から基準水質以内に復元したことを証明することができる水質検査のための採水を行った

日までとする。なお、その水質検査による費用は受託者の負担とする。 

 

２．契約標準基準水質を１項目でも超過した場合 

（１）同一水質項目において、超過回数が２回を超えた時から超過１回につき、当該施設の月額委

託料(固定費のみ)の２５％を減額する。 

 

３．目標基準水質を１項目でも超過した場合  

（１）超過回数が各年度内に実施された全検査回数の半分を超えた場合、当該施設の 3月分委託料

(固定費のみ)の１０％を減額する。 

 

４．脱水ケーキの含水率の要求水準を超過した場合 

 （１）各年度（４月から３月）中に超過回数が６回を超えたときから超過１回につき、当該施設の

委託料月額の２５％を減額する。 

  

５．受託者に周辺環境に重大な影響を及ぼす瑕疵があった場合の委託料の減額については、その程度 

に応じて本市と受託者の協議により決定するものとする。 

 

 

 

※１．上記４の「４月から３月」、「６回」の表記は平成３０年度にあっては、「１０月から３月」、「３

回」と読み替えるものとする。 

※２．放流水質の要求水準未達の原因が、不時の停電、受託者の瑕疵によらない施設・設備の破損、

異常な水質の流入、処理能力を超える流入量等が原因であると認められる場合、超過したとみ

なさない。 

※３．本市は随時、採水から計量事業者までの試料運搬及び脱水ケーキ採取から計量事業者までの試

料運搬に立ち会うことを求めることができる。 

※４．委託料の減額を実施する時期としては、本市が基準水質の超過を確認し、それにより減額を実

施する必要性があると判断した日以降の直近の月額委託料支払時に減額を行うこととする。 



【別紙６】　①

水質試験の項目と頻度 月ヶ瀬浄化センター

原水槽
または
流入水

放流水

水温 ℃ １回／週 １回／週 ○
透視度 ｃｍ １回／週 １回／週 ○
ｐＨ － １回／週 １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
臭気 － １回／週 １回／週 ○
色相 － １回／週 １回／週 ○

※１　水温の計量証明提出は全窒素、全リンの提出周期に、透視度、ｐＨ、ＳＳ、大腸菌群数、臭気、
　　　 色相の計量証明提出はＢＯＤの提出周期に合わせること。
※2　以下の項目は計量証明を必要とする。

放流水の以下項目を２回／年度

①亜鉛の水溶性化合物②ＥＰＮ（有機燐化合物）③カドミウム及びその化合物
④クロム及び三価クロム化合物⑤六価クロム化合物⑥シマジン
⑦無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）⑧チオベンカルブ⑨四塩化炭素
⑩１，４－ジオキサン⑪１，２－ジクロロエタン⑫塩化ビニリデン（1，1-ジクロロエチレン）
⑬ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン⑭Ｄ－Ｄ（1，3-ジクロロプロペン）⑮塩化メチレン（ジクロロメタン）
⑯水銀及びその化合物⑰セレン及びその化合物⑱テトラクロロエチレン⑲チウラム
⑳銅水溶性塩（錯塩を除く。）㉑１，１，１－トリクロロエタン㉒１，１，２－トリクロロエタン㉓トリクロロエチレン
㉔鉛化合物㉕砒素及びその無機化合物㉖ふっ化水素及びその水溶性塩㉗ベンゼン
㉘ほう素及びその化合物㉙ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）㉚マンガン及びその化合物
㉛アルキル水銀化合物㉜ノルマルヘキサン抽出物質含有量㉝ノルマルヘキサン抽出物質　鉱油
㉞ノルマルヘキサン抽出物質　動植物油㉟フェノール類含有量㊱溶解性鉄含有量

脱水ケーキの以下項目の溶出試験を１回／年度

①カドミウム②シアン③有機りん④鉛⑤六価クロム⑥ひ素⑦水銀⑧アルキル水銀⑨ＰＣＢ⑩銅
⑪ジクロロメタン⑫四塩化炭素⑬１，２－ジクロロエタン⑭１，１－ジクロロエチレン
⑮シス－１，２－ジクロロエチレン⑯１，１，１－トリクロロエタン⑰１，１，２－トリクロロエタン
⑱トリクロロエチレン⑲テトラクロロエチレン⑳１，３－ジクロロプロペン㉑チウラム㉒シマジン
㉓チオベンカルブ㉔ベンゼン㉕セレン㉖１，４－ジオキサン

脱水ケーキの含水率を４回／月

項目 単位

場所
計量証明

必要なもの
：○



【別紙６】　②

水質試験の項目と頻度 精華地区浄化センター

曝気
沈砂槽

放流水

水温 ℃ １回／月 １回／週 ○
透視度 ｃｍ － １回／週 ○
ｐＨ － － １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ － １回／３月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
臭気 － － １回／週 ○
色相 － － １回／週 ○
残留塩素 ｍｇ／Ｌ － １回／週

水質試験の項目と頻度 田原地区浄化センター

東部第１地区浄化センター

東部第２地区浄化センター

曝気
沈砂槽

放流水

水温 ℃ １回／週 １回／週 ○
透視度 ｃｍ － １回／週 ○
ｐＨ － － １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ － １回／２月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
臭気 － － １回／週 ○
色相 － － １回／週 ○
残留塩素 ｍｇ／Ｌ － １回／週

※　水温の計量証明提出は全窒素、全リンの提出周期に、透視度、ｐＨ、ＳＳ、大腸菌群数、臭気、
　　 色相の計量証明提出はＢＯＤの提出周期に合わせること。

項目 単位

場所
計量証明

必要なもの
：○

項目 単位

場所
計量証明

必要なもの
：○



【別紙６】　③

水質試験の項目と頻度 石打地区処理場

原水槽
または
流入水

放流水

水温 ℃ １回／週 １回／週 ○
透視度 ｃｍ － １回／週 ○
ｐＨ － － １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ － １回／月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／2週 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／2週 ○
臭気 － － １回／週 ○
色相 － － １回／週 ○
残留塩素 ｍｇ／Ｌ － １回／週

水質試験の項目と頻度 尾山地区処理場

原水槽
または
流入水

放流水

水温 ℃ １回／週 １回／週 ○
透視度 ｃｍ － １回／週 ○
ｐＨ － － １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／週 ○
臭気 － － １回／週 ○
色相 － － １回／週 ○
残留塩素 ｍｇ／Ｌ － １回／週

水質試験の項目と頻度 長引地区処理場

原水槽
または
流入水

放流水

水温 ℃ １回／週 １回／週 ○
透視度 ｃｍ － １回／週 ○
ｐＨ － － １回／週 ○
ＳＳ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
大腸菌群数 個／ｃｍ3 － １回／月 ○
ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ － １回／月 ○
全窒素 ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
全リン ｍｇ／Ｌ １回／月 １回／月 ○
臭気 － － １回／週 ○
色相 － － １回／週 ○
残留塩素 ｍｇ／Ｌ － １回／週

※　水温の計量証明提出は全窒素、全リンの提出周期に、透視度、ｐＨ、ＳＳ、大腸菌群数、臭気、
　　 色相の計量証明提出はＢＯＤの提出周期に合わせること。

項目 単位

場所
計量証明
必要なもの

：○

項目 単位

場所
計量証明
必要なもの

：○

項目 単位

場所
計量証明
必要なもの

：○



【別紙７】

放流水質の要求水準

１．契約最低基準水質

項目
月ヶ瀬
浄化

センター

精華地区
浄化

センター

田原地区
浄化

センター

東部第１
地区浄化
センター

東部第２
地区浄化
センター

石打
地区
処理場

尾山
地区
処理場

長引
地区
処理場

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 15 25 25 25 25 25 25 25
ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 40 90 90 90 90 90 90 90
全窒素（ｍｇ／Ｌ） － － － － － － － －
全リン（ｍｇ／Ｌ） － － － － － － － －
ｐＨ
大腸菌群数（個／ｍｌ）

２．契約標準基準水質

項目
月ヶ瀬
浄化

センター

精華地区
浄化

センター

田原地区
浄化

センター

東部第１
地区浄化
センター

東部第２
地区浄化
センター

石打
地区
処理場

尾山
地区
処理場

長引
地区
処理場

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 10 20 20 15 15 20 20 20
ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 30 50 50 15 15 30 30 30
全窒素（ｍｇ／Ｌ） － 15 15 15 15 － － －
全リン（ｍｇ／Ｌ） － 1.5 1.5 1.5 1.5 － － －

３.目標基準水質

項目
月ヶ瀬
浄化

センター

精華地区
浄化

センター

田原地区
浄化

センター

東部第１
地区浄化
センター

東部第２
地区浄化
センター

石打
地区
処理場

尾山
地区
処理場

長引
地区
処理場

ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ） 7.7 4.2 6.3 11.1 6.9 13.7 15.0 9.6
ＳＳ（ｍｇ／Ｌ） 9.8 5.3 5.7 7.7 3.4 15.8 18.3 13.8
全窒素（ｍｇ／Ｌ） － 4.5 7.8 8.4 10.6 － － －
全リン（ｍｇ／Ｌ） － 1.2 1.1 1.2 1.2 － － －

