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第 1章 基本条件 

 

1-1 事業概要 

熊本市長寿命化計画に基づく、消化槽の更新工事である。 

本施設の老朽化に伴い施設を更新するにあたり、既存の消化方式及び加温方式を見直すことによりｴﾈ

ﾙｷﾞｰ効率の良い消化、加温方式の構築を目的とすることから、これについて広く技術的提案を求めるこ

ととする。 

消化槽本来の目的である汚泥の減量を行うとともに、発生した消化ｶﾞｽを有効に利用することを考慮

して設計施工を行うこと。 

 

(１) 導 入 概 要   

既設はＡ消化槽(撤去済み)φ19ｍ×2槽、Ｂ消化槽φ15ｍ×2槽、Ｃ消化槽φ23ｍ×2槽での運用

となっているところであるが、これらを、新Ａ消化槽×1 槽、新Ｂ消化槽×1 槽、Ｃ消化槽は貯

留槽に転用する計画となっている。また、加温方式については、既設では蒸気による直接加温方

式であったものから、今回、温水による間接加温方式とする。 

 

(２) 工事対象範囲 

本工事対象範囲は、新Ａ消化槽及びその加温にかかる消化槽施設の設計及び施工を行う。 

 

1-2 施設概要 

(1)名  称  ：中部浄化ｾﾝﾀｰ 

(2)位  置  ：熊本市西区蓮台寺５丁目地内 

(3)敷地面積  ：約 76,100ｍ2 

(4)放 流 先  ：一級河川白川 

(5)下水排除方式：一部合流式 

(6)処 理 方 式 

・汚水：標準活性汚泥法 

・汚泥：濃縮→消化→機械脱水→場外搬出(有効利用) 

(7)計画流入汚水量 

表 1-1 計画諸言表 

 全体計画 事業計画 備 考 

日平均(ｍ3/日) 50,720 51,890  

日最大(ｍ3/日) 63,290 64,770  

時間最大(ｍ3/日) 94,720 96,880  
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(8)中部浄化ｾﾝﾀｰ一般平面図 

  

図 1-1 中部浄化ｾﾝﾀｰ全体配置図 
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1-3 消化施設の概要 

(1)消化対象汚泥  

重力濃縮汚泥及び機械濃縮汚泥の混合汚泥とする。 

 

(2)消化方式 

消化方式は、一段消化方式及び機械撹拌方式とする。 

 

(3)消化日数 

消化日数は、安定した消化性能を確保するよう提案により決定するものとする。 

 

(4)加温方式 

既設においては、消化槽内の汚泥を蒸気で加温する直接加温であるところを、今回事業では加温

方式を温水で間接的に槽内汚泥を加温する間接加温とする。熱源としては、既設消化ｶﾞｽ発電設備

から廃熱として供給される温水及び蒸気を利用すること。これらで不足する場合は、既設の蒸気ﾎﾞ

ｲﾗからの熱源を補助的に充当できるものとする。 

 

(5)発生ｶﾞｽ量 

発生する消化ｶﾞｽは、既設脱硫塔にて脱硫処理後、既設ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞにて貯留する。貯留した消化ｶﾞｽ

は、場内買電電力量削減を図るため、優先的に既設消化ｶﾞｽ発電機の燃料として使用することを基

本とする。 

 

(6)基本方針 

・対象汚泥の汚泥量、汚泥性状等の負荷変動に対し、年間を通して安定的に処理ができること。 

・対象汚泥に対し、50％以上の消化率で消化をおこなうこと。 

・投入汚泥有機物量当たりの消化ｶﾞｽ発生量は 500m3/t-vs以上とする。 

・発生した消化ｶﾞｽを既設消化ｶﾞｽ発電機の燃料として利用することにより、場内買電電力量の削

減を図る。 

 

