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第１章 総  則 

 

本工事発注仕様書（要求水準書）（以下「本仕様書」という）は、佐々町（以下「発注者」とい

う。）が発注する佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事に適用する。 

 

本工事発注仕様書（要求水準書）は、佐々町（以下「発注者」という。）が所管する、ご

み処理施設である佐々クリーンセンター（以下「本施設」という。）における基幹的設備改

良工事（以下「本工事」という。）及び本工事により影響を受ける範囲にて適用する。 

   

 

第１節 計画概要 

 

１ 一般概要 

本施設は、平成 8 年 3 月に竣工し、令和 3 年 3 月で竣工後 25 年が経過しており、各設

備・機器の老朽化による劣化が確認され、今後の安定的な施設の稼働を確保するために、

本施設の「長寿命化総合計画」に基づき、基幹改良が必要と判断された設備・機器の改良工

事を行うとともに、低炭素社会の実現に向け二酸化炭素排出量の削減対策も併せて実施す

るものとする。 

本工事に際しては、現行法令に規定されている「性能指針」、「廃棄物処理施設の基幹的

設備改良マニュアル」（令和 3 年 4 月改訂 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推

進課）及び関連法規等を遵守するものとする。 

なお、本工事は、国の「循環型社会形成推進交付金制度」を活用して、廃棄物処理施設の

基幹的設備改良事業により実施するものである。 

図-1に、基幹的設備改良工事の進め方を示す 

 

２ 工事名 

佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事 

 

３ 施設規模（現在） 

ごみ焼却施設 36ｔ／日（18ｔ／8ｈ×2炉） 

 

４ 工事場所 

長崎県北松浦郡佐々町小浦免 1163番地 20 

 

５ 敷地面積 

5,778ｍ2 
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図1  基幹的設備改良工事の進め方と工事範囲 

基幹的設備改良工事の進め方(国)と工事範囲  

1 現施設の実態調査 
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長寿命化総合計画(延命化計画) 

基幹的設備・機器（主要機器）の更新等

の整備を、適切な時期に計画的に行うこ

とにより、施設を延命化する計画。 

基幹的設備・機器の更新等の整備（改良

工事・新品の機器工事） 

3 ＣＯ2排出量の検証（データ収集） 

4 地域計画の提出、地方交付金申請 

② 炉本体、IDF、BF、照明設備（LED) 

 

②ごみクレーン、燃焼設備、DCS等 

交付金の 

条件 ② ＣＯ2＝３％以上削減 

① 循環型社会形成推進地域計画の提出 

A 基幹的設備改良工事(着手)  

 

 

B 

長寿命化計画(施設保全計画)(国へ提出) 

設備・機器に対し適切な保全方式及び機

器別管理基準を定め、適切な補修等の整

備を行って設備・機器の更新周期の延伸

を図る。 

①定期点検整備 

②日常の点検整備（機器の保全管理） 

①保全方式の選定  

②機器別管理基準の設定・運用  

③機能診断の実施  

④維持・補修データの収集・整備  

⑤設備・機器の劣化・故障・寿命の予測  

C 基幹的設備改良工事(竣工) 

 

D 

引渡し性能試験（改良工事後） 

ＣＯ2 削減効果の検証(国へ提出) 

年間ＣＯ2排出量・削減率 

改良前 

改良後 

佐々町循環型社会形成推進地域計画 

(令和4年1月) 

基幹的設備改良工事の範囲 
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６ 全体計画 

 1)全体計画 

(1) 本工事は、延命化及び二酸化炭素排出量の削減を目的に、令和4年度から令和6年度まで

の3年間で、既存設備・機器の更新及び改良等を行うこと。 

なお、二酸化炭素排出量の削減率は、本工事前後において3％以上を目標とすること。 

(2) 現在、焼却炉と一体型となった灰溶融炉（ストーカ直結式溶融炉）は撤去する。なお、

焼却灰は搬出設備、貯留設備を設け、再資源化を行う業者への引き渡しを行うものとす

る。 

(3) 飛灰は、セメント固化及びキレート処理を行わず、加湿したうえでフレコンバックに詰

込みのうえ、搬出できる構造とする。 

(4) 本工事に際しては、既存設備・機器等との取り合いに留意するほか、今後の維持補修に

も十分配慮した設計とすること。 

(5) 既設構造物を変更する場合は、必要な強度が保てるよう補強を行うこと。 

(6) 防音、防臭、防振、防じん及び防爆対策を十分に行うとともに、可能な限り各機器の巡

視点検整備がスムーズに行える配置計画とすること。特に、施設運営上施設内の騒音、

振動、粉じん、悪臭及び高温に対して可能な限り対策を講じること。 

(7) 本工事は、一般廃棄物処理施設設置届出上の軽微変更の範囲内の整備とし、生活環境影

響調査を必要としない内容とすること。 

2) 工事計画 

(1) 本工事は、共通系設備の工事期間を除き、本施設を稼動しながらの工事となるため、発

注者と十分協議を行い、ごみの搬入及び施設の稼働に支障がないようにするとともに、工

事中の安全対策には十分配慮すること。 

(2) 工事工程の検討に際しては、以下の事項に配慮すること。なお、詳細については、発注

者との協議による。 

① 改良工事に含めて「定期整備工事等」も、本工事に含めて実施すること。 

② その他、以下のような工事工程に関する条件等があれば、発注者に提示のうえ協議

を行うこと。 

・共通系設備の工事期間（時期、日数など）。 

・炉の全停止が可能な期間（時期、日数など）。 

・工事を極力避ける必要がある期間（ごみ量の多い月など）。 

(3) 本工事に際して、既存設備・機器等が障害となる場合には、発注者の承諾を得て移設、

もしくは仮設の機器等を設置し、施設の稼動に支障のないよう配慮すること。 

(4) 工事中における車両動線は、工事関係車両、廃棄物搬出入車両、一般車両等の円滑な

交通が図れるよう配慮すること。 

(5) 本工事に際しては、災害対策に万全を期し、周辺住民への排ガス、騒音、振動、悪臭

及び汚水等の公害防止にも十分に配慮すること。 
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(6) 既存設備・機器等の撤去・改造に当たっては、必要に応じて「廃棄物焼却施設内作業

におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及び関係法令、規則、諸通達、その他関

連の法令等を遵守し、ダイオキシン類ばく露防止対策を実施して、適正に処理・処分す

ること。 

 

 ７ 工 期 

全体工程を図-2に示す。なお、建設工期は2年4か月間とする。 

1) 着工  令和4年12月（予定） 

2) 竣工  令和7年3月31日 
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図-2  佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事の工事工程（参考） 

 

 

 

年月　　

項目 4 6 8 10 12 271 2 3 4 5 67 8 9 10 11

2025年度

11

令和5(2023)年度 令和6(2024)年度

2 3121 2 3 4

令和4(2022)年度

5 6 1128 9 105 876 129 10 11

1) 実施設計

2) 官庁申請

③ 教育訓練

④ 引渡性能試験

⑤ 竣工検査

基幹的設備改良工事
全体工程

1

基幹的設備改良工事

4

② 試運転

2

3

① 灰溶融炉　撤去

発注事務支援業務

設計・施工監理業務

基幹的設備改良工事
全体工程　（工事業者）

3)

基幹的設備改良工事 （１炉稼働、１炉工事）

発注事務（総合評価）

設計監理・施工監理 （重点施工監理）

実施設計

官庁申請

試運転

引渡性能試験

竣工検査

発注事務・契約

竣工

▼

教育訓練

着工

▼

基幹的設備改良工事 （工事業者）

竣工

▼

契約

▼

契約

▼

契約

▼
完了

▼

灰溶融炉撤去

基幹的設備改良工事 （２年４か月間）
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第２節 計画主要目 

 

本工事における計画主要目は、以下に示すとおりである。 

 

 

１ 処理能力 

1）公称能力 

指定ごみ質の範囲内において、公称能力39t／8h（19.5ｔ／8ｈ×2炉）の処理能力を有す

ること。なお、設計上の余裕率をとること。 

2）ごみの搬入量（令和2年度実績） 

(1) 年間ごみ量 

ごみの種類 収集量 

可燃ごみ 4,459ｔ 

不燃物・粗大ごみ 360ｔ 

資源ごみ 242ｔ 

合計 5,061ｔ 

 

(2) 1日当たり（受入日数３０９日で計算） 

ごみの種類 収集量 

可燃ごみ 14.43ｔ 

不燃物・粗大ごみ 1.16ｔ 

資源ごみ 0.78ｔ 

合計 16.37ｔ 
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3）計画ごみ質 

(1)ごみの概要 

① 一般ごみ 

② 可燃性粗大ごみの破砕ごみ 

③ 不燃ごみ処理後の可燃物 

 

(2) 組 成（現状） 

項   目 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

水 分 (％) 65.7 53.4 47.2 

可 燃 分 (％) 28.8 40.4 46.3 

灰 分 (％) 5.5 6.2 6.5 

低 位 発 熱 量 
(kJ/kg) 

(kcal/kg) 

3,770 

900 

6,280 

1,500 

7,530 

1,800 

単 位 容 積 重 量 (t/m3) 0.280 0.259 0.248 

 

(3)組 成 (改良工事の対象ごみ質) 

項   目 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

水 分 (％) 60 47.2 39 

可 燃 分 (％) 33 46.3 54.5 

灰 分 (％) 7.0 6.5 6.5 

低 位 発 熱 量 
(kJ/kg) 

(kcal/kg) 

4,710 

1,125 

7,530 

1,800 

9,212 

2,200 

単 位 容 積 重 量 (t/m3) 0.280 0.248 0.180 

 

２ 焼却炉の処理能力（現状） 

36ｔ／8ｈ (18ｔ／8ｈ×2炉) 

 

３ 焼却炉の処理能力（改良工事） 

  39ｔ／8ｈ（19.5ｔ／8ｈ×2炉） 

 

４ 炉形式 

機械化バッチ燃焼式焼却炉（ストーカ方式） 

 

５ 燃焼ガス冷却方式 

水噴射式 

 

６ 稼働時間 

1 日8 時間運転 
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７ 主要設備方式 

1)  運転方式 

本施設は、原則として「1炉 1系列式」である。定期点検整備時においては 1炉のみ停

止し、他炉は原則として、常時運転するものとする。 

また、受入供給設備、電気・計装設備などの共通部分を含む機器については、定期点検

整備時は最低限の全休炉をもって安全作業が十分確保できるよう考慮すること。 

2) 設備方式 

(1) 処理方式   機械化バッチ燃焼式焼却炉（ストーカ方式） 

(2) 受入供給設備  ピットアンドクレーン方式 

(3) 燃焼設備      ストーカ方式 

(4) 燃焼ガス冷却設備  水噴射式 

(5) 排ガス処理設備  乾式消石灰(活性炭含む)＋ろ過式集じん器 

(6) 給水設備      上水、再利用水 

(7) 排水処理設備  凝集沈殿＋砂ろ過 

(8) 余熱利用設備  給湯 

(9) 通風設備      平衡通風方式 

(10) 灰溶融設備  焼却炉直結溶融方式（燃料溶融式） 

(11) 灰出し設備  溶融飛灰(集じん灰)：コンベヤ＋貯留サイロ＋フレコンバック 

溶融スラグ：：コンベヤ＋貯留バンカ 

(12) 前処理設備  （粗大ごみ）粗破砕＋回転式破砕、ふるい選別、磁気選別、 

アルミ選別、風力選別、金属圧縮成形 

（不燃ごみ）破袋、手選別 

 

８ 焼却条件 

1) 燃焼室出口温度 

850℃以上950℃以下 

2) 燃焼温度でのガス滞留時間 

炉出口(850℃以上)において2秒以上 

3) 排ガスの一酸化炭素濃度 

30ppm以下（乾ガス基準、酸素濃度12％換算、4時間平均値） 

4) 炉出口酸素濃度 

6％以上（乾ガス基準） 

5) 集じん器入口排ガス温度 

200℃以下 

6) 焼却残渣の熱灼減量 

5％以下 
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９ 公害防止条件 

 

1) 排ガス基準値 

(1) ばいじん濃度   0.04g/m3N以下（O212％換算） 

(2) 硫黄酸化物濃度   30以下（O212％換算） 

(3) 塩化水素濃度   50ppm以下（O212％換算） 

(4) 窒素酸化物濃度   130ppm以下（O212％換算） 

(5) ダイオキシン類排出濃度         2.0ng-TEQ/m3N以下（O212％換算） 

同上（目標値）  0.1ng-TEQ/m3N以下（O212％換算） 

(6) 水銀濃度（目標値）  30μg/m3N以下（O212％換算） 

 

2) 騒音基準値 

敷地境界線において、定格稼働時に下記の基準値以下とすること。 

 朝 （ 6：00 ～ 8：00）  60dB(A) 

 昼間（ 8：00 ～20：00）  65dB(A) 

 夕 （20：00 ～22：00）  60dB(A) 

 夜間（22：00 ～ 6：00）  50dB(A) 

 

3) 振動基準値 

敷地境界線において、定格稼働時に下記の基準値以下とすること。 

 昼間（ 8：00 ～20：00）  65dB 

 夜間（20：00 ～ 8：00）  60dB 

 

  



 

10 

4) 悪臭基準値 

(1) 敷地境界線上において、下記の基準値以下とすること。 

アンモニア    1 ppm以下 

硫化メチル    0.01 ppm以下 

メチルメルカプタン   0.002 ppm以下 

トリメチルアミン   0.005 ppm以下 

アセトアルデヒド   0.05 ppm以下 

プロピオンアルデヒド   0.05 ppm以下 

ノルマルブチルアルデヒド          0.009 ppm以下 

イソブチルアルデヒド   0.02 ppm以下 

ノルマルバレルアルデヒド          0.009 ppm以下 

イソバレルアルデヒド   0.003 ppm以下 

メチルイソブチルケトン       1 ppm以下 

硫化水素     0.02 ppm以下 

二硫化メチル    0.009 ppm以下 

イソブタノール    0.9 ppm以下 

酢酸エチル    3 ppm以下 

トルエン     10 ppm以下 

スチレン     0.4 ppm以下 

キシレン     1 ppm以下 

プロピオン酸    0.03 ppm以下 

ノルマル酪酸    0.001 ppm以下 

ノルマル吉草酸    0.0009 ppm以下 

イソ吉草酸    0.001 ppm以下 

① 臭気強度    2.5 相当 

② 煙突その他の気体排出口における悪臭基準値 

敷地の境界線における臭気指数の許容限度を基礎として、気体排出口の高さに応じ

て 算出した「臭気排出強度」又は排出気体の「臭気指数」を許容限度以下とするこ

と。 

(2) 煙突等の気体排出口における規制物質は、以下に示す物質とする。 

アンモニア、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 
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１０ 環境保全 

公害関係法令及びその他の法令等に適合し、これらを遵守し得る構造・設備とすること。 

特に本仕様書に明示した公害防止基準値を満足するよう設計すること。 

1) 防音対策 

騒音が発生する機械設備は、騒音の少ない機種を選定することとし、必要に応じて防

音構造の室内に収納し、騒音が外部に洩れないようにすること。 

また、排風機・ブロワ等の設備には、消音器を取り付けるなど、必要に応じて防音対策

を施した構造とすること。 

2) 振動対策 

振動が発生する機械設備は、振動の伝播を防止するため独立基礎、防振装置を設ける

など対策を考慮すること。 

3) 粉じん対策 

粉じんが発生する箇所や機械設備には、十分な能力を有するバグフィルタ集じん装置

や散水設備等を設けるなど粉じん対策を考慮すること。 

4) 悪臭対策 

悪臭の発生する箇所には、必要な対策を講じるものとすること。 

5) 排水対策 

設備から発生する各種の汚水は、本施設の排水処理設備に送水して処理すること。 

 

１１ 運転管理 

本施設の運転管理は、安定化、安全化、効率化及び経済性を考慮して各工程を可能な  

範囲において機械化、自動化し、経費の節減と省力化を図るものとする。 

また、運転管理は、全体フローの制御監視が可能な中央集中管理方式とする。 

 

１２ 安全衛生管理（作業環境基準） 

運転管理上の安全確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置、バイパスの設置、 

必要機器の予備確保等）に留意すること。 

また、関連法令、諸規則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、換気、騒音防止、必要照度の確保及び余裕のあるスペースの確