　※１．参考に過去５年の平均水質を【別紙１１】に示す。

【別紙７】

脱水ケーキの要求水準 単位：％　

項目
月ヶ瀬
浄化

センター

精華地区
浄化セン
ター

田原地区
浄化セン
ター

東部第１
地区浄化
センター

東部第２
地区浄化
センター

石打地区
処理場

尾山地区
処理場

長引地区
処理場

含水率 85 － － － － － － －

5.8～8.6
3,000



【別紙8-1】　施設概要

都祁地区　施設概要（１／２）

施設分類 施設名称 住所 竣工年度

取水口 えん提　開口Ф1,200×10.85mL

取水路 鉄筋Co、HPФ1,200　L＝13.5m

取水ポンプ井 鉄筋Co、HPФ5,500×10.5mL

取水ポンプ3台（水中渦巻ポンプ）Ф80×1.4㎥／分×22m×11kW　3Ф200V×60Hz

排泥ポンプ1台（水中汚水ポンプ）Ф80×0.6㎥／分×15m×3.7kW　3Ф200V×60Hz

沈砂池 1.975mW×14.30mL×1.90mH×2池
高圧受電盤室・配
管室

受電盤室4.6m×8.6m　床面積39.56㎡、　配管室4.6m×3.15m、4.6m×2.85m　床面積27.60㎡

導水ポンプ室 RC造、8.10mW×9.90mL　床面積80.19㎡

導水ポンプ3台（多段渦巻ポンプ）Ф100×Ф100×1.4㎥／分×85m　3Ф200V×37kW

排水ポンプ1台（水中汚水ポンプ）Ф50×0.2㎥／分×6m　3Ф200V×0.4kW　

受水槽 RC造、3.55mW×6.0mL×5.8mH×2池＝247㎥

導水中継ポンプ室 RC造、8.90mW×9.00mL　床面積80.10㎡

導水中継ポンプ3台（多段渦巻ポンプ）Ф125×Ф125×1.4㎥／分×114m　3Ф200V×55kW

排水ポンプ1台（水中汚水ポンプ）Ф50×0.2㎥／分×6㎥Ф200V×0.4kW　

受水槽 RC造、3.5mW×4.5mL×5.1mH×2池＝160㎥

中継ポンプ室 RC造、地上1階地下1階建　延床面積130.44㎡　1階：床面積31.77㎡、地下：床面積98.67㎡

送水ポンプ3台（都祁浄水場向）（多段渦巻ポンプ）Ф80×Ф80×0.83㎥／分×72㎥Ф200V×18.5kW

送水ポンプ2台（北部浄水場向）（多段渦巻ポンプ）Ф80×Ф80×0.93㎥／分×69㎥Ф200V×18.5kW

排水ポンプ1台（水中汚水ポンプ）Ф50×0.2㎥／分×6㎥Ф200V×0.4kW　

受水槽 RC造、3.75mW×6.0mL×5.55mH×2池＝250㎥

薬品沈殿池 RC造（着水井、混和池、フロック形成池を含む）3.2mW×23.3mL×3.0mH　2池

急速攪拌装置　　電動立軸パドル型　1/29　1.5kW　800mm　1台

緩速攪拌装置（第1段）　電動立軸パドル型　1/377　0.75kW　3,000mm　2台

緩速攪拌装置（第2段）　電動立軸パドル型　1/473　0.75kW　3,000mm　2台

排泥促進ポンプ2台　Ф65×Ф50×0.5㎥／分×15m×2.2kW　

急速ろ過池 RC造（逆洗水槽、配管室を含む）3.15mW×3.15mL×1.2mH　3池

ポンプ設備 表洗ポンプ1台　Ф100×Ф80×2.0㎥／分×25m×15kW　

浄水池 RC造　5.0mW×5.0mL×2.0mH　2池

ポンプ設備 浄水移送ポンプ2台　Ф100×Ф80×1.7㎥／分×10m×5.5kW　

RC造　1階：ポンプ室7.0m×10.1m　床面積70.7㎡

　　　2階：電気室7.8m×10.6m　床面積82.68㎡、計器室6.6m×7.8m　床面積53.04㎡

薬品注入機室・水
質計器室

鉄骨スレート　7.5～12.5m×12.5m　床面積124.35㎡

排水排泥池 RC造　　5.0mW×5.0mL×3.6mH　2池

上澄水移送ポンプ2台　Ф50×0.2㎥／分×10m×0.75kW

場内給水・散水ポンプ2台　Ф50×0.2㎥／分×10m×0.75kW

汚泥濃縮槽 RC造　　6.0mW×6.0mL×3.0mH　1池

汚泥引抜ポンプ2台　Ф80×Ф50×0.3㎥／分×5m×1.5kW　

床排水ポンプ１台　Ф40×0.1㎥／分×5m×0.25kW

天日乾燥床 RC造　　5.0mW×8.0mL　6池、7.0mW×5.0mL　3池

調整池 RC造　　4.3mW×12.5mL×5.5mH　2池

RC造　1階：ポンプ室9.2m×10.0m　床面積92.0㎡

　　　2階：電気室9.85m×10.25m　床面積100.96㎡

南部系送水ポンプ3台　Ф100×0.83㎥／分×80m×30kW　

北部系送水ポンプ（馬場中継P所向け）1台　Ф80×0.93㎥／分×105m×30kW　

北部系送水ポンプ（北部浄水場向け）1台　Ф80×0.93㎥／分×20m×5.5kW　

RC造　11.9m×7.4m　床面積88.06㎡

活性炭ろ過装置　SS400　Ф2,400×3,500H　3基

活性炭移送ポンプ3台　Ф80×Ф65×0.9㎥／分×3.5m×11kW

活性炭ろ過洗浄ポンプ1台　Ф125×Ф100×1.9㎥／分×25m×15kW

倉庫棟 RC造　11.3m×6.5m　床面積73.45㎡

分配槽 RC造　2.0mW×2.3mL×2.5mH＝9.2㎥

北部系　RC造（着水井、混和池、フロック形成池を含む）2.2mW×14.0mL×3.0mH　2池

　　　　急速攪拌機　立軸タービン攪拌機　0.75kW　1台

　　　　緩速攪拌機　立軸パドル攪拌機　0.4kW　2台

南部系　RC造（着水井、混和池、フロック形成池を含む）2.6mW×12.65mL×3.0mH　1池

　　　　急速攪拌機　立軸タービン形フラッシュミキサー　2台

　　　　緩速攪拌機　立軸パドル形フロキュレーター　1台

北部系　RC造（逆洗水槽、配管室を含む）2.0mW×1.9mL　3池

南部系　RC造（逆洗水槽、配管室を含む）2.2mW×1.9mL　2池

北部系　RC造　3.7mW×3.7mL×3.0mH　2池

南部系　RC造　3.3mW×3.75mL×3.3mH　各1池

天日乾燥床 RC造　5.05mW×5.6mL　7池

北部系　RC造　6.8m×5.0m　床面積34.00㎡

南部系　RC造　3.6m×7.1m　床面積23.81㎡

北部系　RC造　4.65mW×3.25mL×2.6mH　2池

南部系　RC造　2.3mW×3.25mL×2.6mH　2池

ポンプ室 南部系　RC造　5.5m×5.7m　床面積31.35㎡

管理棟（電気室・
ポンプ室）

RC造　10.0m×5.7m×2階　床面積114.00㎡

北部系送水ポンプ　Ф65×0.66㎥/分×190m×30kW×2台

南部系送水ポンプ　Ф50×0.33㎥/分×130m×15kW×2台

排水ポンプ　Ф50×0.05㎥/分×20m×2.2kW×4台

排泥ポンプ　Ф65×0.05㎥/分×10m×1.5kW×4台

浄水池

ポンプ設備

施設詳細

活性炭ろ過棟

薬品沈殿池

急速ろ過池

排水排泥池

薬注室

ポンプ設備

浄水池ポンプ室・
電気室・計器室

ポンプ設備

調整池ポンプ室・
電気室

ポンプ設備

ポンプ設備

ポンプ設備

ポンプ設備

ポンプ設備

ポンプ設備

都祁浄水場 都祁馬場町715－2他 平成15年度

浄水施設

北部浄水場 荻町24－4他

北部系　昭
和62年度、
南部系　平
成4年度

取水施設 布目取水場 北野山町816－3 平成18年度

布目取水場
導水ポンプ場

北野山町816－3 平成18年度

平成18年度

導水施設
平成18年度

導水中継ポン
プ所

北野山町790－2他

原水分配池 荻町1006－1



【別紙8-2】　施設概要

都祁地区　施設概要（２／２）

施設分類 施設名称 住所 竣工年度

RC造　地上1階地下1階建　延床面積111.20㎡　

　　　　1階：床面積29.36㎡、

　　　　地階：ポンプ室12.4m×6.6m　床面積81.84㎡

中継ポンプ3台　Ф100×Ф100×0.83㎥／分×116m×Ф200V×37kW

排水ポンプ1台　Ф50×0.2㎥／分×6m×Ф200V×0.4kW

受水槽 RC造　3.15mW×11.0mL×4.85mH×2池＝336㎥

受水槽 RC造　2.3mW×4.0mL×2.0mH＝18.4㎥

ポンプ室 RC造　2階建　延床面積54.14㎡　1階：ポンプ室6.5m×4.0m、2階：電気・滅菌室6.7m×4.2m

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф50×0.33㎥/分×84m×11kW×3台

受水槽 RC造　1.0mW×3.7mL×1.5mH＝5.5㎥

ポンプ室 RC造　3.8m×4.55m　床面積17.29㎡

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф40×70L/分×83m×5.5kW×2台

受水槽 RC造　2.55mW×3.1mL×2.6mH×2池＝41㎥

ポンプ室 RC造　5.6m×4.6m　床面積25.76㎡

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф80×0.72㎥/分×98m×30kW×3台

受水槽 RC造　3.5mW×1.5mL×0.5mH×1池＝2.6㎥

ポンプ室 RC造　3.6m×3.6m　床面積12.96㎡

ポンプ設備 加圧ポンプ　Ф40×0.09㎥/分×70m×5.5kW×2台

薬注室 RC造　1.5m×2.8m　床面積3.9㎡

ポンプ室 RC造　A＝34㎡（給水井含む）

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф40×0.14㎥/分×73m×5.5kW×2台

ポンプ室 RC造　A＝23.20㎡

ポンプ設備 加圧ポンプ　Ф40×0.30㎥/分×48.8m×3.7kW×3台

浄水池 RC造　1.6mW×5.4mL×0.85mH×2池＝14㎥

ポンプ室 CB造　床面積17.3㎡

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф50×0.23㎥/分×53m×5.5kW×2台

浄水池 RC造　1.76mW×4.76mL×1.9mH×1池＝16㎥
ポンプ室・薬品注
入機室

RC造　床面積60㎡＋20㎡＝80㎡

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф50×Ф40×0.187㎥/分×60m×5.5kW×2台