(7)配置計画 

将来更新される新Ｂ消化槽及び付属設備の配置を考慮した配置計画とすること。 

新Ａ消化槽及び機械棟は、汚泥洗浄槽跡地の汚泥処理の集約区画の一画(約 1,400m2程度)に配置

する。新Ｂ消化槽更新時には、既設Ｂ消化槽を撤去後の区画(約 1,000m2程度)内に配置することが

できる。 

撹拌機等消化槽本体に設置する必要がある機器以外の付帯機器はすべて屋内設置とし、機械棟を

設けること。 
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図 1-2 消化槽建設用地図 

 

(8) 工期 

平成 31年 3月 18日 

(9) 設計・施工期間(参考工程)    

表 1-2 工程表 

設計期間：約 3ヵ月 

施工期間：約 11か月 
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1-4 設計施工対象範囲 

本工事対象範囲は、新Ａ消化槽及びその加温にかかる消化槽施設の設計及び施工を行う。 

設計施工対象範囲を以下に示す。 
 

・機械設備工事 

消化槽設備 
消化槽の運転に必要な付属機器その他を含めた消化槽設備

一式。 

加温設備 
既設消化ｶﾞｽ発電機や蒸気加温ﾎﾞｲﾗからの廃熱を利用するた

めに必要な機器その他を含めた加温設備一式。 

配管・弁類 
汚泥、消化ｶﾞｽ、熱回収管等消化、加温に必要な弁類、配管

及びその他必要なもの一式。 
 

・電気工事 

運転操作設備 

機械設備に必要な動力制御盤、既設設備との接続用中継端子

盤、配管・配線及びその他必要なもの一式。動力制御盤は機

械棟内に設置すること。 

計装設備 
機械設備に必要な計装機器、既設設備との接続用中継端子

盤、配管・配線及びその他必要なもの一式。 

運転・監視制御設備 

機械設備に必要な運転・監視制御信号の入出力設備、既設設

備との接続用中継端子盤、配管・配線及びその他必要なもの

一式。運転・監視制御設備用中継端子盤は計装設備用中継端

子盤と兼用すること。 

共通事項 

接続用中継端子盤は既設電気室内に設置することとし、配

管・配線は、現場機器より中継端子盤まで全て施工するもの

とする。ただし、中継端子盤と既設設備間の配管・配線及び

既設設備の機能増設は別途工事とする。 
 

・土木工事 

基礎及び杭工事 
消化槽設備全体に係る土木工事(杭基礎含む)。場内道路等の

外構整備は除く。 
 

・建築工事 

建築工事 
機械棟(基礎杭含む)、建築機械、建築電気設備含む。 

但し、建築電気設備に関しては既設機器の機能増設も含む。 
 

・詳細設計 

機械設備 
上記設計業務。ただし、新Ｂ消化槽更新時の配置を考慮して

設計を行うこと。 

電気設備 
機械設備と同様 及び 中継端子盤と既設設備間の配管・配

線及び既設設備の機能増設。 

土木 機械設備と同様 及び 場内道路等の外構整備。 

建築 機械設備と同様。 
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1-5 各種ﾘｽｸ責任分担 

今回、想定されるﾘｽｸ分担は、下表の通りとする。但し、維持管理の区分については参考とする。 

 