保に心掛けること。特に機器側における騒音が約 80dB（騒音源より 1ｍの位置において）

を超えると予想されるものについては原則として、機能上及び保守点検上支障のない限度

において減音対策を施すこと。機械騒音が特に著しい送風機・コンプレッサー等は、必要

に応じて別室に収容するとともに、必要に応じて部屋の吸音工事などを施すこと。 
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1) 安全対策 

設備装置の配置、建設、据付は、すべて労働安全衛生法令及び規則に定めるところによ

るとともに、施設は、運転・作業・保守点検に必要な歩廊、階段、手摺及び防護柵等を完

備すること。 

2) 災害対策 

消防関連法令及び消防当局の指導に従って、火災対策設備を設けること。また、万一の

火災に備え、破砕機内部、排出コンベア等に散水設備を設けること。 

 

１３ 二酸化炭素排出量の削減率 

本工事を通じて、本施設の稼働に必要なエネルギーの消費に伴い排出される二酸化炭素

の量が、3％以上削減されることを目標とすること。 

なお、二酸化炭素排出量の削減率の定義及び削減効果の検証方法等の詳細については、

「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令和 3年 4月改定 環境省環境再生・資源

循環局廃棄物適正処理推進課）」によること。 
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第３節 施設機能の確保 

 

 

１ 適用範囲 

(1)本仕様書は、本工事の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されな

い事項であっても、本工事の目的達成のために必要な設備等、又は工事の性質上当然

必要と思われるものについては、記載の有無にかかわらず、工事受注者（以下「受注

者」という。）の責任においてすべて完備すること。 

(2) 本仕様書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回

って設計・施工する「独自設計」を妨げるものではない。 

 

２ 疑 義 

受注者は、本仕様書を熟読し、もし、疑義ある場合は発注者に照会し、発注者の指示に従

うこと。 

また、工事施工中に疑義の生じた場合には、その都度書面にて発注者と協議しその指示

に従うとともに、記録を提出すること。 

 

３ 変 更 

1) 提出済みの見積設計図書については、原則として変更は認めないものとする。 

ただし、発注者の指示及び発注者と受注者との協議等により変更する場合はこの限りではな

い。 

2) 実施設計に先立ち、契約設計図書を提出すること。なお、見積設計図書に変更がない場合は、

見積設計図書を契約設計図書とすることができる。 

3) 実施設計期間中、契約設計図書及び見積設計図書の中に本仕様書に適合しない箇所が発見さ

れた場合及び本工事の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、契約設計図

書に対する改善変更を受注者の負担において行うものとする。 

4) 実施設計完了後、実施設計図書中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合には、  

受注者の責任において実施設計図書に対する改善・変更を行うものとする。 

5) 実施設計は、原則として契約設計図書によるものとする。契約設計図書に対し部分的変更を

必要とする場合には、機能及び管理上の内容が下回らない限度において、発注者の指示又は

承諾を得て変更することができる。この場合は請負金額の増減は行わない。 

6) その他、本工事に当たって変更の必要が生じた場合は、発注者の定める契約条項によるもの

とする。 

 

４ 性能と規模 

本工事に採用する設備、装置及び機器類は、本工事の目的達成のために必要な能力と  

規模を有し、かつ、維持管理費のコスト削減を十分に考慮したものでなければならない。 
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第４節 材料及び機器 

 

 

１ 使用材料規格 

使用材料及び機器は、すべてそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ、すべて

新品とし、日本産業規格(JIS)、電気学会電気規格調査会標準規格(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・衛生工学会規格(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。 

なお、発注者が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。 

国等による環境物品の調達に関する法律第 6 条に基づき定められた「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮すること。 

ただし、海外調達材料及び機器等を使用する場合は、下記を原則とし、事前に発注者の

承諾を受けるものとする。 

① 本発注仕様書で要求される機能（性能・耐用度を含む）を確実に満足できること。 

② 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であること。 

③ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において発注者が承諾

した検査要領書に基づく検査が実施できること。 

④ 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達

できる体制を継続的に有すること。 

 

２ 使用材質 

特に高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものを使用し、また、酸、アルカリ等腐

食性のある条件下で使用される材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材

料を使用すること。 

 

３ 使用材料・機器の統一 

使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、

極力メーカ統一に努め互換性を持たせること。 

原則として、事前にメーカのリストを発注者に提出し、承諾を受けるものとし、材料・

機器類のメーカの選定に当たっては、アフターサービスについても十分考慮し、万全を

期すること。 

また、省エネルギータイプの電線、照明器具等を採用する等、環境に配慮した材料・機器

の優先的使用を考慮すること。 
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第５節  試運転及び指導期間 

 
 

１ 試運転 

1) 工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。この期間は、単体機器調整、空運転、乾

燥炊き、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を行うものとする。 

2) 試運転は、受注者が発注者とあらかじめ協議のうえ、作成した実施要領書に基づき、受注

者において運転を行うこと。 

3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、発注者が現場の状況を判断し指示する。受注

者は、試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出すること。 

4) この期間に行われる調整及び点検には、原則として発注者の立会を要し、発見された補修

箇所及び物件については、その原因及び補修内容を発注者に報告すること。 

5) 補修に際しては、受注者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、発注者の承諾を得るもの

とする。 

6) 受注者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、発注者の承諾を受けること。 

 

２ 運転指導 

1) 受注者は、本施設に配置される発注者の職員（運転委託職員を含む）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り扱い（点検業務含む）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指導を行うこと。なお、教育指導計画書は、あらかじめ受注者

が作成し、発注者の承諾を受けなければならない。 

2) 本工事の運転指導期間は、試運転期間中に行うものとするが、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、又は教育指導を行うことがより効果が上がると判断される

場合には、発注者と受注者の協議のうえ、実施しなければならない。 

3) 施設の引渡しを受けた後、直ちに発注者側において本稼働に入るためには、事前に運転要

員に対する教育、指導を完了しておく必要がある。 

 

３ 試運転及び運転指導にかかる経費 

本工事に係る設備・機器等の引渡しまでの試運転、運転指導に必要な費用の負担は、  

次のとおりとする。 

1) 発注者の負担 

ごみの搬入、処理生成物の搬出・処分、本施設に配置される職員の人件費（運転委託職

員を含む）、試運転・運転指導に必要な用役費（電気、水道、燃料、薬品、油脂類等）は、

発注者の負担とする。ただし、本工事により新規に必要となる薬品、油脂類等は除く。 

2) 受注者の負担 

前項以外の用役費等、試運転・運転指導に必要なすべての経費を受注者が負担するこ

とで見積計上すること。 
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第６節  性能保証 

 

性能保証事項の確認については、本工事に係る設備・機器等を引き渡す際に行う引渡性

能試験に基づいて行う。引渡性能試験の実施条件等は、以下に示すとおりである。 

 

１ 保証事項 

1) 責任施工 

本工事に係る設備・機器等の処理能力及び性能は、すべて受注者の責任により発揮さ

せなければならない。 

また、受注者は、設計図書に明示されていない事項であっても性能を発揮するために

当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で施工しなければならない。 

2) 性能保証事項 

(1) ごみ処理能力及び公害防止基準等 

以下の項目について、本仕様書記載された数値に適合すること。 

① 処理能力 

② 焼却条件 

③ 公害防止基準 

(2) 緊急作動試験 

非常停電、機器故障等本施設の運転時に想定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こと。 

(3) 二酸化炭素排出量の削減率 

本工事を通じて、本施設の稼働に必要なエネルギーの消費に伴い排出される二酸化

炭素の量が 3％以上削減されることを確認すること。 

なお、比較ベース条件として、本工事前のほぼ同時期の 1 ヶ月程度の平均値のデー

タを利用すること。本工事の工事着工前にあらかじめデータを整理し、準備すること。 

 

２ 引渡性能試験 

1) 引渡性能試験条件 

(1) 引渡性能試験における本施設の運転は、できるだけ発注者が実施するものとし、機器の

調整、試料の採取、計測・分析・記録等その他の事項は、受注者が実施すること。 

(2) 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する 

第三者機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、発注者の承諾を

得て他の適切な機関に依頼することができる。 

(3) 引渡性能試験の結果、性能保証事項を満足できない場合は、必要な改造、調整を行い改

めて引渡性能試験を行うものとする。 

(4) 引渡性能試験は、炉別に実施すること。ただし、騒音、振動、悪臭の測定に関しては、

全炉同時運転により実施すること。 
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2) 引渡性能試験方法 

受注者は、引渡性能試験を行うに当たって、あらかじめ発注者と協議のうえ、試験項目

及び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作

成し、発注者の承諾を得なければならない。 

性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法及び試験方法）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

験方法のない場合は、最も適切な試験方法を発注者に提出し、承諾を得て実施するもの

とする。 

引渡性能試験方法は、表－1を基準とする。 

 

3) 予備性能試験 

引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うために、受注者は、引

渡性能試験の前に予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に発注者

に提出しなければならない。 

予備性能試験期間は 1日以上とする。 

予備性能試験成績書は、この期間中の施設の処理実績及び運転データを収録、整理し

て作成すること。ただし、性能が発揮されない場合は、受注者の責任において対策を施

し、引き続き再試験を実施すること。 

 

4) 引渡性能試験 

工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。 

試験に先立って 1 日以上前から定格運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合っ

た焼却量における試験を 2日以上連続して行うものとする。 

引渡性能試験は、発注者立会のもとに性能保証事項について実施すること。 

 

5) 性能試験にかかる費用 

予備性能試験、引渡性能試験による性能確認に必要な費用は、受託者の負担とする。 
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表－1 引渡性能試験方法（1／4） 

番 号 試 験 項 目 試 験 方 法 備  考 

1 ごみ処理能力 

(1)ごみ質分析方法 

①採取場所 

ホッパステージ 

②測定回数 

1日当たり1回×2日以上 

③分析方法 

「昭52.11.4 環境第95号厚生省環境衛生局水

道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が

指示する方法及び実測値による。 

(2)処理能力試験方法 

本仕様書に示すごみ質の範囲における、処理量

について確認を行う。 

本仕様書に示すごみ

質の範囲における処

理量の確認が困難な

場合は、協議により

別途判断基準を設

け、確認を行う。 

2 
排
ガ
ス 

ばいじん 

(1)測定場所 

排ガス測定口 

(2)測定回数 

1回（各炉） 

(3)測定方法はJIS Z8808による。 

 

硫黄酸化物 

塩化水素 

窒素酸化物 

(1)測定場所 

排ガス測定口 

(2)測定回数 

1回（各炉） 

(3)測定方法はJIS K0103、K0107、K0104による。 

硫黄酸化物、塩化水

素の吸引時間は、30

分/回以上とする。 

水銀 

(1)測定場所 

排ガス測定口 

(2)測定回数 

1回（各炉） 

(3)測定方法はJIS K0222による。 

 

ダイオキシン類 

(1)測定場所 

排ガス測定口 

(2)測定回数 

1回（各炉） 

(3)測定方法はJIS K0311による。 

 

一酸化炭素 

(1)測定場所 

排ガス測定口 

(2)測定回数 

1回（各炉） 

(3)測定方法はJIS K0098による。 

吸引時間は、4時間/

回以上とする。 
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表－1 ごみ焼却施設の引渡性能試験方法（2／4） 

番 号 試 験 項 目 試 験 方 法 備  考 

3 

焼
却
灰 

熱灼減量 

(1)採取場所 

焼却灰搬出装置出口 

(2)測定回数 

2回以上 

(3)分析方法 

「昭52.11.4 環境第95号厚生省環境衛生局水

道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が

指示する方法による。 

 

ダイオキシン類 

水銀又はその化合物 

シアン化合物 

塩素含有率 

含水率 

(1)採取場所 

焼却灰搬出装置出口（場所確認） 

(2)測定回数 

2回以上 

(3)測定方法 

「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」

（昭和48年環境庁告示13号）等による。 

 

飛
灰 

含水率 

(1)採取場所 

飛灰搬出装置出口（場所確認） 

(2)測定回数 

2回以上 

含水率 約15% 

4 騒音 

(1)測定場所 

発注者の指定する場所（2箇所） 

(2)測定回数 

各時間区分の中で1回以上 

(3)測定方法は「騒音規制法」による。 

定常運転時とする 

 

5 振動 

(1)測定場所 

発注者の指定する場所（2箇所） 

(2)測定回数 

各時間区分の中で1回以上 

(3)測定方法は「振動規制法」による。 

定常運転時とする 

 

6 
悪
臭 

敷地境界 

(1)測定場所 

発注者の指定する場所（2箇所） 

(2)測定回数 

同一測定点につき1回以上 

(3)測定方法は「悪臭防止法」による。 

測定は、昼及び清掃

車搬入終了後、構内

道路を散水した状態

で行うものとする。 

排出口 

(1)測定場所 

煙突 

(2)測定回数 

1回/箇所・炉以上（煙突） 

(3)測定方法は「悪臭防止法」による。 

 

7 緊急作動試験 試験方法は発注者の承諾を得ること。 
 

8 二酸化炭素排出量の削減率 

二酸化炭素排出量の削減効果の検証方法は、「廃棄

物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令和3年

4月改定 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処

理推進課）」による。 
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第２章 基幹的設備改良工事 

 

 

第１節 一般事項 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、佐々町が実施する佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事に適用する。 

 

２ 基幹的設備改良工事の前提条件 

下記条件を順守すること。 

1) 契約条件 

(1) 「基幹的設備改良工事」は、「性能発注（設計・施工付き契約）」契約とする。 

(2) 瑕疵担保保障は、2年間とすること。 

(3) 瑕疵担保障期間の機器修理は、「無償」とすること。 

(4) 予備品、消耗品は、2年間は、「無償」で供給すること。 

(5) 工事の竣工は、令和6年度（2025年3月31日）とすること。 

(6) 焼却灰（主灰）、飛灰、「集じん灰（特別管理廃棄物）」は、佐々クリーンセンター側で外

部委託処理する。 

2) 設計の与条件 

(1) ごみ発熱量は、低質：Hu＝1,125kcal/kg 、 高質：Hu＝2,200kcal/kgとすること。 

(2) 焼却処理能力：19.5ｔ／8ｈ×2炉＝39ｔ／8ｈ（災害廃棄物含む）とすること。 

→現在：18.0ｔ／8ｈ×2炉＝36ｔ／8ｈ  

(3) 災害廃棄物（１割）も焼却処理できること。 

3) 基幹改良工事の条件 

(1) 「発注仕様書（要求水準書）」による。 

(2) 現在の炉形式 「ストーカ直接溶融炉」を「ストーカ式焼却炉」とすること。 

(3) 「溶融炉」は、撤去すること。 

(4) 溶融炉を撤去時は、「ダイオキシン類対策」を行うこと。 

(5) 溶融炉の関連設備は、全て撤去すること。 

① LPG供給設備  ② 酸素供給設備  ③ 液化酸素タンク ④機器冷却水槽 

(6) 計装・中央制御装置（DCS装置）は、リニューアルすること。 

(7) 「無機汚水処理設備」は、リニューアルすること。 

(8) 前処理設備（粗大・不燃処理施設等）は、リニューアルすること。 

(9) 引渡性能試験は、炉毎に行い、最後に「総合引渡性能試験」を行うこと。 

(10) 煙突は、筒身の内筒に「耐熱・耐酸塗料」を塗布すること、筒身の外筒は、塗装すること。 

(11) 建屋は、耐震診断を行うこと。 
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4) 工事条件 

(1) 工事は、「１炉を運転」しながら行うこと。 

(2) 工事中の搬入ごみは、「場内で管理」すること。「外部に委託処理」しないこと。外部委

託する場合は、受注者の経費負担とする。 

 

３ 関係官公署の指導等 

設計・施工に当たっては、関係官公署の指導等に従うこと。 

 

４ 官公署等申請への協力 

契約後、行う官公署等への申請(国庫交付金を含む)については全面的に協力すること。 

 

５ 前払金及び部分払 

前払金及び部分払いの支払回数、支払金額、支払時期等については、別途に示す「佐々ク

リーンセンター基幹的設備改良工事」の建設工事請負契約書に記載される規定による。 
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第２節 関係法令等の順守 

 