ポンプ井 RC造　2.4㎥×2池

ポンプ室 RC造　床面積32.3㎡

ポンプ設備 送水ポンプ　Ф40×50L/分×80m×5.5kW×2台

調整池 RC造　5.0mW×4.8mL×3.0mH×2池＝144㎥

電気室 RC造　2.5m×2.5m　床面積6.25㎡

配水池 RC造　2.0mW×12.3mL×2.0mH×1池＝49.4㎥

電気室 RC造　2.05m×2.5m　床面積5.1㎡

配水池 RC造　4.0mW×5.15mL×2.5mH×2池＝103㎥

電気室 RC造　2.0m×2.45m　床面積4.9㎡

配水池 RC造　3.0mW×7.3mL×3.0mH×2池＝130㎥

電気室 RC造　2.5m×2.5m　床面積6.25㎡

配水池 RC造　4.0mW×4.25mL×3.5mH×2池＝119㎥

電気室 RC造　2.0m×2.45m　床面積4.9㎡

配水池 RC造　2.5mW×8.7mL×2.5mH×2池＝108.75㎥

電気室 RC造　2.0m×2.5m　床面積5.0㎡

配水池 RC造　1.4mW×5.0mL×2.5mH×2池＝35㎥

電気室 RC造　2.5m×2.4m　床面積6.0㎡

配水池 RC造　4.25mW×8.8mL×3.0mH×2池＝224㎥

配管室 RC造　3.4m×9.1m　床面積30.94㎡

配水池 RC造　V＝140㎥

電気室 RC造　床面積6.25㎡

配水池 RC造　6.0mW×6.2mL×4.0mH×4池＝600㎥

ポンプ・電気室 RC造（地下ピット）　1.8mW×7.62mL×3.0mH　1室

配水池 RC造　3.0mW×4.85mL×3.0mH×2池＝87㎥

電気室 RC造　2.5m×2.5m　床面積6.25㎡

白石配水池 都祁友田町505-2 昭和54年度 配水池 RC造　6.2mW×6.4mL×2.5mH×2池＝198.4㎥

友田配水池 都祁友田町1272-2他 昭和59年度 配水池 RC造　4.5mW×8.5mL×2.5mH×2池＝191㎥

南之庄配水池 南之庄町415-4 昭和57年度 配水池 RC造　4.0mW×5.0mL×2.0mH×2池＝80㎥

配水施設

ポンプ室

ポンプ設備

平成2年度

平成2年度

平成4年度

平成5年度都祁吐山町1179-2

昭和62年度

平成2年度

針ヶ別所町828

上深川町425-7

小倉町547

都祁馬場町1160-1

昭和63年度

昭和62年度

昭和62年度

昭和63年度

昭和63年度

白石加圧ポン
プ所

白石浄水場
（送水ポン
プ）

都祁友田町1860-9 平成20年度

昭和54年度

吐山高区配水
池

荻町1907

都祁馬場町466-2

都祁馬場町460-2

針町443-7

都祁吐山町2040

上深川町755-8

小倉配水池

高松配水池

針配水池

小倉工業団地
配水池

藺生・吐山配
水池

馬場調整池

馬場配水池

荻配水池

深川配水池

針ヶ別所配水
池

送水施設
（ポンプ
施設）

針ヶ別所中継
ポンプ所

針ヶ別所町1095－4他 平成18年度

南部加圧ポン
プ場

都祁相河町346 平成4年度

吐山高区加圧
ポンプ場

都祁吐山町1508-1 平成5年度

馬場中継ポン
プ場

都祁馬場町466-2 平成3年度

小倉加圧ポン
プ場

小倉町115 昭和62年度

昭和59年度
友田浄水場
（送水ポン
プ）

南之庄浄水場
（送水ポン
プ）

昭和56年度

小倉工業団地
加圧ポンプ場

上深川町790-1 平成2年度

施設詳細



【別紙8-3】　施設概要

月ヶ瀬地区　施設概要（１／２）

施設分類 施設名称 住所 竣工年度 施設詳細

　　取水井　      RC造　3.1m×3.6m×1.5m　V＝16.74m3　　1井

　　取水ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.076m3/分×20m×1.5kW　　1台

　　取水ポンプ室　CB造　3.35m×3.85m　A＝12.90m2　　1室

　(取水量Q＝110m3/日)

　　取水堰　      RC造　2.25m×5.4m×1.3m（外形）　　1ヶ所

　　沈砂池　    　RC造　2.5m×1.0m×1.5m　V＝3.75m3　　1池

　　ポンプ井　    RC造　2.5m×1.0m×1.5m　V＝3.75m3　　1池

　　導水ポンプ　 φ40×0.15m3/分×156m×11kW　　2台

　　導水ポンプ室　RC造　2.75m×3.25m　A＝8.94m2　　1室
月瀬水源
（予備）

月ヶ瀬月瀬621－2 平成7年度 　　取水堰      　RC造　2.40m×1.96m×0.95m（外形）　　1ヶ所

　　着水井　      RC造　2.0m×1.0m×1.5m  V＝3.00m3　　1井

　　沈砂池　      RC造　2.0m×6.2m×1.5m  V＝18.60m3　　1池

　　調整池　      RC造　2.0m×1.0m×1.5m  V＝3.00m3　　1井

　　ポンプ井　    RC造　2.0m×0.8m×1.5m　 V＝2.40m3　1井

　　導水ポンプ室　CB造　2.25m×2.15m　A＝4.84m2　　1室

　　導水ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.08m3/分×90m×5.5kW　　2台

（取水量Q＝300m3/日）

　　取水堰      　 RC造　4.70m×3.0m×2.1m（外形）　　1ヶ所

　　着水井　      RC造　1.5m×1.0m×1.0m  V＝1.50m3　　1井

　　沈砂池　      RC造　1.5m×2.8m×1.0m  V＝4.20m3　　1池

　　ポンプ井　    RC造　1.5m×4.2m×1.0m　 V＝6.30m3　1井

　　導水ポンプ室　RC造　4.45m×3.75m　A＝16.69m2　　1室

　　導水ポンプ  　φ50×0.21m3/分×75m×7.5kW　　2台

(取水量Q＝165.8m3/日)

昭和57年度 　　斜樋管　SGP　φ300　L＝62.7m　2条

平成11年度 　　取水ポンプ(水中ポンプ)φ40×0.11m3/分×56m×2.2kW

平成11年度 　　取水ポンプ(水中ポンプ)φ40×0.11m3/分×54m×2.2kW

平成11年度 　　揚水管　VLP φ50　(@2.0m×26本＋@1.0m×1本)×1条　(@2.0m×25本＋@1.0m×1本)×1条　　106m

（取水量Q＝159.2m3/日）

　　取水堰　      RC造　3.75m×3.0m×2.0m（外形）　　1ヶ所

　　着水井　      RC造　1.2m×1.0m×1.0m   V＝1.20m3　　2井

　　沈砂池　      RC造　1.2m×1.9m×1.0m   V＝2.28m3　　2池

　　調整池      　RC造　1.2m×1.0m×1.0m   V＝1.20m3　　2池

（取水量Q＝300m3/日）

　滝谷川第1取水

　　第1取水堰　   RC造　5.6m×3.5m×高2.85m（外形）　　1ヶ所

　　第1着水井　   RC造　1.0m×1.0m×1.0m  V＝1.00m3    1池

　　第1沈砂池　   RC造　1.0m×4.2m×1.0m  V＝4.20m3    1池

　　第1流出渠　   RC造　1.0m×1.0m×1.0m  V＝1.00m3    1池

　　ポンプ井　    RC造　1.0m×6.6m×1.0m  V＝6.60m3    1井

　　導水ポンプ(水中ポンプ)φ40×0.27m3/分×8m×0.75kW　　2台

　滝谷川第2取水

　　第2取水堰   　RC造　2.4m×2.0m×1.65m（外形）　　1ヶ所

　　第2流入渠　   RC造　1.0m×1.0m×1.0m  V＝1.00m3    1池

　　第2沈砂池　   RC造　1.0m×4.2m×1.0m  V＝4.20m3    1池

　　第2流出渠　   RC造　1.0m×1.0m×1.0m  V＝1.00m3    1池

　　除濁除去装置鋼板製円筒竪型　内径1.15m×高3.9m　Q＝240m3/日　　1基

　　除濁ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.17m3/分×14.0m×0.75kW　　2台

　　原水槽　　RC造　2.2m×2.3m×1.0m　V＝5.06m3　　1池

　　急速ろ過機　鋼板製円筒竪型　Q＝240m3/日

　　     　  　 重力式　内径1.6m×高4.5m　A=2.01m2    2基

　　急速ろ過ポンプ井　RC造　3.1m×5.4m×1.2m　V＝20.09m3　　1井

　　ろ過ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.18m3/分×14.5m×0.75kW　　2台

　　浄水池　RC造　1.0m×5.4m×1.2m　V＝6.48m3　　1池

　　薬注室　RC造　1.7m×2.35m　A=4.00m2　　1室

　　除濁除去装置鋼板製円筒竪型　内径0.8m×高3.3m　Q＝111m3/日　　1基

　　着水井　RC造　0.8m×1.0m×2.5m　V＝2.00m3　　1井

　　沈殿池　RC造　1.6m×5.8m×2.0m　V＝18.56m3　　2池

　　緩速ろ過池　RC造　3.5m×8.0m　　A=28.00m2　　2池

　　活性炭ろ過ポンプ井　RC造　1.1m×2.35m×1.8m　V＝4.65m3  1井

　　活性炭ろ過ポンプ（水中ポンプ）φ32×0.08m3/分×14.0m×0.75kW　　2台

　　活性炭ろ過機鋼板製円筒竪型　重力式　内径1.2×高4.5　Q＝104m3/日　　1基

　　薬注室　RC造　4.55m×4.60m　A＝20.93m2　　1室

　　電気室　RC造　2.75m×4.60m　A＝12.65m2　　1室

　　着水井　　　RC造　1.2m×1.5m×2m　V＝3.6m3    1井

    急速攪拌装置　ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ  電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.75kW    1台

    緩速攪拌装置　ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ   電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.40kW    2台

　　薬品沈澱池　RC造　1.5m×7.7m×2.0m  V＝23.10m3    2池

　　急速ろ過ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.24m3/分×15m×1.5kW    2台

　　急速ろ過機　鋼板製円筒竪型  Q＝270m3/日

　　　　　　　　重力式　内径2.0m×高4.85m　A＝3.14m2　　　2基

　　活性炭ろ過ポンプ井　RC造　2.21m×3.85m×0.7m　V＝5.96m3  1井

　　活性炭ろ過ポンプ（水中ポンプ）φ40×0.21m3/分×14m×1.5kW    2台

 　 活性炭ろ過機  鋼板製円筒竪型　重力式　内径2.0m×高4.5m　Q＝300m3/日　　1基

　　排水池　　　RC造　2.6m×4.2m×0.9m　V＝9.83m3    1池

　　排泥池　　　RC造　1.5m×3.0m×0.8m　V＝3.6m3　　1池

　　薬注室    　RC造　3.0m×4.6m　A＝13.8m2　　1室

　　電気室　　　RC造　1.8m×3.4m　A＝6.12m2　　1室

　　水質計器室　RC造　2.15m×2.3m　A＝4.95m2　　1室

　　塩素滅菌室　RC造　2.15m×2.65m　A＝5.70m2　　1室

取水施設

石打第２水源
（予備）

月ヶ瀬石打2008-2 昭和52年度

尾山水源 月ヶ瀬尾山2065-12

桃香野水源 月ヶ瀬桃香野5225-1

滝谷川水源 月ヶ瀬桃香野5561-9 平成7年度

昭和59年度

尾山導水ポン
プ場

月ヶ瀬尾山2065-14 昭和59年度

矢川水源

浄水施設

石打牛場浄水
場（予備）

月ヶ瀬石打2000 平成3年度

尾山浄水場 月ヶ瀬尾山1787-3 昭和59年度

月瀬浄水場 月ヶ瀬月瀬327-3 平成8年度

月ヶ瀬桃香野1168 平成5年度

月瀬導水ポン
プ場（予備）

月ヶ瀬月瀬1630 昭和53年度

二双川水源 月ヶ瀬月瀬826-2 平成4年度

二双川沈砂池 月ヶ瀬月瀬826-4 平成4年度
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月ヶ瀬地区　施設概要（２／２）

