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第１章 総  則 

 

 

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。）が発注するし尿

等前処理施設建設工事（以下「本工事」という。）に適用する。 

 

第1節  概要 

 

1. 一般概要 

本町では、平成 27年度からし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。）の処理を、

民間事業者へ委託している。また、下水道等の普及により、し尿等の収集量は減少傾向

にある。 

本工事は、し尿等の長期に渡る安定的な処理体制を確保するため、本町の下水処理場

（佐々浄化管理センター）を活用することで、汚水処理の一元化を図るために実施され

るもので、下水処理場（佐々浄化管理センター）の敷地内に新たにし尿等前処理施設の

建設を行う。 

なお、施設整備は、汚水処理の広域化・共同化を目的に、国土交通省の社会資本整備

総合交付金（下水道広域化推進総合事業）を活用して実施する。 

 

2. 工事名 

佐々町公共下水道事業し尿等前処理施設建設工事 

 

3. 施設規模 

(1)計画処理規模（365日平均） 

10kL/日（し尿：4kL/日、浄化槽汚泥：6kL/日） 

 

4. 処理方式 

前処理＋希釈投入 

 

5. 建設場所 

長崎県北松浦郡佐々町小浦免字外浜 41番地 20他［佐々浄化管理センター敷地内］ 

建設予定地は、図-1に示す。 

図-2は、投入先取合点・希釈水取合点・電気取合点を示す。 
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6. 敷地面積及び工事範囲 

現況平面図（建設予定地の範囲等）は、図-1を参照すること。 

 

7. 投入先 

図-2に、下水道取合点、希釈水取合点、電気取合点の位置図を示す。 
 

8. 工期 

工期は、24か月間とする。 

① 着工 令和 4年 12月 (予定) 

② 竣工 令和 6年 11月 29日 

 

9. 実施方針 

本事業の実施方針を以下に示す。 

1) 施設整備基本計画 

(1) 汚水処理の広域化・共同化を目的に、国土交通省の社会資本整備総合交付金（下水

道広域化推進総合事業）を活用し、「し尿等前処理施設」を整備する。 

(2) 新たに整備するし尿等前処理施設は、下水処理場（佐々浄化管理センター）の敷地

内に建設する。 

(3) 本工事の発注にあたっては、性能発注方式（設計・施工付契約）による発注・契約

とする。 

(4) 設定する要求水準や性能等については、し尿等前処理施設の「工事発注仕様書（要

求水準書）」を基本とし、民間企業による創意工夫により、更なる品質・性能の向

上と建設費の抑制を目指すものとする。 

(5) 長期に渡る安定的なし尿処理体制を確保するために、以下の基本機能を満たす 

「し尿等前処理施設」の整備を目指す。 

2) 基本機能 

(1) し尿等の量的変動、質的変動に対応でき、将来にわたって安定的・効率的に処理を

継続できること。 

(2) 管理運営費（維持管理費、補修費・定期点検等）が安価であること。 

(3) 耐久性に優れ、長寿命化を実現できること。 

(4) 合理的な設備・装置とし、適正な維持管理や整備が容易に実施できること。 

(5) 運転操作が容易であること。 

(6) 事故を防止し、安全で安定的に管理運営できること。 

(7) 地震や水害等の災害時の被害を防止し処理を継続できること。 

(8) 環境への負荷が少ないこと。 
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3) 二酸化炭素排出量の抑制 

省エネ機器の導入により、本施設の二酸化炭素排出量を極力抑制すること。 

4) 下水道施設との取り合いの調整合 

本工事の取合点（下水道への放流点、下水道処理の希釈用水、電気）を十分に確認

し、施設全体の機能を損なわないこと。 

特に計装・制御設備にあっては、保守性、操作性に十分に配慮し、下水道施設と整

合がとれるようにすること。 
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第2節 施設の概要 

 

1. 全体計画 

本施設は、10kL/日のし尿等の前処理を行い、衛生的に下水処理場（佐々浄化管理セン

ター）の水処理工程へ投入することを目的とする。し尿等を下水処理場（佐々浄化管理セ

ンター）の水処理工程へ投入するにあたっては、下水処理場への汚水の流入状況等に応じ

て投入量等が調整できるなど下水処理場の適正かつ安定的な処理ができるよう考慮した

施設とすること。 

施設計画にあたっては、以下を満足する計画とすること。 

(1) 管理運営費の低減 

(2) 省エネルギー化、長寿命化、設備・装置の合理化 

(3) 敷地の有効利用及び合理的な全体配置 

(4) 全体作業動線の適正化、定期点検・補修整備スペースの確保 

(5) 短期的、長期的なし尿等の量的、質的変動への対応 

(6) 公害の防止 

(7) 災害時・停電時等の被害の防止及び処理の継続性確保等への対応 

(8) 周辺環境との調和 

 

2. 運転管理 

(1) 本施設の運転管理は「無人」とし、安定性・安全性を確保しつつ、各工程を能率化

し、人員及び経費の節減が図られたものとすること。 

(2) 運転管理は、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟の「中央監視室」にお

いて全体フローの集中監視、一部装置の制御・操作が可能なものとし、現場におい

て効率良く監視・制御・操作を行える方式とすること。また、運転等の状況の把握

と維持管理に必要な各種の計測が容易にできること。なお、運転管理人員は、基本

的に下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟に常駐し、本施設の巡回監視を

行う予定である（補修工事等において常駐が必要な場合を除く）。 

(3) 運転操作が容易で、始動後は、運転停止時以外は無人化により対応できる設備とす

る。 

(4) バキューム車等の運転手、外部関係者等の作業性と作業環境に配慮した設備とす

る。 

(5) 下水処理場（佐々浄化管理センター）の適正かつ安定的な処理ができるよう運転管

理が行える設備とする。 
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3. 安全衛生管理 

1) 作業環境保全対策 

(1) 本施設の計画にあたっては、「労働安全衛生法」及び「消防法」等の関係法令の規

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

十分な安全・衛生対策を施すこと。 

(2) 運転管理における安全（保守の容易さ、作業の安全、各種保安安全装置及び必要な

機器数量の確保、バイパスの設置など）を確保する。 

(3) 関係法令に準拠して安全、衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に保

ち、換気、騒音防止、必要照度の確保、ゆとりあるスペース（機械室通路、点検補

修作業スペース等）を確保すること。 

(4) 機器側における騒音が約 85dB（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。 

(5) 上記以外の安全、衛生事項に留意するほか、十分な臭気対策を施すこと。 

2) 安全対策 

(1) 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、手すり及び防

護柵等を完備すること。 

(2) 特に表面が高温になる箇所、回転部分、運転部分及び突起部分については、必要箇

所には危険防止対策を施し、必要に応じて覆いをするか、または表示し、通常の作

業時に危険のないよう処置すること。 

(3) また、各汚水槽の水位警報及び主要機器の過負荷運転・火災報知等、事前事故防止

設備を完備すること。 

 

4. 災害対策 

(1) 耐震対策については、「下水道施設の耐震・津波対策について（平成 26.5.15下水

道事業課企画専門官事務連絡）」に示されている、「下水道施設の耐震対策指針と解

説-2014 版-」（（社）日本下水道協会）や「下水道施設の耐震診断の早期実施につ

いて（平成 27.7.3 下水道事業課企画専門官事務連絡）」に示されている「下水道施

設耐震計算例-2015年版-（（社）日本下水道協会）」に基づき実施すること。 

(2) 耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数 1.25）、建築非構造部材 A類、建築

設備乙類とすること。 

(3) 消防関連法令及び消防当局の指導に従って、必要に応じて火災対策設備を設ける

こと。 
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(4) 今後起こりうる災害リスクの低減のための防災・減災対策を講じた施設とするこ

と。 

(5) 外部建具、外部設備機器、外部金物等は、台風時の風圧に耐える構造とし、耐食、

耐塩性等を有するものとすること。 
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5. 設備概要 

 

し尿等前処理設備の処理フロー（参考）を、図-3に示す。 

1) 受入設備 

トラックスケールで計量され搬入されたし尿等をバキューム車等から受入れるため

の設備とする。沈砂槽で補足した砂分についてはバキューム車等で清掃し、場外搬出す

る。 

2) 前処理設備 

受入れたし尿等に混入するきょう雑物（し渣）を破砕、回収して脱水し、場外に搬出

するための設備とする。し渣を除去したし尿等は貯留槽に移送する。脱水したし渣はコ

ンテナに貯留し、トラック等にて場外搬出する。 

3) 貯留設備 

し渣を除去したし尿等を貯留し、均質化するための設備とする。搬入量及び性状の変

動を緩和し、投入水質を定量化するため、十分な貯留能力（雑排水等の量も考慮）をも

たせるものとする。 

4) 希釈投入設備 

貯留設備で均質化したし尿等を投入ポンプで下水処理場（佐々浄化管理センター）の

水処理工程（分配槽）に投入する設備とする。なお、分配槽に投入したし尿等が下水道

の流入汚水と均一に混合され、円滑に水処理設備へ導水されるよう考慮したものとす

る。 

5) 脱臭設備 

各設備から発生する臭気を捕集及び脱臭して、周辺環境ならびに作業環境に支障の

ないよう処理できる設備とする。 

6）取排水設備  

取排水設備は、プラント用水等を取水・給水する設備、及び雑排水を処理過程へ移送

する設備とする。 

7) 管理設備 

処理施設及び場内管理のための管理室等を含む建築物とする。 

なお、前処理施設の監視は、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟の中央監

視室に設置すること。 
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図-3 し尿等前処理設備の処理フロー （参考） 
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6. 立地条件 

1) 地形・土質等 

建設予定地の地形・土質は、［添付資料② 地質調査結果］を参照とする。 

また、地盤高さは、以下を基本とし、発注者と協議を行い決定する。なお、建設予定

地は対策浸水深 0.55ｍでの浸水を防ぐ目的から現在の地盤高さから 0.75ｍの施設計画

高さの嵩上げを行う。計画地盤高及び施設計画高については、浸水対策及び経済性を考

慮して各社提案とする。 

現在平均地盤高 ［TP +2.10］（計画場所） 

計画地盤高      ［TP +2.10］以上（計画場所） 

施設計画高   ［TP +2.85］以上（計画場所） 

2) 都市計画事項 

都市計画区域    ［内］（下水道終末処理場区域として都市計画決定済） 

(1) 用途地域 指定［無］ 

(2) 防火地域 指定［無］ 

(3) 高度地区 指定［無］ 

(4) 建ぺい率      ［70］％以内 

(5) 容積率        ［200］％以内 

(6) その他 

長崎県景観計画区域内（高さ 13ｍ、または建築面積 1000ｍ2を超えるもの） 

3) 搬入道路 

添付資料④ 主要搬入道路による。 

4) 敷地周辺設備 

取合点は、図-2現況平面図（取合点図・水道配管図）参照のこと。 

(1) 電気 

下水処理場（佐々浄化管理センター）の電気室から分岐し、本施設の受電室（電気

室）まで引き込む。 

(2) 生活用水（プラント用水含む） 

生活用水については使用量を考慮し、上水を適切な箇所から引き込む。 

(3) プラント用水（希釈水等） 

プラント用水については、下水処理場（佐々浄化管理センター）の消毒前の二次

処理水を利用する。下水処理場の二次処理水は取合点から自然流下で引き込むこと

を基本とする。 

(4) ガス 

使用しない。 
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(5) 排水 

生活排水や施設内で発生した汚水は計画施設での処理に支障がないように施設

内水槽（受入槽等）に排水する。 

構内の雨水排水は、Ｕ型側溝、ヒューム管、VP 等、雨水桝等で自然流下により  

円滑に排水する。 

(6) 通信 

電話、FAX、インターネット、セキュリティ（防犯、火災等）を設ける。 

また、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟の中央監視室への連絡手段

を確保すること。 

(7) その他 

建設場所は海に近く塩分の飛来がある為、施設内配置計画にあたっては、風向・

風速について検討し、適切な塩害対策を講じること。 

5) 埋設物・障害物 

計画及び施工にあたっては、新設の配管工事等に影響しうる既存埋設物・障害物の

状況を十分把握した上で、施工方法等について検討し、発注者の承諾を得たうえで進

めること。 

6) 気象 

直近年の建設予定地周辺の気象概要を以下に示す。 

(1) 外気温     最 高 ［36.0］℃ 

         最  低 ［-0.2］℃ 

         年平均 ［17.7］℃ 

(2) 最大降雨量  時間最大［81.5］mm、１日最大［274.0］mm 

(3) 最多風向  1月～ 3月［北西］ 

           4月～ 6月［西南西］ 

           7月～ 9月［東南東］ 

           10月～12月［北北西］ 

(4) 平均風速      ［ 3.2］m/s 

※アメダス佐世保 2020年度の実績値。 

※日射量は、最新の「建築設備設計基準（一社）公共建築協会）」を参照とする。
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第3節 設計仕様(概要) 

 

1. 計画処理量 

1）公称能力 

10kL/日（内、し尿 4kL/日、浄化槽汚泥 6kL/日） 

※施設稼働以降の各年度のし尿等の計画処理量は、［添付資料⑥ し尿等処理量の推

計データ等（参考）］のとおり見込まれており、稼働開始年度を含めて将来に渡っ

ても量的・質的変動に十分対応できるように計画し、し尿等を均質化した状態で投

入できる施設とすること。 

※大規模事業所等からの搬入に対応するため、1日最大 100kLのし尿等を受入れて下

水処理場（佐々浄化管理センター）の水処理への影響がないよう投入が可能なシス

テムとする。 

※100kLを 5日間で処理する能力とする。 

 

2. 搬入し尿等の性状 

計画している搬入し尿等の性状を次に示す。なお、下記性状は、計画値であり、搬

入し尿等の水質及び混入比率の変動に対しても、運転条件を調整する等により対応で

きるよう計画すること。なお、［添付資料⑦ し尿等の搬入性状実績等］を参照とする。 

 

規制項目 し尿 浄化槽汚泥 混合し尿(参考) 

ｐＨ 7.0～8.0 7.0～8.0 7.0～8.0 

ＢＯＤ (mg/L) 6,900 2,700 4,400 

ＣＯＤ (mg/L) 4,100 4,000 4,000 

ＳＳ (mg/L) 7,500 9,100 8,500 

Ｔ－Ｎ (mg/L) 2,200 510 1,200 

Ｔ－Ｐ (mg/L) 230 130 170 

ＣＩ- (mg/L) 1,700 70 720 

ｎ-Hex (mg/L) 310 420 380 

※ 計画し尿等の性状のし尿及び浄化槽汚泥の性状値は、し尿と浄化槽汚泥それぞれの 

実績値（添付資料⑦し尿等の搬入性状実績等）をもとに設定した。混合し尿は、計画

処理量（し尿 4ｋＬ/日、浄化槽汚泥 6ｋＬ）で計算した値。 

・し尿は非超過確率 50％の値（実績値の 50％が含まれる確率） 

ただし、ｎ-ヘキサンについては、令和 3 年 5 月の調査結果 1500 ㎎/Ｌは異常値とし

て除外した。 

・浄化槽汚泥は非超過確率 75％の値（実績値の 75％が含まれる確率） 

ただし、令和 2 年 11 月の調査結果は異常値として除外した。 
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3. 下水処理場(佐々浄化管理センター)の水質(現状) 

