
 78

（様式7-Ⅰ）

寒川浄水場排水処理施設特定事業

技術提案書

全体計画

提案受付番号：
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７－１－２．排水処理フロー図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式 7-1-2）

記載例

提案受付番号：

 排水処理フロー図（１／２） 
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７－１－２．排水処理フロ－図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式 7-1-2）

記載例

提案受付番号：

 排水処理フロー図（２／２） 

スクラバー排水返送

ろ液等返送
上澄水

上澄水

受泥 ケーキ排出
排泥池 総合排泥池 濃縮槽 ２次濃縮槽 脱水設備 乾燥設備

汚泥引抜

上水購入
　洗浄水

水処理設備

冷却水返送
熱源設備

蒸発 

返送ポンプ 浄水場へ返送

返送水濁度（サンプリング）

上
澄
水

Ｐ
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（様式 7-1-3）

７－１－３．脱水ケーキ再生利用フロー図

記載例

提案受付番号：

排水処理場内

貯留ホッパー

場外搬出量の計測

計測項目：場外搬出量

計測方法：計量器付きの貯留ホッパ

ーでの計測管理

場外搬出

　搬出 　搬出

再生利用工場

取引量の計測

計測項目：取引量

測定方法：トラックスケールによる計測管理

県の確認方法：マニフェスト

○ ○工場

（名称は表記番号で記載する。）

場外

搬出

一時保管場所

○ ○保管場所

（所在地、施設名称は表記番号で記載する。）

保管場所搬出量の計測

計測項目：保管場所搬出量

測定方法：トラックスケールによる計測管理

保管場所搬入量の計測

計測項目：保管場所搬入量

測定方法：トラックスケールによる計測管理

中間処理工場

処理量の計測

計測項目：中間処理工場搬出量

計測方法：フィーダーによる計測管

貯留ホッパー

　　　　　　　　　　○○工場

（名称は表記番号で記載する。）

処理量の計測

計測項目：中間処理工場搬入量

測定方法：トラックスケールによる計測

セメント

園芸用土

再生利用工場

取引量の計測

計測項目：なし

計測方法：場外搬出量で確定

県の確認方法：受入証

明書

○ ○工場

（名称は表記番号で記載する。）
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７－１－４．工事工程表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式 7-1-4）
H15 年度 H16 年度 H17 年度

項　　目
12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

[調査・設計]

全体設計

脱水機棟設計

生活環境影響調査

電波障害調査

[設備工事]

脱水設備

乾燥設備

熱源設備

濃縮設備

上澄水返送設備

場内ケーキ保管設備

返送水再利用設備

[建築工事]

直接仮設工事

杭・地業工事

土木工事

躯体工事

屋根工事

外部仕上工事

内部仕上工事

建具工事

雑工事

[電気工事]

受変電設備

動力設備

計装設備

監視制御設備

[既設連絡工事]

排泥管連絡工事

上澄水返送管連絡工事

電気計装連絡工事

[外構工事]

フェンス設置工事

舗装工事

植生工事

排水溝設置工事

[既設改良工事]
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[その他工事]

[総合試運転]

提案受付番号：
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（様式7-Ⅱ）

寒川浄水場排水処理施設特定事業

技術提案書

設備計画

提案受付番号：



提案受付番号：
85

（様式 7-3-1）

７－３－１．電気計装設備計画（受変電設備）

③主要設備リスト

番号 機 器 名 称 構 造 形 式 等 配電盤の規格 主要設備の規格

例　引込受電盤 屋内単位閉鎖形 ＣＷ－６Ａ JEM-1425
JEC-2310

JEC-2300

※ Ａ４版２ページ以内に記載してください。



提案受付番号：
86

（様式 7-3-2）

７－３－２．電気計装設備計画（動力設備）

③主要設備リスト

番号 機 器 名 称 構 造 形 式 等 配電盤の規格 主要設備の規格

例　低圧動力盤 屋内単位閉鎖形 ＣＸ JEM-1265
JIS C-8370

JEM-1038

※Ａ４版２ページ以内に記載してください。
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（様式 7-3-3）
７－３－３．電気計装設備計画（計装設備）
③主要設備リスト