施設分類 施設名称 住所 竣工年度 施設詳細

　第１浄水系

　　着水井　　　RC造　1.0m×1.0m×2.6m　V＝2.6m3    1井

    急速攪拌装置　ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ  電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.4kW    1台

    緩速攪拌装置　ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ   電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.40kW    2台

　　薬品混和池　RC造　1.0m×1.0m×2.1m  V＝2.10m3    1池

　　ﾌﾛｯｸ形成池　RC造　2.0m×2.0m×1.5m  V＝6.00m3    2池

　　薬品沈澱池　RC造　2.0m×8.0m×1.5m　V＝24.00m3    2池

　　ろ過ポンプ　φ40×0.265m3/分×26m×2.2kW    2台

　　急速ろ過機　鋼板製円筒竪型　Q＝150m3/日

　　　　　　　　圧力式　内径1.31m×高3.15m　A＝1.35m2    2基

　　活性炭ろ過機　鋼板製円筒竪型　Q＝150m3/日

　　　　　　　　圧力式　内径1.01m×高4.00m　A＝0.80m2    1基

　　逆洗ポンプ　1.80m3/分×7.5kW　　1台

　　排水池　　　RC造　2.4m×2.4m×1.05m　V＝6.05m3  1池

　　天日乾燥床　RC造　3.0m×4.0m  A=12.00m2　3床

　　浄水池　　　RC造　1.3m×4.75m×1.25m　V＝7.72m3　1池

　第２浄水系

　　原水分配槽　RC造　1.0m×2.4m×1.6m　V＝3.84m3    1池

    急速攪拌装置　ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ  電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.75kW    1台

    緩速攪拌装置　ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ   電動立軸ﾊﾟﾄﾞﾙ型　0.75kW    1台

　　薬品沈澱池　RC造　3.7m×14.35m×4.2m  V＝223.00m3    1池

   　　　　　 （着水井、混和地、ﾌﾛｯｸ形成池含む）

　　急速ろ過ポンプ　　φ50×0.32m3/分×15m×1.5kW    2台

　　急速ろ過機　鋼板製円筒竪型　Q＝457m3/日

　　　　　　　　重力式　内径2.40m×高4.52　A＝4.52m2    2基

　　活性炭ろ過ポンプ井　　RC造　1.6m×3.0m×2.0m  V＝9.6m3　　1井

　　活性炭ろ過ポンプ　φ50×0.32m3/分×15m×1.5kW    2台

　　活性炭ろ過機鋼板製円筒竪型　Q＝457m3/日

　　　　　　　　重力式　内径2.40m×高4.52m　A＝4.52m2    1基

　　排水池　　　RC造　2.1m×3.75m×1.8m　V＝14.18m3    1池

　　排泥池　　　RC造　1.15m×3.75m×0.7m　V＝3.02m3    1池

　　電気室　　　RC造　3.0m×4.0m　A＝12.00m2　1室

　　薬注室　    RC造　3.5m×4.0m　A＝14.00m2　1室

　　浄水池　　　RC造　1.7m×8.25m×1.25m　V＝17.53m3    1池

　　送水ポンプ      φ40×0.17m3/分×90m×7.5kW　　2台

　　ポンプ･電気室　  RC造　3.15m×2.35m　A＝7.40m2　　1室

　　ポンプ井    　RC造　2.8m×0.8m×1.5m　V＝3.36m3    1井

　　加圧ポンプ　 φ50×0.30m3/分×45m×7.5kW　2台

　　ポンプ室　　　RC造　3.0m×5.0m　A＝15.00m2　1室

　　ポンプ井　       RC造　1.75m×4.65m×2.0m　V＝16.28m3    1井

　　送水ポンプ    　φ65×0.40m3/分×135m×18.5kW    2台

　　ポンプ室　　　　 RC造　5.0m×5.0m　A＝25.00m2    1室

　　ポンプ井       　RC造　2.4m×1.8m×1.5m　V＝6.48m3    1井

　　加圧ポンプ    　φ40×0.06m3/分×93m×5.5kW　2台

　　ポンプ室　　　 　RC造　2.65m×3.325m　A＝8.81m2　1室

　　送水ポンプ（多段タービンポンプ）

　　　φ40×0.18m3/分×162m×11kW〔桃香野送水〕    2台

　　　φ50×0.21m3/分×63m×5.5kW〔長引送水〕　    2台

　　桃香野送水ポンプ室　   RC造　5.0m×5.0m　A＝25.00m2    1室

昭和33年度 　　配水池　          2.5m×7.0m×2.3m  V＝40.25m3    1池

昭和52年度 　　配水池　    RC造  4.5m×5.15m×2.3m  V＝53.30m3    1池

平成3年度 　　配水池　    RC造  4.3m×7.1m×2.3m  V＝70.22m3    1池

尾山配水池 月ヶ瀬尾山1787-3 昭和59年度 　　配水池　    RC造　3.5m×7.8m×2.0m×2連　V＝109.20m3    1池

昭和56年度 　　配水池　    RC造　5.0m×4.45m×2.3m×2連　V＝103.5m3   1池

平成10年度 　　配水池    　RC造  5.0m×5.9m×2.3m×2連　V＝135.70m3　 1池

嵩配水池 月ヶ瀬嵩334-9 昭和54年度 　　配水池　    RC造　3.2m×4.2m×1.9m×2連　V＝51.07m3    1池

昭和53年度 　　配水池　    RC造　3.4m×4.2m×2.5m×2連  V＝71.40m3    1池

平成8年度 　　配水池　    RC造 (((2.5m×3.2m)＋((1.0m＋2.5m)×1.8m×1/2))＋(2.5×5))×2.5m×2連　V＝118.25m3  1池

昭和57年度 　　配水池　    RC造　4.5m×5.3m×2.5m×2連　V＝119.25m3    1池

平成10年度 　　配水池    　RC造　2.8m×6.9m×2.5m×2連　V＝96.60m3    1池

浄水施設 桃香野浄水場 月ヶ瀬桃香野5254-2 昭和56年度

平成9年度

尾山加圧所 月ヶ瀬尾山2385-3 平成2年度

長引加圧所 月ヶ瀬長引64-32 平成4年度

嵩加圧所 月ヶ瀬嵩376-12

桃香野浄水場 月ヶ瀬桃香野5254-2 昭和57年度

配水施設

石打配水池 月ヶ瀬石打2017-7

長引配水池 月ヶ瀬長引536-3

月瀬配水池 月ヶ瀬月瀬327-3

桃香野配水池 月ヶ瀬桃香野104-3

送水施設

石打牛場浄水
場（予備）

月ヶ瀬石打2000 平成3年度



【別紙9】　施設概要

項目 単位
月ヶ瀬
浄化

センター

精華地区
浄化

センター

田原地区
浄化

センター

東部第１
地区浄化
センター

東部第２
地区浄化
センター

石打
地区
処理場

尾山
地区
処理場

長引
地区
処理場

種別 －
特定環境保全
公共下水道

敷地面積 ｍ2 684 1,880 3,952 2,550 2,598 1,027 400 1,530

供用開始 － Ｈ４年１０月 Ｈ１３年７月 Ｈ１７年１月 Ｈ１９年３月 Ｈ２１年９月 Ｈ３年４月 Ｈ２年５月 Ｓ６２年４月

計画処理能力 ｍ3／日 391 397 567 706 657 218 254 79

処理方式 －
オキシデーショ
ンディッチ法

鉄溶液注
入連続流
入間欠
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－ⅩⅣ
型）

鉄溶液注
入連続流
入間欠
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－ⅩⅣＰ
１型）

鉄溶液注
入連続流
入間欠
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－ⅩⅣＧ
Ｐ型）

鉄溶液注
入連続流
入間欠
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－ⅩⅣＧ
Ｐ型）

流量調
整、嫌気
性ろ床及
び接触
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－Ⅲ型）

流量調
整、嫌気
性ろ床及
び接触
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－Ⅲ型）

沈殿分離
＋接触
ばっ気方
式（ＪＡＲＵ
Ｓ－Ⅰ型）

Ｈ２９年度　平均
流入量実績

ｍ3／日 199 203 250 257 193 159 94 28

受電区別 － 低圧 低圧 高圧 高圧 高圧 低圧 低圧 低圧

自家用発電機 －
ディーゼル
エンジン － － － － － － －

　※１．月ヶ瀬４施設の流入量実績は放流量を記載している。

農業集落排水施設



【別紙10】

マンホールポンプ場　　口径・出力（台数は基本２台）

ＮＯ． 施設名 口径(A) 出力(kW)