１ 関係法令及び規則、基準等の遵守 

本業務の実施にあたっては、下記の法令・規則を遵守しなければならない。 

１）国の法令等 

1. 地方自治法 

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

3. 労働安全衛生法 

4. 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律) 

5. 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) 

6. 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) 

7. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) 

8. 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) 

9. 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律) 

10. パソコンリサイクル法(資源有効利用促進法) 

11. ダイオキシン類対策特別措置法 

12. 水質汚濁防止法 

13. 騒音規制法 

14. 振動規制法 

15. 悪臭防止法 

16. 廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について（厚生労働省

基発第 401号） 

17. 性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン 

18. 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

19. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

20. 環境基本法 

21. 大気汚染防止法 

22. 製造者責任法 

23. 水道法 

24. 下水道法 

25. 消防法 

26. 建築基準法 

27. 建設業法 

28. 都市計画法 

29. 労働基準法 

30. 作業環境測定法 

31. 電気事業法 
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32. 電気工事士法 

33. 電気用品安全法 

34. 計量法 

35. 国等による環境物品等の調達に関する法律（グリーン購入法） 

36. 労働者災害補償保険法 

37. 環境基本法 

38. 循環型社会形成推進基本法 

39. 地球温暖化対策の推進に関する法律 

40. 地球温暖化防止法 

41. 土壌汚染対策法 

42. 土壌の汚染に係る環境基準について 

43. 農用地の土壌の汚染防止に関する法律 

44. 農業取締法 

45. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達の関する特別措置法 

46. 航空法 

47. 電波法 

48. 有線電気通信法 

49. 計量法 

50. 高圧ガス取締法 

51. 毒物および劇物取締法 

52. その他関係法令、規則、基準等 

２）技術基準、規格等 

1. 容器包装リサイクル法施行令 

2. 容器包装リサイクル法施行規則 

3. 公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針につ

いて 

4. 国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン 

5. 廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ処理施設） 

6. 危険物の規制に関する規則・政令 

7. 一般高圧ガス保安規則 

8. 特定化学物質等障害予防規則 

9. 発電用火力設備に関する技術基準 

10. 電気設備に関する技術基準 

11. 電気工作物の溶接に関する技術基準 

12. クレーン等安全規則 

13. クレーン構造規格 

14. クレーン過負荷防止装置構造規格 

15. 電気機械器具防爆構造規格 
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16.ボイラおよび圧力容器安全規則 

17.ボイラ構造規格 

18.圧力容器構造規格 

19.日本工業規格(JIS) 

20.電気規格調査会標準規格(JEC) 

21.日本電機工業会標準規格(JEM) 

22.電線技術委員会標準規格(JCS) 

23.日本油圧工業会規格(JOHS) 

24.内線規程 

25.電気供給規程 

26.ガス供給規程 

27.ISO国際規格 

28.ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の対策について 

（労働省、労働基準局長） 

29.ごみ処理施設整備の計画・設計要領（社団法人 全国都市清掃会議） 

30.廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル 

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 

31.循環型社会形成推進交付金交付要綱、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領   

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 

32.ごみ処理施設性能指針 

33.日本工業規格（ＪＩＳ） 

34.日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

35.日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ） 

36.日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ） 

37.日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

38.電気学会規格 

39.電気保安法による設備基準 

40.電力会社供給規程、電力工事規程 

41.日本建築学会規定及び構造設計基準 

42.建築基準構造設計指針（建築学会） 

43.公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

44.機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

45.建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

46.公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

47.建築設備耐震設計施工指針（国土交通省住宅局建築指導課監修） 

48.建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

49.建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
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50.電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

51.事務所衛生基準、規則 

52.その他の関係法令、規則、規格、要綱、要領、指針等 

３）長崎県,佐々町の条例・基準等 

1. 長崎県環境基本条例 

2. 長崎県環境影響評価条例 

3. 長崎県環境影響評価条例施行規則 

4. 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例 

5. 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例施行規則 

6. 水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(長崎県) 

7. 長崎県環境影響評価技術指針 

8. 長崎県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

9. 佐々町の環境を美しくする条例 

10. 佐々町の環境を美しくする条例施行規則 

11. 佐々町公害防止条例 

12. 佐々町公害防止条例施行規則 

13. 佐々町塵芥処理場設置条例 

14. 佐々町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

15. 佐々町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 

16. その他関係条例、基準等 
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第３節 基幹的設備改良工事の設計条件 

 

１ 立地条件 

1) 敷地面積 

約 5,778 ㎡ 

2) 全体配置計画 

図-3 全体配置計画図のとおり。 

 

２ 設計・施工範囲 

設計・施工にあたっては、各設備のシステム構成等について十分な協議を行い、プラント

全体の性能を保証する。 

設計施工範囲は、プラントに係わる下記設備とする。 

1) 機械設備工事 

(1) 各設備共通設備 

(2) 受入供給設備 

(3) 燃焼設備 

(4) 燃焼ガス冷却設備 

(5) 排ガス処理設備 

(6) 通風設備 

(7) 灰出設備 

(8) 前処理設備（粗大・不燃処理施設） 

(9) 電気・計装設備 

(10) 保管設備 

2) 土木・建築工事 

(1) 撤去工事 

(2) 建築工事 

3) その他工事 

(1) 試運転及び運転指導 

(2) 予備品及び消耗品 

(3) その他必要な工事 

4) 基幹的設備改良工事プラントシステム 

基幹的設備改良工事の内容は、図-4 を参照のこと。 
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３ プラント運転条件 

プラントの運転は、下記の条件を考慮する。 

(1) 通年運転 

① プラントは、原則として８時間通年運転が可能とする。 

② 1炉を停止し、点検修理を行っても他の炉は支障なく運転できるようにする。 

③ 全炉停止は共通部分の定期点検等、やむを得ない場合以外行わない。 

(2) 安全作業 

① 運転時における作業の安全を確保する。 

② 1炉運転時での電気設備、余熱利用設備等の共通部分を含む機器の点検修理において

は、安全な作業が確保できること。 

(3) 自動化 

自動化を図ると共に、機側での操作、確認等をできるだけ減らすこと。 

 

４ 設計条件 

(1) 本仕様書で指定する材料のうち日本工業規格等で定めのあるものについては、適合する

ものを使用する。なお板厚は、特に定めのない限り呼称であり、同規格で定める許容差内

にあるものを使用する。 

(2) 装置、機器で給油を必要とするグリスニップルはピンタイプを標準とする。給油は、  

できるだけ集中給油化を図る。 

(3) 原則としてアスベストを使用しない。 

(4) 重量が 100kgを超える装置.機器の上部等には、原則として荷役用のI ビーム(又はフッ

ク)を設け作業空間を確保する。困難な場合は、仮設治具を用いる。 

(5) 機材搬出入用として必要箇所に電動ホイスト、ガイドレール及びフックを設ける。 

電動ホイスト、ガイドレール及びフックは機器の設置場所、搬出入経路を考慮して設置す

る。 

(6) 特に騒音の著しい装置・機器は、原則として減音対策をするか吸音構造の室に納める。 

(7) 労働安全衛生法等による安全標識及び薬品の取扱に関する要領を明記した掲示板並びに

電気事業法等による標識を設置する。 

(8) 排水溝蓋を鋼板製とする場合は埋込把手付とする。 

(9) コンクリート造槽類は、すべて建築工事所掌(以下「建築所掌」という。)とする。ただ

し、液面上下限警報装置等、特記あるものはプラント工事所掌(以下「プラント所掌」とい

う。)とする。 
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(10)タンク及び槽の容量は、すべて有効容量とする。 

(11)コンクリート造の槽は、原則として底部に水勾配をつけ釜場を設ける。槽の上部に可搬

式水中ポンプの出し入れのためのマンホールを設ける。 

(15)槽類には、マンホールを設け、取付け位置は内部の点検清掃が容易な位置とする。 

(16)汚水槽類には、原則として、水中ポンプ搬出入口、マンホール及び換気用開口（マンホ

ール等）を設ける。 

(17)深さ 900mm以上の槽類及びタンク類には、内部足掛け金物(19mmφ以上)又はタラップを

設ける。材質は耐食性を考慮する。 

(18)タンク類には原則として排水管を設け、その取り出し位置はタンクの底部とする。 

(19)ポンプには、原則として空転防止を考慮する。 

(20)吸入側に正圧が確保されないポンプについては、吐出側の逆止弁はバイパス付とする。 

(21)ポンプにフート弁を設ける場合は、ステンレス製開閉用鎖付とする。  

(22)連続運転してレベル制御するポンプには、ミニマムフローを設ける。 

(23)水中ポンプには、簡易着脱装置(ステンレス製)を設ける。 

(24)水中ポンプのケーブルは、水槽躯体内に埋め込まない等、ポンプ交換の容易性を考慮す

る。この場合、槽の気密も考慮する。なお、電源接続は原則として脱着可能なコンセント

方式(引っ掛け防水型)とする。 

(25)槽類の水中ポンプ搬出入口上部には、原則として吊り上げ用装置(Iビーム、フック、チ

ェンブロック等)を設ける。困難な場合は、仮設治具を用いる。 

(26)ファン類のケーシングには、原則として点検清掃を考慮してマンホール及びドレン  

排出口(底部に取付)を設ける。 

(27)運転管理のために、必要箇所に流量積算計を設ける。 

(28)液面計には、目盛板を設ける。 

(29)機器配管が輻輳している箇所は、立体図を提出する。 

(30)機器等の吸音材は、原則として多孔質吸音材とする。 

(31)既設流用が困難と思われる場合は、更新または、リニューアルも検討する。 
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図-4 基幹的設備改良工事の内容 
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基幹的設備改良工事（更新、改良） 

 補修 

 

 

佐々クリーンセンター 焼却プラントシステムフロー（現状） 

 

 

白煙防止 

FDF 

ガス冷却室 

焼却炉 

GAH 

白煙防止用 

（GAH） 

アルカリ溶剤 

（消石灰） 

バグフィルター 

セメント

R 

集じん灰 
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スラグ冷却 
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灰バンカ 

 

更新 

1 
中央制御装置 

（DCS装置） 

2 受配電盤 

3 現場盤 
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煙突 

ごみクレーン 

ホッパ 

破砕機 
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 新設 

 

 

               佐々クリーンセンター 焼却プラントシステムフロー（基幹的設備改良工事後） 

 

白煙防止 

FDF 

ガス冷却室 

焼却炉 

GAH 

白煙防止用 

（GAH） 

アルカリ溶剤 

（消石灰） 

バグフィルター 

プレコンパック 

クリンカチャンネル 

（搬出コンベア） 

 

灰バンカ 

 

更新 

1 
中央制御装置 

（DCS装置） 

2 受配電盤 

3 現場盤 

 

FDF 

IDF 

煙突 

ごみクレーン 

ホッパ 

破砕機 

ピット 

佐々クリーンセンター 焼却プラントシステムフロー（現状） 

佐々クリーンセンター 焼却プラントシステムフロー（基幹的設備改良工事後） 
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第４節  設計の前提条件 

 

1) 設計方針 

基幹的設備改良工事を実施するに当たっては、周辺環境との調和を図り、地元区と協定し

ている佐々クリーンセンター公害防止条件を厳守するとともに、施設の運営管理の効率性等

を図るため、次の事項に留意する。 

(1) 周辺環境に対する配慮 

現在の周辺環境は、維持するものとする。 

(2) 災害に対する安全性 

労働安全衛生法、建築基準法、消防法等の関係法令に準拠するとともに、災害要因（特

に地震、火災、台風）に対する安全に十分留意する。 

(3) 公害防止 

公害防止関係法令を遵守するとともに、周辺環境に悪影響を与えないための必要な措

置を講じて、工場周辺住民から苦情の出ないよう十分配慮する。 

(4) ごみ処理の安定性 

年間を通して、原則8時間運転である。なお、支障なく運転稼働できる施設とする。 

(5) 運営管理の効率性 

工場は、必要最小限の人員で運営管理できるようにする。 

プラント操業及び建築設備運転は、中央集中管理方式とし、出来るだけIA技術による

自動化をはかる。 

(6) 運転管理の信頼性 

プラント設備及び建築設備は信頼性の高い設備とする。 

計装・制御設備に対しては外乱による機能の毀損防止を考慮した信頼性の高い設備と

する。 

(8) 運転管理等の安全性 

運転管理上の安全確保(保守の容易性、作業の安全性、各種保安装置の設置等) 

及び見学者の安全確保には十分留意する。 

(9) 経済性 

全体的に、基幹的設備改良工事コスト及び運転維持管理コストの両面からみて、経済

効率の高い施設とする。 
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(10) 作業環境 

関係法令に準拠して安全・衛生設備を完備するとともに、作業環境を良好な状態に保つ

よう換気、騒音・振動防止、粉じんの飛散防止、必要な照度の確保及び適切なスペースの

確保に心がける。 

また、作業中のダイオキシン類濃度は、「ダイオキシン類による健康障害防止のための

対策要綱」（環境省）に定められている管理濃度である2.5pg‐TEQ/㎥以下とする。 

各種設備の音源による騒音は、下表を目途とする。 

「各室騒音基準値」 

 

 

 

 

(11) 省資源・省エネルギー 

できるだけ消費エネルギーの低減及び省資源化を図るとともに、工場より発生する

熱エネルギーの有効利用に努める。 

(12) 維持管理の容易性 

プラント等設備機器の取替・補修が容易となるよう考慮して、機器配置及び機材搬

入動線等を計画する。 

 

3)  設計対象人員 

居室面積、給排水設備等の規模・容量の算定は、下表「現在の人員」を参考 

とする。 

現在の人員(参考) 

担当職員 人員 

事務所職員 ５名 

運転・保全係  

 電気主任技術者（委託） （１名） 

 運転操作（委託）・修理・保全係 ２名（３名） 

 前処理設業務職員(選別職員) ６名 

合 計 １３名(１７名) 

 

 

室 名 騒音基準値 

一般居室 PNC45 

職員控室 PNC40 
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第５節 現施設のプラントシステムフローと基幹的設備改良工事後の            

プラントシステムフロー 

 

図-4は、基幹的設備改良工事の現状と改良工事後の比較である。 

図-5 は、基幹的設備改良工事前のプラントシステムフローを示す。 

および図-6は、 基幹的設備改良工事後のプラントシステムフローを示す。 

なお、「基幹的設備改良工事」を行わない機器も含めて性能保証を行うこと。 
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第３章 基幹的設備改良工事対象機器 

第１節 各設備共通仕様 

 

本工事におけるプラント全般にわたる主な共通事項を以下に示すが、詳細については既存施設

の仕様に従うこと。また、既存設備・機器等の状況により仕様を満足できない場合には、発注者

の承諾を得て最適な仕様とすること。 

なお、各設備の【主要仕様】で示す〔括弧〕内の設計数値は参考値であり、実施設計時にて設計

数値を示すこと。 

1) 歩廊・階段・点検床及び通路 

プラントの運転及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、こ

れらの設置については、次のとおりとすること。 

 歩廊・階段・点検床及び通路 

 構造  グレーチング、必要に応じてチェッカープレート使用 

 幅  800mm以上 

 階段傾斜角 主要通路は45度以下 

 手摺り 

 構造  鋼管溶接構造 

 高さ  階段部   900mm以上 

   その他 1,100mm以上 

2) 設計基準 

 階段の高さが4ｍを超える場合は、原則として高さ4ｍ以内ごとに踊り場を設けること。 

 梯子の使用は、できる限り避けること。 

 主要通路については、原則として行き止まりを設けてはならない。（2方向避難の確保） 

 主要階段の傾斜面は、原則として水平面に対して45度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、

踏み面等の寸法は、極力統一すること。 

 手摺りの支柱間隔は、1,100mmとすること。 

 歩廊には、トープレートを設置すること。 

3) 防熱、保温 

炉本体、ボイラ、高温配管等人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、煙道

等低温腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工し、夏季において機

器の表面温度を室温＋40℃以下とすること。ただし、防熱目的で非常時のみ高温となるものに

ついては、別途協議とする。 

保温材は、目的に適合するものとし、原則として蒸気系はケイ酸カルシウム又はロックウー

ル、水、空気、排ガス系はグラスウール又はロックウールとすること。 

外装材は、炉本体、ボイラ、集じん器等の機器は鋼板製とし、風道、煙道及び配管等はカラ

ー鉄板又はステンレス鋼板、アルミガラスクロスとすること。 
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4) 配 管 

 勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、ドレンアタック防止、エア抜き等を

考慮して計画し、つまりが生じやすい流体用の管には掃除が容易なように考慮すること。 

 汚水系統の配管材質は、管（内面）の腐食等に対して、硬質塩化ビニール管等適切な材質を

選択すること。 

 管材料は、以下の表を参考として、使用目的に応じた最適なものとすること。 

 

規格 名 称 材質記号 適 用 流 体 名 備 考 

JIS 

G 3454 

圧力配管用炭素鋼鋼

管 

STPG370S 

SCH40 

高圧蒸気系統 

高圧ボイラ給水系統 

ボイラ薬液注入系統 

高圧復水系統 

圧力980kPa以上の中・高

圧配管に使用する。 

JIS 

G 3454 

圧力配管用炭素鋼鋼

管 

STPG370S 

STS 

SCH80 

高圧油系統 圧力4.9～13.7MPaの高圧

配管に使用する。 

JIS 

G 3455 

高圧配管用炭素鋼鋼

管 

STPG370S 

SCH140 

高圧油系統 圧力20.6MPa以下の高圧

配管に使用する。 

JOHS 

102 

油圧配管用精密炭素

鋼鋼管 

OST-2 高圧油系統 圧力34.3MPa以下の高圧

配管に使用する。 

JIS 

G 3452 

配管用 炭素鋼鋼管 SGP-E 

SGP-B 

低圧蒸気系統 

低圧復水系統 

雑用空気系統 

燃料油系統 

排水・汚水系統 

圧力980kPa未満の一般配

管に使用する。 

JIS 

G 3459 

配管用ステンレス鋼

鋼管 

SUS304TP-A 温水系統 

純水系統 

 

JIS 

G 3457 

配管用アーク溶接炭

素鋼鋼管 

STPY 400 低圧蒸気系統 

排気系統 

圧力980kPa未満の大口径

配管に使用する。 

JIS 

G 3452 

配管用炭素鋼鋼管 SGP，SGP-ZN 工業用水系統 

冷却水系統 

計装用空気系統 

圧力980kPa未満の一般配

管で亜鉛メッキ施工の必

要なものに使用する。 

JIS 

K 6741 

硬質塩化ビニール管 HIVP 

VP 

VU 

酸・アルカリ薬液系統 

水道用上水系統 

圧力980kPa未満の左記系

統の配管に使用する。 

― 樹脂ライニング鋼管 SGP＋樹脂ライニング 

SGP-VA,VB、 

SGP-PA,PB 

酸・アルカリ薬液系統 

上水設備 

使用流体に適したライニ

ングを使用する（ゴム・ポ

リエチレン・塩化ビニー

ル等）。 

JIS 

G 3442 

水道用亜鉛メッキ鋼

管 

SGPW 排水系統 静水頭100m以下の水道で

主として給水に用いる。 
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5) 塗 装 

塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。 

なお、配管の塗装については、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。

配管塗装のうち、法規等で全塗装が規定されているもの以外は、識別リボン方式とする。 

 

6) 機器構成 

 主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により中央制御室から遠隔操作と現場操作

が可能な方式とすること。 

 振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分に配慮すること。 

 粉じんが発生する箇所には、集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作

業環境の保全に配慮すること。 

 臭気が発生する箇所には、負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。 

 可燃性ガスの発生する恐れがある箇所には、防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対して

は、爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止すること。 

 ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講じる

こと。 

 

7) 地震対策 

建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮した

ものとすること。 

指定数量以上の灯油、軽油及び重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。 

灯油、軽油及び重油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には必要な容量の防液堤を

設けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷

を与えないようフレシキブルジョイントを必ず設置すること。 

塩酸、苛性ソーダ及びアンモニア水等薬液タンクの設置については薬液種別毎に必要な容量

の防液堤を設けること。 

電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの

安全サイドに働くようにすること。 

 

8) その他 

 必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイスト等を必要に応じて設けること。 

 道路を横断する配管、ダクト類は、道路面からの有効高さを4m（消防との協議）以上とする

こと。 

 交換部品重量が100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊フック、ホイスト及びホイ

ストレールを設置すること。困難な場合は、仮設治具を用いる。 

 労働安全上危険と思われる場所には、安全標識をJISZ9101により設けること。 

  



 

39 

第２節 受入供給設備 

 

２．１ 投入扉（バンカーゲート） 

 

【工事内容】 

 

1) 工事範囲 

(1) 投入扉(バンカーゲート)  2基 

2) 工事内容 

(1)  投入扉を更新すること。 

 

 

２．２ ごみクレーン 

 

【工事内容】 

 

1) 工事範囲 

(1) クラブトロリ   2基 

(2) クレーン及び走行装置  2式 

(3) 油圧式バケット   2基 

2) 工事内容 

(1) クラブトロリに関する下記の機器、部品等を更新すること。 

① ケーブルリール     ⑥ 巻上電磁ブレーキ 

② 巻上リミットスイッチ  ⑦ 巻上電動機 

③ ローラーチェイン    ⑧ チェインカップル 

④ 巻上ドラム       ⑨ 横行ギアモートル 

⑤ 巻上減速機       ⑩ 横行駆動ギア 

(2) クレーン及び走行装置に関する下記の機器、部品等を更新すること。 

① クレーンサドルユニット（車軸、軸、軸受）の更新 

② 走行減速機、駆動軸及び軸受の更新 

③ 走行電動機の更新 

④ 走行ブレーキ（内臓電磁ディスク）の更新 

(3) 油圧式バケット（吊下金具を含む）を更新すること。 
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【主要仕様】 

1) クラブトロリ 

(1) 数 量    2基 

(2) 定格負荷   〔1.2〕ｔ 

(3) 吊上荷重   〔4.3〕ｔ 

(4) 揚 程    〔  〕ｍ（最大） 

(5) 速 度    巻上〔40〕ｍ/min、横行〔20〕ｍ/min 

(6) 電動機    巻上〔37kW×4P〕 

           横行〔1.5kW×4P〕、IEC規格〔IE3〕 

(7) 運転操作方法   〔中央操作室内、手動、半自動〕 

(8) 給 電    〔キャプタイヤケーブルカーテン〕 

(9) ワイヤーロープ   〔6×Fi(29)B種18×2本〕 

(10) 電 源    〔AC440V 60Hz 3φ〕 

(11) 操作回線電圧   〔AC100V 60Hz 1φ〕 

(12) 自 重    〔4〕ｔ 

(13) 付属品    〔   〕 

2) クレーン及び走行装置 

(1) 数 量    2式 

(2) スパン    10.325ｍ 

(3) クレーンサドル 

① 数 量    1式あたり2基 

② 許容輪圧   〔6〕ｔ 

③ 走行速度   〔30〕ｍ/min 

④ 電動機    〔1.5kW×4P〕、IEC規格〔IE3〕 

⑤ 電 源    〔AC440V〕 

⑥ 走行軌条   22kg/ｍ 

⑦ 自 重    〔約400kg〕×2 

(4) 付属品    〔   〕 

3) 油圧式バケット 

(1) 数 量    2基 

(2) 容 量    内容量(閉切)〔3.0〕㎥、切取容量〔4.5〕㎥ 

(3) バケット開閉速度  開〔8.0〕sec、閉〔10.5〕sec 

(4) 電動機    〔11kW×4P〕、IEC規格〔IE3〕 

(5) 電 源    〔AC440V 60Hz 3φ〕 

(6) 操作回線電圧   〔AC100V 60Hz 1φ〕 

(7) 自 重    〔3.1〕ｔ（吊具〔0.1〕ｔを含む） 

(8) 付属品    〔   〕 
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【既設仕様（参考）】 

 

1) クラブトロリ 

(1) 数 量    2基 

(2) 定格負荷   1.2ｔ 

(3) 吊上荷重   4.3ｔ 

(4) 揚 程    20ｍ（最大） 

(5) 速 度    巻上40ｍ/min、横行20ｍ/min 

(6) 電動機    巻上37kW×6P、横行1.5kW×4P 

(7) 運転操作方法   中央操作室内、手動、半自動 

(8) 給 電    キャプタイヤケーブルカーテン式 

(9) ワイヤーロープ   6×Fi(29)B種18×2本 

(10) 電 源    AC440V 60Hz 3φ 

(11) 操作回線電圧   AC100V 60Hz 1φ 

(12) 自 重    4ｔ 

 

2) クレーン及び走行装置 

(1) 数 量    2式 

(2) スパン    10.325ｍ 

(3) クレーンサドル 

① 数 量    1式あたり2基 

② 許容輪圧   6ｔ 

③ 走行速度   30ｍ/min 

④ 電動機    1.5kW 4P×2 

⑤ 電 源    AC440V 60Hz 3φ 

⑥ 走行軌条   22kg/ｍ 

⑦ 自 重    約400kg×2 

 

3) 油圧式バケット 

(1) 数 量    2基 

(2) 容 量    内容量(閉切)3.0㎥、切取容量4.5㎥ 

(3) バケット開閉速度  開8.0sec、閉10.5sec 

(4) 電動機    11kW×4P 

(5) 電 源    AC440V 60Hz 3φ 

(6)  操作回線電圧   AC100V 60Hz 1φ 

(7) 自 重    3.1ｔ（吊具0.1ｔを含む） 
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第３節 燃焼設備 

 

３．１ 投入ホッパ 

 

【工事内容】 

 

1) 工事範囲 

(1) 上部投入ホッパ（ブリッジ解除装置を含む） 2基（1基/炉） 

(2) ホッパゲート     2基（1基/炉） 

 

2) 工事内容 

(1) 上部投入ホッパ（ブリッジ解除装置を含む）を更新すること。ただし、下部投入ホッパ

（2基分）は既設流用とする。 

(2) ホッパゲートを更新すること。 

 

【主要仕様】 

 

1) 投入ホッパ 

(1) 数 量    2基（1基/炉） 

(2) 形 式    〔溶接鋼板製下部耐火形〕 

(3) ホッパ容量   〔約13.5〕㎥（シュート部を含む） 

(4) 開口部寸法   幅〔3.0〕ｍ×長さ〔3.5〕ｍ 

(5) シュート寸法   幅〔2.0〕ｍ×長さ〔0.85〕ｍ 

(6) 材質（上部）   〔一般構造用圧延鋼板〕 

(7) 材質（下部）   一般構造用圧延鋼板＋キャスタブルライニング 

(8) 主要部鋼材厚さ   側面〔4.5〕mm、底部〔6.0〕mm、シュート部〔  〕mm 

(9) 付属品    〔   〕 

 

2) ホッパゲート 

(1) 数 量    2基（1基/炉） 

(2) 形 式    〔はね上げ式〕 

(3) 主要寸法   幅〔2.0〕ｍ×長さ〔1.5〕ｍ 

(4) 材 質    〔一般構造用圧延鋼板〕 

(5) 鋼材厚さ   〔6.0〕mm 

(6) 駆動方式   〔油圧駆動式〕 

(7) 付属品    〔油圧シリンダ〕 
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【既設仕様（参考）】 

 

1) 投入ホッパ 

(1) 数 量    2基（1基/炉） 

(2) 形 式    溶接鋼板製 

(3) ホッパ容量   約13.5㎥ 

(4) 開口部寸法   幅3.0ｍ×長さ3.5ｍ 

(5) シュート寸法   幅2.0ｍ×長さ0.85ｍ 

(6) 材質（上部）   一般構造用圧延鋼板 

(7) 材質（下部）   一般構造用圧延鋼板＋キャスタブルライニング 

(8) 主要部鋼材厚さ   側面4.5mm、底部6.0mm、シュート部4.5mm 

 

2) ホッパゲート 

(1) 数 量    2基（1基/炉） 

(2) 形 式    はね上げ式 

(3) 主要寸法   幅2.0ｍ×長さ1.5ｍ 

(4) 材 質    一般構造用圧延鋼板 

(5) 鋼材厚さ   6.0mm 

(6) 駆動方式   油圧駆動式 

 

  



 

44 

 

３．２ 給じん装置 

 

【工事内容】 

 

1) 工事範囲 

(1) フィーダブロック（鋼製部）  2基（1基/炉） 

 

2) 工事内容 

(1) フィーダブロックの鋼製部を更新すること。ただし、給じん装置本体は既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

 

1) 給じん装置 

(1) 数 量   2基（1基/炉） 

(2) 形 式   〔揺動押出形〕 

(3) 主要寸法  幅〔2.0〕ｍ×長さ〔1.2〕ｍ 

(4) 主要材質  先端火格子：〔耐熱鋳鉄〕、火格子：〔一般構造用圧延鋼板〕 

(5) 駆動方式  油圧駆動方式 

 

2) 付属品   〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

 

1) 給じん装置 

(1) 数 量   2基（1基/炉） 

(2) 形 式   揺動押出形 

(3) 主要寸法  幅2.0ｍ×長さ1.2ｍ 

(4) 材 質   先端火格子：耐熱鋳鉄、火格子：一般構造用圧延鋼板 

(5) 駆動方式  油圧駆動方式 
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３．３ 燃焼装置 

 

１）乾燥ストーカ 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 乾燥ストーカ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 可動フレーム及び火格子を更新すること。 

(2) 火格子固定金具、可動部滑車を更新すること。 

(3) 固定フレームは原則、既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    階段揺動式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 主要材質   火格子：〔耐熱鋳鉄(FC+低CR)〕 

(2) 乾燥火格子寸法   幅2.25m×長さ3.25m 

(3) 乾燥火格子面積   7.3125㎡ 

(4) 気孔率    〔     〕％ 

(5) 駆動方式   油圧駆動方式 

(6) 速度制御方式   タイマー設定自動運転方式操作 

(7) 操作方式   遠隔及び現場 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    階段揺動式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 主要材質   火格子：耐熱鋳鉄（FC＋低Cr） 

(2) 乾燥火格子寸法   幅2.25m×長さ3.25m 

(3) 乾燥火格子面積   7.3125㎡ 

(4) 気孔率    5％ 

(5) 駆動方式   油圧駆動方式 
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２） 燃焼ストーカ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 燃焼ストーカ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 火格子を更新すること。 

(2) 火格子固定金具、可動部滑車を更新すること。 

(3) 可動フレーム及び固定フレームは原則、既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    階段揺動式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 主要材質   火格子：〔耐熱鋳鉄(FC+低CR)〕 

     火格子（先端部）：〔耐熱鋳鉄（SCH）〕 

(2) 燃焼火格子寸法   幅2.25m×長さ3.25m 

(3) 燃焼火格子面積   7.3125㎡ 

(4) 気孔率    〔      〕％ 

(5) 駆動方式   油圧駆動方式 

(6) 速度制御方式   タイマー設定自動運転方式 

(7) 操作方式   遠隔及び現場操作 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    階段揺動式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 材 質    火格子：耐熱鋳鉄（FC＋低Cr） 

(2) 燃焼火格子寸法   幅2.25m×長さ3.25m 

(3) 燃焼火格子面積   7.3125㎡ 

(4) 気孔率    5％ 

(5) 駆動方式   油圧駆動方式 
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３） 後燃焼ストーカ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 後燃焼ストーカ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 既設のストーカ直結式溶融炉を撤去し、後燃焼ストーカを部分更新すること。 

(2) 落じん用のホッパ及びシュート、ダンパ、ゲート等を整備すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔階段揺動式〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 主要材質   火格子 ：〔耐熱鋳鉄(FC+低CR)〕 

(2) 後燃焼火格子寸法  幅〔2.25〕ｍ×長さ〔1.8〕ｍ 

(3) 後燃焼火格子面積  〔4.05〕㎡ 

(5) 気孔率    〔      〕％ 

(6) 駆動方式   油圧駆動方式 

(7) 速度制御方式   タイマー設定自動運転方式 

4) 付属品    〔   〕 
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３．４ 油圧装置 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 油圧ポンプ   3基 