番号 機 器 名 称 型  式 材 質 測定精度 出力信号 測定頻度 使用目的 測定スパン 準拠規格

 例 汚泥流入流量
  （瞬時）（積算）

電磁式 φ400
SUS316

ﾃﾌﾛﾝ
±1.0％（発信
器含む）

DC4～20mA

パルス
常時

汚泥流入量の確認
浄水場への信号伝送

0～800m3/h
JIS B-2212

（フランジ）
汚泥流入流量
（瞬時）（積算）

汚泥流入流量

汚泥返送水濁度

汚泥返送流量
（瞬時）（積算）

※Ａ４版２ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-3-4）

７－３－４．電気計装設備計画（監視制御設備）

③主要設備リスト

番号 機 器 名 称 監視方式 入出力点数 速  度 備  考

例　監視制御装置 ２台
CRT 方式
（液晶パネル）

最大 AIO100 点

最大 DIO500 点

最大 PIO 30 点

LAN

10Mb/S

記憶装置
日報３月分程度
月報３年分程度
年報５年分程度

※A4 版２ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：



89

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（様式 7-3-4）

７－３－４．電気計装設備計画（監視制御設備）

④入出力項目リスト

番号 項　　目 用　途 信号形式
浄水場
との受
渡し

備  考

例　汚泥流入流量（瞬時） 計測表示 DC4～20mA ○

汚泥流入流量（瞬時）

汚泥流入流量（積算）

汚泥返送水濁度

汚泥返送流量（瞬時）

汚泥返送流量（積算）

脱水機系統故障

排水処理受変電故障

汚水返送ポンプ故障

総合排泥池故障   

排水処理直流電源故障

二次濃縮槽水位異常高

二次濃縮槽ＭＣＣＢ断

汚水返送ポンプ緊急停止

※Ａ４版ページ数は適宜

提案受付番号：



90

（様式 7-5-1）

７－５－１．脱水機棟計画（設計主旨及び必要諸室）

②必要諸室

部屋名称 用途 具体的内容

例　会議室 会議・研修・見学者の対応等に使用
研修や見学者の対応時使用するため○○人
収容できる面積で設ける

事務室

トイレ

浴室／ｼｬﾜｰ室

※A4 版 1ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-5-9）
７－５－９．脱水機棟計画（修繕計画）

修繕時期（上段）／修繕費用（下段）（単位：千円） 修繕費用計 備　考
修繕項目 修繕内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 （単位：千円）

２０年間における修繕費用の合計（単純合計）

※行が不足する場合は表を加工して記載してください。

提案受付番号：
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修繕項目 修繕内容 修繕時期（上段）／修繕費用（下段）（単位：千円） 修繕費用計 備　考