月ヶ瀬 ＮＯ．１MP（公共） 5.5

月ヶ瀬 ＮＯ．２MP（公共） 1.5

月ヶ瀬 ＮＯ．３MP（公共） 3.7

月ヶ瀬 ＮＯ．４MP（公共） 3.7

月ヶ瀬 ＮＯ．５MP（公共） 1.5

月ヶ瀬 ＮＯ．６MP（公共） 5.5

月ヶ瀬 ＮＯ．７MP（公共） 2.2

月ヶ瀬 ＮＯ．８MP（公共） 2.2

月ヶ瀬 ＮＯ．９MP（公共） 7.5

月ヶ瀬 ＮＯ．１０MP（公共） 1.5

月ヶ瀬 ＮＯ．１１MP（公共） 1.5

月ヶ瀬 ＮＯ．１２MP（公共） 0.75

月ヶ瀬 ＮＯ．１３MP（公共） 0.75

月ヶ瀬 ＮＯ．１４MP（公共） 1.5

精華1 高樋1号MP 65 1.5

精華2 高樋2号MP 50 0.75

精華3 高樋3号MP 50 0.75

精華4 高樋4号MP 50 0.75

精華5 高樋5号MP 50 0.4

精華6 菩提山1号MP 50 0.4

精華7 菩提山2号MP 50 0.75

精華8 菩提山3号MP 50 0.75

精華9 菩提山4号MP 50 0.75

精華10 虚空蔵1号MP 65 3.7

精華11 虚空蔵2号MP 65 3.7

精華12 虚空蔵3号MP 65 3.7

精華13 興隆寺MP 50 0.75

精華14 米谷1号MP 50 2.2

田原1 矢田原2号MP 50 0.4

田原2 中ノ庄4号MP 50 0.75

田原3 矢田原1号MP 50 0.4

田原4 横田2号MP 50 0.75

田原5 茗荷1号MP 50 1.5

田原6 和田3号MP 65 3.7

田原7 和田1号MP 50 1.5

田原8 和田2号MP 50 1.5

田原9 中ノ庄3号MP 50 2.2

田原10 此瀬1号MP 100 7.5

田原11 中ノ庄1号MP 65 3.7

田原12 茗荷2号MP 50 0.75

田原13 南田原1号MP 50 0.4

田原14 横田1号MP 50 0.75

田原15 矢田原3号MP 50 0.75

田原16 中ノ庄2号MP 50 0.75

田原17 沓掛1号MP 50 2.2



ＮＯ． 施設名 口径(A) 出力(kW)

田原18 須山1号MP 50 0.75

田原19 矢田原4号MP 50 0.75

田原20 矢田原5号MP 50 0.75

東部第１-1 下狭川1号MP 65 7.5

東部第１-2 下狭川2号MP 50 0.4

東部第１-3 下狭川3号MP 50 0.4

東部第１-4 下狭川4号MP 50 2.2

東部第１-5 西狭川1号MP 65 1.5

東部第１-6 狭川両1号MP 50 0.75

東部第１-7 須川1号MP 50 1.5

東部第１-8 須川2号MP 50 2.2

東部第１-9 須川3号MP 50 0.75

東部第１-10 須川4号MP 50 0.75

東部第１-11 須川5号MP 50 0.4

東部第１-12 須川6号MP 50 0.75

東部第１-13 須川7号MP 50 0.75

東部第１-14 阪原1号MP 80 2.2

東部第１-15 阪原2号MP 50 0.4

東部第１-16 阪原3号MP 80 3.7

東部第１-17 阪原4号MP 50 0.4

東部第１-18 大柳生1号MP 65 5.5

東部第１-19 大柳生2号MP 50 0.75

東部第１-20 大柳生3号MP 50 0.4

東部第１-21 大柳生4号MP 50 0.75

東部第１-22 大柳生5号MP 50 1.5

東部第２-1 興ヶ原1号MP 65 5.5

東部第２-2 興ヶ原2号MP 50 0.75

東部第２-3 興ヶ原3号MP 50 0.75

東部第２-4 興ヶ原4号MP 65 3.7

東部第２-5 興ヶ原5号MP 65 3.7

東部第２-6 柳生下1号MP 65 5.5

東部第２-7 柳生下2号MP 50 0.75

東部第２-8 柳生1号MP 80 5.5

東部第２-9 柳生2号MP 50 1.5

東部第２-10 柳生3号MP 65 2.2

東部第２-11 柳生4号MP 50 0.4

東部第２-12 柳生5号MP 50 0.75

東部第２-13 柳生6号MP 50 0.4

東部第２-14 柳生7号MP 65 1.5

東部第２-15 邑地1号MP 65 2.2

東部第２-16 邑地2号MP 50 0.75

東部第２-17 邑地3号MP 65 2.2

東部第２-18 邑地4号MP 65 1.5

東部第２-19 邑地5号MP 50 0.4

東部第２-20 邑地6号MP 50 1.5

東部第２-21 邑地7号MP 65 3.7

東部第２-22 邑地８号MP 65 2.2

東部第２-23 邑地９号MP 50 1.5



ＮＯ． 施設名 口径(A) 出力(kW)

東部第２-24 邑地１０号MP 50 1.5

東部第２-25 邑地１１号MP 50 0.75

東部第２-26 邑地１２号MP 50 0.75

東部第２-27 邑地１３号MP 50 0.75

東部第２-28 邑地１４号MP

東部第２-29 大保1号MP 50 0.75

東部第２-30 大保2号MP 50 0.4

東部第２-31 大保３号MP 100 11

東部第２-32 大保４号MP 50 1.5

東部第２-33 大保５号MP 50 0.4

東部第２-34 大保６号MP 50 0.75

東部第２-35 大保７号MP 50 0.4

東部第２-36 大保８号MP 50 0.4

東部第２-37 丹生１号MP 50 0.4

東部第２-38 丹生２号MP 50 0.4

東部第２-39 丹生３号MP 50 0.75

東部第２-40 水間１号MP 50 0.75

東部第２-41 水間２号MP 65 2.2

東部第２-42 水間３号MP 50 0.75

東部第２-43 水間４号MP 50 1.5

東部第２-44 水間５号MP 50 1.5

東部第２-45 水間６号MP 50 0.75

東部第２-46 水間７号MP 65 2.2

東部第２-47 水間８号MP 50 0.4

東部第２-48 水間９号MP 65 1.5

東部第２-49 水間１０号 50 0.75

長引1 ＮＯ．0MP（農集） 5.5

尾山1 ＮＯ．１MP（農集） 0.75

尾山2 ＮＯ．２MP（農集） 1.5

尾山3 ＮＯ．３MP（農集） 11



名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 中継ポンプ 水中ポンプφ１００ 0.8㎥／min×7.8m×3.7kW 2

2 スクリーンユニット
処理能力　1㎥/h     ｽｸﾘｰﾝ目巾
2mm 0.84kW

1

3 流量調整ポンプ 水中ポンプφ６５ 0.28㎥／min×7.0m×1.5kW 2
4 水中撹拌機 ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ径　Φ310×73 2.2kW 1

5 自動微細目スクリーン
寸法　224w×1125L×850H
スクリーン目開き　2.0mm

0.025kW 1

6 曝気撹拌装置 1.5kW 4
7 鉄溶液注入ポンプ 0.2kW 2
8 曝気沈砂槽ブロワ 0.75kW 1
9 曝気槽ブロワ 7.5kW 3

10 汚泥濃縮槽ブロワ 2.2kW 1
11 汚泥貯留槽ブロワ 2.2kW 1
12 汚泥引抜ポンプ 水中ポンプφ６５ 0.28㎥／min×3.9m×0.75kW 3
13 監視装置 1

名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 流入弁 電動ボール弁φ１５０ 0.16kW 2
2 バイパス弁 電動ボール弁φ１５０ 0.16kW 1
3 スクリーンユニット 回転ドラム式 2.1kW 2
4 給水ユニット 1
5 自動微細目スクリーン 1.2㎥／ｈ 0.04kW 1
6 流量調整ポンプ 水中ポンプφ８０ 0.4㎥／min×8.5m×2.2kW 4
7 攪拌装置 0.75kW 2
8 鉄溶液注入ポンプ ダイヤフラム式 0.023Ｌ／min×0.98MPa 1
9 ばっ気沈砂槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ25 0.23㎥／ｈ×37.3kPa 1

10 ばっ気撹拌装置 3.7kW 2
11 ばっ気槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ80 4.67㎥／ｈ×52.0kPa 3
12 汚泥掻寄機 0.4kW 1
13 エアリフト用ブロワ ルーツ式ブロワーφ80 0.49㎥／ｈ×52.0kPa×1.5kW 1
14 汚泥貯留槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ50 1.85㎥／ｈ×52.0kPa×3.7kW 1
15 脱臭装置 0.75kW 1
16 高圧受変電盤 1
17 ＴＮ－ＴＰ－ＵＶ計 1
18 監視装置 1

精華地区浄化センター主要機器

田原地区浄化センター主要機器

【別紙10】



名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 流入ポンプ 水中ポンプφ１００ 1.8㎥／min×10m×7.5kW 2
2 スクリーンユニット 回転ドラム式 1
3 自動微細目スクリーン 110㎥／ｈ 0.04kW 1
4 流量調整ポンプ 水中ポンプφ８０ 0.49㎥／min×7.5m×2.2kW 2
5 攪拌装置 1.5kW 2
6 鉄溶液注入ポンプ ダイヤフラム式 0.04Ｌ／min×1000kPa 2
7 汚泥掻寄機 0.4kW 1
8 汚泥引抜ポンプ 水中ポンプφ１００ 0.49㎥／min×5m×3.7kW 3
9 ばっ気槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ１００ 378㎥／min×49kPa×8.6kW 3

10 ばっ気沈砂槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ２５ 20㎥／min×29.4kPa×0.75kW 1
11 汚泥濃縮槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ２５ 15.66㎥／min×39.2kPa×0.51kW 1
12 汚泥貯留槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ４０ 73.2㎥／min×44.1kPa×2.7kW 1
13 脱臭装置 生物脱臭装置 1.5kW 1
14 原水ポンプ槽非常用ポンプ エンジンポンプφ１００ 1.25㎥／min×24m 2
15 高圧受変電盤 1
16 ＴＮ－ＴＰ－ＵＶ計 1
17 監視装置 1

名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 流入ポンプ 水中ポンプφ１００ 1.32㎥／min×10.5m×7.5kW 2
2 スクリーンユニット ボックス型 0.9kW 1
3 自動微細目スクリーン 135㎥／ｈ 0.04kW 1
4 流量調整ポンプ 水中ポンプφ８０ 0.456㎥／min×7m×2.2kW 2
5 攪拌装置 1.1kW 2
6 鉄溶液注入ポンプ ダイヤフラム式 0.06Ｌ／min×0.5MPa 2
7 汚泥掻寄機 0.4kW 1
8 汚泥引抜ポンプ 水中ポンプφ８０ 0.457㎥／min×5.5m×3.7kW 3
9 ばっ気槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ１００ 5.35㎥／min×45.5kPa×11kW 3

10 ばっ気沈砂槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ２５ 0.33㎥／min×42.2kPa×0.75kW 1
11 汚泥濃縮槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ２５ 0.33㎥／min×42.2kPa×0.75kW 1
12 汚泥貯留槽ブロワ ルーツ式ブロワーφ４０ 0.842㎥／min×47.5kPa×2.2kW 1
13 脱臭装置 生物脱臭装置 1.5kW 1
14 原水ポンプ槽非常用ポンプ エンジンポンプφ１００ 1.25㎥／min×24m 2
15 高圧受変電盤 1
16 ＴＮ－ＴＰ－ＵＶ計 1
17 監視装置 1