(2) 駆動シリンダ   1式 

(3) 制御用電磁弁   1式 

2) 工事内容 

(1) 油圧ポンプを更新すること。 

(2) 上記油圧回路に関わる、全ての駆動シリンダを更新すること。 

(3) 上記油圧回路に関わる、全ての制御用電磁弁を更新すること。 

(4) 既設配管の不具合箇所を更新又は修繕すること。 

(5) 油タンクは既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 油圧ポンプ 

(1) 数 量     3基（内予備1基） 

(2) 吐出量     〔26〕ℓ/min 

(3) 操作方法     遠隔および現場操作 

(4) 電動機     〔3.7〕kW×〔6〕P 

2) 駆動シリンダ 

(1) 数 量     10基×2炉 

(2) 更新対象 

① ホッパゲート用油圧シリンダ  1基×2炉分 

② ブリッジ除去装置用油圧シリンダ  1基×2炉分 

③ 給じん装置用油圧シリンダ  2基×2炉分 

④ 乾燥ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

⑤ 燃焼ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

⑥ 後燃焼ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

⑦ 灰バンカ用油圧シリンダ   2基 

3) 制御用電磁弁 

(1) 数 量     6基×2炉 

(2) 更新対象 

① ホッパゲート用電磁弁   1基×2炉分 

② ブリッジ除去装置用電磁弁  1基×2炉分 
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③ 給じん装置用電磁弁   1基×2炉分 

④ 乾燥ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

⑤ 燃焼ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

⑥ 後燃焼ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 油圧ユニット 

(1) 形 式    油圧ユニット 

(2) 数 量    1基 

(3) 主要項目 

（油圧ポンプ） 

① 数 量    3基（内予備1基） 

② 吐出量    26ℓ/min×2 

③ 吐出圧力   70kg/cm2×2 

④ 電動機    3.7kW×6P×3 

（油タンク） 

① 数 量    1基 

② 構 造    鋼板製 

③ 容 量    200ℓ 

2) 駆動シリンダ 

ホッパゲート用油圧シリンダ  1基×2炉分 

ブリッジ除去装置用油圧シリンダ  1基×2炉分 

給じん装置用油圧シリンダ  2基×2炉分 

乾燥ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

燃焼ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

後燃焼ストーカ用油圧シリンダ  2基×2炉分 

スラグバンカ用油圧シリンダ  2基 

3) 制御用電磁弁 

ホッパゲート用電磁弁   1基×2炉分 

ブリッジ除去装置用電磁弁  1基×2炉分 

給じん装置用電磁弁   1基×2炉分 

乾燥ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

燃焼ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

後燃焼ストーカ用電磁弁   1基×2炉分 

スラグバンカ用電磁弁   2基 
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３．５ 焼却炉 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 焼却炉（再燃焼室を含む） 2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 焼却炉（再燃焼室を含む）の内部耐火材を全面補修すること。 

(2) 材質及び構成は、既設同等とする。 

(3) 炉締金物及びケーシング等は既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    自立鉄骨構造、鋼板囲い密閉形 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 構 造    〔既設同等〕 

(2) 燃焼室総容積   69㎥ 

(3) 燃焼室熱負荷   58,700kcal/㎥h（高質ごみ） 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    自立鉄骨構造 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 構 造    添付資料（資料1工事関連図面等を参照） 

(2) 燃焼室総容積   69㎥ 

(3) 燃焼室熱負荷   58,700kcal/㎥h 
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３．６ 助燃バーナ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 助燃バーナ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 助燃バーナを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔ガンタイプ式〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    〔140〕ℓ/h 

(2) 燃 料    重油 

(3) 電動機    〔220〕V×〔2〕P×〔3.7〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(4) 操作方式   〔遠隔および現場操作〕 

     流量調整 ：〔遠隔手動操作〕 

     緊急しゃ断：〔遠隔手動操作〕 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    ガンタイプ式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    140ℓ/h 

(2) 燃 料    重油 

(3) 電動機    220V×2P×3.7kW 

(4) 点火方式   電気スパーク直接点火 
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３．７ 再燃バーナ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 再燃バーナ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 再燃バーナを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔ガンタイプ式〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    〔140〕ℓ/h 

(2) 燃 料    重油 

(3) 電動機    〔220〕V×〔2〕P×〔3.7〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(4) 操作方式   〔遠隔および現場操作〕 

     流量調整 ：〔遠隔手動操作〕 

     緊急しゃ断：〔遠隔手動操作〕 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    ガンタイプ式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    140ℓ/h 

(2) 燃 料    重油 

(3) 電動機    220V×2P×3.7kW 

(4) 点火方式   電気スパーク直接点火 
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３．８ 燃料移送ポンプ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 燃料移送ポンプ   2基（内予備1基） 

2) 工事内容 

(1) 燃料移送ポンプを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔ギヤーポンプ〕 

2) 数 量    2基（内予備1基） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 吐出量    〔0～600〕ℓ/h 

(2) 吐出圧力   〔3〕kgf/cm2 

(3) 電動機    〔220〕V×〔4〕P×〔0.2〕kW 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 数 量    2基（内予備1基） 

2) 主要項目（1基につき） 

(1) 吐出量    0.6㎥/h 

(2) 全圧力    3kgf/cm2 

(3) 電動機    220V×0.2kW 

  



 

54 

第４節 燃焼ガス冷却設備 

 

４．１ ガス冷却室 

  

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ガス冷却室   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) ガス冷却室の内部耐火材を全面補修すること。 

(2) 材質及び構成は、既設同等とする。 

(3) 噴射ノズルを更新すること。 

(4) 本体ケーシング及び冷却配管は既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    水噴射式（完全蒸発形） 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    40㎥ 

(2) 主要寸法   φ2.1ｍ×長さ7.0ｍ 

(3) 処理ガス量   〔8,008～12,242〕/㎥N/h 

(4) ガス温度   入口〔800～950〕℃、出口〔450〕℃以下 

(5) 蒸発熱負荷   〔17,600～44,200〕kcal/㎥h 

(6) 構 造    既設同等 

4) 付属品 

(1) 噴射ノズル（1基につき） 

① 形 式    〔圧力噴射式再循環方式〕 

② 数 量    〔6〕本（予備2本） 

③ 容 量    〔720〕㎥/h（1本につき最大） 

④ 噴射圧    〔20〕kg/cm2（1本につき） 

⑤ 主要材質   本体：〔SUS316TP〕、ノズルチップ：〔SUS316〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    水噴射式 

2) 数 量    2基（1基/炉） 
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3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    40㎥ 

(2) 主要寸法   φ2.1ｍ×長さ7.0ｍ 

(3) 設計処理ガス量   8,008～12,242㎥N/h 

(4) 設計ガス温度   入口800～950℃、出口450℃以下 

(5) 設計蒸発熱負荷   17,600～44,200kcal/㎥h 

  



 

56 

 

４．２ 噴射水加圧ポンプ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 噴射水加圧ポンプ  3台（内1台据付予備） 

2) 工事内容 

(1) 噴射水加圧ポンプを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔電動機直結多段タービンポンプ〕 

2) 数 量   3台（内1台据付予備） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量   〔4.5〕㎥/h 

(2) 揚 程   〔220〕ｍ 

(3) 口 径   〔40〕mm 

(4) 流 体   清水一部循環水 

(5) 流体温度  常温 

(6) 電動機   〔440〕V×〔2〕P×〔11〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(7) 操作方式  〔遠隔及び現場操作〕 

(8) 主要材質  ケーシング〔鋳鉄(FCD400)〕 

    インペラ 〔鋳鉄(BC6)〕 

    シャフト 〔構造用炭素鋼(S35C)〕 

4) 付属品   〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式   電動機直結多段渦巻ポンプ 

2) 数 量   3台（内1台据付予備） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量   4.5㎥/h 

(2) 揚 程   220ｍ 

(3) 口 径   40mm 

(4) 流 体   清水一部循環水 

(5) 流体温度   常温 
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(6) 電動機   15kW 

(7) 電 源   3相 200V 

(8) 操作方式  遠隔及び現場操作 

(9) 主要材質  ケーシング 鋳鉄(FCD400) 

    インペラ  鋳鉄(BC6) 

    シャフト  構造用炭素鋼(S35C) 
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第５節 排ガス処理設備 

 

５．１ 集じん器 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ろ過式集じん器   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) ろ過式集じん器を更新すること。 

(2) 空気圧縮機及び空気タンク（2組）は既設流用とする。 

 

【主要仕様】 

1) 形  式    ろ過式集じん器 

2) 数  量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 排ガス量   〔9,215～15,163〕㎥N/h 

(2) 設計排ガス量   〔28,000〕㎥N/h 

(3) 排ガス温度   常用〔170〕℃ 

(4) 構造設計ガス温度  〔240〕℃ 

(5) 入口含じん量 

・ダスト(参考)   〔3.0〕g/㎥N（dry、O2=12％換算基準） 

・反応生成物及び未反応物量 (参考) 〔4.7〕g/㎥N（dry、O2=12％換算基準） 

(6) 出口含じん量(参考)  0.05g/㎥N（dry、O2=12％換算基準） 

(7) 設計耐圧   〔－400〕mmAq 

(8) ろ過速度   〔1.0〕m/min 

(9) 圧力損失   〔150〕mmAq 

(10) ろ過面積   〔785〕㎡（〔260〕本） 

(11) 逆洗方式   〔パルスジェットクリーニング装置〕 

(12) 主要材質   本体外壁〔一般構造用圧延鋼板〕、厚さ〔4.5〕mm 

     （底部鋼板は、厚み〔6.0〕mm） 

     ろ  布〔ガラス二重織〕 
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4) 付属品 

(1) 〔パルスジェットクリーニング装置〕 〔1組〕 

(2) 〔ダスト排出装置〕   〔2基〕 

(3) 〔加温装置〕 

① 〔クリーンサイド部ヒータ〕  〔2組〕 

② 〔ホッパ部ヒータ〕   〔2組〕 

③ 〔ダスト排出装置部ヒータ〕  〔2組〕 

(4) 〔温風循環装置〕 

① 〔ファン〕    〔2組〕 

② 〔ヒータ〕    〔2組〕 

③ 〔ダクト〕    〔2組〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形  式    ろ過式集じん器 

2) 数  量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 設計ガス量   28,000㎥N/h 

(2) 設計ガス温度   170℃以下 

(3) 構造設計ガス温度  240℃ 

(4) 設計入口含じん量  3.0g/㎥N/h（ダスト量） 

             4.7g/㎥N/h（反応生成物及び未反応物量） 

(5) 設計出口含じん量  0.05g/㎥N/h以下 

(6) ろ過面積   772㎡ 

(7) ろ過速度   1.0m/min 

(8) 設計耐圧   －400mmAq 

(9) 圧力損失   150mmAq  

(10) ろ布サイズ   φ152×長さ5500mm 

(11) フィルタ本数   294本（14×21本） 

(12) 主要材質   ケーシング 一般構造用圧延鋼板（厚4.5mm） 

                 （底板：厚6.0mm） 
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５．２ 有害ガス除去装置 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 有害ガス除去装置本体  2基 

2) 工事内容 

(1) 有害ガス除去装置を更新すること。 

(2) 架台、歩廊を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔乾式アルカリ薬品噴霧方式〕 

2) 数 量    2基 

3) 主要項目 

(1) 処理ガス量   〔  〕㎥N/h 

(2) 処理ガス温度   〔  〕℃ 

(3) 除去効率 

 塩素水素入口濃度   最大〔  〕ppm（dry、O2=12％換算基準） 

 塩素水素出口濃度   100ppm以下（dry、O2=12％換算基準） 

(4) 塩素水素除去率   〔  〕％ 

(5) 操作方式   〔遠隔及び現場操作〕 

(6) 薬品供給制御方式  〔バグフィルタ出口Hcl濃度による自動調整〕 

(7) 噴霧箇所   〔バグフィルタ入口煙道部〕 

(8) 使用薬品   消石灰（活性炭ブレンド品） 
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１） 消石灰サイロ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 消石灰サイロ   1基 

2) 工事内容 

(1) 消石灰サイロを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔鋼板製溶接構造円筒形〕（屋内設置） 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 容 量    〔18〕㎥、〔10〕日分 

(2) 主要寸法   〔φ2.3〕ｍ×高さ〔4.4〕ｍ（直胴部） 

(3) 主要材質   〔一般構造用圧延鋼板（SS400）〕 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 数 量    1基 

2) 主要項目 

(1) 容 量    18㎥（有効） 

(2) 対象貯留物   消石灰（活性炭含有） 

(3) 主要材質   SS400 
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２） 定量供給装置 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 定量供給装置   1基 

2) 工事内容 

(1) 定量供給装置を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔テーブルフィーダ（2基一体型）〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 能 力    〔11～80〕kg/h 

(2) 電動機    供給用〔440〕V×〔4〕P×〔0.4〕kW 

     撹拌用〔440〕V×〔4〕P×〔0.75〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 操作方式   〔遠隔及び現場操作〕 

(4) 供給量制御方式   〔インバータ制御〕 

4) 付属品    〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 数 量    1基 

2) 主要項目 

(1) 能 力    80kg/h（最大） 

(2) 電動機    440V×4P×0.75kW 
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３） 消石灰圧送管 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 消石灰圧送管  2基分 

2) 工事内容 

(1) 消石灰圧送管を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔SGP及び軟質塩化ビニール組合形〕 

2) 数 量   2基分 

3) 主要項目 

(1) 口 径   〔65〕mm 

4) 付属品   〔   〕 

 

４） 薬品吹込ノズル 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 薬品吹込ノズル  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 薬品吹込ノズルを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔パイプ式〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目 

(1) 口 径   〔65〕mm 

(2) 長 さ   〔200〕mm 

(3) 材 質   〔SUS304〕 

(4) 噴射圧力  吸込部〔0.1～0.2〕kg/cm2G 

(5) 噴射速度  〔15～17〕m/sec 

4) 付属品   〔   〕  
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５） 圧送用ブロワ 

 

【工事内容】 

 工事範囲 

 圧送用ブロワ   2基（1基/炉） 

 工事内容 

 圧送用ブロワを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔ルーツブロワ〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目 

(1) 風 量   〔3.8〕㎥/min 

(2) 吐出圧力  〔1,500〕mmAq 

(3) 電動機   〔440〕V×〔4〕P×〔3.7〕kW、IEC規格〔IE3〕 

4) 付属品   〔吸込みサイレンサ、圧力スイッチ、圧力計、安全弁〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式   ルーツブロワ 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目 

(1) 能 力   3.8㎥/min 

(2) 電動機   440V×4P×3.7kW 
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第６節 通風設備 

 

６．１ 燃焼用空気予熱器（ＧＡＨ） 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 燃焼用空気予熱器 2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 燃焼用空気予熱器を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔多管ガス式空気予熱器〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 空気温度  入口〔20〕℃、出口〔250〕℃（最高） 

(2) ガス温度  入口〔450〕℃、出口〔366〕℃（基準ごみ） 

(3) 空気量   〔6,688〕㎥N/h（基準ごみ） 

(4) 伝熱面積  〔180〕㎡ 

(5) 構 造   〔管内空気管外ガス式 向流形〕 

(6) 主要部材質  本 体〔一般構造用圧延鋼板(SS400)〕、厚さ〔  〕mm 

    伝熱管〔STPG370及びSGP〕、厚さ〔  〕mm 

4) 付属品   〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式   ガス式空気予熱器 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 設計空気温度  入口5℃、出口200℃ 

(2) 設計ガス温度  入口425℃、出口340℃ 

(3) 設計空気流量  6,688㎥N/h（基準ごみ） 

(4) 設計ガス流量  14,312㎥N/h（基準ごみ） 

(5) 伝熱面積  186㎡ 

(6) 主要部材質  本 体 一般構造用圧延鋼板 

    伝熱管 STPG38及びSGP  
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６．２ 白煙防止用空気予熱器 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

 白煙防止用空気予熱器  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 白煙防止用空気予熱器を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔多管ガス式空気予熱器〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 空気温度  入口〔20〕℃、出口〔200〕℃ 

(2) ガス温度  入口〔366〕℃、出口〔202〕℃ 

(3) 空気量   〔13,353〕㎥N/h（基準ごみ） 

(4) 伝熱面積  〔370〕㎡ 

(5) 構 造   〔管内ガス管外空気式 向流形〕 

(6) 主要部材質  本 体〔一般構造用圧延鋼板(SS400)〕、厚さ〔  〕mm 

    伝熱管〔STPG370〕、厚さ〔  〕mm 

4) 付属品   〔   〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式   ガス式空気予熱器 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 設計空気温度  入口20℃、出口204℃ 