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 （単位：千円）

２１年目以降の修繕費用合計（単純合計）

※行が不足する場合は表を加工して記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-7-1）

７－７－１．設備容量計算（受泥から濃縮工程）

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様 備考

例　総合排泥池掻寄機 φ○.○○m △△kW ４ ステンレス製 新設

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-7-2）

７－７－２．設備容量計算（濃縮汚泥引抜きから脱水工程）

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様

　 例　脱水機 ○m×○m×○m ○○○m2 ５ 短時間型圧搾機構付き

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-7-3）

７－７－３．設備容量計算（乾燥工程）

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様

例　乾燥機 ○m×○m×○m ○○○m2 ３ 間接加熱型

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-7-4）

７－７－４．設備容量計算（場内ケーキ貯留設備（ケーキホッパー等））

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様

　 例　ケーキホッパ ○m×○m×○m ○m3 ４
○日分の貯留能力を有す
る

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：



97

（様式 7-7-5）

７－７－５．設備容量計算（上澄水集水から返送工程）

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様

例　返送ポンプ φ○.○○m △△kW ４
水位により自動制御をお
こなう。

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：



98

（様式 7-7-6）

７－７－６．設備容量計算（その他必要と考える工程）

③主要設備リスト

番号 名　称 主寸法 定格 台数 仕様

　 例　2t ガスボイラ ○ｍ×○ｍ △△kW ３

※A4 版 2 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-8-1）

７－８－１．脱水ケーキ再生利用計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.○

①脱水ケーキ再生利用計画 ②受入先（再生利用会社等）概要
記載事項 内容 記載事項 内容

ア　再生品の用途

含水率 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％ 会社名

所在地形態

産業廃棄物・有価物　　　※適合しないものを二重取消線で消してください。

連絡先

イ　受入先の脱水ケ
ーキ含水率・形態

処分業の許可
受入先は　許可書あり・申請中・申請予定

　　※適合しないものを二重取消線で消してください。
資料番号　　　　　　　　　　　（許可書ありの場合のみ記載）

ア　受入先計画

資料番号 ※紹介資料等の資料番号を記載してください。

実　績
記載例
平成○年○月より○○県○○局より下水道汚泥を年間○○○○m3 受入れセメント原料とし
て再生利用している。イ　受入先の実

績・市場規模

市場規模

記載例
県内のセメント需要の約○○%を販売している。

ウ　脱水ケーキが再
生品となるまでの運
搬経路

記載例

ウ　加工工程

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

エ　受入可能量
（単位：t-ds）

※平成18年度分を記
載する。

合計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

エ　加工に必要
な主要設備

※右上には受入先毎に No.を記載すること。

※受入先１個所につき１ページ

提案受付番号：

寒川浄水場

排水処理施設

○○県○○市 ○○県○○市 ○○県○○市

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t

L=20km

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t

L=5km

排水処理場内貯留ﾎｯﾊﾟｰ 保管場所
中間処理工場 再生工場

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t

L=30km

（施設名称等は表記番号で記載する。）

脱水ケーキを再生利用先に販売する場合でも、当該販売代金を超え

る運搬費をPFI事業者が負担している場合には、廃掃法上、産業廃

棄物の処理委託という取扱いになりますので留意してください。
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記載例

　代表企業名　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受入会社名

受　入　表　明　書

　　寒川浄水場排水処理施設特定事業の実施に伴い、寒川浄水
り搬出される脱水ケーキを受け入れることを表明します。

　　　　　　　受入量　　　　　　　　　　　　　　　　　t-ds/年

　　　　　　　受入条件

　　　　　　　再生利用方法

提案
資料番号　○○
（様式7-8-2①）

　　　　　　　印

場排水処理施設よ

受付番号：
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記載例

　代表企業名　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株主企業名　　　

受　入　保　証　書

　　寒川浄水場排水処理施設特定事業の実施に伴い、寒川浄水場
り、搬出される脱水ケーキを受け入れることを保証します。

　　　　　　　受入保証量　　　　　　　　　　　　　　t-ds/年

　　　　　　　再生利用方法

　　※株主企業が事業開始当初から脱水ケーキを受入れる提案においては

　　　当該受入量（t-ds/年）は、受入保証量に含まないものとする。

提案受付
資料番号　○○
（様式7-8-2②）

　　　　　印

排水処理施設よ

、

番号：
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（様式 7-8-3）

７－８－３．脱水ケーキ搬出計画書

含水率
（％）

単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

固形物発生量 － t-ds/月 280 280 350 390 550 510 460 310 310 210 200 230

－ t-ds/月再生品の用途
(再生利用先名) t-wet/月

－ t-ds/月再生品の用途
(再生利用先名) t-wet/月

－ t-ds/月再生品の用途
(再生利用先名) t-wet/月

－ t-ds/月

再
生
利
用
量

再生品の用途
(再生利用先名) t-wet/月

ケ
ー
キ
搬
出
量

場外保管量 － t-ds/月 ０

場内ケーキ保管量 － t-ds/月 ０

※３月には保管量が全て無くなる計画とすること。

※再生品の用途については、様式 7-8-1 の右肩２行目の NO.　を記載すること。

※再生利用先名については、様式 5-1 で用いた表記番号で記載する。

※A4版 1ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：
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（様式 7-8-4）