区
分 

ﾘｽｸの種類 ﾘｽｸの内容 

負担者 

熊
本
市 

受
注
者 

共
通 

経済 

ﾘｽｸ 

法令変更 本設備に直接関係する法令等の変更による追

加費用 
○  

社会 

ﾘｽｸ 

住民対策 本設備の設置そのものに関する住民対策に係

る費用 
○  

受注者が実施する業務に関する住民対策に係

る費用 
 ○ 

環境保全 本設備の建設工事又は試運転に伴う騒音、振

動、大気汚染等 
 ○ 

第三者賠償 熊本市の帰責事由により第三者に与えた損害 ○  

受注者の帰責事由により第三者に与えた損害  ○ 

不可抗力により第三者に与えた損害 ○  

業務履行 

ﾘｽｸ 

本事業の 

中断・延期 

熊本市の方針によるもの ○  

受注者の帰責事由によるもの  ○ 

設
計
及
び
建
設 

不可抗力(天災等) 不可抗力による追加費用 ○  

設計ﾘｽｸ 熊本市が提示した条件の不備による追加費用 ○  

受注者が実施した設計の不備による追加費用  ○ 

設計変更ﾘｽｸ 熊本市の指示により設計変更が生じた場合の

追加費用 
○  

受注者の事由により設計変更が生じた場合の

追加費用 
 ○ 

工事期間の遅延 熊本市の帰責事由により契約期日までに工事

完了しない場合の追加費用 
○  

受注者の帰責事由により契約期日までに工事

完了しない場合の追加費用 
 ○ 

建設費の増減 熊本市の指示による建設費の増加 ○  

受注者の帰責事由による建設費の増加  ○ 

仕様の未達 完成検査において設備の性能及び仕様の未達

が発見された場合の補修費用 
 ○ 
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＜参考＞ 

区
分 

ﾘｽｸの種類 ﾘｽｸの内容 

負担者 

熊
本
市 

受
注
者 

維
持
管
理 

施設瑕疵ﾘｽｸ 瑕疵担保期間中に発生した本設備の損傷によ

る追加費用(設計条件範囲外での運転が起因

する場合は除く) 

 ○ 

瑕疵担保期間後に発生した本設備の損傷によ

る追加費用 
協議 

修繕のﾘｽｸ 

 

熊本市の帰責事由及び天災等により本設備の

修繕が必要となった場合の修繕費用 
○  

受注者の帰責事由により本設備の修繕が必要

となった場合の修繕費用 
 ○ 

熱量の供給に係る性状の

変動ﾘｽｸ 

供給する熱量が、熊本市が提示した性状より

著しく変化した場合 
○  

汚泥の供給に係る性状の

変動ﾘｽｸ 

供給する汚泥が、熊本市が提示した性状より

著しく変化した場合 
○  
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第２章  設計条件 

 

2-1  総則 

（１） 事前調査 

１） 受注者は自らの責任及び費用において、本工事に必要な測量調査、地質調査等(以下「各種調

査等」という)を行う。ただし、測量、地質調査については既存調査結果(別紙 6 基礎形式設計

条件)を参照の上、必要に応じて受注者が行うこととする。 

 

２） 受注者は各種調査等を行う場合には、熊本市上下水道局(以下「市」という)に事前連絡するこ

と。 

 

(２)ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ条件 

１） 本工事の施工、試運転に必要な電力、上水等及びこれに要する仮設資材等は受注者の負担とし、

手続き等は受注者の責任で処理すること。但し、必要と判断した場合に限り、市はこれらのﾕｰ

ﾃｨﾘﾃｨの確保に協力する。 

 

(３)設計に関する一般的事項 

１） 実施設計 

 受注者は、契約締結後直ちに技術提案書を基に設計・施工内容に関する市の受諾を受けた後、

本工事の実施設計に取りかかり実施設計図書として市に提出すること。 

 

２） 設計に関する許認可等 

   受注者は法令等で定められた設計に伴う各種申請等の手続きに対し、市と協議の上、事業ｽｹ

ｼﾞｭｰﾙに支障のないよう実施すること。その経費は、市の負担とする。 

 

３） 管理技術者 

設計に係る配置予定管理技術者は、下記(ア)～(ウ)のいずれかに該当するものを配置しなく

てはならない。 

（ア） 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち、技術部門を上下水道部門(選択

科目を下水道とするものに限る)若しくは、総合技術監理部門(選択科目を下水道とする

ものに限る)とするものに合格し、技術士としての登録を受けているもの。 

（イ） 日本下水道事業団法施行令(昭和 47年政令第 286号)による、第一種又は、第二種技

術検定に合格した者で、下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣

が定める施設に関する技術上の実務に従事した経験を 2年以上有するもの。(6月以上下

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。) 

（ウ） 一般社団法人建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会による RCCM(下水道部門)の登録を受けているもの。 
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４)設計図書の提出 

受注者は以下に示す実施設計図書を 2部、市に提出し承諾を得なければならない。なお、様

式については任意とする。 

① 仕様書 

② 計算書 

③ 全体配置図 

④ 平面図・断面図・立面図・詳細図 

⑤ 電気・計装系統図 

⑥ 工事工程表 

⑦ 構造計算書(必要な場合) 