(2) 設計ガス温度  入口387℃、出口201℃ 

(3) 設計空気流量  14,189㎥N/h（高質ごみ） 

(4) 設計ガス流量  15,779㎥N/h（高質ごみ） 

(5) 伝熱面積  373㎡ 

(6) 主要部材質  本 体 一般構造用圧延鋼板 

    伝熱管 スパイラル鋼管 
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６．３ 押込送風機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 押込送風機  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 押込送風機を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔電動機直結ターボ形〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量   〔350〕㎥/h（20℃において） 

    〔326〕㎥N/h 

(2) 静風圧   〔210〕mmAq（20℃において） 

(3) 通風温度  〔20〕℃ 

(4) 回転数   〔1,800〕rpm（同期回転数） 

(5) 起動方式  〔遠隔および現場操作〕 

(6) 風量調節方式  〔ダンパーコントロール〕 

(7) 操作方式  〔遠隔押釦操作方式〕 

4) 電動機 

(1) 型 式   〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力   〔30.0〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源   〔3相 440V〕 

(4) 主要材質  

① ケーシング   〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② インペラ    〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

③ シャフト    〔機械構造用炭素鋼(S45C)〕 

5) 付属品   〔温度計、点検口、ドレイン抜き〕 
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【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    ターボ形 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量    350㎥/min 

(2) 静 圧    210mmAq 

(3) 回転数    1,760rpm 

(4) 電動機    440V×4P×30kW 
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６．４ 誘引送風機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 誘引送風機  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 誘引送風機を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔電動機直結ターボ形〕 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量   〔850〕㎥/h（200℃において） 

    〔491〕㎥N/h 

(2) 静風圧   〔340〕mmAq（200℃において） 

    〔549〕mmAq 

(3) 通風温度  〔200〕℃以下 

 （耐熱設計温度）  〔350〕℃ 

(4) 回転数   〔1,800〕rpm（同期回転数） 

(5) 起動方式  〔遠隔および現場操作〕 

(6) 風量調節方式  〔自動炉内圧調整(回転数制御)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式   〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力   〔90.0〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源   〔3相 440V〕 

(4) 主要材質  

① ケーシング   〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② インペラ    〔高張力鋼〕 

③ シャフト    〔機械構造用炭素鋼(S45C)〕 

5) 付属品   〔温度計、点検口、ドレイン抜き〕 
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【既設仕様（参考）】 

1) 形 式   ターボ形 

2) 数 量   2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量   850㎥/min 

(2) 静 圧   549mmAq 

(3) 回転数   1,760rpm 

(4) 電動機   440V×4P×90kW 
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６．５ 白煙防止用送風機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 白煙防止用送風機  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 白煙防止用送風機を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔電動機直結ターボ形〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量    〔410〕㎥/h（20℃において） 

     〔382〕㎥N/h 

(2) 静風圧    〔210〕mmAq（20℃において） 

(3) 通風温度   〔20〕℃ 

(4) 回転数    〔1,800〕rpm（同期回転数） 

(5) 起動方式   〔遠隔および現場操作〕 

(6) 風量調節方式   〔ダンパーコントロール〕 

(7) 操作方式   〔遠隔押釦操作方式〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔30.0〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 440V〕 

(4) 主要材質  

① ケーシング    〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② インペラ     〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

③ シャフト     〔機械構造用炭素鋼(S45C)〕 

5) 付属品    〔温度計、点検口、ドレイン抜き〕 
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【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    ターボ形 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 量    410㎥/min 

(2) 静 圧    210mmAq 

(3) 回転数    1,760rpm 

(4) 電動機    440V×4P×30kW 
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６．６ 煙 道 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 煙 道    2炉分 

2) 工事内容 

(1) 煙道（ガス冷却室出口～煙突入口）を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔溶接鋼板型〕 

2) 数 量    2炉分 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 風 速    〔15〕ｍ/ｓ 

(2) 主要材質   〔一般構造用圧延鋼〕、厚さ〔4.5〕mm 

4) 付属品    〔点検口〕 

 

 

 

 

６．７ 煙 突 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 煙 突    2炉分 

2) 工事内容 

(1) 煙突内部（筒身）  耐熱・耐酸塗装 

(2) 煙突外側（筒身）  腐食補修工事、塗装 
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第７節 灰出設備 

 

７．１ 灰シュート 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 灰シュート（主灰出シュート） 2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 灰シュート（主灰出シュート）を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔溶接構造〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 材 質    〔一般構造用圧延鋼〕、厚み〔4.5〕mm 

     (主灰出シュート部は〔6〕mm) 

  



 

75 

 

７．２ 炉下コンベヤ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 炉下コンベヤ   2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 炉下コンベヤを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔チェーンコンベヤ〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    ストーカリドリング灰 

(2) 能 力    〔1〕t/h 

(3) 見掛け比重   〔1.0〕t/㎥ 

(4) 主要寸法   機長〔6,600〕mm×機幅〔250〕mm 

(5) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式（逆転可能）〕 

(6) 主要材質  

① コンベヤトラフ   〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② チェーン      〔機械構造用圧延鋼(S40C)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔0.75〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 200V〕 

5) 付属品    〔点検歩廊〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    スクレーパコンベヤ 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    1.0t/h 

(2) 主要寸法   幅250mm×長さ6,640mm 

(3) 電動機    200V×4P×0.75kW  
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７．３ 主灰出しコンベヤ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 主灰出しコンベヤ  2基（1基/炉） 

2) 工事内容 

(1) 主灰出しコンベヤを新設すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔水封室式フライトコンベヤ〕 

2) 数 量    2基（1基/炉） 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    ごみ焼却灰 

(2) 能 力    〔1〕t/h 

(3) 見掛け比重   〔1.0〕t/㎥ 

(4) 主要寸法   機長〔5,200〕mm×機幅〔800〕mm 

(5) チェーン速度   〔1.0〕m/min 

(6) 傾斜角度   〔40〕度 

(7) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式（逆転可能）〕 

(8) 主要材質  

① チェーン      〔機械構造用圧延鋼(S40C)〕 

② スクレーパ    〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔1.5〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 220V〕 

5) 付属品    〔点検口〕 
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７．４ 焼却灰搬出装置No.1 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 焼却灰搬出装置No.1  1基 

2) 工事内容 

(1) 焼却灰搬出装置No.1を新設すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔フライトコンベヤ〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    ごみ焼却灰 

(2) 能 力    〔3〕t/h 

(3) 見掛け比重   〔1.0〕t/㎥ 

(4) 主要寸法   幅〔600〕mm×長さ〔16,500〕mm 

(5) 揚 程    〔6,000〕mm 

(6) チェーン速度   〔2.5〕m/min 

(7) 傾斜角度   〔約35〕度 

(8) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式（逆転可能）〕 

(9) 主要材質  

① チェーン      〔機械構造用圧延鋼(S40C)〕 

② スクレーパ    〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔1.5〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 220V〕 

5) 付属品    〔点検口〕 
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【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    スクレーパコンベヤ 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    1.0t/h 

(2) 主要寸法   幅600mm×長さ16,500mm（揚程6,000mm） 

(3) 電動機    200V×4P×1.5kW 

 

  



 

79 

 

７．５ 焼却灰搬出装置No.2 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 焼却灰搬出装置No.2  1基 

2) 工事内容 

(1) 焼却灰搬出装置No.2を新設すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔フライトコンベヤ〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    ごみ焼却灰 

(2) 能 力    〔3〕t/h 

(3) 見掛け比重   〔1.0〕t/㎥ 

(4) 主要寸法   幅〔600〕mm×長さ〔10,170〕mm 

(5) 揚 程    〔6,900〕mm 

(6) チェーン速度   〔2.5〕m/min 

(7) 傾斜角度   〔約42〕度 

(8) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式（逆転可能）〕 

(9) 主要材質  

① チェーン      〔機械構造用圧延鋼(S40C)〕 

② スクレーパ    〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔1.5〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 220V〕 

5) 付属品    〔点検口〕 
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【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    スクレーパコンベヤ 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    3.0t/h 

(2) 主要寸法   幅600mm×長さ10,170mm（揚程6,900mm） 

(3) 電動機    200V×4P×1.5kW 
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７．６ 灰バンカ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 灰バンカ   1基 

2) 工事内容 

(1) 灰バンカを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔鉄骨鋼板製密閉形〕（屋内設置） 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    〔8〕㎥、〔2〕日分 

(2) 主要寸法   ゲート口 ：〔1,200〕mm×〔1,500〕mm 

     積高さ  ：〔5,800〕mm 

     バンカ全体：〔3.0〕m×〔3.0〕m×〔2.5〕m 

(3) ゲート高さ   〔2.8〕m 

(4) ゲート開閉方式   〔油圧駆動式〕 

(5) 操作方式   〔現場レバー操作〕 

(6) 主要材質   〔一般構造用圧延鋼〕、厚さ〔4.5〕mm 

4) 付属品    〔油圧シリンダ〕 

 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    鉄骨鋼板製密閉形 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量    8.0㎥ 

(2) 主要寸法   ゲート口：1,200mm×1,500mm、積高さ：5,800mm 

(3) ゲート開閉方式   油圧シリンダ式 
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７．７ ダスト搬出装置No.1 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ダスト搬出装置No.1  1基 

2) 工事内容 

(1) ダスト搬出装置No.1を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔チェーンコンベヤ〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    集じん器捕集ダスト 

(2) 能 力    〔0.4〕t/h 

(3) 主要寸法   幅〔270〕mm×長さ〔19,300〕mm 

(4) 揚 程    〔1,130〕mm 

(5) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式〕 

(6) 主要材質  

① コンベヤトラフ     〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② チェーン     〔ステンレス鋼(SUS304)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔1.5〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 220V〕 

5) 付属品    〔点検口〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    スクレーパコンベヤ 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    0.4t/h 

(2) 主要寸法    幅270mm×長さ19,300mm（揚程1,130mm） 

(3) 電動機    200V×4P×1.5kW 
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７．８ ダスト搬出装置No.2 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ダスト搬出装置No.2  1基 

2) 工事内容 

(1) ダスト搬出装置No.2を更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔チェーンコンベヤ〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 運搬物    集じん器捕集ダスト 

(2) 能 力    〔0.4〕t/h 

(3) 主要寸法   幅〔270〕mm×長さ〔5,100〕mm 

(4) 揚 程    〔10,250〕mm 

(5) 操作方法   〔遠隔および現場押釦方式〕 

(6) 主要材質  

① コンベヤトラフ     〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

② チェーン    〔ステンレス鋼(SUS304)〕 

4) 電動機 

(1) 型 式    〔全閉外扇型〕 

(2) 出 力    〔1.5〕kW、IEC規格〔IE3〕 

(3) 電 源    〔3相 220V〕 

5) 付属品    〔点検口〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    スクレーパコンベヤ 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    0.4t/h 

(2) 主要寸法   幅270mm×長さ5,100mm（揚程10,250mm） 

(3) 電動機    200V×4P×1.5kW 
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７．９ 飛灰サイロ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 飛灰サイロ  1基 

2) 工事内容 

(1) 飛灰サイロを更新すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔鋼板製竪形〕 

2) 数 量   1基 

3) 主要項目 

(1) 容 量   〔9〕㎥、〔2〕日分 

(2) 主要寸法  〔φ2,200〕mm（直胴部）×高さ〔4,700〕mm 

(3) 主要材質  〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

4) 付属品   〔エアレーション、エアノッカー、レベル計(パドル式) 、 

エア抜き(パルスジェット式)、スライドゲート〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 数 量   1基 

2) 主要項目 

(1) 容 量   9.0㎥（有効） 

(2) 主要寸法  φ1,800mm（直胴部）×5,900mm 
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７．１０ 飛灰供給装置 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 飛灰供給装置   1基 

2) 工事内容 

(1) 飛灰供給装置本体の更新 

(2) 飛灰供給装置下部シュートの更新 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔テーブルフィーダ〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 能 力    〔300～500〕kg/h 

(2) 操作方式   〔現場および遠隔手動〕 

(3) 主要材質   〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

(4) 電動機    〔0.75〕kW 

4) 付属品    〔インバータ(0.75kW用)〕 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 数 量    1基 

2) 主要項目 

(1) 能 力    500kg/h（最大） 

(2) 電動機    220V×4P×0.75kW 
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７．１１ 飛灰加湿機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 飛灰加湿機   1基 

2) 工事内容 

(1) 飛灰加湿機本体の新設 

(2) 飛灰加湿機下部シュートの新設 

 

【主要仕様】 

1) 形 式    〔二軸パドル式〕 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 能 力    〔1〕㎥/h 

(2) 操作方式   〔現場および遠隔手動〕 

(3) 主要材質   〔一般構造用圧延鋼(SS400)〕 

(4) 電動機    〔3.7〕kW、IEC規格〔IE3〕 

4) 付属品    〔排出シュート(フレコン接続用)〕 
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７．１２ 加湿水タンク 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 加湿水タンク  1基 

2) 工事内容 

(1) 加湿水タンクを新設すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔ポリエチレンタンク〕 

2) 数 量   1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 容 量   〔200〕ℓ 

(2) 主要材質  〔PVC(ポリ塩化ビニル)〕 

4) 付属品   〔ボールタップ、加湿水ポンプ(0.2kW)〕 
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７．１３ 飛灰計量器 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 飛灰計量器  1基 

2) 工事内容 

(1) 飛灰計量器を新設する。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式   〔デジタルロードセル式〕 

2) 数 量   1基 

3) 主要項目（1基につき） 

(1) 秤 量   〔1,500〕kg 

(2) 目 盛   〔0.5〕kg 

(3) 積載寸法  〔1,500〕mm×〔1,500〕mm 

(4) 主要材質  〔SS400＋溶融亜鉛メッキ〕 
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第８節 前処理設備 

 

８．１ 粗大・不燃処理施設の前処理設備 

 

１．ストックヤード棟機器の更新 

１）ペットボトル及び容器包装プラスチックラインの更新 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) マルチ圧縮梱包機    1基 

(2) 搬送コンベヤ     2基 

2) 工事内容 

(1) マルチ圧縮梱包機（処理能力：約0.6t/h相当） 1基の更新 

(2) 選別コンベヤ、供給コンベヤ   2基の更新 

(3) 動力制御盤の更新 

 

２）発泡スチロール溶融減容器の更新 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) スチロールポスト（処理能力：40kg/h相当） 1基の更新 

 

３）フラットコンベヤの整備 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ビン用フラットコンベヤの整備   1式 

(2) ペットボトル・プラ用フラットコンベヤの整備 1式 

2) 工事内容 

(1) 各電動機、ベルト等の更新整備 
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２．「資源・缶ライン機器」の撤去 

下記の機器を撤去する 

 １）受入ホッパ             1基 

 ２）破袋機               1基 

 ３）破袋物搬送コンベヤ         1基 

 ４）破袋物搬送コンベヤＮＯ．２     1基 

 ５）手選別コンベヤ           1基        

 ６）磁選機               1基 

 ７）鉄分搬送コンベヤ          1基 

 ８）残渣搬送コンベヤＮＯ．１      1基 

 ９）残渣搬送コンベヤＮＯ．２      1基 

 10）動力制御盤             1面 

 11）撤去作業費             1式 

 12)カレットヤードRC部分の撤去及び1階開口の塞ぎ及びマシンハッチの作成  1式 

 

３．「缶ライン」は、廃止して、高速破砕ラインに投入して選別・圧縮する。 

 

４．「破砕ライン」の機器の交換 

1) ダンピングボックスの撤去 

（プラットホームでの事前選別、フォークリフト等による投入作業） 

2） 受入ホッパ、供給コンベヤ 更新 

(供給コンベヤ本体フレームは、一部残す。また追加フレームは尾部のみとする) 

3)  粗破砕機回転刃、スペーサ、フィンガー等の交換 

4)  各種電動機関係の交換 

5)  集塵設備の交換、サイクロン、排風機、コンプレッサー 

6)  架台等既存設備の塗装工事 

7)  電気･計装設備の更新 

中央操作室モニタ、ＩＴＶカメラ用照明（ＬＥＤに変更）、各動力制御内のシーケンサ、

インバータ等、電子部品は、最新のものを更新すること。 
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８．２ 粗破砕機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 粗破砕機    1基 