※ 下水処理場（佐々浄化管理センター）の現況は、下記のとおりである。 

① 処理能力（日最大）  7,800 m3/日最大 

② 計画流入水質 ＢＯＤ  260 mg/L 

 ＳＳ  200 mg/L 

 n-Hex  30 mg/L 

③ 現況流入水量（日平均）  4,923 m3/日 令和3年度実績 

④ 現況流入水質 ＢＯＤ  272 mg/L 令和3年度実績 

 ＳＳ  224 mg/L 令和3年度実績 

 n-Hex  0.67 mg/L (鉱油)  基準 5未満 

 n-Hex  9.40 mg/L (植物油)基準30未満 

⑤ 汚泥槽容積   250 m3  75m3×2池 50m3×2池 

⑥ 現況脱水汚泥量   1,720 t/年 令和3年度実績 

⑦ 脱水汚泥含水率   84.2 %程度 令和3年度実績 

 

4. し尿等の搬入搬出時間 

・平日（月～金）   9時 00分 ～ 16時 00分（うち 6時間） 

・土曜日       原則、搬入しない 

・日曜日、祝祭日   原則、搬入しない 

  

5. 搬出入車仕様 

・し尿等搬入用  〔バキューム車等（4～11ｔ）〕 

・沈砂、し渣用  〔2～4ｔトラック〕 

（［添付資料⑤ し尿等収集運搬車両一覧］参照のこと。） 

 

6. 各設備の運転時間 

① 受入貯留設備      5日/週、6時間/日 

② 希釈投入設備      7日/週、6時間～24時間/日 

③ 脱臭設備        7日/週、24 時間/日 

※上記各設備の運転時間は、し尿等を投入してから処理を行う時間とし、薬品の溶解

等の準備時間と洗浄操作等の処理終了後から機器を停止するまでの作業時間は含

まれない。 

※1 日 10kL を 6 時間～24 時間で投入でき、かつ 1 日 100kL/日を受け入れた場合に 

5日間で通常処理に戻れるよう投入ができるシステムとする。なお、直近の搬入状

況を［添付資料⑦ し尿等の搬入性状実績等］に示す。 
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7. プロセス用水（希釈水等） 

プロセス用水（希釈水等）として下水処理場（佐々浄化管理センター）の二次処理

水を使用する。二次処理水の水質は以下に示す数値を参考にすること。 

 

（佐々浄化管理センターの放流基準） 

ＢＯＤ 10㎎/L 

ＳＳ 10㎎/L 

［添付資料⑧ 佐々町公共下水道事業概要］に直近の放流水質調査結果を示す。 

 

8. 投入水質 

1) 希釈倍率 

〔  〕倍以下（20倍以下の範囲内で提案すること）  

2) 希釈投入水水質 

1 ｐH 5を超え 9未満 

2 生物化学的酸素要求量 600㎎/Ｌ未満 

3 浮遊物質量 600㎎/Ｌ未満 

4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油） 5㎎/Ｌ以下 

5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油） 30㎎/Ｌ以下 

3) 投入先 

下水処理場（佐々浄化管理センター）の分配槽へ送水する。なお、逆流等しないよ

うに配慮すること。また、下水処理場（佐々浄化管理センター）の水処理設備へ円滑

に導水し適正処理ができるよう考慮すること。 

なお、前処理施設を「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領」に示す

ように、「固液分離」の提案も「独自設計」とすることも可とする。 

 

9. 騒音 

敷地境界線（し尿等前処理施設の敷地範囲）における規制基準は以下のとおりとする。 

また、環境保全協定値を遵守できるよう、下水処理場（佐々浄化管理センター）敷地

境界で本施設が稼働する前の現況値を超えないようにすること。 

時間の区分 
本施設の 

規制基準 

佐々浄化管理センター 

環境保全協定値 

昼間（8:00～20：00） 60 デシベル 40 デシベル 

朝、夕（6:00～8：00、20：00～22：00） 50 デシベル 40 デシベル 

夜間（22：00～6：00） 45 デシベル 40 デシベル 
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10. 振動 

敷地境界線（し尿等前処理施設の敷地範囲）における規制基準は以下のとおりとする。 

また、環境保全協定値を遵守できるよう、下水処理場（佐々浄化管理センター）敷地

境界で本施設が稼働する前の現況値を超えないようにすること。 

時間の区分 
本施設の 

規制基準 

佐々浄化管理センター 

環境保全協定値 

昼間（8：00～20：00） 60 デシベル 40 デシベル 

夜間（20：00～8：00） 55 デシベル 40 デシベル 

 

11. 悪臭 

1) 敷地境界線の地表における規制基準 

敷地境界線（し尿等前処理施設の敷地範囲）における規制基準は以下のとおりとする。 

項目 
規制基準 

（ppm） 

アンモニア 1.0 

メチルメルカプタン 0.002 

硫化水素 0.02 

硫化メチル 0.01 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノール 0.9 

酢酸エチル 3.0 

メチルイソブチルケトン 1.0 

トルエン 10.0 

スチレン 0.4 

キシレン 1.0 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 

※ 臭気強度 2.5 相当 
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2) 脱臭装置排出口における基準 

臭気排出口において規制の対象となる下記特定悪臭物質の排出量について、次式

による悪臭物質ごとの基準値（ｑｍ3N/時以下）を満足すること。 

ｑ＝0.108×He2・Cm 

ｑ：各悪臭物質の排出量（ｍ3N/時） 

He：補正された排出口の高さ 

Cm：敷地境界線の地表における基準 

なお、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、

スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸は除く。 

 

12. し渣等の処理処分方法と性状 

1) 沈砂等 

バキューム車等で吸引し、場外搬出処分とする。 

2) し渣 

水分 70％程度まで脱水し、場外搬出処分とする。 

 

13. 処理工程の概要 

1) 受入貯留工程 

受入→沈砂→除渣→貯留 

2) 希釈投入工程 

貯留槽で均質化→下水処理場（佐々浄化管理センター）の水処理工程（分配槽） 

3) 脱臭工程 

高・中濃度臭気→生物脱臭塔→活性炭吸着 

低濃度臭気→活性炭吸着 

 

14. 処理系統 

処理系統は以下を基本とするが、定期点検、補修及び非常時の対応等に十分配慮す

るとともに、点検、補修等の作業時においてもバイパス等を設けることにより安全に

処理が継続できるよう必要な措置を講じること。 

① 受入貯留工程：2系列（し尿と浄化槽汚泥は区分しない） 

② 希釈投入工程：1系列以上 

③ 脱臭工程  ：2系列（高・中濃度臭気、低濃度臭気） 
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15. その他 

作業内容は、下記事項について対応すること。 

① 汚物に直接手を触れる日常作業を極力少なくすること。 

② 雨天時に屋外で行う作業を極力少なくすること。 

③ 室内の換気、転落防止柵等を配慮し、職員が安全かつ快適に作業できるようにする

こと。 

④ 表面が高温となる箇所、回転部分、運転部分、及び突起部分については、日常作業

時に危険のないよう配慮すること。 

⑤ 点検歩廊等への連絡は、基本的に階段にて行えるようにすること。 

⑥ 施設の維持管理については、省力化を図り、可能な範囲で自動化し、集中管理的な

設備とすること。 

⑦ 量的・質的変動に十分対応できるように計画すること。 

⑧ サンプリング口を適所に配置すること。 

 

  



 

20 

第4節 本工事の進め方 

 

1. 発注方式 

 設計・施工付契約（性能発注方式）とする。なお、性能保証をすること。 

 

2. 設計方針 

(1) 本工事における設計は平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占める空間や

機器の保守点検、工事に必要な空間を含め、立体的に捉え、その配置を合理的に

設計すること。 

  なお、屋外に設置する機器等の仕様については、耐水性、耐食性等を十分考慮す

ること。また、機器の搬出入手段にも配慮すること。 

 (2) 機種、機能、目的の類似する機器はできるだけ集約して配置することにより、点

検整備作業の効率化、緊急時の対策に迅速に対処できる設計とすること。 

(3) 本工事の設計にあたっては、設備の材質、品質について十分考慮し、維持管理費、

運転経費の削減を図るよう設計すること。 

(4) 設置する機器等については、省エネルギー化、CO2抑制を十分に図るものとするこ

と。 

(5) 本工事は、工事中の安全対策、公害防止には十分配慮すること。 

(6) 本工事の施工に際して、稼動中の機器が障害となる場合には、必要に応じて該当

する機器の移設もしくは仮設機器を配置し、稼動に支障のないよう配慮すること。

なお、実施にあたっては、発注者の承諾を得ること。 

(7) 本工事の施工にあたっては、処理対象物を安定、安全的かつ衛生的に処理するす

るとともに、特に公害防止対策については、後述の公害防止基準に適合するよう、

機器等の更新をすること。 

(8) 本工事は、し尿・汚泥の受入状況の変化についても対応した運転ができること。 

 

3. 工事工程 

工事工程の作成にあたっては図-4「し尿等前処理施設建設工事の工事工程」を参考に

し、「し尿等前処理施設」のし尿・汚泥搬入量及び運転実績等についても考慮し作成す

ること。 

 

4. 特記事項 

1) 地域振興 

    工事にあたっては、地元企業を下請けとして活用するなど、地域振興についても十

分配慮すること。 
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図-4  し尿等前処理施設建設工事の工事工程（参考） 

 
 

年月　　

項目 12 1 2 35 876 129 10 11 121 2 3 4

令和４(2022)年度

5 6 8 9 10 11

令和５(2023)年度 令和６(2024)年度

71 2 3 4 5 67 8 9 10 11

5 建設工事　実施設計

6 官庁申請

② 教育訓練

③ 引渡性能試験

④ 竣工検査

建設工事　全体工程
（工事業者）

4

① 試運転

発注事務支援業務
(ＣＭ業務)

設計・施工監理業務
(ＣＭ業務)

2

3

7 建設工事

建設工事　全体工程1

建設工事 （１年８か月）

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（建築確認申請等）

試運転

竣工

▼

教育訓練

着工

▼

建設工事の全体工程 （工事業者） ２年間

竣工

▼

契約

▼

契約

▼

契約

▼
完了

▼

発注事務・契約

建設工事

土木・建設工事

設備工事

引渡性能試験

竣工検査

★4月24日

住民説明会
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第5節 設計・施工方針 

 

1．工事範囲 

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、プラントに係る下記設備とする。 

1) 本工事 

(1) 機械・配管設備工事 

受入設備工事 

前処理設備工事 

貯留設備工事 

希釈投入設備工事 

脱臭設備工事 

取排水設備工事 

配管・ダクト設備工事 

(2) 土木・建築工事 

処理棟工事 

建築附帯設備工事 

付帯工事（土木、外構工事、既存場内整備） 

(3) 電気・計装工事 

電気設備工事 

計装設備工事 

2) その他工事等 

(1) 搬入し尿等の分析（設計時に実情把握のため実施すること。） 

(2) 試運転及び運転指導 

(3) 説明用調度品及び説明用パンフレット 

(4) 予備品、消耗品、工具類 

(5) 官公庁への申請手続きに係わる費用 

(6) 地質調査（添付データ以外に建築設計時に必要とする箇所について行う） 

(7) 測量調査（添付データ以外に建築設計時に必要とする箇所について行う） 

 

3) 工事範囲外 

(1) 建物内備品（指定備品以外） 
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2．適用範囲 

(1) 本仕様書は、本施設の基本的内容について定めるものであり、採用する設備・装置

及び機器類は必要な能力と規模を有し、かつ管理的経費の削減を十分に考慮した

ものでなければならない。 

(2) 本仕様書に明記されていない事項であっても、基本機能を満たすために必要なも

の、本施設の目的達成のために必要なもの、または工事施工上当然必要と思われる

ものについては、原則として受注者の責任においてすべて設計・施工し、完備しな

ければならない。受注者の責任には、経費の負担を含む。 

(3) 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。 

 

3．疑義 

(1) 受注者は、本仕様書及び規定する契約設計図書について、実施設計または工事施工

中に不備や疑義が生じた場合は、発注者と十分協議のうえ受注者の責任において

遺漏のないよう設計、工事を行うものとする。 

(2) 疑義については、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。 

 

4．受注者負担 

受注者は、本仕様書・図面等に記載されていなくても本施設の目的、機能及び性能上

欠くことのできないすべての費用、保安、防災等関係法令等により必要な諸手続きの費

用、各試験、検査・試験の費用、工事施工に伴う関係監督官庁の手続きの費用、障害物

等の撤去、片付けに要する費用、工事中第三者に与えた損害で受注者の責に帰すべきも

のの賠償等に要する費用、交付申請に必要な書類作成、工事完了に伴う出来形竣工図の

作成等の費用、必要な調査、性能試験及び提出図書に係る費用等については、すべて受

注者の負担にて行うこと。 
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5．変更 

(1) 提出済の見積設計図書については、原則として変更はしないものとする。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、契約設計図書に必要な事

項が見積設計図書としてすでに提出され、内容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、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

合及び本施設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には、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。 

(4) 実施設計完了後に、本仕様書及び契約設計図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これらの図書に対する改善・変更を行う。 

(5) 実施設計は、原則として契約設計図書に基づくものとする。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、請負金額の増

減は行わない。 

(6) その他本工事の施工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

事項によるものとする。 

 

6．事前調査 

受注者は、工事施工にあたり、以下に示す調査の実施及び対策を講ずる。 

(1) 必要に応じて基準点または水準点等の測量、確認及び敷地現況測量を行い、その結

果を発注者に報告する。なお、施工に必要な求点は、基準点または水準点から必要

点数を設置するものとするが、工事施工に支障のない場所に、倒壊等しないよう設

置する。 

(2) 発注者の立会のうえ、埋設物、障害物、雨水排水構造物等の確認を行う。その結果

を発注者に報告し、撤去または残置の確認、措置方法の承認を受け、受注者の責任、

負担において撤去等を実施する。 

(3) 必要に応じて地質詳細調査を実施する。なお、詳細調査を実施した場合は、構造物

基礎地盤の状況を把握し、構造物基礎工の設計、施工に十分反映させる。 
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第6節 材料及び機器 

 

1. 使用材料規格 

(1) 使用材料及び機器は、すべてそれぞれの用途に適合する欠点のない製品で新品と

し、汎用品(量産品)を原則とする。 

(2) 日本産業規格（JIS）、電気学会電気規格調査会標準規格（JEC）、（社）日本電気工

業会標準規格（JEM）、日本水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（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。 

(3) 製品のメーカーは極力統一し、使用機材についてはリストを提出し、発注者の承認

を得ること。 

(4) 竣工後の維持管理に必要な材料・機器等の調達については、将来ともに速やかに調

達できる体制を継続的に有すること。調達等の遅れに起因して、発注者のし尿等の

処理事業に支障をきたす状態に陥らないこと。 

(5) 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、事前に発注者の承認

を受けるものとする。 

①本仕様書で要求される機能・性能等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とするこ

と。 

③立会検査を要する機器・材料等については、原則として国内において発注者が

承認した検査要領書に基づく検査が実施できること。 

④国内での納入実績があること。 

⑤国内にサービス体制があること。 

⑥海外調達品について、品質管理計画書を作成し、発注者の承認を得た後に製作

にあたること。品質管理計画にあたっては、必要となる中間工程における管理

や検査についてすべて受注者側にて実施すること。 

 

2. 使用材質 

(1) 酸、アルカリ、塩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、耐塩性等に優れたものを使用すること。 

(2) 高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものを使用すること。 

(3) 屋外で使用される材料は耐候性、耐食性及び耐塩性に優れたものを使用すること。 

 

 

 

  



 