東部第１地区浄化センター主要機器

東部第２地区浄化センター主要機器
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名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 自動微細目スクリーン 掻き上げ式 25W 1
2 曝気装置 スクリュー型 3.7kW 2
3 汚泥掻寄機 中央駆動式 0.2kW 1
4 汚泥引抜ポンプ 無閉塞汚泥ポンプ 1.5kW 2
5 汚泥移送ポンプ 縦軸無閉塞汚泥ポンプ 2.2kW 1
6 汚泥脱水機 ユニット型ベルトプレス脱水機 1
7 汚泥搬出コンベア ベルトコンベア 2
8 ＵＶ計 1
9 通報装置 1

名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 自動荒目スクリーン 掻き上げ式 25W 1
2 微細目スクリーン 掻き上げ式 25W 2
3 破砕機 回転式 0.2kW 1
4 水中撹拌ポンプ 水中エジェクターポンプ 3.7kW 1
5 調整槽ポンプ 水中ポンプφ５０ 2.2kW 2
6 曝気槽ブロワ ルーツブロワーφ５０ 2.2kW 4
7 ＵＶ計 1
8 通報装置 1

名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 自動荒目スクリーン 掻き上げ式 25W 1
2 微細目スクリーン 掻き上げ式 25W 2
3 破砕機 回転式 0.2kW 1
4 水中撹拌ポンプ 水中エジェクターポンプ 3.7kW 1
5 原水ポンプ 水中ポンプφ５０ 2.2kW 2
6 調整槽ポンプ 水中ポンプφ５０ 2.2kW 2
7 曝気槽ブロワ ルーツブロワーφ５０ 2.2kW 4
8 ＵＶ計 1
9 通報装置 1

名　　称 形　　状 能力　　出力 数量
1 自動荒目スクリーン 掻き上げ式 25W 1
2 原水ポンプ 水中ポンプφ５０ 0.75kW 2
3 曝気槽ブロワ ルーツブロワーφ５０ 2.2kW 4

月ヶ瀬浄化センター主要機器

石打地区処理場主要機器

尾山地区処理場主要機器

長引地区処理場主要機器

【別紙１０】



【別紙11】

各施設の流入量・放流量・水質の実績

月ヶ瀬浄化センター

25 26 27 28 29
日平均放流量 ｍ3／日 195 191 193 192 199 194
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 159 165 164 157 148 159
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 169 192 198 160 151 174
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 7.7 4.9 3.6 3.2 6.2 5.1
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 9.8 7.7 6.2 5.1 7.8 7.3
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 16.3 4.8 6.4 8.6 9.5 9.12
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.24

項目 単位 平均
年度



各施設の流入量・放流量・水質の実績

精華地区浄化センター

25 26 27 28 29
日平均流入量 ｍ3／日 217 215 217 208 203 212
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 140 162 159 144 136 148
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 145 166 171 163 164 162
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 3.9 3.8 4.2 3.8 3.3 3.8
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 3.3 3.2 5.3 4.0 4.0 4.0
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 2.48 2.43 4.1 3.45 4.42 3.38
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 0.94 0.87 1.1 0.94 0.85 0.94

田原地区浄化センター

25 26 27 28 29
日平均流入量 ｍ3／日 240 242 248 244 250 245
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 165 158 179 167 166 167
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 224 197 222 208 193 209
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 6.3 5.3 4.9 4.2 4.4 5.0
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 4.0 4.1 5.1 5.7 4.8 4.7
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 4.33 3.62 2.63 3.29 7.72 4.32
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 0.55 0.83 1.08 1.02 1.01 0.90

東部第１地区浄化センター

25 26 27 28 29
日平均流入量 ｍ3／日 250 250 256 265 257 256
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 167 220 363 149 115 203
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 168 280 465 159 132 241
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 8.3 11.1 16.8 4.5 5.1 9.2
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 4.0 5.6 5.7 7.7 3.5 5.3
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 5.83 5.12 8.38 5.34 4.33 5.80
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 0.93 1.25 0.88 1.18 1.27 1.10

東部第２地区浄化センター

25 26 27 28 29
日平均流入量 ｍ3／日 134 137 155 184 193 161
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 143 120 178 230 150 164
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 158 139 207 238 200 188
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 6.3 4.9 6.9 5.8 5.2 5.8
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 3.2 2.7 3.4 2.7 2.5 2.9
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 4.6 7.2 10.6 8.8 8.0 7.84
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 1.32 0.64 0.82 0.91 0.61 0.86

項目 単位 平均
年度

項目 単位 平均

項目 単位 平均

年度

年度

項目 単位 平均
年度



各施設の流入量・放流量・水質の実績

石打地区処理場

25 26 27 28 29
日平均放流量 ｍ3／日 148 148 160 154 159 154
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 167 127 152 145 198 158
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 498 267 430 460 461 423
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 9.9 11.5 11.2 9.4 13.7 11.1
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 14.8 13.3 15.8 15.7 15.0 14.9
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 24.9 24.1 23.3 22.9 20.3 23.10
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.28

尾山地区処理場

25 26 27 28 29
日平均放流量 ｍ3／日 102 93 124 95 94 102
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 176 109 122 105 245 151
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 184 146 169 157 564 244
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 8.5 9.6 10 12.1 15 11.0
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 11.2 8.9 8.7 10.3 18.3 11.5
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 26.6 24 25 24.9 22.4 24.58
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8 2.76

長引地区処理場

25 26 27 28 29
日平均放流量 ｍ3／日 34 25 30 28 28 29
流入水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 150 135 116 149 145 139
流入水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 125 141 143 152 132 139
放流水のＢＯＤ平均 ｍｇ／ｌ 4.7 7.8 9.4 7.2 8.7 7.6
放流水のＳＳ平均 ｍｇ／ｌ 9.5 18.2 12.1 13.8 10.2 12.8
放流水の全窒素平均 ｍｇ／ｌ 17.8 20.3 21.8 22.9 16.8 19.92
放流水の全リン平均 ｍｇ／ｌ 2.6 2.9 2.5 2.9 3.3 2.84

項目 単位 平均
年度

項目 単位 平均

項目 単位 平均

年度

年度



【別紙１２】

その他業務

①精華地区浄化センター
１．菩提仙川採水・水質検査
①採水回数　４回／年度　　（ただし、平成30年度は２回／年度)
②採水箇所　５カ所
③水質検査項目

水温
ＳＳ
ＢＯＤ
全窒素（Ｔ－Ｎ）
全リン（Ｔ－Ｐ）
大腸菌群数

２．ＵＶ計の点検調整（内容はメーカーマニュアルによる）
部品の取替
配管等清掃
その他必要なこと
※部品は受託者の負担とする。

②田原地区浄化センター
１．自家用電気工作物の点検調整
点検調整　　　　　４回／月
法定年次点検　　１回／年度

２．全窒素全リン自動測定装置・ＵＶ計の点検調整（内容はメーカーマニュアルによる）
試薬・部品の取替
０調整、スパン調整
配管等清掃
廃液処理
その他必要なこと
※部品、試薬等は受託者の負担とする。

３．白砂川採水・水質検査
①採水回数　１回／年度
②採水箇所　２カ所
③水質検査項目

水温
ＳＳ
ＢＯＤ
全窒素（Ｔ－Ｎ）
全リン（Ｔ－Ｐ）
大腸菌群数



③東部第１地区浄化センター
１．自家用電気工作物の点検調整
点検調整　　　　　４回／月
法定年次点検　　１回／年度

２．全窒素全リン・ＣＯＤ自動測定装置の点検調整（内容はメーカーマニュアルによる）
試薬・部品の取替
０調整、スパン調整
配管等清掃
廃液処理
その他必要なこと
※部品、試薬等は受託者の負担とする。

④東部第２地区浄化センター
１．自家用電気工作物の点検調整
点検調整　　　　　４回／月
法定年次点検　　１回／年度

２．全窒素全リン・ＣＯＤ自動測定装置の点検調整（内容はメーカーマニュアルによる）
試薬・部品の取替
０調整、スパン調整
配管等清掃
廃液処理
その他必要なこと
※部品、試薬等は受託者の負担とする。

⑤月ヶ瀬浄化センター・月ヶ瀬地区農業集落排水施設（長引地区処理場を除く）
１．ＵＶ計の点検調整（内容はメーカーマニュアルによる）
部品の取替
配管等清掃
その他必要なこと
※部品は受託者の負担とする。

その他別紙運転管理業務対応区分表による。



【別紙１３】

各施設のユーティリティー及び流入量・放流量・水質の実績

月ヶ瀬浄化センター

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 364,172 321,265 335,470 420,946 509,340 390,239 361,332 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 137,269 138,543 138,360 138,507 140,026 138,541 128,279 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 140 150 133 133 300 171 － 450
塩化第二鉄 ｋｇ／年 1,800 1,000 1,700 1,700 2,000 1,640 － 3,000

精華地区浄化センター

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 25,441 25,926 25,584 25,932 27,324 26,041 24,112 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 94,932 119,478 126,031 128,517 131,944 120,180 111,278 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 300 150 300 0 150 180 － 450
塩化第二鉄 ｋｇ／年 1,200 1,200 1,200 1,600 1,600 1,360 － 2,400

田原地区浄化センター

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 36,879 37,815 41,585 53,054 30,920 40,051 37,084 -
ガス料金 円／年 -
電話料金（平成２７年度設備変更）円／年 98,317 207,753 218,921 218,688 216,408 218,006 201,857 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 300 150 150 0 120 144 － 450
塩化第二鉄 ｋｇ／年 400 2,000 2,400 2,400 1,775 1,795 － 3,600

東部第１地区浄化センター

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 31,581 30,786 31,732 31,616 29,180 30,979 28,684 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 58,802 114,171 115,526 91,516 79,887 91,980 85,167 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 300 150 300 0 90 168 － 450
塩化第二鉄 ｋｇ／年 3,200 2,400 2,000 2,800 2,575 2,595 － 4,800

東部第２地区浄化センター

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 84,434 115,133 136,484 89,542 73,776 99,874 92,476 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 131,791 123,122 129,036 131,703 128,994 128,929 119,379 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 240 150 150 150 0 138 － 360
塩化第二鉄 ｋｇ／年 400 1,200 1,600 1,200 2,450 1,370 － 3,675