2) 工事内容 

(1) 粗破砕機に関する下記の機器、部品等を更新整備すること。 

(2) 粗破砕機のカッタ刃取替に関する下記の部品等を交換整備すること。 

① カッタ刃   33式 

② スペーサ   33式 

③ クリーニングフィンガ  1式 

④ （同上用）取付ボトル  1式 

⑤ ベアリング   2式 

⑥ ロックナット   2式 

⑦ オイルシール   2組 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    二軸せん断式 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 能 力    1.6t/h 

(2) 投入口寸法   幅1,015mm×長さ1,625mm 

(3) 破砕軸    2軸 

(4) 駆動方式   油圧駆動 

(5) 電動機    440V×4P×95kW 

(6) 主要部材質   ケーシング：一般構造用圧延鋼 

       シャフト：特殊鋼、破砕刃：特殊鋼 

4) 付属品    水冷式油圧ユニット 
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８．３ 破袋機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 破袋機（不燃ごみ受入ホッパ部） 1基 

2) 工事内容 

(1) 破袋機用の空気圧縮機は撤去すること。 

(2) 破袋機本体は撤去すること。 

 

【主要仕様】 

1) 形 式     〔   〕 

2) 数 量     1基 

3) 主要項目 

(1) 吐出量     〔  〕㎥/min 

(2) 吐出圧力    〔  〕kPa 

(3) 空気タンク    〔  〕㎥ 

(4) 電動機     〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW 

(5) 操作方式    〔   〕 

4) 付属品     〔   〕 
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８．４ 金属圧縮機、鉄・アルミ貯留ホッパ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 金属圧縮機     1基 

2) 工事内容 

(1) 金属圧縮機に関する下記の機器、部品等を交換整備すること。 

① 駆動電動機     1台 

② チェーンカップリング    1台 
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【既設仕様（参考）】 

 

（金属圧縮機） 

1) 形 式    油圧式 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 能 力    300kg/cm2 

(2) 成形品寸法   幅600mm×長さ200～400mm×高さ350mm 

(3) 電動機    440V×4P×15kW 

 

（鉄貯留ホッパ） 

1) 形 式    鋼板製 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 容 量    1.0㎥ 

(2) 寸 法    幅1,100mm×長さ1,100mm×高さ1,000mm 

(3) 開閉方式   油圧及び空気圧式 

(4) 操作方式   現場手動 

(5) 主要材質   一般構造用圧延鋼 

 

（アルミ貯留ホッパ） 

1) 形 式    鋼板製 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 容 量    1.0㎥ 

(2) 寸 法    幅1,100mm×長さ1,100mm×高さ1,000mm 

(3) 開閉方式   油圧及び空気圧式 

(4) 操作方式   現場手動 

(5) 主要材質   一般構造用圧延鋼 
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８．５ 圧縮せん断式破砕機 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 圧縮せん断式破砕機  1基 

2) 工事内容 

(1) 圧縮せん断式破砕機の刃物及び駆動部分の更新をすること。 

① 上刃物    4枚 

② 下刃物    3枚 

③ （同上）取付ボトル  1式 

④ 駆動電動機・油圧ポンプ・チェーンカップリング交換  1式 

⑤ 送り装置電動機の交換  1式 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式    油圧せん断機 

2) 数 量    1基 

3) 主要項目 

(1) 能 力    0.7ｔ/5h 

(2) 切断長    400mm以下 

(3) ケース寸法   幅1,000mm×長さ3,000mm×高さ600mm 

(4) 送り方式   ラック ピニオン方式 

(5) 駆動方式   油圧式 

(6) リリーフセット圧力  210kg/cm2 

(7) 電動機    440V×4P×15kW（ポンプ）、440V×4P×2.2kW（送り） 
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８．６ 受入ホッパ・供給コンベヤ 

 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 受入ホッパ     1基 

(2) 供給コンベヤ     1基 

2) 工事内容 

(1) 受入ホッパ下部スカート部分の更新  1式 

(2) 新設する受入ホッパ延長更新   1式 

(3) 供給コンベヤのコンベヤ部延長更新  1式 

(4) 各部品の更新 

駆動電動機（高効率モータ）スプロケット（大・小）、ローラチェン、エプロン板、 

コンベヤチェン、コンベヤチェン用レール（現地確認）、水平部下カバー全面更新、 

傾斜部下のカバーについては、協議 

 

【既設仕様（参考）】 

1) 形 式      鋼板製エプロンコンベヤ 

2) 数 量      1基 

3) 主要項目 

(1) 寸 法      幅0.9m×長さ≒20.8m 

(2) 速 度      0～7m/min 

(3) 電動機      7.5kW 
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８．７ 資源ライン機器 撤去 

 

【工事内容】 

1) 工事内容 資源ライン機器 撤去 

(1) 破袋物搬送コンベヤNo.1   1基 

(2) 破袋物搬送コンベヤNo.2   1基 

(3) 手選別コンベヤ    1基 

(4) 磁選機     1基 

(5) 鉄分搬送コンベヤ   1基 

(6) 手選別残渣搬送コンベヤNo.1  1基 

(7) 手選別残渣搬送コンベヤNo.2  1基 

(8) 破袋可燃物コンベヤ   1基 

(9) その他架台等    1式 

 

 

  



 

100 

 

８．８ 各種減速機及び駆動部品関係 

 

１） 破砕物搬送コンベヤNo.1 

【工事内容】 

1)  工事内容 

(1) 駆動電動機及びスプロケットローラチェンの更新 

 

２）振動コンベヤ 

【工事内容】 

1)  工事内容 

(1) バイブレータ（電動機×２台）の更新 

 

３）振動スクリーン 

【工事内容】 

1)  工事内容 

(1) 駆動電動機×２台の更新 

 

４）電磁式吊下磁選機 

【工事内容】 

1)  工事内容 

(1) 駆動電動機の更新 

 

５）アルミ選別機 

【工事内容】 

1)  工事内容 

(1) 回転子駆動電動機の更新 

(2) ベルト駆動電動機の更新 
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６）ダストコンベヤ 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) ダストコンベヤ   1基 

2) 工事内容 

(1) 電動機（0.75kW）の取替を行うこと。 

(2) スプロケット、駆動チェーンの取替を行うこと。 

 

７）可燃物搬送コンベヤNo.1 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 可燃物搬送コンベヤNo.1  1基 

2) 工事内容 

(1) 電動機（1.5kW）の取替を行うこと。 

(2) スプロケット、駆動チェーンの取替を行うこと。 

 

８）可燃物搬送コンベヤNo.2 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 可燃物搬送コンベヤNo.2  1基 

2) 工事内容 

(1) 電動機（1.5kW）の取替を行うこと。 

(2) スプロケット、駆動チェーンの取替を行うこと。 
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第９節 電気・計装設備 

 

本工事に必要なすべての電気・計装設備工事及び劣化部品等の更新等の整備を行うものとする。

また、屋内の既設キュービクルを更新し、屋外に設置するとともに、幹線引替及び改造を行うも

のとする。 

下記に主な工事内容を示す。 

 

1． 高圧一次電線 

1) 電気工事関連 

【工事内容】 

(1) 引込第一柱～屋外キュービクルまでの電線更新を行うこと。 

 

2． キュービクル 

1) 電気工事関連 

【工事内容】 

(1) キュービクルを更新し、新規にキュービクルを屋外に設けること。なお、キュービクル

容量については、本工事における適正な容量で見直しを行うこと。 

(2) 二次側の幹線入替に伴うケーブルラック増設すること。 

(3) 二次側の幹線入替後に不要なケーブルラックがあれば撤去すること。 

(4) 二次側の幹線の電線を新規に全て取替える。 

(5) 既設のキュービクルについては、二次側の電線撤去し、旧盤は現状で休止とする。 

 

3  灰溶融炉制御盤 

1) 電気工事関連 

【工事内容】 

(1) 既設制御盤を撤去すること。 

(2) 一次側、二次側電線制御線を撤去すること。 
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4 中央監視盤（P-0） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) シーケンサの取替を行うこと。 

(2) 集じん器（ろ過式集じん器）のシステム変更に伴い改造すること。 

(3) リレータイマーの取替を行うこと。 

(4) 調節計、記録計の取替を行うこと。 

(5) 無停電電源装置の取替を行うこと。 

(6) 灰溶融関連の監視盤を撤去すること。 

(7) ITVカメラ8台、モニタ7台（トラックスケール監視用カメラ及びモニタを含む）の取替

を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) ダンパ関連の配線の取替を行うこと。 

 

5 プラットホーム制御盤（P-1） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

6 地下室制御盤（P-3） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 
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7 有害ガス除去装置制御盤（P-4） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

(2) インバータ、シーケンサの取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

8 洗車場制御盤（P-5） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

9 白煙防止用送風機制御盤（P-6） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 

 

10 排水処理制御盤（P-7） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

  



 

105 

11 送風機室制御盤（P-8） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 

 

12 1号押込送風機制御盤（P-9） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 

 

13 2号押込送風機制御盤（P-10） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 
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14 1号誘引送風機制御盤（P-10A） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

(2) インバータの取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 

 

15 2号誘引送風機制御盤（P-10B） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

(2) インバータの取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

(2) 送風機更新の二次側配線の取替を行うこと。 

 

16 灰固化設備制御盤（P-11） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) システム変更に伴い制御盤を更新すること。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 既設制御盤を撤去すること。 

(2) 一次側の幹線を更新すること。 

(3) 二次側の幹線を更新すること。 
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17 保守分電盤（P-12） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

18 保守分電盤（P-13） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

19 電気室動力制御盤（P-14） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

20 工場棟分電盤（LP-11） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 
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21 工場棟分電盤（LP-12） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

22 管理棟電灯動力分電盤（LP-K） 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) 内部劣化部品の取替を行うこと。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 一次側の幹線の取替を行うこと。 

 

23 1号バグフィルタ制御盤 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) システム変更に伴い制御盤を更新すること。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 既設制御盤を撤去すること。 

(2) 既設制御盤の撤去に伴い、二次側電線制御線を撤去すること。 

(3) 一次側、二次側電線制御線を更新すること。 

 

24 2号バグフィルタ制御盤 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) システム変更に伴い制御盤を更新すること。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 既設制御盤を撤去すること。 

(2) 既設制御盤の撤去に伴い、二次側電線制御線を撤去すること。 

(3) 一次側、二次側電線制御線を更新すること。 
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25 前処理設備関連 

1) 計装設備関連 

【工事内容】 

(1) ＩＴＶ（5台）、モニタ(3台)を更新すること。 

(2) 炎検知器を更新すること。 

(3) 温度警報装置を更新すること。 

2) 電気設備関連 

【工事内容】 

(1) 不燃物処理集合電磁盤シーケンサ類を更新すること。 

(2) 不燃物処理集合電磁盤インバータ類を更新すること。 

(3) 不燃物処理集合電磁盤ＩＴＶ類を更新すること。 

(4) 破袋手選別制御盤を撤去すること。 
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第４章 撤去工事 

 

 

第１節 撤去工事 

 

本工事に伴い、設備機器の更新・新設に伴い、不要となり撤去する必要がある機器、設備の

撤去工事を行うこと。 

 

１ 撤去対象 

1) 溶融炉    2基（1基/炉） 

2) 1号リドリングコンベヤNo.1  1基 

3) 1号リドリングコンベヤNo.2  1基 

4) 1号リドリングコンベヤNo.3  1基 

5) 2号リドリングコンベヤ  1基 

6) スラグ冷却コンベヤ    2基（1基/炉） 

7) 集合コンベヤ   1基 

8) スラグ処理設備     

(1) スラグ受入フィーダ  1基 

(2) スラグ搬送コンベヤ  1基 

(3) スラグ破砕機   1基 

(4) スラグ磁選機   1基 

(5) 破砕スラグ搬送コンベヤ  1基 

9) 助剤サイロ    1基 

10) 助剤供給装置   1基 

11) セメントサイロ   1基 

12) セメント供給装置   1基 

13) キレートタンク   1基 

14) キレート注入ポンプ   1基 

15) 混練成型機    1基 

16) 養生コンベヤNo.1   1基 

17) 養生コンベヤNo.2   1基 

18) 固化物バンカ   1基 

19) 不燃物受入ホッパ   1基 

20) 不燃物残さ供給フィーダ  2基 

21) 不燃物残さ供給コンベヤ  2基 

22) 溶融炉冷却空気用送風機  2基（1基/炉） 

23) バルブスタンド   1基 

24) 機器冷却水槽循環ポンプ  1式 
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25) スラグ冷却水槽循環ポンプ  4基 

26) スラグ冷却槽冷却器   2基（1基/炉） 

27) スラグ冷却器循環ポンプ  4基 

28) ＬＰＧタンク   3基 

29) ＬＰＧガス気化器   2基 

30) 酸素タンク    2基 

31) 送ガス蒸発器   2基 

32) 残渣破砕機    1基 

33) 機器冷却槽    1基 

34) 機器保安冷却水ポンプ  2基 

35) 冷却塔    2基 

36) 戻り冷却水ポンプ   2基 

37) 灰溶融炉制御盤   2基（1基/炉） 

38) 前処理設備（手選別ライン）  1式 

39) その他必要な機器類 
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第２節 建築工事 

 

１ 準拠規格等 

法規・基準・規則・関係法令等を遵守すること。 

(1) 日本建築学会規定 

(2) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

(3) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

 

２ 壁開口工事 

【工事内容】 

1) 工事範囲 

(1) 壁 開 口    1式 

2) 工事内容 

(1) 本工事に伴い必要となる壁の開口工事及び復旧工事をすること。 
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第５章 設計・施工管理 

 

第１節 実施設計 

 

１ 実施設計要領 

① 実施設計は、設計図書及び見積設計図書に基づいて行うものとする。 ただし、見積設計

図書に対して部分的変更を必要とする場合には、性能及び工場運営上の要件並びに仕上程

度が下まわらない限度において、監督員の承諾を得て変更することができる。この場合、

契約金額の増額は行わない。 

設計図書リストは、総合的又は基本的仕様を示すものであって、設計図書記載の有無及

び詳細にわたって明記しないものがあっても、本改良工事の機能及び性能を全うするため

に必要なものは、全て請負者の責任において完備させなければならない。 

② 必要に応じ実施設計は、先行して一部を承諾する。 

③ 設計上の事項について、佐々町と業者の間に考え方の相違があるときは、両者で協議の

上決定するものとする。 

④ 部分払及び工事変更設計のため、契約金額内訳書を作成するものとし、契約金額内訳書

の書式及び項目などにっいては、佐々町の定めるところによる。 

⑤ 建物及び機器の維持・保全に十分配慮して設計を行う。 

⑥ 別途工事との取合部については、監督員と十分協議して設計を行う。 

⑦ 実施設計範囲 

 

２ 実施設計の範囲 

1)基幹的設備改良工事対象設備 

(1)機械設備工事 

・各設備共通設備 

・受入供給設備 

・燃焼設備 

・燃焼ガス冷却設備 

・排ガス処理設備 

・通風設備 

・灰出設備 

・前処理設備 

・電気・計装設備 
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(2)土木・建築工事 

①撤去工事 

 ②建築工事(建築機械設備及び建築電気設備を含む) 

 

(3) その他工事 

①試運転及び運転指導（教育訓練） 

②予備品及び消耗品 

③その他必要な工事 
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第２節 提出図書 

 

１ 契約設計図書 

受注者は、本仕様書に基づき発注者の指定する期日までに次の契約設計図書を 4 部提出

すること。ただし、事前に提出された見積設計図書に変更がない場合は、見積設計図書を

もって契約設計図書とする。 

1) 二酸化炭素削減計画書 

(1) 二酸化炭素削減率計算書（指定様式に準じる） 

(2) 電力削減量明細書 

2) 設計計算書（本工事に際して変更となるものについて） 

物質収支、熱収支、用役収支、主要機器設計計算書等 

3) 設計仕様書 

設備別機器仕様書（形式、数量、性能、寸法、付属品、構造、材質、操作条件等） 

4) 設計図面 

(1) 各階機器配置図 

(2) 主要フローシート図 

(3) 工事工程表 

 