26 

3. 使用材料・機器の統一 

(1) 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うえ選

定し、極力メーカー統一に努め互換性を持たせること。 

(2) 原則として、事前にメーカーリストを発注者に提出し、承認を受けるものとし、材

料・機器の選定にあたっては、アフターサービス体制が整備されており、改修修理

等に必要な部品が供給可能なメーカーとすること。また、緊急対応が速やかに行え

ること。 

(3) 電灯は、LED、インバータ等、省エネルギー及び環境に配慮した材料・機器を使用

すること。 

(4) ポンプ・送風機等の主要機器に使用する電動機はすべてトップランナーを選定す

ること。ただし、特殊電動機や小容量のものを除く。 

 

4. 検査及び試験 

本施設に使用する主要機器・材料の検査及び試験は、下記により行う。 

(1) 立会検査及び試験 

指定主要機器・材料の検査及び試験は、発注者の監督職員立会のもとで行う。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）成績書をもっ

てこれに代えることができる。 

(2) 検査及び試験の方法 

検査及び試験は、あらかじめ発注者の承認を受けた検査（試験）要領書に基づい

て行う。 

(3) 検査及び試験の省略 

公的、また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材につ

いては、検査及び試験を省略することができる。 

(4) 経費の負担 

工事に係る検査及び試験の手続きは、受注者において行い、これらに要する経費

は受注者の負担とする。ただし、発注者が指示する監督員の旅費は除く。 

 

5. 性能と規模 

本施設に採用する設備、装置及び機器類は、基本機能を満たし、本施設の目的達成

のために必要な能力と規模を有するものでなければならない。また、管理的経費を十

分に節減できるものでなければならない。 
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第２章 建設工事条件 

 

 

第1節 一般事項 

 

1．本工事の工事範囲の考え方 

本工事におけるシステムの基本フローを「 図-3 し尿等前処理設備の処理フロー 

（参考）」に示す。 

 

2．適用範囲 

本設計仕様書は、発注者が実施する本工事に適用する。 

 

3．所掌区分 

建築工事関係とプラント工事関係の所掌区分は、本設計仕様書の分類による。 

 

4．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。 

 

5．官公署等申請への協力 

契約後に行う官公署等への申請(地方交付金を含む)については全面的に協力するこ

と。 

 

6．前払金及び部分払 

前払金及び部分払の支払回数、支払金額、支払時期等については、別途に示す「し

尿等前処理施設建設工事」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 関係法令等の遵守 

本施設の設計施工に当たっては、下記関係法令、基準、規格等（最新版に準拠）を遵

守すること。 

 

1．関係法令 

１）国の法令等 

1. 水道法 

2. 下水道法 

3. 水質汚濁防止法 

4. 騒音規制法 

5. 振動規制法 

6. 悪臭防止法 

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

8. 労働安全衛生法 

9. 地方自治法 

10. 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) 

11. 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

15. 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) 

16. パソコンリサイクル法(資源有効利用促進法) 

17. ダイオキシン類対策特別措置法 

18. 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） 

19. 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 

20. 公共工事の品質確保の促進に関する法律 

21. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

22. 環境基本法 

23. 大気汚染防止法 

24. 製造者責任法 

25. 消防法 

26. 建築基準法 

27. 建設業法 

28. 都市計画法 
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29. 労働基準法 

30. 作業環境測定法 

31. 電気事業法 

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.  汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領（社団法人 全国都市清掃

会議） 

2.  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） 

3.  ごみ処理施設性能指針 

4.  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） 

5. 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） 

6.  容器包装リサイクル法施行令 

7.  容器包装リサイクル法施行規則 

8.  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
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針について 

9.  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 

10. 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） 

11. 危険物の規制に関する規則・政令 

12. 一般高圧ガス保安規則 

13. 特定化学物質等障害予防規則 

14. 発電用火力設備に関する技術基準 

15. 電気設備に関する技術基準 

16. 電気工作物の溶接に関する技術基準 

17. クレーン等安全規則 

18. クレーン構造規格 

19. クレーン過負荷防止装置構造規格 

20. 電気機械器具防爆構造規格 

21. ボイラおよび圧力容器安全規則 

22. ボイラ構造規格 

23. 圧力容器構造規格 

24. 日本工業規格(JIS) 

25. 電気規格調査会標準規格(JEC) 

26. 日本電機工業会標準規格(JEM) 

27. 電線技術委員会標準規格(JCS) 

28. 日本油圧工業会規格(JOHS) 

29. 内線規程 

30. 電気供給規程 

31. ガス供給規程 

32. ISO国際規格 

33. 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） 

34. 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） 

35. 日本水道協会規格（ＪＷＷＡ） 

36. 電気学会規格 

37. 電気保安法による設備基準 

38. 電力会社供給規程、電力工事規程 

39. 日本建築学会規定及び構造設計基準 

40. 建築基準構造設計指針（建築学会） 

41. 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） 

42. 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） 
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43. 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

44. 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） 

45. 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） 

46. 建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

47. 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） 

48. 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） 

49. 事務所衛生基準、規則 

50. 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. 佐々町公共下水道条例 

12. 佐々町公害防止条例 

13. 佐々町公害防止条例施行規則 

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. 長崎県建設工事共通仕様書（長崎県）  

17. その他関係条例、基準等 

４）基準及び仕様等 

本施設は次の基準及び仕様等に準拠すること。なお、基準及び仕様等は、最新のも

のを使用すること。なお、原則として国交省（下水道）関連施設であることから、下

水道関連施設の基準に準拠するが、施設がし尿等を受入れる施設であることから、環

境省の汚泥再生処理センターに係る基準等を考慮したものとすること。 

（１）共通 

・下水道終末処理場、ポンプ場実施設計業務委託標準仕様書(案)（国土交通省都

市・地域整備局下水道部） 

・下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

・下水道維持管理指針（日本下水道協会）  
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・下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会）  

・下水道施設耐震計算例-処理場・ポンプ場編（日本下水道協会） 等 

（２）土木建築工事関係  

・公共建築工事標準仕様書（公共建築協会）  

・コンクリート標準示方書（土木学会）  

・道路橋示方書・同解説（日本道路協会）  

・共同溝設計指針（日本道路協会）  

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法（日本建築学会）  

・鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針 

・同解説-許容応力度設計法（日本建築 学会）  

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会）  

・鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・建設指針・同解説（日本

建築学会）  

・鋼構造設計規準（日本建築学会）  

・建築基礎構造設計指針（日本建築学会）  

・建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）  

・壁式構造関係設計規準集・同解説 壁式鉄筋コンクリート造編（日本建築学会）  

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（日本建築学会）   

・地震力に対する建築物の基礎の設計指針（日本建築センター）  

・プレストレストコンクリート設計建設規準・同解説（日本建築学会）  

・国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修 建築工事標準詳細図（公共建築協会）  

・国土交通大臣官房技術調査室土木研究所監修 土木構造物設計ガイドライン

（全日本建設技術協会）  

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（公

共建築協 会）  

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築構造設計基準及び解説（公共建築協会）  

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説・

建設工事を伴う騒音振動対策技術指針 等 

（３）機械電気設備工事関係 

・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）  

・日本電線工業会標準規格（JCS）  

・日本下水道協会規格（JSWAS）  

・電気設備技術基準・内線規程（社団法人 日本電気協会）  

・工場電気設備防爆指針（社団法人 産業安全技術協会）  

・日本照明器具工業会規格（社団法人 照明学会）  
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・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（公共建築協会）  

 

・国土交通大臣官房官庁営繕部設備課・環境課監修 公共建築設備工事標準図

(機械設備工事 編、電気設備工事編)(公共建築協会)  

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事

編、電気設備工 事編）（公共建築協会）  

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事監理指針、電気設備工事管理

指針（公共建 築協会） 等 

 

2．許認可申請等 

受注者は、開発行為等の協議、交付金申請等の対応、建築確認申請（建築基準法に規

定される工事監理者等の必要な対応を含む）等の本施設の設置に係る必要書類の作成

を行う。また、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代行する（申請手数料を含む）。 

交付金の申請書及び実績報告等に係る手続きは発注者が実施するが、受注者は毎年

度の発注者が行う申請書及び実績報告手続き等に協力するものとし、内訳書等の関連

資料の作成を行うこと。 

また、議会及び住民への説明や会計検査に必要な資料作成等の支援を行うこと。 
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第3節 本工事の前提条件 

 

1．前提条件 

(1) 1日当たり受入量（最大）は、「100kL/6h：(10kL/6h＋90kL/6h)」である。 

① 通常時は、１日当たりのし尿等は、「10kL/6h：(し尿4kL/6h＋浄化槽汚泥6kL/6h)」

である。 

② 臨時の浄化槽汚泥の１日当たりの受入量は、「90kL/6h（病院）」、「60kL/6h」が、

搬入される。 

表-① 月別し尿・浄化槽汚泥の最大搬入量(佐々町)令和３年実績 

③ 搬入量（受入量）は、最大 100kL/6h。 

(2) １日当たりの受入量は、受入槽(No.1、No.2)、貯留槽(No.1、No.2)、希釈混合槽の

容積を有効に活用すること。 

(3) １日当たりの処理量は、1日当たり受入量（最大）100kL/6hに対応できるように  

処理能力を有すること。 

(4) し尿等の前処理設備の基本フローは「図-3」とする。 

(5) し尿等の前処理施設は、24時間運転も可能とする。 

(6) 前処理施設は「無人」とする。 

(7) バキューム車の種類と容量は、表-②を参照すること。 

(8) 前処理施設の運転管理は、下水処理場（佐々浄化管理センター）側で管理すること。 

(9) 前処理施設に進入するバキューム車等は、「ＩＴＶ」で管理する。 

(10) 「し尿等前処理施設」を建設し、下水処理場（佐々浄化管理センター）に放流す

ること。 

(11) 建設場所は、下水処理場（佐々浄化管理センター）の敷地内とする。 

(12) 計量器は「30t用計量器」とする。 

(13) バキューム車等を「計量する部屋」と、移動して隣接した部屋で「し尿等を投入

する部屋」を設けること。 
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2) 月別し尿・浄化槽汚泥の最大搬入量(令和3年実績) 

表－① 月別し尿・浄化槽汚泥の最大搬入量(佐々町)令和３年実績 

 

3) バキューム車種類と積載量 

 

表－② バキューム車の種類と積載量 

バキューム車の種類 
バキューム車の最大 

積載量 

車両の 

総重量 

備考 

1.8t 1,800ℓ 3,220ｋｇ  

3.0t ３,000ℓ 3,540ｋｇ  

3.2t 3,200ℓ 4,680ｋｇ  

3.4t 3,400ℓ 4,480ｋｇ  

3.5t 3,500ℓ 4,380ｋｇ  

10.0t 10,600ℓ 21,970ｋｇ  

 

 

 

令和３年 

し尿 

収集量(kℓ) 

(Ａ) 

浄化槽汚泥 

収集量(kℓ) 

(Ｂ) 

し尿・浄化槽汚泥 

収集量(kℓ) 

(Ｃ＝Ａ＋Ｂ) 

1月26日(火) 7,794  31,506  39,300  

2月22日(月) 9,792  36,060  45,852  

3月3日(水) 12,366  35,784  48,150  

4月26日(月) 10,116  30,450  40,566  

5月15日(土) 0  90,000  90,000  

6月15日(火) 8,676  44,544  53,220  

7月5日(月) 11,700  43,000  54,700  

8月21日(土) 0  60,000  60,000  

9月11日(土) 0  60,000  60,000  

9月18日(土) 0  60,000  60,000  

10月4日(月) 11,340  45,000  56,340  

11月22日(月) 11,754  18,510  30,264  

12月8日(水) 9,396  49,992  59,388  
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第4節 本工事の設計条件 

 

1．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) グレーチング床のレベルは、極力建築床に合わせる。やむをえず段差のある時は出

入口に用途に応じて安全なスロープまたは階段等を設ける。また、点検歩廊への昇

降は原則として「さるばしご」は避け階段による。 

(5) 設置される装置・機器までは、原則として幅員1.0m以上の点検通路を確保し、装

置・機器の周囲は一周できるよう考慮する。 

(6) 機材の運搬を手押車等で行う必要がある箇所は、原則として幅員 1.2m以上の通路

を確保し、段差対策を考慮する。 

(7) 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。 

(8) 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。 

(9) 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。 

(10) 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。 

(11) 排水溝蓋を鋼板製とする場合は埋込把手付とする。 

(12) 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。 

(13)タンク及び槽の容量は、すべて有効容量とする。 
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(14)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マンホー

ルを設ける。 

(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、水槽く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。 

(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)設備はできる限り工場棟内におさめ、周囲との調和を図る。 

建物は、現施設及び佐々町の風士と歴史に調和し、周囲の景観と違和感のないよ

う配慮した外観デザインとする 
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(30) 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。 

(31) 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。 

(32) 年間を通じ季節、気候、昼夜の別なく、支障なく運転稼働できる施設とする。 

(33) し尿等前処理施設は、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、できるだけ自動化をはかる。 

(34) 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。 

(35) 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。 

(36) 全体的に、初期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。 

(37) 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。 

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」 

 

 

 

 

(38) できるだけ消費エネルギーの低減及び省資源化を図ること。 

(39) 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。 

(40) 施設見学者への対応として、見学者動線に十分配慮する。 

 

 

 

室 名 騒音基準値 

一般居室 PNC45 

管理室 PNC40 
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4) ユーティリティ条件 

(1) 電気 

下水処理場（佐々浄化管理センター）の電気室から分岐し、本施設の受電室（電気

室）まで引き込む。 

(2) 生活用水（プラント用水含む） 

生活用水については使用量を考慮し、上水を適切な箇所から引き込む。 

(3) プラント用水（希釈水等） 

プラント用水については、下水処理場（佐々浄化管理センター）の消毒前の二次

処理水を利用する。下水処理場（佐々浄化管理センター）の二次処理水は取合点か

ら自然流下で引き込むことを基本とする。 

(4) ガス 

使用しない。 

(5) 排水 

生活排水や施設内で発生した汚水は計画施設での処理に支障がないように施設内

水槽（受入槽等）に排水する。 

構内の雨水排水は、Ｕ型側溝、ヒューム管、VP 等、雨水桝等で自然流下により  

円滑に排水する。 

(6) 通信 

電話、FAX、インターネット、セキュリティ（防犯、火災等）を設ける。 

また、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟の中央監視室への連絡手段

を確保する。 

(7) その他 

建設場所は海に近く塩分の飛来があるため、施設内配置計画にあたっては、風向・

風速について検討し、適切な塩害対策を講じること。 
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第３章 処理設備 

本章以降に本書中で〔 〕内明示のものは発注者が標準と考える形式、参考値、材質であり、同等以

上と認められる場合には変更も可とする。〔 〕内空欄のものは受注者の仕様によるが、決定に際して

は発注者の承諾を得なければならない。 なお、同等以上とは、機器等の性能、耐久性、維持管理性、

ランニングコスト、使用実績等が同等以上のものであることを示す。 

 

第１節 共通事項 

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

備・点検の容易性や耐久性とともに将来の維持管理性も考慮して選定する。 

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

る液の性状（腐食性等）に応じて、適切な防食施工を行う。 

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

2ヶ所以上を標準とする。定期的な清掃が必要な水槽にはφ750㎜以上のマンホールを設ける。 

４）ポンプ、ブロワ、ファン、その他機器設備の接液部、接泥部、接ガス部等の材質は、移送物の

性状に適した耐食、耐薬品、耐摩耗などの性能を有した材料を選定する。 

５）維持管理上必要な機器には相互運転ができる台数を設置し、圧力計等の日常管理に必要な付

属品を取り付ける。 

６）ブロワ、コンプレッサ、大型ファン等は、防音等を考慮した専用の部屋に設置する、あるいは、

防音カバーを設ける等の防音対策を講じること。防音カバーは維持管理性を考慮した構造と

する。 

７）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。 

８）灯油、軽油、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。 

９）塩酸、苛性ソーダ等薬品タンクの設置については、薬品種別ごとに必要な容量の防液堤を設け

ること。 

10）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。 

11）屋外の保温カバーは溶融亜鉛メッキ製等の耐食性のある材料とすること。 

12）屋外の露出配管は SUS、溶融亜鉛メッキ等耐食性を考慮した仕上げとすること。 

13）鋼製の野外歩廊架台、手すり等は亜鉛どぶ付等耐食性を考慮した仕上げとすること。 

14）屋外設置機器については、屋外仕様はもとより、耐塩仕様とし、その機能上の必要に応じ耐食

性を要する屋根、カバー等を設置すること。 

15）配管は、勾配、保温、火傷防止、防露、防振、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清掃が容易なように考慮すること。 