⑧ 数量内訳書 

⑨ 施設概要説明書 

⑩ 電子ﾃﾞｰﾀ 

⑪ その他、市が指示する図書 

 

(４)施工に関する一般事項 

１） 工事の開始 

 受注者は、実施設計図書について市の承諾を得た後、本施設の施工を行うこと。 

 

２） 施工に関する許認可等 

   本施設の施工にあたって、受注者が必要とする許認可等については受注者の責任と負担にお

いて行うこと。また、市が関係官庁への申請、報告、届出等を必要とする場合、受注者は書類

作成及び手続き等について協力すること。その経費は、市の負担とする。 

 

３） 環境保全 

    受注者は、本施設の施工にあたり環境保全対策を実施すること。 

① 工事の施工に際し、掘削土砂及び排水の発生量を抑制すること。 

② 工事期間中、発生する建築廃棄物は、適切に処理・処分またはﾘｻｲｸﾙすること。 

③ 工事期間中、発生する排水は適切に処理した後、場内返流水設備への放流又はﾘｻｲｸﾙするこ

と。 

 

４） 施工要件 

① 受注者は、本要求水準書、技術提案書、実施設計図書に従い本施設を施工する。 

② 仮設、建設方法その他、本施設を完成するために必要なすべての手段については、本要求

水準書、技術提案書又は実施設計図書に定めがある場合を除き、受注者が市の承認を得て

自らの責任において定める。 

 

５)施工計画書等 

① 受注者は、施工計画書を提出すること。 
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② 受注者は、本工事工程表に従って本工事を遂行する。 

③ 受注者は、本工事の実施期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。 

 

６)施工管理 

① 受注者は中部浄化ｾﾝﾀｰ内において、その他工事との調整を率先して行い、その他工事の円

滑な施工に協力すること。 

② 受注者は工事の進捗状況を管理・記録・把握すると共に、工事の進捗状況について市に報

告すること。また、当該報告を踏まえ市が行う進捗状況の確認に協力すること。 

③ 受注者はいかなる理由を問わず、工事工程の遅れが明らかになるか、又 は遅延のおそれが

明らかになったときは、その旨を速やかに市に報告すること。 

 

７)完成図書 

受注者は、本施設の完成に際して完成図書を作成すること。 

 

(５)特記事項 

    本工事は、国土交通省「社会資本整備交付金」の対象工事であることを想定しているので、受

注者は当該交付金要綱等に適合するよう設計及び施工を行うこと。 

 

2-2  敷地条件 

(１)地域・地区指定 

１)都市計画区域 都市計画区域内 

２)用途地域 準工業地域 

 

(２)条例・指導事項等 

１)騒音指定地域 第 3種区域 

２)振動指定地域 第 2種区域 

 

(３)規制値 

１)騒音規制基準 

    敷地境界(図 2-1)において表 2-1の基準値を満足すること。 

 

表 2-1 騒音規制基準 

区  分 規制基準値(dB) 

朝(午前６時～午前８時) 

夕(午後 7時～午後 10時) 
60 

昼間(午前８時～午後 7時) 65 

夜間(午後 10時～翌朝午前６時) 50 

なお、騒音規制法対象施設、騒音規制法対象建設作業については、熊本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて確認を

行うこと。 
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２)振動規制基準 

敷地境界(図 2-1)において表 2-2の基準値を満足すること。 

 

表 2-2 振動規制基準 

区  分 規制基準値(dB) 

昼間(午前 8時～午後 7時) 65 

夜間(午後 7時～翌朝午前 8時) 60 

  

 

なお、振動規制法対象施設、振動規制法対象建設作業については、熊本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて確認を

行うこと。 

 

 

図 2-1 敷地境界図 
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2-3 設計諸元 

（１）計画処理汚泥 

1)処理能力 汚泥量 145m3/日（日最大） 

2)運転時間 24時間/日、365 日連続 

3)対象汚泥 混合濃縮汚泥 

 