２ 実施設計図書 

受注者は、契約後ただちに実施設計に着手するものとし、実施設計図書として次のもの

を提出すること。 

仕様書類  A4判  4部 

図面類（縮小版） A3判製本 4部 

同上電子データ（PDF形式）   1式 

 

1) 二酸化炭素削減計画書 

(1) 二酸化炭素削減率計算書 

(2) 電力削減量明細書 

 

 2)プラント工事関係 

(1) 工事仕様書 

(2) 設計計算書（本工事において変更となるものについて） 

① 性能曲線図 

② 物質収支 

③ 熱収支（熱精算図） 

④ 用役収支 

⑤ 火格子燃焼率 
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⑥ 燃焼室熱負荷 

⑦ 煙突拡散計算書 

⑧ 容量計算、性能計算、構造計算（主要機器について） 

(3) 施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 

(4) 各階機器配置図 

(5) 主要設備組立平面図、断面図 

(6) 計装制御系統図 

(7) 電気設備主要回路単線系統図 

(8) 配管設備図 

(9) 負荷設備一覧表 

 

3) 建築工事関係（本工事に際して変更となるものについて） 

(1) 建築意匠設計図 

(2) 建築構造設計図 

(3) 建築機械設備設計図 

(4) 建築電気設備設計図 

(5) 構造設計図 

(6) 外構設計図 

(7) 各種工事仕様書（仮設工事、安全計画を含む） 

(8) 各種工事計算書 

(9) 色彩計画図 

(10) 負荷設備一覧表 

(11) 建築設備機器一覧表 

(12) 建築内部、外部仕上表及び面積表 

4) 工事工程表 

5) 内訳書（積算根拠含む） 

6) 予備品、消耗品、工具リスト 

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、実施設計に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては、事前に承諾

申請図書により発注者の承諾を得てから着工すること。図書は、次の内容のものを各 4 部

提出すること。 

1) 承諾申請図書一覧表 

2) 土木・建築及び設備機器詳細図 

（構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図） 

3) 総合施工計画書 

4) 灰溶融炉撤去工事要領書 

5) 施工要領書 

（搬入要領書、据付要領書を含む） 

6) 検査要領書 

7) 計算書、検討書 

8) 打合せ議事録 

9) その他必要な図書 

 

４ 地方交付金申請図書等 

受注者は、各年度の発注者が指示する期日までに、次の図書に関する資料を提出するこ

と。 

1) 交付金申請関係図書 

2) 交付金実績報告関係図書 

3) その他指示する図書 
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５ 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こと。 

1) 竣工図縮小版「A3判製本」     3部 

2) 竣工図電子データ（PDF形式）    1式 

3) 既設竣工図書（竣工図、取扱説明書等）の修正   1式 

4) 既設竣工図修正版電子データ     1式 

5) 完成仕様書（設計計算書及びフローシート等含む）  3部 

6) 取扱説明書       3部 

7) 試運転報告書（予備性能試験を含む）    3部 

8) 引渡性能試験報告書      3部 

9) 単体機器試験成績書      3部 

10) 長寿命化総合計画(施設保全計画)の修正（電子媒体含む） 1式 

11) 内訳書       1式 

(1) 内訳精算書（積算根拠を含む） 

(2) 廃材等の処理・処分費、有価物の売却益の領収伝票（写し） 

12) マニュフェスト票（写し）     1式 

13) 建築更新図（壁・屋根開口箇所の復旧更新図）   1式 

14) 各工程の工事写真（各々カラー）    1部 

15) その他指示する図書      1式 
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第３節 契約の内容に適合しないもの 

設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等は、受注者の負

担にて速やかに補修、改造、改善又は取替を行わなければならない。本工事は、性能発注

（設計施工契約）という発注方法を採用しているため、受注者は施工における契約の内容

に適合しないもの（以下、「契約不適合」という。）に加えて設計の契約不適合についても担

保する責任を負う。 

契約不適合の改善等に関しては、契約不適合担保期間を定め、この期間内に性能、機能、

耐用等に関して疑義が発生した場合、発注者は受注者に対して契約不適合の改善を要求で

きる。 

契約不適合の有無については、適時契約不適合確認検査を行い、その結果を基に判定す

るものとする。 

 

１ 契約不適合担保保証（かし担保保証） 

1) 設計の契約不適合担保 

(1) 設計の契約不適合担保期間は、原則として引渡後10年間とする。この期間内に発生した

設計の契約不適合は、設計図書に記載した本工事に係る設備・機器等の性能及び機能、主

要装置の耐用に対して、すべて受注者の責任において改善等すること。なお、設計図書と

は、実施設計図書、施工承諾申請図書、工事関連図書、完成図書とする。 

(2) 引渡後、本工事に係る設備・機器等の性能及び機能、装置の耐用について疑義が生じた

場合は、発注者と受注者との協議のもとに受注者が作成した性能確認試験要領書に基づき、

両者が合意した時期に実施するものとする。これに関する費用は、本施設の通常運転にか

かる費用は発注者の負担とし、新たに必要となる分析等にかかる費用は受注者負担とする。 

(3) 性能確認試験の結果、受注者の契約不適合に起因し、所定の性能及び機能を満足できな

かった場合は、受注者の責任において速やかに改善すること。 

2) 施工の契約不適合担保保証 

(1) プラント工事関係 

プラント工事関係の契約不適合担保期間は、原則として引渡後２年間とする。ただ

し、部分引渡しの場合の契約不適合担保期間は、部分引渡後 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） 

建築工事関係の契約不適合担保期間は、原則として引渡後1年間とする。 

また、防水工事等については「建築工事共通仕様書（最新版）」を基本とし、保証年数を

明記した保証書を提出すること。 
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２ 契約不適合確認検査 

発注者は、本工事に係る設備・機器等の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、受注者

に対して契約不適合確認検査を行わせることが出来るものとする。受注者は、発注者と協

議したうえで契約不適合確認検査を実施し、その結果を報告すること。契約不適合確認検

査にかかる費用は、受注者の負担とする。契約不適合確認検査による契約不適合の判定は、

契約不適合確認要領書により行うものとする。契約不適合確認検査で契約不適合と認めら

れる部分については、受注者の責任において改善、補修すること。 

 

３ 契約不適合確認要領書 

受注者は、あらかじめ「契約不適合確認要領書」を発注者に提出し、承諾を受ける。 

 

４ 契約不適合確認の基準 

契約不適合確認の基本的な考え方は、以下のとおりとする。 

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、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた   

場合 

④ 性能に著しい低下が認められた場合 

⑤ 主要装置の耐用が著しく短い場合 

⑥ 本工事範囲外の設備機器及び発注者（運転及び維持管理等）に起因する不適合につい

ては、本項対象外とする。 

 

５ 契約不適合の改善、補修 

1) 契約不適合担保 

契約不適合担保期間中に生じた契約不適合は、発注者の指定する時期に受注者が無償

で改善・補修すること。改善・補修に当たっては、改善・補修要領書を提出し、承諾を受

けること。 

2) 契約不適合判定に要する経費 

契約不適合担保期間中の契約不適合判定に要する経費は、受注者の負担とする。 
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「基幹的設備改良工事の契約不適合担保保証（かし担保保障）並びに修補の方法」(国基準) 

(1/2) 

 

かし担保基準並びに修補の方法を規定し例示する。なお、例示した設備以外にも 

同様に準用する 

 

1. 築 炉 

(1) かし判定基準 

引渡し後2年以内において 

① 耐火レンガ壁内面の摩耗、剥離、化学的浸食等による損耗量が当初基準面(完 

成時)より50mmを超えた場合。 

② 耐火レンガ壁の一部のずね(せり出し、陥没)が当初基準面と50mm以上の差が 

出た場合。 

③ 運転上支障がある事態が発生した場合。 

④ 構造・施工上の欠陥が発見された場合。 

(2) 修 補 

上記の基準によりかしと判定された場合(1)の各項に対し、佐々町の指定する時期 

に修補する。 

① (1)-①、②の場合、当初基準面と平滑な面になるよう積みなおす。 

② (1)-③、④の場合、状況により、その後の安定した運転が確保できるよう修補 

する。 

なお、築炉完工時及び乾燥だき終了時に築炉部主要計測データ(スケッチ、写 

真等を含む。)を提出する。 

 

2. 火格子部品(火格子枠、火格子片) 

(1) かし判定基準 

引渡し後、 2年以内において、火格子部品の腐食、摩耗、焼損、破損等による 

重量の減少量が当初測定重量に対し、1年目10％以下、 2年目12％以下であること。 

なお、火格子部品は、 1年以内に設置場所を移動させてはならない。 

(2) 修 補 

上記の基準により、かしと判定された場合には、指定する時期に、すべて新品 

と交換する。 

なお、ストーカ完工時、監督員が指定する範囲における火格子部品の重量計測 

     データを提出する。 

 

3.クレーンバケット(ごみ) 

(1) かし判定基準 

引渡し後2年以内において。 

① 下記に例示する主要部品に亀裂、破損、脱落、曲り、摩耗等が発生し、著しく 

機能が損なわれた場合。 

主要部品 

爪、シェル、軸、ブッシュ、支持金具、オイルタンク、油圧シリンダ、 

油圧ポンプ、油圧バルブロック、ケーブルコンセント、ケーブルリール 

② その他運転上支障のある事態が発生した場合。 

(2) 修 補 

上記の基準により、かしと判定された場合には、修補又は新品と交換する。 
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(2/2) 

 

4. 集じん設備 

(1) かし判定基準 

引渡し後3年以内において。 

① 性能に著しい低下が認められた場合。 

② バグフィルタに破損、損傷及び適正なケーキ層が保持できない事態が発生した 

場合。 

③ 外観上に変形、亀裂等が認められた場合。 

④ その他運転上支障ある事態が発生した場合。 

(3) 修補 

上記の基準により、かしと判定された場合には、状況により部分修補、全体修補、 

交換等の措置をとる。 

 

6. 煙突ノズル  

(1)かし判定基準 

引渡し後3年以内において(3年目には請負者の負担でゴンドラ等を設置して内部 

状況を確認する。) 

① ライニングの表面が剥離、脱落、摩耗しラスが露出した場合。 

② 亀裂がラスに達した場合。 

③ その他使用上支障ある事態が発生した場合。 

(2) 修補 

上記の基準によりかしと判定された場合には、状況により部分修補又は全面 

再ライニング修補する。 
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第４節 検査及び試験 

 

本仕様書で定める工事の検査等は下記による。 

 

１ 製品材料検査 

工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。 

 

1,1 立会検査及び立会試験（工場立会検査を含む） 

指定主要機器、材料の検査及び試験は、発注者の立会のもとで行うこと。ただし、

発注者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。 

 

1.2 検査及び試験の方法 

検査及び試験は、あらかじめ発注者の承諾を得た検査（試験）要領書に基づいて行

うこと。 

 

1.3 検査及び試験の省略 

公的又は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器について

は、検査及び試験を省略できる場合がある。 

 

1.4 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、これに要する経費は受

注者の負担とする。ただし、発注者の職員又は発注者が指示する監督員（委託職員を

含む）の旅費等は除く。 

 

２ 部分使用検査 

部分完成後、直ちに供用を開始しなければならない場合は、部分使用検査を行い、工事目的

物の全部又は一部を引渡し前に使用できるものとする。 

 

３ 部分引渡し検査 

必要に応じて部分引渡し検査を行い、部分引渡しできるものとする。 
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第５節 正式引渡し 

工事竣工後、本工事に係る設備・機器等を正式引渡しするものとすること。 

工事竣工とは、第３章・第４章に記載された工事範囲の工事をすべて完了し、第１章第６節

による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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第６節 その他 

 

１ 関係法令等の遵守 

本工事の設計施工に当たっては、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速やかに行い、発注者に報告すること。また、工事範囲におい

て発注者が関係官庁への許認可申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類作成

等について協力し、その経費を負担すること。 

 

３ 施 工 

本工事施工に際しては、次の事項を遵守すること。 

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こと。 

2) 現場管理 

資材搬入路、仮設事務所等については、発注者と十分協議し、確保すること。また、整

理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。 

3) 復 旧 

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、発注

者と協議のうえ、受注者の負担で速やかに復旧すること。 

4) 保 険 

本施設の施工に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険、労働

災害保険等に加入すること。 

5) 工事用電力 

受注者の負担とする。なお、既設電源設備からの電力の使用にあたっては、発注者と事

前に協議を行うこと。ただし、メーター設置や仮設電源工事及び電力使用に必要となる

工事及び機材の設置については、受注者の負担とする。 

6) 工事用水 

受注者の負担とする。なお、既設給水設備からの用水の使用にあたっては、発注者と事

前に協議を行うこと。ただし、メーター設置や仮設配管等及び用水使用に必要となる工

事及び機材の設置については、受注者の負担とする。 
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7) 工事中における処理水の処分について 

工事中は、排水処理設備からの処理水の再利用が困難になるため、処理水を近隣（搬入

路の入口付近）の下水道幹線のマンホールから放流できるように、仮設の措置を講じる

こと。ただし、処理水については放流基準値以下の場合のみとする。 

8) 発生材の処理 

本工事において不要又は工事に支障となる機器等は、発注者の承諾を得て解体・撤去

すること。 

工事に際して生じる発生材は、原則場外に搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要項」、「廃棄物焼

却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」及びその他関係法令等に従

い適正に処理し、発注者に報告すること。 

9) その他 

工事中又は完成後において明視することができない部分については、発注者の立会い

を求め、また、施工の状況を確認できるように写真撮影を行い提出すること。 

 

４ 予備品及び消耗品 

予備品及び消耗品は、それぞれ明細書を添えて必要とする数量を納入すること。 

なお、消耗品の納入方法については、実施設計時に協議するものとする。 

1) 予備品 

予備品は、２年間に必要とする数量を納入すること。予備品とは、定常運転において定

期的に必要とする部品ではなく、不測の事故等を考慮して準備・納入しておく以下の部

品とする。 

(1) 同一部品を多く使用しているもの 

(2) 数が多いことにより破損の確率が高い部品 

(3) 市販性が無く納期がかかり、かつ、破損により施設の運転が不能となる部品等 

2) 消耗品 

消耗品は、２年間に必要とする数量を納入すること。消耗品とは、定常運転において定

期的に交換することにより機器本来の機能を満足させうる部品とする。 

 

５ 本工事発注仕様書（要求水準書）に対する質問 

本仕様書に対する質問は、すべて文書により発注者へ問い合わせ回答を受けること。 

 

６ その他 

本工事発注仕様書（要求水準書）に記載してある機器設備類の中で、今後、短期間で飛躍

的に性能が向上する可能性があるものについては、各々の機器類の発注時点において最新

機器を納入すること。 
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第６章 添付資料（別冊） 

佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事 関係図面     

添付資料-１  全体配置計画図       

添付資料-２  プラントフローシート 

添付資料-３  前処理設備フローシート 

添付資料-４  プラント側断面図 

添付資料-５  プラント平面図（BFL,1FL,2FL） 

添付資料-６  クレーン全体、クレーンサドル、クラブトロリ、電動油圧クラブバケット 

添付資料-７  投入ホツパ 

添付資料-８  給じん装置 

添付資料-９  ストーカ、油圧装置 

添付資料-１０ 築炉施工図 

添付資料-１１ 炉締金物・ガス冷却室 

添付資料-１２ 助燃パーナ、再燃バーナ、ガス冷却室 

添付資料-１３ ろ過式集じん器 

添付資料-１４ 有害ガス除去装置 

添付資料-１５ 燃焼用空気予熱器 

添付資料-１６ 白煙防止用空気予熱器 

添付資料-１７ FDF  IDF 

添付資料-１８ 炉下コンベヤ 

添付資料-１９ 灰バンカ 

添付資料-２０ ダスト排出装置 

添付資料-２１ 飛灰サイロ 

添付資料-２２ 粗破砕機 

添付資料-２３ 金属圧縮機 

添付資料-２４ 鉄貯留ホツパ、アルミ貯留ホツパ 

添付資料-２５ 圧縮せん断式破砕機 

添付資料-２６ 二酸化炭素排出量の現状 

添付資料-２７ ごみ搬入量実積（平成２８年度～令和２年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々クリーンセンター基幹的設備改良工事  

工事発注仕様書（要求水準書） 

令和４年７月 

長崎県 佐々町 

 

 

 