16）し尿、汚水等を扱うポンプの軸封は、原則としてメカニカル式とする。 
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17）機械基礎は、排水や耐震を考慮した構造とする。また、屋外設置の機械基礎は鉄筋の被り厚さ

を増す等の塩害対策を講じること。 

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

19）架台類は、SS400に耐食塗装を行うことを標準とする。また、必要に応じて耐食性材料を使用

する。屋外等の塩害を受ける場所では、溶融亜鉛メッキ＋塗装仕上げを標準とする。 

20）塗装は、雰囲気等に応じて、耐熱、耐薬品、防食、耐塩害等を有するものとする。 

機器類の塗装仕様は各社の標準とし、塗装色は発注者と協議して決定する。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。 

21）構造物、機器等の周辺には十分な管理スペースを確保するとともに、歩廊、階段、点検台、手

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

22）主要階段の傾斜面は、原則として水平に対して 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。 

23）主要道路については、原則として行き止まりを設けてはならない。 

 

 

第２節 受入設備 

 

1．受入設備 

１）搬入し尿等計量装置（建屋内または屋外屋根付） 

（１）形式〔4点支持ロードセル式（ピット埋込型）〕 

（２）能力等 

①最大秤量   〔 30 〕ｔ 

②最小目盛   〔 10 〕kg 

③積載台寸法  〔最大 10ｔ積バキューム車が支障なく秤量できる寸法〕 

④操作方法   〔ICカードリーダ式（非接触型）〕 

（３）数量      〔 1 〕基 

（４）構造等 

①積載台は、耐食性、耐摩耗性等を有し、計量部の点検が容易な構造とする。 

②計量及び集計操作は自動化し、下水処理場の中央監視室で印字、集計を行う。また、停

電時に記録が消えないようバックアップ電源を設ける。 

③計量装置は伝票の発行と品種、車別、地区別、業者別等の数値表示、印字が行えるもの

とし、各種日報、月報、年報の作成が自動的に行えるものとする。なお、品種は混載の

場合の量の振り分けが可能なものとする。 
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④カードリーダ盤、ポールは、耐食性等を有する材質とする。また、屋外設置の場合、カ

ードリーダ盤の操作パネルに入力操作する際、風、雨及び太陽光（低角度）により支障

が生じないよう適切な遮へい等を設ける。また、本計量器の基礎床の排水は、冠水が発

生しない十分なものとする。 

⑤データ処理装置のデータは自動的にデータ管理用 PCに送信できるものとする。 

⑥データ管理用 PCは、各種日報、月報、年報のデータを汎用ソフト（EXCEL）で保存、記

録及び修正が可能なものとする。 

⑦搬入の集中をさけるため、搬入業者の搬入予定・予約を管理できるプログラムを設ける。 

⑧カードリーダ盤には、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟との連絡ができる

インターホンを設ける。 

⑨屋外設置の場合、塩害対策を考慮すること。 

 

２）受入室 

（１）形式      〔通り抜け方式〕 

（２）数量      〔 1 〕室 

（３）構造等 

①受入室は、4ｔ～10ｔ積バキューム車 1台の投入作業が行える広さとする。 

②受入室内は〔 1 〕車線とする。 

③受入室には前室を設けること。 

④出入口には自動ドアを設置し、室内の臭気及び排ガスが滞留したりデッドスペースが生

じたりしないよう確実に捕集し（適切な回数を提案すること）、室内を負圧状態とし、臭

気等の発散を防止する。捕集した臭気は脱臭する。 

⑤自動ドアは、耐風圧、耐食・耐塩性等を有すること。また、自動ドアは 3箇所（受入前

室入口、中間、受入室出口）に設置し、受入前室入口、受入室出口の 2箇所については、

搬入車が自動開閉により速やかに出入りできるよう、軽量構造の高速シャッター（スパ

イラル式）とし、見通し窓を設置する。また、車両検知により開閉を自動制御できるも

のとし、非常時の手動開閉、センサーによる挟み込み防止機構等、安全対策を備えたも

のとする。 

⑥入口に信号灯を、室内には車両検知センサーを設け、バキューム車運転手が在庫状態を

把握できるよう信号表示する。 

⑦床面は防水性を持った耐摩耗仕上げとし、室内の洗浄が行えるとともに、床に水勾配を

付け適切に排水する。 

⑧圧力水等により床面洗浄ができる装置を設ける。 

⑨適所に外部連絡用ドアを設ける。 
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３）受入口 

（１）受入時間    〔第 1章第 3節による。〕 

（２）形式      〔水封式または負圧式〕 

（３）数量      〔2基〕 

（４）設計条件 

①し尿等を混合受入可能なものとする。 

②車両動線に支障のない計画とすること。 

（５）構造等 

①受入口は臭気の発散を防止する対策を講ずる。 

②し尿等投入中にホースが離脱しないよう固定できるものとする。 

③ホースが洗浄できる機構とする。 

④水封式の場合は、フラッシュ弁を取り付ける。 

④ 金属部分は、耐食性材質とする。 

 

４）沈砂槽 

（１）形式         〔鉄筋コンクリート、水密密閉構造〕 

（２）有効容量       〔   〕ｍ3以上 

（３）数量         〔 2  〕槽 

（４）設計条件 

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

砂除去作業は、定期的にバキューム車等による引き抜き処分を行う計画とし、清掃頻度の

目安は 30日以上に 1回程度とする。 

（５）構造等 

①沈砂除去作業は、安全かつ衛生的に行うことができるものとする。 

②沈砂槽の容量は、搬入のピーク時においても十分な沈砂除去効率が得られる容量とする。 

③沈砂槽の形状は、沈砂を容易に吸い上げ可能なものとすること。 

④槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

⑤槽内の保守点検・清掃が行えるよう、FRP 製防臭型マンホール（うじ返し付）を換気用

含めて 2ヶ所以上設ける。（換気が可能であれば、1ヶ所は受入槽のマンホールと兼ねる

ことができる。） 
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５）受入槽 

（１）形式         〔鉄筋コンクリート、水密密閉構造〕 

（２）有効容量       〔   〕ｍ3以上 

（３）数量         〔 2 〕槽 

（４）設計条件 

有効容量は、稼働日当たりの搬入量の 0.5日分以上とする（貯留槽と受入槽の合計で 148m3

以上とし、各社提案のこと）。  

（５）構造等 

①槽内の保守点検・清掃が行えるよう、FRP 製防臭型マンホール（うじ返し付）を沈砂槽

含めて 2ヶ所以上設ける。 

②スカム防止対策を講ずる。 

③槽内は防食施工とし槽底にはスカムが堆積しないよう必要な勾配を設ける。 

④液面の指示、上下限液位警報等を行う。 

⑤槽内配管の材質は耐食性とする。 

⑥槽内の臭気を十分に捕集し、脱臭する。 

⑦できる限り低水位まで、液移送できるものとする。 
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第３節 前処理設備 

 

前処理設備は、以下を基本とするが、同等の性能以上かつ建設費や維持管理費を低減

できるその他の提案についても可とする。 

 

1．きょう雑物除去設備 

本施設に搬入されるし尿等は、スカム発生防止、除さには万全を期すこと。 

１）破砕装置（スカム破砕機） 

（１）形式       〔      〕 

（２）能力       〔   〕ｍ3/時 

（３）数量       〔   〕基（うち、交互利用〔   〕基） 

（４）運転時間     〔6時間以内とする。〕 

（５）構造等 

①異物によって閉塞等のトラブルが起こらない構造とし、接液部は、耐食性・耐摩耗性材

質とし、振動、騒音等を防止できるものとする。 

②タイマ等によって間欠運転ができるものとする。 

③きょう雑物除去装置等の関連機器との連動運転が行えるものとする。 

④開放作業時には、室内の臭気を捕集し、脱臭ができるものとする。 

⑤回転刃と固定刃のクリアランスは、外部より容易に調整できるものとする。 

２）きょう雑物除去装置 

（１）形式       〔      〕 

（２）能力       〔   〕ｍ3/時 

（３）目開き      〔 4 〕mm 

（４）数量       〔 1 〕基 

（５）構造等 

①最大移送量（破砕機の実能力等）に見合う能力とする。 

②目詰まりしにくく、点検・清掃が容易な構造とし、十分な点検・整備スペースを確保する。 

③主要部は耐食性材質（SUS304を標準）に加え、防食塗装を行う。 

④計量タンク（耐食性材質）等により流入量を調整する。 

⑤目詰まりや油分等の付着に対処できる構造とする。 

⑥内部点検口（照明付き）、過負荷検知器を設ける。 

⑦装置内から臭気を捕集し、脱臭を行う。 

⑧停止時に自動洗浄を行うものとする。 

⑨破砕機、きょう雑物脱水装置等の関連機器との連動運転が行えるものとする。 

⑩点検・清掃が容易な構造とし、十分な点検・整備スペースを確保する。 

⑪し渣の含水率が 70％程度まで脱水できることとする。 
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３）脱水後のきょう雑物貯留コンテナ 

（１）形式       〔      〕 

（２）有効容量     〔    〕ｍ3以上 

（３）数量       〔   〕基  

（４）設計条件 

見掛比重を考慮して稼働日当り発生量の 7日分の容量以上とする。 

（５）構造等 

①本体は耐食性材質（SUS304）とする。 

②袋詰めが行えるものとし、構造等については各社提案とすること。 

③し渣等搬出車両（2～4ｔトラック）に積込みが可能であること。 
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第４節 貯留設備 

1．貯留設備 

１）貯留槽 

（１）形式          〔鉄筋コンクリート、水密密閉構造〕 

（２）有効容量        〔   〕ｍ3以上 

（３）数量          〔 2 〕槽 

（４）設計条件 

本施設の貯留槽は、計画処理量の 5日分以上とする。なお、雑排水等の量も考慮すること

（貯留槽と受入槽の合計で 148m3以上とし、各社提案のこと）。  

（５）構造等 

①槽内の保守点検・清掃が行えるよう、FRP 製防臭型マンホール（うじ返し付）を 2 ヶ所

以上設ける。 

②スカムの防止対策を講じるとともに、し尿等の腐敗防止対策も行う。 

③槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

④液面の指示、上下限液位警報等を行う。 

⑤槽内配管の材質は耐食性とする。 

⑥槽内の臭気を十分に捕集し、脱臭を行う。 

２）スカム破砕ポンプ 

（１）形式       〔      〕 

（２）能力       〔   〕ｍ3/分 

（３）数量       〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４）構造等 

①最大移送量に見合う能力とする。 

②異物によって閉塞等のトラブルが起こらない構造とし、接液部は、耐食性材質とする。 

③タイマ等によって間欠運転ができるものとする。 

④回転刃と固定刃のクリアランスは、外部より容易に調整できるものとする。 

３）貯留槽撹拌ブロワ（必要に応じて設ける） 

（１）形式       〔      〕 

（２）能力       〔   〕ｍ3/時 

（３）数量       〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４）設計条件 

十分な撹拌強度が得られる能力とする。 

（５）構造等 

①汚泥貯留槽や雑排水等の撹拌装置との兼用も可とする。 

②設置する部屋は防音構造とする。 
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４）し尿投入ポンプ 

（１）形式       〔      〕 

（２）能力       〔   〕ｍ3/時 

（３）数量       〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４）運転時間 

①最大移送量に見合う能力とする。 

（５）構造等 

①接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

②電磁流量計を設けること。 

③インバータ制御により流量調整を行う。 

④下水処理場（佐々浄化管理センター）のへの投入量が正確に把握できるよう計画するこ

と。 

 

 



 

49 

第５節 希釈投入設備 

 

希釈投入は、以下を基本とするが、同等の性能以上かつ建設費や維持管理費を低減で

きるその他の提案についても可とする。 

 

1．希釈設備 

 

１）希釈混合槽 

（１）形式     〔鉄筋コンクリート、水密密閉構造〕 

（２）有効容量   〔   〕ｍ3以上 

（３）数量     〔   〕槽 

（４）設計条件 

①容量はし尿等を均質に希釈できる容量とする。 

②し尿等を下水処理場（佐々浄化管理センター）の二次処理水で希釈し、所定の水質まで

希釈できるものとする。 

（５）構造等 

①槽内の保守点検・清掃が行えるよう、FRP 製防臭型マンホール（うじ返し付）を 2 ヶ所

以上設ける。 

②スカムの防止対策を講ずる。 

③槽内は防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

④液面の指示、上下限液位警報等を行う。 

⑤槽内配管の材質は耐食性とする。 

⑥槽内の臭気を十分に捕集する。 

⑦槽内撹拌装置を設ける。 

 

２）し尿等投入ポンプ 

（１）形式     〔      〕 

（２）能力     〔   〕ｍ3/分以上 

（３） 数量     〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４） 構造等 

 

① 接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

② 電磁流量計を設けること（投入量を正確に把握できるものを提案すること。） 

③ タイマ設定とインバータ制御による流量調整ができるものとし、1日最大 100ｋLのし尿

等を受入れて下水処理場（佐々浄化管理センター）の水処理への影響がないよう投入す

ることが可能であること。また、投入先の下水処理場（佐々浄化管理センター）の〔分

配槽〕において逆流等が生じないよう分配槽の水位に応じて、運転を自動制御するなど、
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下水処理場（佐々浄化管理センター）の水処理設備へ円滑に導水し適正に処理ができる

よう考慮すること。 

 

３）投入水配管 

（１）配管種類   〔      〕 

（２）長さ     〔      〕ｍ 

（３）敷設方法   〔      〕 

（４）ルート  〔添付資料③-2 現況平面図（取合点図、水道配管図）参照〕 

（５）設計条件 

①下水処理場（佐々浄化管理センター）の分配槽へ投入するものとする。なお、投入した

し尿等が〔分配槽〕へ流入する下水道の汚水と均一に混合され、水処理施設へ円滑に導

水し適正な処理ができるよう考慮すること。 

②計画及び施工にあたっては、下水処理場内の配管等の状況を十分把握し、発注者と十分

協議すること。 

 

 

第６節 脱臭設備 

 

脱臭設備は、以下を基本とする。 

①高・中濃度臭気脱臭方式 〔生物脱臭方式及び活性炭吸着方式〕 

②低濃度脱臭方式     〔活性炭吸着方式（高・中濃度臭気用との兼用可）〕 

 

１）生物脱臭装置 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕基 

（４）設計条件 

脱臭ファン能力に対し、必要な接触時間等が保てるものとする。 

（５）構造等 

①接ガス部は、耐食性材質とする。 

②ノズル及び充填材等の清掃、交換、点検整備、また内部の確認が容易にできるものとす

る。 

③臭気の流入及び流出部に必要に応じてマノメータを設ける。 

④ポンプ等補機類が必要となる場合は、関連装置を含めて完備する。 

⑤薬品を使用する場合は、注入量を適切に制御できるものとする。 

⑥関連装置を含め、スケールが生成、付着しにくいものとする。 

⑦臭気の出口側に気液分離装置を設置する。 
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２）活性炭吸着装置（高・中濃度臭気用） 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕基 