表 2-3 汚泥性状表（設計値および変動範囲） 

項目 単位 設計値 
変動幅 

（H25-28実績） 
備考 

混合汚泥 

pH - 5.6 5.11～6.65  

汚泥量 m3/日 
145 

115 
105～150 

（日最大） 

（日平均） 

濃度 ％ 3.5 2.5～4.5  

有機分 ％ 80 77.3～89.3  

項目 単位 平均値 
変動幅 

（H25-28実績） 
備考 

 

し尿及び 

浄化槽汚泥 

pH - 7.5 6.76～8.00  

汚泥量 m3/日 52 41～59 （日平均） 

濃度 ％ 0.8 0.6～1.1  

有機分 ％ 76.3 70.0～81.1  

 

※消化ガス発生量及び必要加温熱量等の算出に使う汚泥量は日平均の 115(m3/日)とする。 

 

（２） 温度条件 

表 2-4 外気温条件 

 

 

 

 

 

 

熊本市(2007～2016年）
月 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)

1 5.8 16.3 -3.5
2 7.7 19.8 -2.5
3 11 24.3 -0.7
4 15.7 27.3 4.2
5 20.6 31.8 9.5
6 23.6 32.6 15.7
7 27.5 35.9 20.7
8 28.6 36.7 21.5
9 25.5 34.7 16.2

10 20 30.4 9.1
11 13.5 24.3 1.9
12 7.8 18.7 -2.1

対象汚泥 

(参考) 
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表 2-5 汚泥温度条件 

混合汚泥温度（H25-26実績） 

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

平均温度 ℃ 22.6 24.3 26.1 26.4 28.0 27.2 26.8 23.4 20.2 19.5 20.1 21.3 

最大 ℃ 23.1 24.3 26.2 27.3 28.1 27.5 27.2 25.1 22.1 20.0 20.6 24.3 

最小 ℃ 22.1 24.2 25.9 25.5 27.9 26.8 26.1 22.2 19.0 18.9 19.8 18.6 

 

表 2-6 地中温度条件 

 

(３) 熱量条件 

1）消化ｶﾞｽ 

・ﾒﾀﾝ濃度 60％ 

・低位発熱量 21.474 MJ/Nm3 

 

2）既設消化ｶﾞｽ発電機 

・燃料消費量 252Nm3/h 

・熱効率(温水) 23.9％ 

温水流量   0.538m3/分×26m(全揚程) 

温水温度(行)68.8℃ 

温水温度(戻)60℃ 

  温水による加温熱量 252Nm3/h×21.474MJ/Nm3×23.9％×ｼｽﾃﾑ効率 1(提案値)＝     MJ/h  

・熱効率(蒸気) 16.1％ 

蒸気流量   345kg/h×0.78MPa 

  蒸気による加温熱量 252Nm3/h×21.474MJ/Nm3×16.1％×ｼｽﾃﾑ効率 2(提案値)＝     MJ/h 

・発電効率    33.3%(参考) 

 

3）既設蒸気ﾎﾞｲﾗ 

・燃料消費量 334Nm3/h 

・熱効率(蒸気) 85.07％ 

蒸気流量  2,500kg/h×0.49Mpa 

  蒸気ﾎﾞｲﾗによる加温熱量 334Nm3/h×21.474MJ/ Nm3×85.07％×ｼｽﾃﾑ効率 3(提案値)＝   MJ/h 

 

4）既設消化ｶﾞｽ発電機及び既設蒸気加温ﾎﾞｲﾗからの消化槽加温熱源について 

  各ｼｽﾃﾑ効率(提案値)は、各熱交換設備及び配管に於ける各ｼｽﾃﾑの総合効率とする。 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

 

11月 12月 1月 2月 3月 平均 最大 最小 

温度 ℃ 12.5 16.0 19.0 22.5 24.0 24.0 21.0 17.5 13.0 11.0 9.0 11.0 16.7 24.0 9.0 
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2-4 設備条件 