７－８－４．脱水ケーキ保管計画書

保管場所 最大保管量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

保管量（t-ds/月）

管理方法

保管量（t-ds/月）

管理方法

保管量（t-ds/月）

管理方法

保管量（t-ds/月）

管理方法

　保管量合計（t-ds/月）

※　保管場所には、所在地、施設名称等を記載してください。施設名称等については様式 5-1 で用いた表記番号で記載する。

※　A4 版 1 ページ以内に記載してください｡

提案受付番号：



104

（様式7-Ⅲ）

寒川浄水場排水処理施設特定事業

技術提案書

維持管理計画

提案受付番号：
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　　　　　（様式 7-9-1）

　　７－９－１．月別運転計画書（その 1）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

月固形物発生量 t-ds/月 280 280 350 390 550 510 460 310 310 210 200
水温 ℃ 10 15 20 20 25 25 20 20 15 10 10
月受泥量 m3/月 98,000 101,000 98,000 101,000 101,000 98,000 101,000 98,000 101,000 101,000 90,400
受泥濃度 ％ 0.29 0.28 0.36 0.39 0.54 0.52 0.46 0.32 0.31 0.21 0.22
総合排泥池濃度 (沈降後 ) ％ 3.7 3.9 4.9 5.0 4.2 4.9 5.3 3.9 3.4 2.2 1.6
総合排泥池からの引抜量 m3/日
一次濃縮濃度（沈降後 ) ％ 4.1 4.6 5.3 5.7 5.0 6.2 6.5 5.2 4.5 3.6 3.2
濃縮槽からの引抜量 m3/日

二次濃縮機稼働日数 日 /月
二次濃縮機運転時間 h/日
二次濃縮機運転台数 台 /日
ろ過速度 kg-ds/㎡･hr
二次濃縮機打込濃度 ％
二次濃縮機打込量 m3/日
二次濃縮後濃度 ％
二次濃縮後汚泥量 m3/日

脱水機稼動日数 日/月
脱水機運転時間 h/日
脱水機稼働台数 台 /日
サイクル時間 min、ｈr
サイクル数 回 /日
稼働脱水機総ろ布面積 ㎡
ろ過速度 kg-ds/㎡･hr
脱水機打込濃度 ％
脱水機打込量 m3/日
脱水機打込汚泥温度 度
必要加温温度 度
加温必要熱量 MJ/日
脱水ケーキ含水率 ％
１日脱水ケーキ発生量 t-wet/日
１日脱水ケーキ発生量 t-ds/日
脱水ケーキ温度 度

乾燥機台数 台 /日
乾燥機必要面積 ㎡
乾燥機運転日数 日/月
乾燥機運転時間 h/日
蒸発水分量 m3/日
蒸発必要熱量 MJ/日
乾燥機必要熱量 MJ/日
乾燥後ケーキ温度 度
乾燥ケーキ発生量 t-wet/日
搬出ケーキ含水率 ％

月脱水（乾燥）ケーキ発生量 t-wet/月
月脱水（乾燥）ケーキ発生量 t-ds/月

提案含水率 ３月 計 最大時

230 4,080 2,500
10 25

101,000 147,000
0.23 1.70

2.6 4.9

3.5 7.9
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　　※A3版１枚以内に記載してください。

提案受付番号：

提案受付番号：
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（様式 7-9-2）

　　　　７－９－２．月別運転計画書（その 2）
　　　　　　　　　 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