（４）設計条件 

①臭気成分の除去に必要な空塔速度、接触時間とする。 

②活性炭の交換頻度は 1年以上とする。 

（５）構造等 

①内部の確認、点検が容易に行えるものとする。 

②活性炭の交換が容易な構造とし、交換作業に必要な装置を設ける。 

③流入臭気が活性炭層をショートパスしない構造とする。 

④臭気の流入及び流出部にマノメータを、底部にドレン抜きを設ける。 

⑤接ガス部は、耐食性材質とする。 

⑥低濃度臭気用の活性炭吸着装置との兼用については各社提案とする。 

 

３）活性炭吸着装置（低濃度臭気用） 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕基 

（４）設計条件 

①臭気成分の除去に必要な空塔速度、接触時間とする。 

②活性炭の交換頻度は 1年とする。 

（５）構造等 

①内部の確認、点検が容易に行えるものとする。 

②活性炭の交換が容易な構造とし、交換作業に必要な装置を設ける。 

③流入臭気が活性炭層をショートパスしない構造とする。 

④臭気の流入及び流出部にマノメータを、底部にドレン抜きを設ける。 

⑤臭気の流入側に気液分離装置を設置する。 

⑥接ガス部は、耐食性材質とする。 

 

４）臭気吸引ファン（各々について） 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕台 

（４）設計条件 

設計捕集風量を基に、捕集風量の変動や圧損等を見込んで能力設定すること。 

（５）構造等 
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①振動、騒音対策を講ずること。 

②要部は耐食性材質とし、ケーシング部には水抜き及び点検口を設ける。 

③インバータ制御とする。 

 

 

第７節 取排水設備 

 

1．用水設備 

 

１）受水槽 

（１）形式   〔   〕 

（２）有効容量 〔   〕ｍ3 

（３）数量   〔   〕槽 

（４）設計条件 

下水処理場（佐々浄化管理センター）の塩素混和池（消毒前）から二次処理水を自然流下

で引き込むことを基本とする。 

（５）構造等 

①点検用マンホールを設ける。 

②通気管を設ける。 

③液面警報器等を設ける。 

 

２）希釈水ポンプ 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４）設計条件 

受水槽から希釈混合槽に送水する。最大希釈水量に見合う能力とする。 

（５）構造等 

①接液部の材質は、下水処理水の水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

②電磁流量計を設けること。 

 

３）プラント用水ポンプ 

圧力タンク式給水ユニットの場合はその旨を記入すること。 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 
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（４）構造等 

①接液部の材質は、下水処理水の水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

②電磁流量計を設けること。 

 

2．生活用水設備 

 

１）生活用水受水槽（プラント用水を含む） 

直近の上水道配管に直結する場合はその旨を記入すること。 

（１）形式   〔   〕 

（２）有効容量 〔   〕ｍ3 

（３）数量   〔   〕槽 

（４）構造等 

①接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

②使用量を考慮し、場内の水道管の適切な箇所から分岐し、計画施設まで水道管を引き込

むこと。本施設の水道使用量が分かるようにメーター（検定書付）を設置すること。 

 

２）生活用水ポンプ 

直近の上水道配管に直結する場合はその旨を記入すること。 

（１）形式〔   〕 

（２）能力〔   〕ｍ3/分 

（３）数量〔   〕台 

（４）構造等 

①異物によって閉塞が起こらないものとする。 

②接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

③排水ピットを設ける。 
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3．排水設備 

１）床排水ポンプ 

（１）形式〔   〕 

（２）能力〔   〕ｍ3/分 

（３）数量〔   〕台 

（４）構造等 

①異物によって閉塞が起こらないものとする。 

②接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

③排水ピットを設ける。 

 

２）雑排水槽（必要に応じて） 

（１）形式   〔 鉄筋コンクリート、水密密閉構造 〕 

（２）有効容量 〔   〕ｍ3以上 

（３）数量   〔   〕槽 

（４）設計条件 

①槽容量は発生する各種雑排水 2日分以上とする。 

（５）構造等 

①平面形状は、長方形または正方形とする。 

②点検用 FRP製防臭型マンホールを設ける。 

③槽内は、防食施工とし、槽底には必要な勾配を設ける。 

④槽内撹拌装置を設け、槽内の臭気を十分に捕集する。 

⑤水位計を設ける。 

 

３）雑排水ポンプ（必要に応じて） 

（１）形式 〔      〕 

（２）能力 〔   〕ｍ3/分 

（３）数量 〔   〕台（うち、交互利用〔   〕台） 

（４）構造等 

①異物によって閉塞が起こらないものとする。 

②接液部の材質は、水質条件に応じて必要な耐食性を有すること。 

③流量計を設けること。 
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第８節 配管設備等 

 

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

に適合し、かつ、流体に適した材質のものを使用する。また、施工及び使用については、以下の条件

を満足させるものとする。 

１）配管の敷設は、可能な限り集合させ、作業性、外観に配慮する。 

２）配管は、分解、取り外しが可能なように、適所にフランジ、ユニオン等の継手を設ける。 

３）ポンプ、機器との接続にあたっては、保守、点検が容易な接続方法とすると共に、必要に応じ

て防振継手を付設する。 

４）埋込管、スリーブ管は、強度、耐食性及び防火壁貫通部は耐火性を有する材質とする。 

５）スリーブの径は、原則として管の外径（保温されるものにあたっては保温厚を含む）より 40㎜

程度大きなものとする。 

６）槽内及び腐食性箇所または点検、補修が困難な箇所の材質は、耐食性材質とする。 

７）配管の支持・固定は、耐震安全性を満たし、かつ容易に振動しないように、吊り金具、支持金

具等を用いて適切な間隔に支持・固定する。 

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

造とする。また、水槽内、防液提内及び腐食性環境の箇所は、耐食性材質（SUS）とする。 

９）ポンプ、機器廻り及び腐食性箇所または、通常の点検・整備が困難な箇所のボルト及びナット

材質は SUS製とする。 

10）施設内の適所に給水栓等を設ける。 

11）地中埋設にあたっては、必要に応じて外面の防食工を行うとともに、埋設位置を表示する。 

12）凍結及び結露を防止するため、必要に応じて保温、防露工事を施工する。 

13）配管については、清掃等のメンテナンスが容易なものとすること。ポンプ等の機器については、

必要に応じて内部洗浄ができるよう注水配管及びドレン配管を設ける。 

14）サンプリング口、試料採取用コック及び水抜きのドレンコック等を必要に応じて適所に設ける。 

15）配管は、用途別に色別し、配管の出入口またはバルブ付近には流体名、流れ方向及び流れ先を

明示し、バルブ開閉状態を表示する。 
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16）主要配管及び弁類は、使用箇所や用途に応じて耐久性や強度を有するものを選定し、発注者と

協議のうえ決定すること。なお、下記の仕様を標準とする。 

（１）配管関係 

①し尿系統 〔硬質塩ビ管・ステンレス管・ライニング鋼管〕 

②汚水系統 〔硬質塩ビ管・ステンレス管・ライニング鋼管〕 

③空気系統 〔硬質塩ビ管・亜鉛メッキ鋼管・ステンレス管〕 

④薬品系統 〔硬質塩ビ管・ステンレス管等・ライニング鋼管・黒ガス鋼管〕 

⑤給水系統 〔硬質塩ビ管・亜鉛メッキ鋼管〕 

⑥排水系統 〔硬質塩ビ管・亜鉛メッキ鋼管・排水用鋳鉄管〕 

⑦油 系 統 〔黒ガス鋼管〕 

⑧臭気系統 〔硬質塩ビ管・硬質塩ビダクト〕 

（２）弁関係 

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

の詰まり、腐食等を避けるため、環境に応じた適切な形式、材質を選定する。 

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

貫通する場合は、防火ダンパー等を設ける。 

 

 

  



 

57 

第９節 電気設備 

 

本設備は電気設備の技術基準、内線規定、電気用品取扱規制、JIS、JEC、JEM、その他の関係法規

及び電力会社の電気供給規定に従うとともに、運転管理上適正な機能を発揮できるよう配慮する。

電気室発熱対策及び塩害対策を施した計画とする。 

電気室その他、電気・計装設備設置箇所は、設備が適正温度を超えないものとすること。 

なお、電灯設備及び建築付帯設備に係る電気工事について、本仕様書に記載がない事項は、原則と

して各工事共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を適用する。また、インバータ等、高調

波発生機器から発生する高調波電流は、「高調波抑制対策指針」を満足すること。 

配線配管工事にあたっては、配管を介して臭気、湿気等が移動しないよう、区画貫通部分に適切に

中継ボックスを設け、管口を粘土等で確実にシールすること。 

 

1．受変電設備 

下水処理場（佐々浄化管理センター）からの供給とする。下水処理場（佐々浄化管理センター）

の電気室から分岐して使用する。本施設までは地中引込とする。 

１）受変電は電気室において行う。 

２）本設備は全て、屋内設置とする。 

３）電圧等 

（１）受電電圧  3 相 6、600Ｖ、60Ｈｚ 

（２）受電容量  施設運転に必要な容量とする。 

（３）二次側電圧 200Ｖ級、100Ｖ級 

４）下水処理場（佐々浄化管理センター）での受電の為、電気料金が精算できるように電力量計を

設置すること。 

５）非常用の発電機は設けず、停電時には、施設の最小機能維持運転を行うために下水処理場（佐々

浄化管理センター）の既設発電機からの給電を行う。 

  〔対象機器〕：床排水ポンプ、臭気吸引ファン、維持管理に必要な照明、換気、通信、消防設

備等停電時にも必要とする保安用電力、UPS電源 

６）下水処理場（佐々浄化管理センター）の電気室から分岐する工事を行う際に必要となる停電時

間等については、下水処理施設の運転への影響を最小限にできるよう検討し、実施に際しては、

発注者と十分に調整を行うこと。 

 

  



 

58 

2．配電盤等の設備 

１）本施設には下記のものを計画する。 

（１）高圧引込盤    1式 

（２）高圧受電盤    1式 

（３）コンデンサ盤   1式 

（４）動力用変圧器   1式 

（５）照明用変圧器   1式 

（６）動力主幹盤    1式 

（７）電灯主幹盤    1式 

（８）動力制御盤    1式 

（９）中央監視盤    1式 

（10）現場操作盤    1式 

（11）電灯分電盤    1式 

（12）警報盤      1式 

（13）その他必要なもの 1式 

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

なお、改善後の力率は 95％以上とし、乾式モールド型とする。 

 

3．高圧引込線工事 

１）取合点から、高圧引込盤までの配線工事とする。 

２）高圧引込線工事は地中埋設とする。 

 

4．動力設備 

１）機器の運転及び制御は容易かつ確実な方式とし、電気機器類の配置は維持管理の容易な配置と

すること。 

２）動力制御盤には、必要に応じて電流計、指示計、各表示ランプ、操作スイッチ等を設け、運転

管理が適正に行えるよう配慮するとともに、施設内の各整備、機器類に応じて配置し、供電す

るものとする。 

３）表示灯は LEDとする。 

４）停電に際し、必要な機器は復電時の自動復帰回路を設ける。 

５）負荷系統毎に漏電遮断器を取り付けること。 

６）容量の大きい機器はインバータ制御とする。 

７）各機器のシステムは、シーケンスコントローラを主体とし、各盤は互換性をもったバックアッ

プ機能を有すること。 
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5．動力配線設備 

１）配線は、原則として下記を使用する。 

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

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

（３）接地線 IVケーブル、EM-IEケーブル 

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

ルミ製〕を原則とする。また、地中埋設ケーブルは電線管または可撓電線管等で保護する。 

３）機器への配線接続は圧着端子で取り付けるとともに、ビニル被覆プリカチューブ等で保護する。 

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

５）電動機が水中に没する機器には、漏電遮断機を設け、主幹に漏電警報機を設置する。 

６）床等に埋設する電線管、基本機能として施工場所に応じて耐久性、長寿命化を図った材質で計

画する。 

７）露出電線管は、基本機能として施工場所に応じて耐久性、長寿命化を図った材質で計画する。 

８）腐食環境下に設置するプルボックスは、SUS製等の耐食材質とする。 

９）ポンプ、ブロワのインバータ制御等により生ずる各種障害を除去できるものとする。 

10）原則としてケーブルの現場接続は認めない。 

 

6．電灯設備 

１）施設の屋内には照明器具及びコンセントを設置する。 

（１）100Ｖ用コンセントは防水引かけアースターミナル付とする。 

（２）指定場所に 200Ｖ用コンセントを設置する。 

（３）受入室等の腐食環境下に設置する照明器具は SUS製等の耐食性材質とする。 

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

度基準に準拠する。 

３）照明器具は、設置場所の使用用途を考慮して、自動調光センサー、照度センサー、タイマ制御

による省エネルギー仕様とする。 

４）接触等により破損の危険性のある照明は保護カバー付きとし、脚立等により容易に維持管理で

きない場所に設置される照明については電動昇降式にする等の対応を図ること。 

５）受入室等の腐食環境下で用いる照明器具は、SUS製等の耐食性材質とする。 

６）非常照明及び誘導灯は電池内蔵型とする。 
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7．屋外照明設備 

１）屋外には必要箇所に外灯〔200Ｖ級自動点滅、タイマ、手動点滅〕を設ける。なお、緑地に設置

する設備はデザインについて特に配慮すること。 

２）配線は地下埋設とし、可撓電線管で保護する。 

３）支柱やケース等は、耐候性等に優れた材質とする。 

 

8．その他建築附帯電気設備 

 

１）電話・インターホン設備 

加入者電話用配線設備は局線〔2回線〕とし、電話、FAX、インターネット、防犯警備等で利

用できる設備とする。なお、電話利用環境の整備に係る通信事業者への工事負担金や契約料金

は受注者の負担とする。 

（１）電話（子機）・インターホンは、必要な箇所に設置することとし、詳細は承諾図にて決定

する。なお、見栄えを考慮して配線は露出にしないこと。 

（２）本設備にて、必要箇所から局線への受発信、内線の相互通信、放送設備を利用した呼び出

しが行えるものとする。 

 

２）テレビ共同聴視設備 

最適場所にアンテナを設け、同軸ケーブル及びブースターを用いて必要な箇所に分配し、端

子を取り付ける。 

 

３）警備配線工事 

本施設は、将来的に稼動開始後の警備を委託警備することを想定し、受注者はこれに係わる

空配管等の工事を行うものとする。なお、処理棟の窓、扉等の開口部まで、その必要な配管、

配線等が露出しないよう配慮すること。 

詳細については実施設計で打合せ協議する。 

 

４）その他 

（１）放送、電話、火災報知装置等各設備の本機は、まとめて設置する。 

（２）必要な場所には、壁掛時計を設置する。 

（３）雷サージによる、電気・電子機器の故障を防ぐため、影響を受ける箇所には避雷針を設置

すること。 
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第１０節 計装設備 

 

1．監視制御方式 

中央監視方式とし、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟の中央監視室において各処

理設備、各機器の稼動状況等を集中監視する。また、現場においては各処理工程をブロックごと

に監視し、制御及び操作が行えるよう計画する。 

中央監視室には、それぞれディスプレイ監視装置、運転管理用 PC を設置し、グラフィック画

面にて設備の運転状況を監視できるよう計画すること。また、各種プロセス情報や電力データを

収集し、帳票管理が行えるよう管理する。また、下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理室

において運転状況やデータが確認できるよう PCを設置すること。 

 