汚泥消化設備の構成は、以下を基本とする。 

個別の機器について、本要求水準書に記載されていない事項は、日本下水道事業団が定める機械設備

標準仕様書(設計時における最新版)等に準拠すること。 

今回の改築更新では、汚泥洗浄槽跡地に新Ａ消化槽を建設して、新Ａ消化槽と既設Ｃ消化槽で運用す

るものとする。将来はＢ消化槽を撤去し、新Ｂ消化槽を建設し、新Ａ消化槽と新Ｂ消化槽で消化設備を

運用し、Ｃ消化槽は汚泥貯留槽として活用する計画である。 

また、既設は消化槽内の汚泥を蒸気で加温する直接加温であるが、新Ａ消化槽、新Ｂ消化槽の加温方

式は温水で間接的に槽内汚泥を加温する間接加温とする。 

下図は参考ﾌﾛｰであり、具体的な処理ﾌﾛｰについては提案による。 

図 2-2 汚泥処理ﾌﾛｰ図（参考） 

燃料化施設 
セメント 
コンポスト 

燃料化施設 
セメント 
コンポスト 
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図 2-3 加温設備ﾌﾛｰ図（参考） 

 

 

(1) 消化設備 

汚泥を投入し、嫌気性消化処理を行う。消化槽本体及びその土木基礎(杭含む)、また付属機器及

び機械棟(基礎、杭含む)の建設を今回範囲とする。 

・対象汚泥の汚泥量、汚泥性状等の負荷変動に対し、年間を通して安定的に処理ができること。 

・対象汚泥に対し、50％以上の消化率で消化をおこなうこと。 

・投入汚泥有機物量当たりの消化ｶﾞｽ発生量は 500m3/t-vs以上とする。 

・消化日数は、提案によるが、一般的日数である 30日程度を上限の目安とする。 

・汚泥量、固形物量、有機物量、ｶﾞｽ発生量等、消化工程における汚泥の物質収支を示すこと。 
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・本体は鋼板製とする。地震動に対し、十分な強度を有すること。また、ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対策について

も留意して設計すること。 

・消化方式は一段消化方式とする。 

・撹拌方式は機械撹拌方式とする。し渣のからみ等については十分留意すること。 

・消化槽内面には、防食対策を施すこと。防食塗装を施す場合は、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準拠すること。また、防食塗装を行わず防食対策を行う場合は、

詳細資料を提出すること。 

・消化槽の耐用年数は 20年とする。 

・防爆構造が必要な各種機械電気機器は、防爆構造とすること。 

・国水下事第 87号「下水道事業におけるｴﾈﾙｷﾞｰ効率に優れた技術の導入について」(平成 26年 3

月 31日)に定められる指標を満たすこと。 

・性能に係る運転管理及び日常の点検業務、定期的な点検、補修業務を含む維持管理に留意して

設計を行うこと。 

・ｽｶﾑ、発泡現象、内部腐食及びＭＡＰ等の消化性能に影響を及ぼす異常の発生の有無を示し、

有りの場合は各異常時の対応について提案すること。発生無しとする場合は、その根拠を示す

こと。また、底部たい積物の抑制及び底部たい積物の確認方法について提案すること。 

・ｱﾝﾓﾆｱによる消化性能に影響を及ぼす異常の発生の有無を示し、有りの場合は異常時の対応に

ついて提案すること。発生無しとする場合は、その根拠を示すこと。 

 