月固形物発生量 t-ds/月 280 280 350 390 550 510 460 310 310 210 200
水温 ℃ 10 15 20 20 25 25 20 20 15 10 10
月受泥量 m3/月 98,000 101,000 98,000 101,000 101,000 98,000 101,000 98,000 101,000 101,000 90,400
受泥濃度 ％ 0.29 0.28 0.36 0.39 0.54 0.52 0.46 0.32 0.31 0.21 0.22
総合排泥池濃度(沈降後) ％ 3.7 3.9 4.9 5.0 4.2 4.9 5.3 3.9 3.4 2.2 1.6
総合排泥池からの引抜量 m3/日
一次濃縮濃度（沈降後) ％ 4.1 4.6 5.3 5.7 5.0 6.2 6.5 5.2 4.5 3.6 3.2
濃縮槽からの引抜量 m3/日

二次濃縮機稼働日数 日/月
二次濃縮機運転時間 h/日
二次濃縮機運転台数 台/日
ろ過速度 kg-ds/㎡･hr
二次濃縮機打込濃度 ％
二次濃縮機打込量 m3/日
二次濃縮後濃度 ％
二次濃縮後汚泥量 m3/日

脱水機稼動日数 日/月
脱水機運転時間 h/日
脱水機稼働台数 台/日
サイクル時間 min、ｈr
サイクル数 回/日
稼働脱水機総ろ布面積 ㎡
ろ過速度 kg-ds/㎡･hr
脱水機打込濃度 ％
脱水機打込量 m3/日
脱水機打込汚泥温度 度
必要加温温度 度
加温必要熱量 MJ/日
脱水ケーキ含水率 ％
１日脱水ケーキ発生量 t-wet/日
１日脱水ケーキ発生量 t-ds/日
脱水ケーキ温度 度

乾燥機台数 台/日
乾燥機必要面積 ㎡
乾燥機運転日数 日/月
乾燥機運転時間 h/日
蒸発水分量 m3/日
蒸発必要熱量 MJ/日
乾燥機必要熱量 MJ/日
乾燥後ケーキ温度 度
乾燥ケーキ発生量 t-wet/日
搬出ケーキ含水率 ％ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

月脱水（乾燥）ケーキ発生量 t-wet/月
月脱水（乾燥）ケーキ発生量 t-ds/月

含水率３５％ ３月 計 最大時

230 4,080 2,500
10 25

101,000 147,000
0.23 1.70

2.6 4.9

3.5 7.9

35 35
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　　　※A3版１枚以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-9-3）
７－９－３．水収支計算書
番
号