項目 単位 平均 税別金額

ガス設備なし

年度

ガス設備なし

項目 単位 平均 税別金額

ガス設備なし

項目 単位 平均 税別金額

年度

年度

ガス設備なし

項目

項目 単位 平均 税別金額

単位 平均 税別金額

ガス設備なし

年度

年度
購入限度量

購入限度量

購入限度量

購入限度量

購入限度量



各施設のユーティリティー及び流入量・放流量・水質の実績
石打地区処理場

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 15,744 16,124 16,432 17,592 18,172 16,813 15,567 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 151,278 136,379 136,902 136,877 136,877 139,663 129,317 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 150 156 162 162 60 138 － 243

尾山地区処理場

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 116,706 136,474 136,992 137,012 137,002 132,837 122,997 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 105 112 119 119 60 103 － 179

長引地区処理場

25 26 27 28 29
上下水道料金 円／年 9,192 9,412 56,598 10,036 10,616 19,171 17,751 -
ガス料金 円／年 -
電話料金 円／年 31,116 30,653 31,136 30,061 29,837 30,561 28,297 -
塩素固形薬剤 ｋｇ／年 35 36 37 37 30 35 － 56

各地区マンホールポンプ場

25 26 27 28 29
公共　　電話料金 円／年 3,536,886 3,483,125 3,276,838 3,464,104 3,481,112 3,448,413 3,192,975
公共　　電話料金(柏木携帯) 77,947 93,708 82,319 75,683 14,057 14,057 13,016
月ヶ瀬地区　　電話料金 円／年 - - - - -
月ヶ瀬地区　　水道料金 円／年 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 18,912 17,511
精華地区　　電話料金 円／年 － － － － － 委託者が支払う
田原地区　　電話料金 円／年 － － － － － 委託者が支払う
東部第1地区　　電話料金円／年 － － － － －
東部第２地区　　電話料金円／年 307,627 287,865 283,937 287,903 413,017 316,070 292,657
石打地区　　電話料金 円／年
尾山地区　　電話料金 円／年 - - - - -
長引地区　　電話料金 円／年 電話機なし

項目 単位 平均 税別金額

マンホールポンプ場なし

年度

委託者が支払う

委託者が支払う

委託者が支払う

ガス設備なし

項目 単位 平均 税別金額

ガス設備なし
上水設備なし

項目 単位 平均 税別金額

年度

年度

ガス設備なし

項目 単位 平均 税別金額
年度

購入限度量

購入限度量

購入限度量



1  

【別紙14】準備機材 

 

機材名 用途 
業務事務所等への

常備 

高圧洗浄車・強力吸引車 
テレビカメラ調査に際しての管路内洗

浄等に使用 
不要 

本管用テレビカメラ 
自走式テレビカメラ搭載車、本管のテ

レビカメラ調査に使用 
不要 

管口カメラ 
計画的維持管理業務における点検業務

調査等に使用 
不要 

作業車両 
計画的維持管理業務における巡視・点

検等に使用 
必要 

酸素濃度等測定器 
管路、マンホール内等の作業に際して

使用 
必要 

発電機・送風機 
巡視・点検、調査業務、緊急時対応業

務等に使用 
必要 

※上記機材の使用に必要な燃料、消耗品等の他、業務事務所の運営に必要となる備品等を含む。

なお、他の機材については、本市と協議のうえ承諾を得て、配備できる。 

※常備が必要なものに関しては、必要な場合には迅速に対応できる配備とする。 



【別紙15】巡視、点検及び調査業務報告書記載要領 

1 一般事項 

(1）巡視業務報告書、点検業務報告書及び調査業務報告書は、本要領に従い作成すること。 

(2）様式は、Ａ4判横書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本すること。 

(3）表紙には、調査年度、調査番号、調査件名、調査期間、請負者名等を記入すること。また、

背表紙にも調査年度、調査番号、調査件名、請負者名等を記入すること。 

 

2 記載事項 

巡視業務報告書、点検業務報告書及び調査業務報告書は、下記の事項について内容を明記する

こと。調査総括表、調査集計表及び調査記録表に用いる凡例は表－１に、管きょ調査判定基準は

表－２、３に、マンホール調査判定基準は表－４による。 

(1）巡視業務 

①案内図 

②巡視箇所図 

③巡視記録表 

③考察 

④作業記録写真 

 (2）点検業務（管口カメラ） 

①点検目的 

②点検概要 

③案内図 

④点検箇所図 

⑤点検総括表 

⑥点検集計表、点検記録表 

⑦考察 

⑧作業記録写真 

(3）調査業務（本管テレビカメラ） 

①調査目的 

②調査概要 

③案内図 

④調査箇所図 

⑤調査総括表 

⑥調査集計表、調査記録表 

⑦考察 

⑧作業記録写真 

  



3 管路施設の点検方法の分類と内容 

 

分類 調査方法 調査項目 適用範囲とその内容 

巡視 目視 表－２ 地上部の状況確認 

管きょが埋設され

た地上部及びマン

ホール蓋の状況を

目視により確認す

る。 

点検 管口テレビカメラ 表－３ 管内の点検 

地上部より管内を

管口テレビカメラ

により調査する。 

調査 本管テレビカメラ 

表－４ 

表－５ 

表－６ 

管内及びマンホー

ルの目視調査 

本管テレビカメラ

により調査する。 

マンホール内部を

目視により調査す

る。 

 

4 留意事項 

(1） 調査結果をテレビモニターからDVD等に収録する場合は、指定の一般用DVD等に収録するこ

と。なお、提出するDVD等及び写真には、件名、地名、路線番号、継手番号、管径、及び距離

等をタイプ表示すること。 

(2） 提出する成果品は、次のとおりとする。 

①巡視業務報告書 

②点検業務報告書 

③調査業務報告書 

④ 不良箇所写真帳 

⑤DVD等（テレビカメラ調査の場合） 

⑥その他本市の指示するもの 

(3）巡視、点検及び調査業務に関する判定項目、基準及び調査表（例）を表 ２ 巡視判定項目表 

２～表 ７に示す。表 ７を参考に調査表を作成し、市の承諾を受けること。 

  



表 １ 凡例 

管路施設 種別 記号 

本管・取付管 

陶管（セラミックパイプ） CP 

鉄筋コンクリート管 HP 

硬質塩化ビニル管 VU 

その他 
 

 

 

表 ２ 巡視判定項目 

巡視項目 内容 

地表面の状況 

亀裂、沈下、陥没の有無 

いっ水の有無 

マンホール蓋表面の状況確認 

周辺状況の確認 

 

 

表 ３ 管口カメラ調査判定項目及び基準 

 
 

※1 腐食、たるみ、破損、クラック、継手ズレ、浸入水 

※2 以上のランク判定は、困難であるため行なわず、※1の項目が1箇所でも見られた場合、【有り】

とする。 

※3 樹木根侵入、取付管の突出し、油脂の付着、モルタルの付着 

※4 流下阻害物は管内の異常箇所から入ることが多いため詳細調査対象とする。 

  

無し 有り　※2

無し 経過観察 洗浄工＋詳細調査

有り 洗浄工＋詳細調査　※4 洗浄工＋詳細調査

区分

硫化阻害物の有無　※3

管内異常の有無　※1

流化阻害物の有無 



表 ４ 管きょ調査判定項目及び基準【鉄筋コンクリート管等（ヒューム管含む）及び陶管】 

 
 

 

 
注1 段差は、㎜単位で測定する。また、その他の異常(木片、他の埋設物等で上記にないもの)も調査す

る。 

注2 ※の項目については、基本的に洗浄等で除去できる項目とし、除去できない場合の調査判定基準

とする。 

鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態

内径700㎜未満 内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満

内径700㎜以上

1650㎜未満
内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満

内径1650㎜以上

3000㎜以下
内径の1/4以上 内径の1/8以上 内径の1/8未満

ス

パ

ン

全

体

で

評

価

ランク　　

　　項目
A B C

管の腐食

上

下

方

向

の

た

る

み

欠落

軸方向のクラックで

幅5㎜以上

欠落

軸方向のクラックが

管長の1/2以上

鉄筋コンクリート管等
円周方向のクラックで

幅5㎜以上

円周方向のクラックで

幅2㎜以上

円周方向のクラックで

幅2㎜未満

陶管

円周方向のクラックで

その長さが円周の

2/3以上

円周方向のクラックで

その長さが円周の

2/3未満

－

鉄筋コンクリート管等

：70㎜以上

鉄筋コンクリート管等

：70㎜未満

陶管：50㎜以上 陶管：50㎜未満

噴き出ている 流れている にじんでいる

本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 －

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 －

内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満

a b c
　　項目

管

一

本

毎

に

評

価

油脂の付着　※

樹木根侵入　※

モルタル付着　※

ランク　　

管

の

ク

ラ

ッ

ク

管の継手ズレ 脱却

浸入水

取付管の突出し　※

管

の

破

損

鉄筋コンクリート管等
軸方向のクラックで

幅2㎜以上

軸方向のクラックで

幅2㎜未満

陶管
軸方向のクラックが

管長の1/2未満
－



表 ５ 管きょ調査判定項目及び基準【硬質塩化ビニル管】 

 
 

 

 
 

注1 段差は、㎜単位で測定する。また、その他の異常(木片、他の埋設物等で上記にな いもの)も調査

する。 

注2 材料の白化が伴う変形はaランクとする。 

注3 ※の項目については、基本的に洗浄等で除去できる項目とし、除去できない場合の調査判定基準

とする。 

 

  

　　項目 適用

上下方向のたるみ 内径800㎜以下 内径以上 内径の1/2以上 内径の1/2未満

ス

パ

ン

全

体

で

評

価

ランク　　
A B C

亀甲状に割れている

軸方向のクラック

円周方向のクラックで

幅：5㎜以上

円周方向のクラックで

幅：2㎜以上

円周方向のクラックで

幅：2㎜未満

脱却 接合長さの1/2以上 接合長さの1/2未満

たわみ率15%以上の偏平 たわみ率5%以上の偏平 －

本管内径の1/10以上

内面に突出し

本管内径の1/10未満

内面に突出し
－

噴き出ている 流れている にじんでいる

本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 －

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 －

内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満

管の継手ズレ

浸入水

取付管の突出し　※

油脂の付着　※

樹木根侵入　※

モルタル付着　※

偏平

変形

（内面に突出し）

管

一

本

毎

に

評

価

ランク　　
a b c

　　項目

管の破損及び

軸方向クラック
－ －

管の円周方向

クラック



表 ６ マンホール調査判定項目及び基準 

 