１）中央監視室での監視制御項目及び方法 

中央監視室では、原則として次の項目について自動制御を行うものとし、自動制御方法を

明記する。制御はそれぞれの目的に応じた最適な方式とし、故障修理、調整点検時には現場

優先として現場盤からも単独操作が行えるものとする。 

（１）し尿等の移送量（タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

（２）下水処理場へのし尿等投入量（タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

（３）用水水量（タイマ、ポンプ回転数、流量積算値等） 

（４）各機器及びプラント設備の状態監視 

（５）受電電力量のデマンド監視 

（６）その他必要なもの 

 

２）自動運転等 

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

現場及び中央監視室で監視、現場において制御可能なものとする。 

特に下記装置の機器は相互の連動運転、インターロック回路、タイマ運転、流量制御等を

計画する。 

（１）受入室ドアの開閉制御 

（２）前処理設備の連動運転 

（３）脱臭設備の自動運転 

（４）希釈投入設備の連動運転 

（５）各水槽の水位制御 

（６）その他、運転の効率化に有用なもの 

 



 

62 

３）警報 

（１）中央監視盤には故障表示を行い、控室等でも故障個所が把握できるよう計画し、故障時の

対応が適切に行えるよう計画する。 

（２）下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理室にも故障表示ができるものを設置する。 

（３）夜間、休日等に発生した警報は、指定箇所に自動通報できるものとする（詳細は実施設計

時に協議する）。 

 

４）施設内監視装置  

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

防水、耐塩害及び視界確保を考慮したものとし、維持管理の容易な位置に設置する。 

（１）カメラ設備 

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

②数量   〔   〕台（可動〔   〕台） 

③設置場所 〔受入室、トラックスケール、前処理設備等〕 

④機能    防水・防塵構造で遠隔操作できるものとする。 

（２）モニターテレビ設備 

①形式   〔カラー方式、自動及び手動切替式〕 

②寸法   〔21インチ（画面分割可能）以上〕 

③数量   〔  〕台 

④設置場所 中央監視室等 

⑤その他  佐々浄化管理センター管理室でも確認できるようにする。 

（３）記録装置 

①形式   〔デジタルレコーダー〕 

②記録容量 〔  〕時間 

③数量   〔 1 〕台 

④機能   高画質で記録でき、同時録画再生、自動上書き、動き検知器同等が可能なも

のとする。 
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2．計装機器 

１）計装機器は、設置場所の使用条件に適合し、かつ信頼性の高いものとする。 

２）計装機器の電源装置は、良質な電源を安定してかつ確実に供給できるものとし、十分な容量の

ものとする。また、コンピューター関係に対してはバックアップ電源装置を設ける。 

３）計装機器は設置場所の使用条件に適合し、かつ信頼性の高いものとし提案すること。互換性、

保守点検及び試験補正を容易にするため、機種を統一すること。 

４）検出端の汚れ閉塞による測定誤差が生じにくい構造とし、校正や洗浄が容易に行える型式とす

る。 

５）停電（ブラックアウト含む）等非常時の対応として、フェイルセーフを基本とした回路を組み

込むこと。また、非常時解除後の立ち上げもフェイルセーフの機能を有する自動回路とするこ

と。 

 

3．情報処理装置 

１）データ・ロガ装置 

（１）機能 

①日報、月報の集計、作表を行う。以下の他、発注者が指示する事項の処理が行えること。 

・オンライン入力：し尿等処理量計測データ等 

・オフライン入力：薬品使用量等。集計内容は各入力データの現在値、平均値、最大

値、最小値及び積算値等とする。 

②電源系統、機器動作、故障、流量、水位等の運転状況を表示する。 

③入力データのトレンドグラフ表示を行う。 

④アラーム表示を行う。 

⑤停電時対策を考慮する。 

⑥補助記憶装置のデータ修正、追加等を可能とする。 

（２）ディスプレイ 

①液晶モニター（21 インチ以上）〔   〕台で構成し、それぞれの画面から効率的に操

作できるものとする。 

（３）プリンタ 

①カラー印字が行えるものとする。 

②モニター画面のコピー印字が行えるものとする。 

（４）補助記憶装置 

ディスクタイプで、ハードディスクまたは DVD等市販の記憶媒体とする。なお、ハード

ディスクは必要な容量とする。 
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（５）その他納入品 

①専用机及び椅子        〔 1 〕式 

②記録紙・リボン等消耗品   各〔 1 〕年分 

③DVDディスク等       〔 1 〕年分 

 

２）運転管理用OA機器等 

（１）品名 パーソナルコンピュータ（最新型に対応したプリンタ、OS、Windowsを含む） 

（２）数量 １台（下水処理場中央監視室に設ける） 

（３）仕様 

①ディスプレイは液晶（21インチ以上）とする。 

②プリンタはレーザー型（カラー）とする。 

③表計算、データベース、ワープロ、グラフ、図形処理が可能なシステムディスクを納入

する。 

④インターネット及び電子メールに接続できるものとする。 

⑤ウイルス等に対するセキュリティを対策する。 

（４）補助記憶装置 

①ハードディスク、DVD等 
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第４章 土木・建築・その他工事 

 

第１節 土木・建築工事 

本仕様書に記載がない事項は、原則として第 2 章第 2 節に記載された各工事標準仕様書、設計基

準書等を適用する。 

 

1．設計方針 

 

１）機能上の配慮 

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

が十分発揮できるものとする。 

 

２）環境との調和 

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

 

３）構造計画 

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

地震・地盤沈下に十分な配慮を加えた計画とする。 

（２）処理棟は可能な範囲で、できるだけ多くの自然採光部分を設ける。 

（３）各階のフロアレベルは可能な限り統一のこと。 

（４）耐震安全性の分類は構造体がⅡ類、建築非構造部材がＡ類、建築設備が乙類とする。また、

用途係数は 1.25 とする。 

（５）耐震設計に際しては、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 版-」（（社）日本下水道協

会）等をもとに地下部は土木構造物、上屋は建築物の複合構造物として実施することを基

本とする。 

 

４）意匠計画 

（１）外観は美しく、しかも清潔感のあるものとする。 

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

合理的な計画とする。 

（３）耐震性を確保したうえで、できる限り自然採光を取り入れるものとする。 
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５）使用材料 

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

に、将来の補修を軽減できる材料を選定する。 

 

６）その他 

建築基準法、労働安全衛生法、消防法、日本建築学会基準、日本土木学会基準、各工事共通

仕様書（建設大臣官房官庁営繕部監修）等の関係諸基準に準拠するほか、次の項目について考

慮する。 

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

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

た作業性の良好な計画とすること。 

（２）床は床面の洗浄排水のための勾配をとり、必要に応じ排水溝を設ける。 

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

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

材質とする。落下防止用の丸環（SUS製）等をマンホール付近に設置する。 

（５）1ｍ以上の高低差のある場所は、安全柵（アルミ製または SUS製を原則とする）を設ける。 

（６）浸水対策及び敷地内の外構や雨水側溝計画を十分検討したうえで設計 GLを設置するこ

と。 

（７）各室の結露防止、特に地階を設ける場合は壁面の結露について十分配慮すること。 

（８）施設内の適所に手洗い器（必要に応じて洗眼器付）及び洗浄用給水栓を設けること。 

（９）各フロアは原則として、用途に応じた塗装材により、美観よく仕上げること。 

（10）塩害対策は以下を踏まえて計画すること。 

①鋼製杭を使用する場合は、防食対策をすること。 

②潮風や海水にさらされる鉄筋コンクリート部分は、鉄筋の被り厚さを増したり、塗装で

保護したりするなど、耐久上の検討を行い、必要な対応を図ること。 

③屋根、外壁、外部に面する建具、屋外に設ける階段・タラップ、屋外設置の機器材料は、

耐塩性を検討して選定すること。 

（11）下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理車両等が進入することを考慮すること。 

（12）敷地内に下水道流入管渠が埋設されているためこれを避けた配置とする。また、本施設は

佐々浄化管理センター敷地内で既存施設に干渉せず、極力、同センターの将来的な施設利

用の妨げにならない場所に設置する。 
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2．土木・建築工事 

 

１）施工方法 

（１）施工に際しては、建築基準法、日本建築学会基準、日本土木学会基準、各工事共通仕様書

等の関係諸基準を遵守し施工する。 

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

十分な対策を施す。 

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

し、防音壁の設置等適切に対処する。 

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

防止に努める。 

 

２）仮設工事 

（１）現場事務所、作業員及び発注者・監理者用詰所、機材置場等については、敷地状況、工事

条件等を十分に把握し適切な位置に設置する。 

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

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

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

（４）仮設電気、水道、電話等を設置する。 

（５）工事車両の仮設進入路については、［添付資料③-1 現況平面図（建設予定地の範囲等）］

を参考に計画すること。また、施工完了後は、必要な復旧を行うこと。 

 

３）土木工事 

（１）敷地の基本レベルは、現況地盤レベル〔TP +2.10〕以上とし、雨水排水路の動水勾配に配

慮すること。 

（２）工事に伴い発生する掘削残土等は、〔適正に自由処分〕とする。(廃棄物の処理及び清掃に

関する法律を遵守する) 

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

ないように十分検討し施工する。 

 

４）地業工事 

（１）［添付資料② 地質調査結果］を参考とし、十分な土質調査を実施したうえで設備荷重など

も併せて検討のうえ計画し、実施する。 

（２）割栗、砂利地業については、空隙のないように目潰し材を用い、ランマー等で突き固める。 
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５）コンクリート工事 

コンクリート工事の施工は、第 2章第 2 節「関係法令等の遵守」に規定する公共建築工事

標準仕様書（最新版）、土木学会・コンクリート標準示方書等の関係諸基準に基づいて行うほ

か、下記による。 

（１）テストピース 

テストピースは、打設毎およびコンクリート 20～150 m3 以内毎に採取し、4 週強度の

圧縮試験を公的機関又はそれに準ずる機関で行い、成績表を提出すること。 

（２）タッピング 

コンクリート打設後、コンクリート天端表面に亀裂を生じないよう硬化作用が始まる前

に再度天端を押さえる。 

（３）骨材は、JISに明記する試験に合格した強度を有したものを使用する。 

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

念に行うものとする。 

 

６）防水工事 

（１）水槽防水 

①水槽の防水は、コンクリート躯体で止水するものとし、防水剤は補助として使用する。 

②コンクリートの打継箇所には止水板を入れること。 

（２）水張テスト 

①水張テストは（躯体時 1回、防食施工後 1回）、最低 48時間水を張って漏水箇所のない

ことを確認する。 

②地下の水槽にあっては、漏水箇所のないことを確認するまで埋戻してはならない。 

③水張テストの水は原則として淡水とする。 

（３）地下水位等を考慮し、外部からの地下水等の浸入が生じないようにすること。(塗膜防水保

護材仕上を水槽外壁に施工すること。尚、埋戻し時に防水層を傷つけないこと。） 

（４）屋上防水は、外断熱工法とすること。 

（５）受入室の床は、防水＋仕上げ材とすること。 

 

７）金物工事 

（１）フック等 

①建物各部の要所には必要に応じて機器出入用のホイストレールまたは吊り下げ用フッ

ク（SUS製）等を取り付ける。 

②チェーンブロックの吊り上げ荷重は、機器の重量に見合ったものとすること。 

③チェーンブロックは、必要箇所について電動とし、発注者と協議のうえ決定すること。 

④フック等には、荷重表示を行うこと。 
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（２）埋込短管 

①埋込短管はコンクリート打設時に水平、垂直が動かぬよう固定する。なお、大口径の場

合は鉄筋と埋込管を溶接してコンクリートを打設する。 

②埋込短管は強度及び耐食性がある材質とする。 

 

８）左官工事 

（１）モルタル 

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

するよう計画する。 

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

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

 

９）建具工事 

（１）建具等 

①外部建具は、〔カラーアルミ製または SUS製フッ素樹脂塗装〕とする。 

②各部屋の連絡扉は、必要に応じ、防音構造とし、防音パッキンを設ける。 

（２）重量シャッターは、電動式とし、室内からも開閉操作ができるものとする。 

（３）ガラスは、十分な強度を有し、台風時の風圧にも耐えるものとすること。 

（４）居室の外部窓は原則、Low-E 複層ガラスとすること。また、空調の影響がある箇所につい

ては省エネルギー対策を施すこと。 

（５）内部扉を木製とする場合は、メラミン化粧板等の仕上げとすること。 

 

10）塗装工事 

（１）本施設に設置する機械等は、各社の標準塗装とする。 

（２）各種操作架台等の塗装については、各社の標準塗装とする。 

（３）その他必要な箇所の塗装については、「公共建築工事標準仕様書（最新版）」による。 
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3．処理棟（管理施設との合棟とする） 

 

１）構造概要及び外部仕上げ 

（１）構造 地下部：〔鉄筋コンクリート造り〕、地下〔    〕階 

地上部：〔鉄筋コンクリート造りまたは鉄骨造〕、地上〔   〕階 

（２）基礎     〔杭基礎〕杭基礎は岩盤に定着させること。 

（３）屋根     〔勾配屋根〕 

（４）外部仕上げ  〔複層仕上塗材（フッ素樹脂系弾性）〕 

（５）構造 

①将来の補修、機器の交換等を配慮した機械配置計画とすること。 

②場内作業動線に十分配慮し、警報による点検頻度が高いと予想される設備は管理区域か

ら容易に到達できる配置とすること。 

③地下部は、外壁四面の防水を考慮すること。 

 ④施設計画にあたっては耐風仕様にし、塩害対策を施すこと。 

⑤居室は、外壁と天井部分を断熱とすること。 

⑥階段の有効巾は 1.2ｍ以上とする。 

 

 

２）各室内部仕上げ 

処理棟には、管理室を設置する。下表（次頁）に従い明記すること。 

なお、本施設の運転管理人員は、基本的に下水処理場（佐々浄化管理センター）の管理棟に

常駐し、本施設の巡回監視を行う予定である（補修工事等において常駐が必要な場合を除く）。

このため、本施設の管理室については、運用上及び法令等に基づき必要最低限の居室等を設け

る計画とする。 

施設運営に必要な備品等を提案すること。(建材は、VOCを含有していないものを使用するこ

と。) 

室名 面積 床 腰 壁 天井 備品・備考 

控室 
     床面積は、15 ㎡程度とする。 

1 階に設ける。ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱとする。ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ設置。2 名

が作業できる机・椅子及び書類棚を設置すること。 

そ の 他      関連法令及び規則等に基づき施設を運営するうえで、

その他最低限必要な居室や設備を設けること。 

 

 

３）水槽内部仕上げ 

（１）水槽は水密密閉構造とする。 

（２）下表に従い明記すること。水槽の防食の仕上げ方法は、最新の「下水道コンクリート構造

物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」に対応したものとする。また、各水槽の水槽

内部仕上げは、液質に適応する防食ライニング、または防食塗装を施すこと。なお、硫化
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水素の発生に対応できるようガラスクロスライニングを施すこと。 

（３）防食工事は、工法について十分に比較検討し、最もトラブルが少なく、耐食性耐久性に

最も優れており、維持補修が容易な工法を選定すること。 

（４）水槽の防食塗装は、以下を最低仕様とし、下表に従って提案すること。また、下水道処

理水が流入する水槽（受水槽等）は下水処理水の性状等を踏まえて設計を行うこと（必

要に応じて水質分析を行うこと）。 

 （最低仕様） 

 ・受入槽：防食範囲（全面）、防食塗装（Ⅰ類Ｄ種 塗布型ライニング工法） 

 ・貯留槽：防食範囲（全面）、防食塗装（Ⅰ類Ｄ種 塗装型ライニング工法） 

 ・希釈混合槽：防食範囲（全面）、防食塗装（Ⅰ類Ｄ種 塗装型ライニング工法） 

 ・受水槽（希釈水）：防食範囲（全面）、防食塗装（Ⅲ類Ｂ種 塗装型ライニング工法） 

 