項　目 単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 最大時

① 受泥量 m3/日 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 5,700

② 濃縮槽打込汚泥量 m3/日

③ ２次濃縮槽打込汚泥量 m3/日

④ 脱水機打込汚泥量 m3/日

⑤ 濃縮槽上澄水量（③－②） m3/日

⑥ ２次濃縮槽上澄水量（④－③） m3/日

⑦
脱水機排水量（脱水ろ液、脱水機
洗浄排水、ポンプシール水等）

m3/日

⑧
浄水場返送水（⑤＋⑥＋⑦＋⑯＋
⑰＋｛②－①｝－⑨）

m3/日

⑨ 排水場再利用水（⑩＋⑪＋⑫） m3/日

⑩ 水処理設備洗浄水 m3/日

⑪ 脱水機洗浄水 m3/日

⑫ スクラバー必要水 m3/日

⑬ ポンプシール水 m3/日

⑭ ボイラー給水 m3/日

⑮ ボイラー蒸発水 m3/日

⑯ ボイラー排水 m3/日

⑰ スクラバー排水 m3/日

⑱ 上水購入水 m3/日

　※項目内容は、記載例として提示しています。提案内容により変更してください。

　※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-9-4）

７－９－４．水収支フロー図

記載例

① 受泥量 ⑦ 脱水機排水量（脱水ろ液、脱水機洗浄排水、ポンプシール水等） ⑬ ポンプシール水

② 濃縮槽打込汚泥量 ⑧ 浄水場返送水（⑤＋⑥＋⑦＋⑯＋⑰＋｛②－①｝－⑨） ⑭ ボイラー給水
③ ２次濃縮槽打込汚泥量 ⑨ 排水場再利用水（⑩＋⑪＋⑫） ⑮ ボイラー蒸発水
④ 脱水機打込汚泥量 ⑩ 水処理設備洗浄水 ⑯ ボイラー排水
⑤ 濃縮槽上澄水量（③－②） ⑪ 脱水機洗浄水 ⑰ スクラバー排水
⑥ ２次濃縮槽上澄水量（④－③） ⑫ スクラバー必要水 ⑱ 上水購入水

⑰
　　　⑥ ⑦

  ⑤

① ② ③ ④ ケーキ排出
排泥池 総合排泥池 濃縮槽 ２次濃縮槽 脱水設備 乾燥設備

⑬
⑱ ⑧　⑨ 　　⑩

上水
　　⑭ ⑪ 　　　　⑫

水処理設備

⑯
熱源設備

　　⑮

蒸発 

返送ポンプ

提案受付番号：
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（様式 7-10-1）

７－１０－１．維持管理の考え方（濃縮設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 総合排泥池 汚泥掻寄機 減速部の軸・軸受け メーカによる点検 １回/年
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-1）

７－１０－１．維持管理の考え方（濃縮設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 総合排泥池 汚泥掻寄機 ドライブユニット １回/４年 メーカによる部品交換

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-2）

７－１０－２．維持管理の考え方（脱水設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 脱水設備 脱水機 ろ布緊張部の油圧シリ

ンダー
メーカによる点検 1回/１年

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-2）

７－１０－２．維持管理の考え方（脱水設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 脱水設備 脱水機 ろ過部のろ布 １回/年 現場作業員による交換
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-3）

７－１０－３．維持管理の考え方（乾燥設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 乾燥設備 乾燥機 各種消耗部品 現場作業員の点検 1回/１日

(例） 乾燥設備 攪拌機 グランドパッキン 現場作業員の点検 1回/１日

(例） 乾燥設備 電気設備 タイマー、リレー等 現場作業員の定期点
検

1回/１日
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-3）

７－１０－３．維持管理の考え方（乾燥設備）

③修繕リスト
番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 乾燥設備 活性炭吸着塔 活性炭 １回/２年 現場作業員による交換

(例） 附帯設備 供給コンベア クリーナー消耗品 １回/３年 メーカによるクリーナー消
耗品の交換

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-4）

７－１０－４．維持管理の考え方（熱源設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 熱源設備 ガスボイラ 各種点検 メーカによる一括、保

守点検契約
1回/１月
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-4）

７－１０－４．維持管理の考え方（熱源設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 熱源設備 軟水装置 各種部品交換 １回/１月 メーカによる一括、保守点検契

約



123

※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-5）

７－１０－５．維持管理の考え方（上澄水返送及び返送水再利用設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 返送設備 返送ポンプ 振動・異音の状況 現場作業員の目視 1回/１日

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-5）

７－１０－５．維持管理の考え方（上澄水返送及び返送水再利用設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 再利用設備 膜ろ過装置 ろ過膜 １回/５年 メーカによる洗浄
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-6）

７－１０－６．維持管理の考え方（場内ケーキ貯留設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 場内ケーキ

貯留設備
乾燥ケーキホ
ッパ

各部ボルトの締付状況 現場作業員の目視 1回/１日

提案受付番号：



127

※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-6）

７－１０－６．維持管理の考え方（場内ケーキ貯留設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 場内ケーキ

ヤード設備
コンベア 防水・防塵カバーの塗装 １回/５

年

業者による防水・防塵カバ
ーの塗装の塗り変え工事



129

※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-7）

７－１０－７．維持管理の考え方（電気計装設備）

②点検リスト

番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
(例） 受変電設備 変圧器 保護装置の配線、接続部

の状況
メーカによる点検 1回/１年
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※A4版 3ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-7）