蓋摩耗 表面がツルの状態 多少図柄がわかる 一部摩耗

浮上防止 なし

ガタツキ 大きく動く 少し動く 動き出しそう

腐食 鉄筋が露出 骨材が露出 腐食が認められる

欠落・剥離 大きく欠落・剥離 少し欠落・剥離 欠落・剥離しそう

クラック 幅2㎜以上 幅1㎜以上 幅1㎜未満

継手ズレ 躯体脱却 50％以上のズレ 50％未満のズレ

浸入水 噴出している状態 流れ出している にじみ出ている

足掛 欠落している 鉄筋部が細い 錆が発生

破損・堆積 ゴミ堆積

（50％以上） （25％未満）

腐食 粗骨材・鉄筋が露出 全体的に表面が荒れ豆粒状 表面が荒れている

浸入水 噴き出ている 流れている にじんでいる

クラック（円周） 幅2㎜以上 幅1㎜以上 幅1㎜未満

クラック（軸） 幅2㎜以上 幅1㎜以上 幅1㎜未満

樹木根侵入 管断面の50％以上 管断面の25％以上 管断面の25％

1/2以上

継手長以ズレ

モルタル付着 管断面の50％以上 管断面の25％以上 管断面の25％未満

土砂等堆積 堆積（50％以上） 堆積（25％以上） 堆積（25％未満）

堆積（25％以上）

ズレ 脱却 継手部のズレ

部位

蓋

・

周

辺

部

躯

体

管

口

調査項目

インバート

A

【早急に補修】

B

【計画的に補修】

C

【経過の観察】



表 ７ 巡視、点検及び調査業務調査表（例） 

 

  



 



 



 



 

 



 

 



【別紙16】日常的維持管理業務実績

日常的維持管理業務

1次対応業務等実績 2次対応業務・清掃業務実績

管詰まり その他対応 管詰まり 緊急その他 管詰まり 緊急その他 管詰まり 緊急その他

4月 10 12 1 2 3

5月 7 14 1 5 1

6月 11 16 1 1 1 2

7月 8 21 2 2 1 1

8月 9 18 1 2

9月 9 12 1 6 1

10月 6 16 1 2

11月 11 14 2 3 1

12月 21 15 7 1

1月 20 9 2 1 5

2月 26 20 3 2 4 1

3月 21 10 3 2

小計 159 177 12 5 5 0 42 11

4月 12 8 1 1 1 4 1

5月 8 6 2 3

6月 7 13 2 3 1

7月 7 5 2 1 1 1

8月 7 5 2 1 1

9月 8 4 3 2

10月 3 5 1 3

11月 10 6 1 3

12月 15 4 1 6

1月 11 4 1

2月 12 0 1 2

3月 13 5 1 2

小計 113 65 14 5 3 0 31 2

4月

5月 10 12

6月 9 24 1 1 2 1

7月 11 20 1 3 3

8月 10 36 1 4 1 3

9月 9 30 2 1 2 2 2

10月 14 21 1 1 2 1

11月 15 26 1 4 1

12月 20 22 1 6 1

1月 18 22 8 3

2月 20 16 1 2 2

3月 11 15 3 1

小計 147 244 4 7 4 4 35 15

平成28年度 38

平成29年度 39

3年平均 36

件数

平成27年度 32

休日

平成28年度

平成29年度

平成27年度

平日（17:30~19:30） 夜間
業務時間内

業務時間外



【別紙17】管路の点検・清掃要領

番号 管理対象 点検頻度（目安） 異常があった場合の作業内容

1 スクリーン他 １回／１月及び降雨後 スクリーンゴミ除去

2 水面制御板他 １回／３月 水面制御板ゴミ除去

3 水面制御板他 １回／３月 水面制御板ゴミ除去

4 越流堰、ゲート他 １回／３月及び大雨後　梅雨時及び落葉時期は１回／１週 堰、ゲート付近ゴミ除去

5 スクリーン他 1回/2週（梅雨、落葉時1回/1週）及び降雨後 スクリーンゴミ除去他

6 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

7 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

8 スクリーン他 １回／１月及び降雨後 スクリーンゴミ除去

9 スクリーン他 １回／１月及び降雨後 スクリーンゴミ除去

10 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

11 越流部 １回／３月 越流部付近ゴミ除去

12 越流部 １回／３月 越流部付近ゴミ除去

13 越流部 １回／３月 越流部付近ゴミ除去

14 越流堰他 １回／３月及び大雨後 堰付近ゴミ除去他

15 越流堰、ゲート他 １回／３月 堰、ゲート付近ゴミ除去

16 越流堰 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

17 越流部 １回／３月 越流部付近ゴミ除去

18 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

19 越流堰、スクリーン １回／10日及び降雨後 スクリーンゴミ除去他

20 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

21 越流堰他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

22 越流堰、ゲート他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

23 越流堰、ゲート他 １回／３月 堰付近ゴミ除去他

24 スクリーン他 １回／３月 スクリーンゴミ除去他

25 本管・人孔 １回／３月 管内浚渫

26 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

27 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

28 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

29 本管・人孔 １回／３月 管内浚渫

30 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

31 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

32 本管・ポンプ人孔 １回／３月 管内浚渫

33 本管・人孔 １回／３月 管内浚渫

34 本管・人孔 １回／１年 管内浚渫

35 本管・人孔・取付管 １回／３月 管内浚渫

36 １回／６月 管内浚渫

37 管路敷 １回／１年 草刈

38 管路敷 １回／１年 草刈及び除草剤散布

番号 管理対象 点検頻度（目安） 異常があった場合の作業内容

A サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

B サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

C サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

D サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

E サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

F サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

G サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

H サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

I サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

J サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

K サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

L サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

M サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

N サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

O サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

P サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

Q サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

R サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

S サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

T サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

U サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫

V サイフォン人孔 １回／３月 管内浚渫
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【別紙18】業務指標 

業務指標としては、下表を目標値とする。 
 

分類 指標の名称 目標値 単位 

管
理
状
況 

機能障害と 

劣化状況 

①-1-1 道路陥没箇所数 0.013 箇所/km/年 

①-1-2 
管渠等の詰まり事故発

生件数 
0.105 件/km/年 

①-2-12 応急措置実施数 0.062 件/km/年 

 

参考として過去3年間の実績値を以下に示す。 

 
 

下記の指標（参考）については、本契約期間内に適切な目標値を設定するため検討すること。

全ての業務指標について、目標値を設定し、評価するものではない。 

  

H27年度

番号 数値 単位

①-1-1 0.013 箇所/km

①-1-2 0.160 件/km

①-2-12 0.062 件/km

H28年度

番号 数値 単位

①-1-1 0.013 箇所/km

①-1-2 0.105 件/km

①-2-12 0.083 件/km

H29年度

番号 数値 単位

①-1-1 0.013 箇所/km

①-1-2 0.139 件/km

①-2-12 0.095 件/km

指標の名称

道路陥没箇所数

管路の詰まり等事故発生件数

応急措置実施数

指標の名称

道路陥没箇所数

管路の詰まり等事故発生件数

応急措置実施数

指標の名称

道路陥没箇所数

管路の詰まり等事故発生件数

応急措置実施数
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資料１ リスク分担表

段階 リスクの種類 リスクの内容 委託者 受託者
募集手続きリスク 実施要領等の記載の誤りや内容の変更等によるもの ○
応募コストリスク 応募手続きに係るコストに関するもの ○

契約リスク
優先交渉権者等と契約締結できない又は契約手続に時間を要
するもの

○ ○

法人税の変更及び受託者の利益に課せられる税等広く一般的
に適用されるもの

○

消費税の変更及び新税設立等に関するもの ○
受託者が行う業務に起因する環境問題（有害物質の排出・漏
洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気
等）に関するもの

○

受託者以外が行う業務に起因する環境問題（有害物質の排
出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、
光、臭気等）に関するもの

○

要求水準書等に従って本業務を履行しても避けることができ
ないもの

○

受託者の業務履行上の過失により損害を及ぼす通常の不法行
為によるもの

〇

施設の維持管理及び改築工事等、業務履行の不備・未達によ
るもの

○

上記以外のもの（委託者が行う業務に起因する事故等） 〇
基本契約にない委託者の要因（事由）によるもの ○
上記以外によるもの ○

不可抗力によるリスク 災害、天災等によるもの ○
事業の中断・放棄等 ○
受託者のサービス水準の低下及び要求水準等の未達等 ○

委託者の債務不履行リスク 委託者による債務不履行 ○
予算等に係る議会リスク 直接業務に関わる予算等の議決が得られないこと ○

委託者による地形・地質等調査に関するもの ○
受託者による点検調査に関するもの ○
委託者の提示条件、指示及び判断の不備・変更による業務条
件変更

○

上記以外の事由によるもの ○
委託者の計画・設計条件等の変更により各年度の契約締結ま
でに要する期間が延長するもの

○

上記以外のもの ○
委託者の計画・設計条件等の変更による契約に必要な費用が
増加するもの

○

上記以外のもの ○

委託者の責（帰責事由）による業務内容等の変更によるもの ○

上記以外の事由によるもの ○
下水終末処理場における水量
異常増加、原水水質上昇リス
ク

台風、大雨等の天災による流入下水量の異常増加、原水水質
が悪化等によって、処理場の処理能力が超え、放流水質が上
昇した場合

○

維持管理・改築に係る性能リ
スク

要求水準等に対する不適合 ○

業務履行上関係する地中埋設物等で、現地調査等が困難な範
囲における既存施設の瑕疵

○

上記以外の既存施設の瑕疵 ○
受託者の責（帰責事由）に起因するもの ○
上記以外の事由によるもの ○
受託者の責（帰責事由）に起因するもの ○
委託者の責（帰責事由）に起因するもの ○
上下水道使用者に起因するもの ○

維持管理・改築の中断・中止
リスク

上記以外の事由により、受託者の責（帰責事由)により上下
水道サービス等の提供ができない場合

○

技術革新リスク
専ら受託者の業務遂行上で、新しい技術の採用によって追加
費用が発生する場合

○

利用者対応リスク 本業務に履行に係る上下水道使用者からの苦情及びトラブル ○

受託者の責による事象によるもの ○
上記以外のもの ○

維持管理費用増加リスク

施設損傷リスク

事業終了時の延長リスク

計画・
設計
段階

維持管
理・改築
段階

維持管理・改築計画変更リス
ク

施設瑕疵リスク

公募・選
定段階

業務条件変更リスク

契約遅延リスク

契約費用増加リスク

税制変更リスク

第三者賠償リスク

事業の中止・延期・不能リス
ク（不可抗力を除く）

受託者の債務不履行リスク

計画・設
計 段階

点検調査リスク

環境保全リスク
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