 床 壁 天井 

沈砂槽 D D D 

受入槽 D D D 

貯留槽 D D D 

希釈混合槽 D D D 

希釈受入槽 

（希釈水） 

B B B 

 

 

4．建築附帯設備 

 

１）給排水衛生設備 

（１）給水設備 

必要とする箇所に給水できる設備を設ける。 

（２）衛生器具等 

洗面所、清掃用水洗その他必要なものを設ける。 

（３）排水設備 

洗面所、その他の設備から排出される排水は、受入槽へ移送する。 
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２）換気空調設備 

控室に必要により冷暖房設備を設ける。また、作業環境保持のため必要とする箇所に換気

設備を設ける。換気設備は、居室とプラント諸室の換気は完全に分離し、また、プラント諸

室間も臭気濃度の高い空間から低い空間に臭気が流れないよう、臭気対策を施した設計とす

ること。 

 

３）消防用設備 

消防法で規定された設備を設置する。 

 

４）その他 

上記に示した各設備の配管については、露出配管を避ける等外観に配慮すること。 
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第２節 附帯工事 

 

1．土地造成工事 

１）現   況  〔TP +2.10〕 

２）計画地盤高  〔TP +2.10〕以上 

３）造成計画 

現況 GL以上とし、敷地スペースを有効活用できる合理的な配置計画とすること。 

建設予定地は対策浸水深 0.55ｍでの浸水を防ぐ目的から現在の地盤高さから 0.75ｍの施

設計画高さの嵩上げを行うことを基本とし、発注者と協議のうえ決定する。 

 

2．場内道路等工事 

極力一方向とすること。 

１）道路巾  〔 5ｍ以上 〕（バキューム車等の走行に支障のない幅を有する） 

２）舗装   〔アスファルト舗装・コンクリート舗装〕とし、厚さは利用車に応じ 

て決定する。（ＣＢＲ試験必須） 

 

3．構内整備工事 

施設、建築意匠にマッチしたものとする。 

 

１）構内雨水排水工事 

（１）構内の雨水排水は、Ｕ型側溝、ヒューム管、ＶＰ等、雨水桝等で自然流下により円滑に

排水する。 

（２）道路や通路を横断する開溝部分は、必要によりボルト止めグレーチング（重耐）蓋付と

する。 

（３）側溝、排水桝、マンホール等は、上部荷重に見合うものを設ける。 

 

２）植樹・造園工事 

周辺環境との調和を図るため、必要に応じて芝張り、植樹を施す。 

 

３）屋外照明工事〔 ＬＥＤ 〕 

必要箇所に照明を設置する。以下を基本とし、詳細については実施設計時に協議を行い決

定する。 

①ＬＥＤ照明は器具点検及び清掃等維持管理が容易で、灯具の選定は周辺との調和や景観

に配慮したものとする。 

②施設・各建物出入口、場内道路、駐車場等に施設運営上支障が生じないＬＥＤ照度を  

確保できる数量とし適所に配置する。処理棟より照らす照明を基本とする。 

 



 

74 

４）駐車場整備工事 

関係業者等の駐車場を設ける。必要台数は、〔2台分〕を基本とし、発注者と協議のうえ決

定する。施工対象範囲外の空きスペースでも可とする。 

 

５）仮設設備工事（必要に応じて） 

本工事は、下水処理場（佐々浄化管理センター）の運営を継続しながらの施工となるため、

必要に応じて仮設設備工事を実施すること。なお、仮設工事に際しては、下水処理場の運転

管理に支障が生じないようあらかじめ仮設設備計画を作成し、発注者の承認を受けること。 

 

６）既存場内整備 

下記に示す既存場内整備を行うこと。 

①車両が場内を通行する際の安全性を高めるため、要所にカーブミラーを設ける。 

②10ｔバキューム車が曲がる際に水処理施設の縁石に干渉するため隅切りをする。 

③待機場所の確保や車両の離合スペースの確保のため、場内道路の拡幅（植栽帯の一部を

撤去）を行う。 
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第５章 その他 

 

 

第１節 予備品及び消耗品、工具類、建物内備品等 

 

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。引き渡し後 2 年

間に不足が生じた場合には無償で補充すること。なお、消耗品の数量及び納入方法については、実施

設計時に発注者と協議すること。 

１）予備品 

破損した場合に手配に時間がかかり、施設の運転に支障をきたす機器・部品等 

２）消耗品 

引き渡し後 2年間に必要な部品材料等（潤滑油、薬品等は除く） 

 

受注者は、施設引き渡し前までに以下に示す予備品、工具等を納入する。納入に際しては、あらか

じめ各社提案により必要と想定される納入品のリストを作成し、発注者に提出する。詳細は実施設

計時に協議する。 

１）予備品及び消耗品 

２）納入する機器の特殊分解工具類 

３）その他工具、備品等 

（１）標準工具類 

（２）電気設備用備品類 

（３）安全用具 

（４）その他備品（予備品及び工具等の収納棚、業務用掃除機、施設の運営に必要な建物内備品） 
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第２節 説明用調度品等 

 

1．説明用調度品 

全体フローを記載した説明用ホワイトボードを 1台納入する。 

 

2．説明用パンフレット 

説明用パンフレット等を以下に示すとおり作成し、データと併せて納入する。納期等の詳細に

ついては別途協議とする。 

１）工事用、一般向、子供向けパンフレット 

（１）形式 カラー印刷、Ａ4版 見開き 

（２）部数 10,000部 （工事用は 200部） 

（３）なお、一般向けは、日本語と英語を表記する。 

 

3．その他 

本仕様書に記載してある機器設備類の中で、短期間で飛躍的に性能が向上する可能性があるもの

（OA機器、電話、TV、モニタ、AV機器、制御機器等）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 設計・施工管理 

 

 

第１節 実施設計 

 

1．見積設計図書 

本仕様書に基づき発注者の指定する期日までに見積書及び次に示す見積設計図書を提出する

こと。見積設計図書の様式は A4版とし、図面は見開き A3版とするが、図面の縮尺は図面内容に

適した大きさとすること。 

また、発注者から指示がある場合には、指定された期日までに提出された見積設計図書につい

ての確認及び指摘等に対する回答書及び追加資料を提出すること。 

 

１）見積設計図書の提出部数 

7部とする。 

 

２）提出図書 

 

（１）施設概要説明書 

①各設備概要説明 

 ・主要設備概要説明書 

 ・各プロセスの説明書 

 ・独自な設備の説明書 

 ・施設制御の説明書 

 ・非常措置に対する説明書（災害対応策を含む） 

 ・短期的・長期的なし尿等の量及び性状の変動対策の説明書 

（し尿等の投入水質の確保） 

・下水処理場（佐々浄化管理センター）へのし尿等を 100kL/日受入れる時の投入計画の

説明書 
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②運転管理条件 

 ・運転人員配置計画 

 ・必要資格者 

 ・労働安全衛生対策 

 ・公害防止対策（臭気対策含む） 

 ・アフターサービス体制 

 ・主要機器の耐用年数 

 ・主な使用特許リスト 

 ・準拠する規格または法令等 

 

③管理運営費（維持管理費及び補修費・定期点検費等） 

・維持管理費は、電力、薬品、上水等の必要費用（15年間） 

 ※下水処理場（佐々浄化管理センター）から取水する処理水及び当該センターへ投入

する希釈後のし尿等の量に係る経費は見込まない。 

・補修費・定期点検費は、供用開始後 15 年間に要する定期点検整備費、消耗部品交換

費等を主要設備毎に整理する。また、法定点検が必要な項目及びその費用を整理する

こと。 

主要機器の管理基準 

 主要機器の法定点検計画 

 主要機器の部品交換・補修計画 

 主要機器のオーバーホール等計画 

 定期点検費 

 法定点検費 

 部品交換・補修費 

 オーバーホール等の費用 

④主要使用機器メーカーリスト 

⑤計装機器一覧表 

 

（２）設計仕様書 

①設計計算書（物質収支計算書等も含む） 

②設備仕様（形式、能力、有効容量、数量、構造、材質、操作条件、その他） 

③設備容量計算書 
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（３）図面 

①各種工事工程表 

②全体配置図（動線計画含む） 

③フローシート（交互利用機器についても記載すること） 

④水位高低図 

⑤土木建築一般図（各階平面図、断面図、立面図、各室面積表、内部・外部仕上表、水槽

防食仕上表等） 

⑥機器配置図（各階平面図、主要断面図） 

⑦単線結線図、計装フローシート 

⑧監視制御方式の全体のシステム系統図 

⑨完成予想図 

 

（４）その他に指示する図書等 

・施工手順案の概要説明書を提出すること。 

・発注仕様書記載事項に対する代替案提案書（様式３） 

 

（５）上記に関する電子データ 

 

2．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、提出済の見積設計図書（確認及び

指摘等に対する回答書及び追加資料を含む）を契約設計図書として各 3 部提出すること。なお、

提出済みの見積設計図書等と契約設計図書に齟齬が認められた場合には、提出済みの見積設計図

書（確認及び指摘等に対する回答書及び追加資料）等の内容を正とする。 
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3．実施設計図書 

受注者は、契約後直ちに実施設計に着手するものとし、実施設計図書として次のものを各 3部

提出する。また、発注者の指定する図書は、データにて提出する。 

１）設計計算書 

（構造計算書、プラント構造計算書、プロセス計算書、水槽容量計算書、機器能力計算書、水

量収支計算書、脱臭計算書、換気計算書、給水設備計算書、配管口径計算書、電気設備負荷容

量計算書、照度計算書、建築設備計算書） 

２）全体図面（プロセスフローシート、水位高低図、施設全体配置図） 

３）建築設計図（意匠図、構造図、設備図、その他設計内訳書作成に必要な図面） 

４）機器・配管設備図 

（機器配置平面図・断面図、機器配管系統図（Ｐ＆Ｉダイヤグラム）、配管平面図・断面図） 

５）電気計装設備図 

（全体電気設備図、単線結線図、接地系統図、中央監視・制御システム系統図、計装フローダ

イヤグラム） 

６）付帯工事設計図 

７）工事仕様書 

８）工事工程表 

９）工事内訳書（全体、各年度、工種別、交付対象内外）、設計内訳書根拠資料 

10）その他指示する図書 

 

4．施工承認申請図書 

受注者は、実施設計図書に基づき工事を行うものとする。 

工事施工に際しては、事前に承認申請図書により発注者の承認を得てから着工する。図書は、

次の内容のものを各 3 部提出する。また、発注者の指定する図書は、データにて提出する。 

１）承諾申請図書一覧表 

２) 土木・建築及び機器詳細図 

 （構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図） 

３）配管図（組立図） 

４) 施工要領書（搬入要領書、据付要領書を含む）及び各種施工図 

５) 検査要領書（品質管理要領書を含む） 

６）計算書、検討書 

７）その他必要な図書 
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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。また、発注者の指定する図

書は、データにて提出する。 

１）竣工図 A1、A3 二つ折り各 3部〔別途 PDF及び CADデータ（dxf、dwg、sfc等で文字化け等

なしに使用できるデータとする）で提出のこと〕 

２）運転マニュアル      5部 

３）機器取扱説明書      3部 

４）試運転報告書      3部 

５）引渡性能試験報告書      3部 

６）単体機器試験報告書      3部 

７）現場検査記録      1部 

８）工事記録写真      1部（別途電子データで提出のこと） 

９）竣工写真          2部 

10）各種材料検収簿      1式 

11）諸官庁申請書類控え      1式 

12）機器台帳及び機器履歴台帳  3部（別途 EXCELデータも提出のこと） 

13）施設保全計画書        3部（別途 EXCELデータも提出のこと） 

14）予備品、消耗品台帳 

15）工事保証書 

16）計算書 

17）データ・ロガ、シーケンサ等のソフト １式 

18）上記に関する電子データ 

19）その他指示する図書 別途指示 

 

 

なお、上記の機器台帳及び機器履歴台帳、施設保全計画書は実施設計時に発注者と協議を行い作

成し、中央監視室等の OA機器にて取扱えるように電子データも合わせて納入すること。 

 

 

 

第２節 正式引渡し 

工事竣工後、本施設を引渡しするものとする。 

工事竣工とは、第 1 章 5 節に記載された工事範囲をすべて完了し、第 7 章第 2 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３節 施工管理 

 

1．施工要領 

1) 本工事の基本条件 

本工事は、設計図書及び発注者が承諾した実施設計図書に基づき施工する。ただし、工事

の施工が設計図書に適合しない場合は、実施設計の承諾後であっても、受注者の貴任において

改造しなければならない。この場合、請負金額の増額は行わない。ただし、建築工事について

は、プラントの性能及び機能を確保する上で関わりのない部分においては、工事の施工が設計

図書に適合し設計及び施工上のかしがない場合は、この限りではない。 

なお、実施設計についてその一部を先行して承諾したときは、その範囲内に限り受注者の責

任において工事を施工することができる。 

別途工事及び関連工事との施工上の調整に当たっては全面的に協力する。 

2) 施工図等の提出 

本工事の施工に当たっては、事前に仕様書、製作図、施工図、計算書、施工要領書、検討書

等を提出し、発注者の承諾を得てから工事に着手する。 

なお、提出部数は各3部とする。 

3) 施工計画 

4) 建築工事の施工業者の選定 

原則として建築工事の施工業者は、設計図書の区分により、佐々町競争入札参加有資格者名

簿の地元業者の中から選定するよう努める。 

5) 工事責任者の選任及び常駐 

本工事の施工にあたり施工業者の社員の中から担当責任者（工種別）を選任し、現場に常駐

させる。 

6) 提出書類 

工事着手届等の提出書類は監督員の指示に基づき作成する。 

7) 工事記録書の提出 

工事記録書は、監督員の指示に基づき作成し、その製本の提出部数は5部とする。 

8) 工事記録写真の提出 

工事記録写真は、監督員の指導に基づき作成し、提出部数は1部とする。 

9) 日報及び月報の提出 

工事期間中の日報及び月報を作成し提出する。(工事関係車両台数、作業員総数の集計も 

含む。) 
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10) 建設廃棄物の処分 

本工事で発生する廃棄物の処分は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律－昭和45年法律

第137号－」及び平成2年4月に厚生省が策定した「建設廃棄物処理ガイドラインのマニフェス

トシステム」に基づき、受注者の責任において処分する。また、「再生資源の利用の促進に関

する法律―平成3年10月25日施行」に基づき、建設廃棄物の再生利用に努める。なお、有価物

の売却は、発注者が行う。 

11) 工事条件 

(1) 工事用地 

使用料は佐々町用地は無償貸与とし、借用地については借用料を支払う。工事用地及び資

材置場等につては、整地を行い、必要な仮設道路等を設置する。 

(2) 地中障害物 

地中障害物は工事所掌とする。 

(3) 残士処分 

切り土及び根切り土の内、埋戻し土として使用しない残士は自由処分する。 

(4) 工事用車両の搬出入経路 

工事用車両の工事用地への出入は、建設予定地付近に仮設進入路を設けることも可とする

が、既設処理場の運転に支障のないようにする。なお、工事用車両の待機は用地内で行い、

周辺道路に駐停車してはならない。 

(5) 仮設物 

① 必要により工事用地の周辺に仮囲いを設ける。 

② 発注者と協議の上用地内の適切な場所に監督員事務所を設ける。 

(6) 施工方法及び建設公害対策 

① 地質調査資料、その他関係資料を入念に検討の上、必要に応じて適切な処置を行う。 

② 工事用地に接する搬入道路や町道及び近接する建物等へ支障のないよう留意する。また、

既設建物側に対する土留等については、十分な強度のものを設置する。 

③ 場内のほこりの発生を防止するため適時散水を行う。 

(7) 安全・保守 

工事用車両の出入口には必要により交通整理員等を配置して車両の誘導を行い、一般車両

及び下水処理場関係車両の安全を図る。  

(8) 作業日及び作業時間 

① 夜間及び休日の工事は、騒音、振動を発生するおそれの少ない作業及び止むを得ない作業

を除き、極力避けるものとする。 

② 作業時間については午前8時から午後5時までとする。 

③ 前2項について緊急作業、中断が困難な作業・交通規制上止むを得ない作業、並びに騒音、

振動を発生するおそれの少ない作業については適用しない。 
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(9) 他請負者との協調 