７－１０－７．維持管理の考え方（電気計装設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
(例） 受変電設備 変圧器 コンデンサ １回/10 年 メーカによる交換
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※A4版 3ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-8）

７－１０－８．維持管理の考え方（建築物及びコンクリート構造物）

②点検リスト

設備名称 対象箇所 点検項目 方法 頻度
(例)濃縮設備 濃縮槽 躯体の亀裂 清掃時に目視点検 １回/年

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-8）

７－１０－８．維持管理の考え方（建築物及びコンクリート構造物）

③修繕リスト

設備名称 対象箇所 修繕項目 頻度 修繕内容
(例)脱水機棟 外壁 亀裂 1回/年 補修業者による施工

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-9）

７－１０－９．維持管理の考え方（場内整備）

②点検リスト

対象施設 点検項目 方法 頻度
(例)構内 安全確認 現場作業員による巡視 ２回/１日

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-9）

７－１０－９．維持管理の考え方（場内整備）

③修繕リスト
対象施設 修繕項目 頻度 修繕内容

(例)構内 構内整備（植裁） ４回/年 業者による樹木の剪定

提案受付番号：
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※A4版１ページ以内に記載してください。

（様式 7-10-10）

７－１０－１０．維持管理の考え方（その他必要と考える設備）

②点検リスト

提案受付番号：
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番号 対象箇所 設備名称 点検項目 方法 頻度
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-10）

７－１０－１０．維持管理の考え方（その他必要と考える設備）

③修繕リスト

番号 対象箇所 設備名称 修繕項目 頻度 修繕内容
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※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-11）

７－１０－１１．年度別維持管理計画表

単位：千円

名称 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 合計

１．濃縮設備

２．脱水設備

３．乾燥設備

４．熱源設備

５．上澄水返送及び返送水再利用設備

６．場内ケーキ保管設備
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提案受付番号：
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（様式 7-10-11）

単位：千円

名称 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 合計

７．電気計装設備（受変電設備）

８．電気計装設備（動力設備）

９．電気計装設備（計装設備）

10．電気計装設備（監視制御設備）

11．建築物及びコンクリート構造物

12．場内整備

13．その他必要と考える設備

14．上記以外の保守管理費

合計

消費税

※合計金額は、様式 5-22 長期収支計画表の「保守管理費及び植裁管理費の合計額」と整合性をとってください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-12）

７－１０－１２．運転管理体制

①運転管理体制

記載例

・運転管理体制

職名 勤務時間 人数
法的資格者の
名称

配置 契約形態

総括責任者
9時～18時まで

8時間勤務
１人 ○○主任者 特定目的会社 直営

現場責任者
9時～18時まで

8時間勤務
１人 ○○管理者 寒川浄水場排水処理施設

委託
協力企業表記番号

運転員 24時間勤務 ８人 同上 同上

日勤 9時～18時まで
班数１
４人

〃 〃
内
訳

夜勤
18時～9時まで
（２人×２班）でロ
ーテーション

班数２
４人

〃
再委託
表記番号

　　

・ 業務内容

名称 業務内容
総括責任者 事業の総括等
現場責任者 排水処理施設運営の総括等

日勤者 排水処理施設の監視、データの記録、点検等運
転
員 夜勤者 排水処理施設の監視、データの記録等

②運転管理体制の工夫や実績について

記載例

実績

協力企業 A
平成○年から○年の○年間、○県の○○浄水場排水処理施設で運
転管理業務委託を行う。

協力企業 B
平成○年から○年の○年間、○県の○○浄水場排水処理施設で運
転管理業務委託を行う。

グループ構成員 B
平成○年から○年の○年間、○県の○○下水処理場で設備保守を
行う。

提案受付番号：
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（様式 7-10-12）

７－１０－１２．運転管理体制

③バックアップ体制

対象業務
バックアップ
サービサー名

対応内容

※行が足りない場合は、表を加工して記載してください。

※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-10-13）

７－１０－１３．上澄水質管理計画書

③水質測定項目リスト

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ箇所 水質測定項目 測定機器 測定間隔 測定範囲

※A4版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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(様式 7-11-3)

７－１１－３．関係法令リスト

①適用時期
適用 適用

関係法令
建設時 運営時

関係法令
建設時 運営時

水道法 騒音規制法

建築基準法 振動規制法

都市計画法 悪臭防止法

河川法 自然環境保全条例

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

神奈川県生活環境の保
全等に関する条例

電気事業法
神奈川県土砂の適正処
理に関する条例

労働安全衛生法

消防法

水質汚濁防止法

大気汚染防止法

②有資格者の設置について

有資格者
根拠法令

資格名称 配属先（SPC・維持管理運営会社等）

※A4版 2ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-11-5）

７－１１－５．植樹地率計算書

① 植裁計画

② 植樹地率計算

記載例

　

項目 面積又は計算式

敷地面積　※11,600m2で計算すること。 11,600m2

既存樹木の植樹地面積

807m2

※ この数値は、既存樹木を伐採しない場合の
　面積で提案内容により変更してください。

新規樹木の植樹地面積 1,693m2

植樹地面積合計 2,500m2

植樹地率計算
　※計算式：
　　　植樹地率＝植樹地面積合計／敷地面積×100

　※小数点以下第１位を四捨五入し求めること。

植樹地率＝2,500／11,600×100

　　　　＝21.5

　　　　≒22％

植樹地率 22%
　

※Ａ４版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-11-6）
７－１１－６．エネルギー使用量計算書（その１）

単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

kWh/月
電力使用量

MJ/月

Nm3/月
ガス使用量

MJ/月

kL/月
軽油使用量

MJ/月

/月その他使用量
（　　　　　） MJ/月

合計 MJ/月

※その他使用量が複数ある場合は、表を加工して記載してください。
※Ａ４版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-11-7）
７－１１－７．エネルギー使用量計算書（その２）

単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

kWh/月
電力使用量

MJ/月

Nm3/月
ガス使用量

MJ/月

kL/月
軽油使用量

MJ/月

/月その他使用量
（　　　　　） MJ/月

合計 MJ/月

※その他使用量が複数ある場合は、表を加工して記載してください。
※Ａ４版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-11-8）
７－１１－８．二酸化炭素排出量計算書

燃料名 単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

① 濃縮目的の排出ガス量 － CO2－kg/月

② 脱水目的の排出ガス量 － CO2－kg/月

③ 乾燥目的の排出ガス量 － CO2－kg/月

④ その他設備からの排出ガス量 CO2－kg/月

　排出ガス量合計量 － CO2－kg/月

　※その他設備からの排出ガス量が複数ある場合は、表を加工して記載してください。

　※Ａ４版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式 7-11-9）

７－１１－９．窒素酸化物排出量計算書

燃料名 単位 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

① 濃縮目的の排出ガス量 Nm3

② 濃縮目的の排出ガス濃度 ppm

③ 濃縮目的のNOX排出量 － NOx-kg/月

④ 脱水目的の排出ガス量 Nm3

⑤ 脱水目的の排出ガス濃度 ppm

⑥ 脱水目的のNOX排出量 － NOx-kg/月

⑦ 乾燥目的の排出ガス量 Nm3

⑧ 乾燥目的の排出ガス濃度 ppm

⑨ 乾燥目的のNOX排出量 － NOx-kg/月

⑩ その他設備からの排出ガス量 Nm3

⑪ その他設備からの排出ガス濃度 ppm

⑫ その他設備からのNOX排出量 NOx-kg/月

　NOX排出量合計量 － NOx-kg/月

※Ａ４版１ページ以内に記載してください。

提案受付番号：
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（様式8-1）

寒川浄水場排水処理施設特定事業

資料集

提案受付番号：
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（様式 8-2）

資料集リスト

資料番号 様式No. 資料名 枚数