別途施工される工事がある場合は、他工事の請負者と必要により現場管理組織をつくり相

互協力して現場管理を行う。 

また、工事上の取合いが生じた場合は、相互協調して工事進行に支障のないようにする。 

(10) 施工管理 

本工事に伴い近接構造物に及ぼす影響を正確に判断する資料を得るため必要に応じて計

測管理を行う。 

 

2．施工範囲 

(1) 建築工事関係(建築機械設備及び建築電気設備を含む) 

本工事の施工範囲は、下記のとおりとする。 

① 上水の引き込み配管は、本工事所掌とする。 

② 汚水の排水管は、本工事所掌とする。 

③ 利用しない雨水の排水溝は発注者が指定する下流水路まで本改良工事とする。 

④ 外構工事の外灯及び動力設備配管並びに配線は、「第3章  第9節 電気設備」による。 

⑤ 外構工事の管理設備は、「建築電気設備工事 使用量管理設備」による。 

(2) プラント工事関係 

本工事は、基本設計図書、実施設計図書の範囲とする。 

 

3．材料検査 

工事に使用する材料の検査は次のとおり行う。 

(1) 検査 

監督員が指示する材料の検査は、監督員立会いのうえ行う。ただし、請負者の提出する検査・

試験成績書をもって代えることができる。 

(2) 検査の実施 

検査は、受注者が材料検査願を提出し、監督員の承諾を得た後に実施する。 

 

4．施工 

本工事施工に際しては、次の事項を遵守する。 

 

１）工事の開始 

（１）受注者は、実施設計図書及び必要な施工図等について発注者の承認を得た後、本施設の  

設備製作及び施工等を行うこと。 

（２）受注者は、工事の開始前までに施工手順や体制を示した書類等、発注者が求める書類を  

発注者に提出し、その承認を受けること。 

（３）工事の開始前に提出することが難しい書類等については、工事開始後の適切な時点でこれ

を提出すること。 

（４）工事開始後に図書等の修正の必要が判明した場合には、直ちに書類の修正を行うこと。 
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２）災害等の防止 

（１）工事の施工にあたっては、火災・公害及び危険防止のため関係法規に定めるところに従い、

火災保険等の充分な策を講じ工事を行うこと。なお、他に障害を与えた場合の補修・補償は

受注者の負担とする。 

（２）工事中の危険防止対策を十分行い、また作業員への安全教育を徹底し、労働災害の発生が

ないように努める。 

 

３）現場管理 

資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては、発注者と十分協議し計画を行い、実施

する。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努める。 

①工事期間中においても、稼働中の下水処理場（佐々浄化管理センター）の運営に支障がな

いよう、施工を行うこと。 

②下水処理場（佐々浄化管理センター）への搬入・搬出及び一般車両などの動線に支障を  

与えないよう車両計画を行うとともに、1 日の工事用車両などが多数に及ぶ場合は、事前

に発注者に申し入れ、車両の通行管理員を配置するここと。 

③工事状況により、下水処理場（佐々浄化管理センター）内及び周辺道路の使用制限を余儀

なくされる場合は、事前に発注者に申し入れ許可を得ること。その際も、安全に配慮した  

方法をとること。 

④工事看板を本工事の周知広報のため設置する。設置場所、文字、その他については協議の

上設置するものとする。 

⑤工事用事務所及び資材置場用敷地は、発注者と協議の上決定し、すべて受注者の責任にお

いて設置する。また、監理用事務所の設置（5 名程度が協議可能なスペース及び事務作業

や着替え等が不自由なく行うために必要な備品含む）も受注者の施工範囲とする。 

 

４）復旧 

既存道路、他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、受注者の責任範囲において  

損傷、汚染が生じた場合は受注者の負担で速やかに復旧する。 

 

５）環境保全 

受注者は、常に搬入道路の清掃を励行し、工事中に発生する騒音、振動、粉塵や工事排水

による公共水域の汚濁・汚染を防止し、現場及び現場付近の環境保全に努める。 

 

６）廃棄物の適正処理 

工事に伴い発生した廃棄物は、適正処理を行うため、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

及び建設副産物実態調査票を提出する。 

本工事に伴って発生する建設発生土のうち、場内で使用できない残土の仮置き及び処分等

は、受注者の負担と責任において行うこと。 
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７）補償 

本工事施工において、近隣住民に支障を及ぼした場合、その責任は受注者に帰するものと

し、受注者の責任において、一切の処置、解決を図ること。 

 

８）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。 

 

９）技術者の配置 

各専門の有資格者及び事務員を現場各工程に合わせ常駐とし、発注者の承認を受けるもの

とする。なお、本工事に配置できる専任の監理技術者を配置すること。 

監理技術者の要件は以下の通りとする。 

①建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 26条に規定する清掃施設工事業または機械器具

設置工事に係る監理技術者資格証の交付を受けている者 

②過去 15 年間（契約工期末日が平成 18 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日の範囲内）に

元請として受注したし尿等前処理施設（同種の工事含む※）の新設に係る設計及び建設

工事（土木・建築工事を含む）期間（現地工事期間）を監理技術者として着工から竣工

（設計期間を含む）までを経験した技術者を建設工事期間（現地工事間）に専任で配置

できる者 

 ※下水道を活用したし尿等前処理施設、し尿処理施設、汚泥再生処理センター 

 

10）施工業者の届け出 

土木、建築工事等の下請人の指導、監督等は受注者の責任とする。なお、下記の書類を提

出すること。 

①下請業者届 

②作業員名簿 

③緊急連絡先 

④動労関係届出 

⑤その他発注者が指示する書類 
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第７章 試運転・性能試験・引渡し 

 

第１節 試運転 

 

1．試運転 

１）本仕様書でいう試運転とは、施設内に設置する機器等の据付・配管工事完了後に行う空運転か

ら水運転、実負荷（し尿等）運転、引き渡しのための性能試験運転までとする。なお、下水処

理場（佐々浄化管理センター）への投入に関する調整も、この期間に行うこと。 

２）試運転は工事期間内に行うものとし、試運転期間は〔30〕日以上を標準とする。 

３）試運転は、現場の状況等を勘案した上で、受注者が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、受注者で行う。 

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

５）この期間に行われる調整及び点検には原則として佐々町の監督職員の立会を要し、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。なお、補修に際し

て発注者の指示する項目については、受注者は補修着手前に補修実施要領書を作成し、発注者

の承認を受けなければならない。 

６）試運転期間中、受注者は運転指導員を常駐させなければならない（試運転は受注者で行い、  

発注者が立ち合うことを基本とする）。 

 

2．運転指導（教育訓練） 

１）受注者は、本施設に配置される作業員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及

び取り扱い（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と指

導を行う。なお、教育指導計画書等はあらかじめ受注者が作成し、発注者の承認を受けなけれ

ばならない。 

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

行う必要が生じた場合、または、教育指導を行うことがより効果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。その費用は受注者の負担とする。 

 

3．経費分担 

試運転期間中に必要な経費の分担は、下記のとおりとする。 

１）試運転に必要な経費は、人件費を含め全て受注者負担とする。なお、下水処理場（佐々浄化管

理センター）から取水する処理水及び当該センターへ投入するし尿等の経費及び試運転で立ち

合う佐々町職員の人件費については受注者の経費負担は不要とする。 

２）薬品等については、各タンクの規定量を受注者負担で引渡し時に納入する。 

３）予備品、消耗品等についても、規定量を受注者負担で引渡し時に納入する。 

 

4．管理責任 

引渡し完了までの管理責任は、受注者にて行う。  
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第２節 性能保証 

 

性能保証事項については、施設を引き渡す際に行う引渡し性能試験に基づいて確認する。その際

の性能保証事項、性能試験の条件等は次に示すとおりである。 

 

1．性能保証事項 

 

１）責任施工 

本施設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、本仕様書等の発注図書に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 

性能保証事項は、以下に示すとおりである。また、契約設計図書で提出された用役使用量

等（薬品、電気、水道等）について設計値等を上回らないことを確認すること。 

（１）処理能力 

（２）投入水質 

（３）騒音、振動及び悪臭 

（４）緊急作動試験 

非常停電、機器故障などの本施設の運転時に予想される重大事故について緊急作動試験

を行い、本施設の機能の安全を確認する。 

 

2．引渡性能試験 

１）引渡性能試験条件 

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〔3 日〕以上の定格運転（搬

入物全量処理運転）を行った後に実施する。なお、性能試験期間中の搬入量が定格処理量に満

たない場合は、発注者と協議のうえ、その処理量をもって試験を行い、その試験条件及び結果

によって性能を判断するものとする。また定格処理量以上の処理能力があることを判断できる

資料を提出すること。 

引渡性能試験は、佐々町の監督職員立会のもとに規定する性能保証事項について実施するこ

と。なお、性能試験時における装置の始動、停止などの運転は原則発注者立会のもと実施する。

機器調整、試料の採取、計測、記録、その他の事項については佐々町の監督職員の立会のうえ

受注者が実施する。 
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２）引渡性能試験方法 

受注者は、それぞれの試験項目ごとに関係法令及び規格等に準拠した試験内容、運転計画な

どを明記した試験要領書を作成し、発注者の承認を受けるものとする。 

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

うものとする。ただし、該当する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法で発注者の承認

を得て実施する。 

なお、性能試験時点における搬入量・搬入性状については、あらかじめ受注者において把握

した上で試験要領書を作成すること。 

試験を行うに際しては、下水処理場（佐々浄化管理センター）側への影響についても確認を

行うこと。内容については、発注者と協議を行い決定すること。 

また、用役使用量等（薬品、電気、水道等）について設計値等を上回らないことを確認する

こと。 

 

３）性能試験者とその期間 

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、発注者の承認を得て他の適

切な機関に依頼することができる。性能試験期間は少なくとも連続〔7 日間〕以上実施して、

確認立証できるものを提出すること。 

ただし、生物脱臭装置の性能確認の時期については、別途協議とする。 

 

４）性能試験報告書 

受注者は、それぞれの項目について、試験条件及び試験結果等をまとめた報告書を作成し、

発注者に提出すること。 

 

５）性能試験に係る費用 

引渡性能試験による性能確認に必要な費用については、分析等試験費用はすべて受注者負

担とする。それ以外は、前節試運転及び運転指導に係る経費の負担区分に従うものとする。 

 

６）性能保証事項の確認 

性能保証事項の確認については、性能保証事項すべての合格をもって受注者の性能保証の

達成を確認する。性能保証確認の結果、保証事項に適合しないことが判明した場合は受注者

にて速やかに原因を調査のうえ対策を講じること。また、対策工事等により施設の性能に影

響が生じた場合には適切に対処すること。なお、これらの対策に要した費用についても受注

者の負担とする。 
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第８章 契約不適合責任 

 

 

第１節 契約不適合責任 

 

設計図書（第６章第１節に規定する見積設計図書、契約設計図書、実施設計図書、施工承認申請図

書、完成図書並びに発注仕様書とする。）に記載された事項を満足しない場合、設計図書に記載され

た施設の性能及び機能等を満足しない場合は、契約不適合とし、施設引渡し後であっても受注者の

責任と負担において改善しなければならない。なお、本工事期間中に提出された実施設計図書等に

対して、発注者がこれを承認したことをもって受注者の責任の全部または一部を回避し得ないもの

とする。 

 

1．契約不適合責任保証（かし担保保証） 

 

１）設計の契約不適合責任 

（１）設計の契約不適合責任期間は原則として、引渡し後 10年間とする。 

この期間に発生した契約不適合は、すべて受注者の責任と負担において改善しなければな

らない。  

（２）引渡し後、施設の性能及び機能等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係る費用は発注者の負担とし、新たに

必要に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、受注者の設計の契約不適合に起因し所定の性能及び機能等を満足で

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。 

（４）設計の契約不適合により発注者が損害を受けた場合は、受注者はその損害を賠償すること。 

（５）見積設計図書（基本設計図書）、実施設計図書、竣工図書等に記載した施設の性能ならびに

機能は、すべて受注者の責任において保証されること。 

（６）設計図書及び実施設計図書に記載した施設の性能及び機能は、すべて受注者の責任におい

て保証する。 

 

２）施工の契約不適合責任 

（１）プラント工事関係 

プラント工事関係の施工の契約不適合責任期間は、原則として、引渡後 2年間とし、水槽

防食については 10 年間とする。発注者と受注者が協議のうえ、別に定める消耗品について

はこの限りではない。 
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（２）建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備含む） 

建築工事関係の施工の契約不適合責任期間は原則として引渡後 2年間とする。発注者と受

注者が協議のうえ、別に定める消耗品についてはこの限りではない。 

ただし、防水工事については、引渡後 10 年間とし、保証年数を明記した保証書を提出す

ること。 

 

2．契約不適合検査 

１）発注者は、設計図書を満足しない場合、施設の性能及び機能等に疑義が生じた場合は、受注者

に対し契約不適合検査を行わせることができるものとする。 

２）受注者は、発注者と協議した上で、契約不適合検査を実施し、その結果を報告すること。 

３）契約不適合検査にかかる費用は、受注者の負担とする。 

４）契約不適合検査による判定は、契約不適合確認要領書により行うものとする。 

５）本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．契約不適合内容確認要領書 

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、承認を受ける。 

 

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、以下の通りとする。 

１）設計図書を満足しないことがわかった場合 

２）運転上支障がある事態が発生した場合 

３）構造上・施工上の欠陥が発見された場合 

４）主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、機能が損なわれた場合 

５）性能に低下が認められた場合 

６）装置の耐用が短い場合 

 

5．契約不適合の改善、補修 

１）契約不適合責任 

契約不適合責任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・補修にあたっては、改善・補修要領書を提出し、承認を受けるこ

と。 

 

２）契約不適合判定に要する経費 

契約不適合責任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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第９章 添付資料 

①位置図（PDF） 

②地質調査結果（建設予定地の調査結果）（PDF） 

③-1現況平面図（建設予定地の範囲等）（PDF） 

③-2現況平面図（取合点図、水道配管図）（PDF） 

④主要搬入経路図（PDF） 

⑤し尿等収集運搬車両一覧（PDF） 

⑥し尿等処理量の推計データ（参考）（PDF） 

⑦し尿等の搬入性状実績等(PDF) 

⑧佐々町公共下水道事業概要（PDF） 

⑨下水処理場（佐々浄化管理センター）関連図面（抜粋）（PDF） 
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佐々町公共下水道事業し尿等前処理施設建設工事  

 工事発注仕様書（要求水準書） 

令和4年７月 

長崎県 佐々町 

 

 