(2) 加温設備 

・消化槽の汚泥加温方式は、間接加温方式とする。 

・発生した消化ｶﾞｽは優先的に既設消化ｶﾞｽ発電機の燃料として利用し、この設備から廃熱として

供給される温水及び蒸気を利用して消化槽を加温すること。 

・既設発電設備からの熱源で加温に必要な熱量が不足する場合にかぎり、既設の蒸気ﾎﾞｲﾗの燃料

に一部消化ｶﾞｽを利用して補助的に熱量を充当することができるものとする。 

・これら供給される温水及び蒸気からの熱を交換するｼｽﾃﾑを構築すること。また、熱交換ｼｽﾃﾑは

将来Ｂ消化槽の必要加温熱量も加味して設計を行うこと。 

・既設消化ｶﾞｽ発電設備への温水配管接続は、本事業者にて実施すること。ただし、配管延長に

伴う潤滑水の補充は、別途行うこととする。 

・消化槽加温の熱源である既設消化ｶﾞｽ発電設備は定期的にﾒﾝﾃﾅﾝｽを行うため、設備停止する期

間がある。(最長 2 週間程度)この設備停止期間中は既設消化ｶﾞｽ発電設備からの熱源は期待で

きないため、当該期間の対応も留意すること。ただし、設備停止期間中の汚泥加温方式は提案

によるものとする。 

・提案に基づく発生消化ｶﾞｽ量と必要な加温熱量より、年間を通した熱収支計算を提示すると伴

に、2-3設計諸元(３)熱量条件の項目に記載のある既設消化ｶﾞｽ発電機の温水、蒸気及び既設蒸

気ﾎﾞｲﾗによる加温熱量を基に既設消化ｶﾞｽ発電機の発電電力量を算出すること。 

・熱交換器については、し渣やｽｹｰﾙ等に対する閉塞について考慮すること。 
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表 2-7 熱収支計算及び消化ｶﾞｽ発電機発電電力量算出表 

 

(3) 付属設備 

・消化及び加温に必要な設備については提案によるものとする。運転管理を考慮し、予備機が必

要なものについては適切に判断し、これを設置するものとする。 

・付属設備は建屋内に設置すること。建屋及び基礎(杭含む)の建設は本工事で設計・施工を行う

こと。ただし、将来新Ｂ消化槽用の付帯機器の設置ｽﾍﾟｰｽを考慮しておくこと。 

・各機器における消耗品についてはあらかじめ予備品(標準的な個数)を準備すること。 

・今回対象施設である消化施設以外の既設機器については改造及び更新することができないため、

消化施設の前段または後段における既設機器の能力不足がある場合は、今回工事にてその能力

を補てんすること。 

  ・脱臭設備が必要な場合は、既設脱臭装置を使用してもよい。ただし、既設脱臭設備の能力が不

足する場合は、本事業にて不足分の能力を補うこと。また、工事施工前と施工後に臭気測定を

行い、臭気濃度が上昇している場合は臭気対策を行うこと。 

・すべての機器における電動機については、供給電圧 200V級、周波数 60Hz対応とし、原則、高

効率ﾓｰﾀｰを採用すること。 

 

 (4) 汚泥の移送 

・濃縮汚泥は既設の機械濃縮棟内に設置されている混合濃縮汚泥移送ﾎﾟﾝﾌﾟより圧送するものと

し、各系統には既設切換弁(電動)を使用し切替えるものとする。 

・消化汚泥は消化槽から自然流下またはﾎﾟﾝﾌﾟ圧送にて既設の汚泥貯留槽へ送泥すること。 

・汚泥に含まれる有効な未利用ｴﾈﾙｷﾞｰを有効利用するため、現在ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝにて夾雑物を除去し

た後、Ａ系水処理前段に投入しているし尿及び浄化槽汚泥を、圧送先を切替て機械濃縮棟内に
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ある余剰汚泥貯留槽へ投入することとしているため、本事業に於いて設置する消化槽の設計に

投入予定のし尿及び浄化槽汚泥も加味して設計を行うこと。 

・上記に伴う必要な汚泥配管一式については今回工事とする。ただし、し尿及び浄化槽汚泥投入

管は含まない。 

 

(5) 消化ｶﾞｽ 

・消化槽から発生する消化ｶﾞｽは既設脱硫設備で処理後、既設ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞで貯留する。 

・別紙 2-③消化ｶﾞｽ管に示す脱硫設備の取合い点まで消化ｶﾞｽ配管を敷設すること。また配管上に

は消化ｶﾞｽ流量計を今回設けるものとし、必要箇所にはﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟを設けること。 

 

(6)熱回収 

・現状、発生した消化ｶﾞｽを利用して既設消化ｶﾞｽ発電機により発電した電力を場内で消費してお

り、その排熱は消化槽加温に有効利用している。消化ｶﾞｽ発電機からの熱源としては、温水供

給、蒸気供給があり、これらを利用すること。 

・蒸気を通常使用する場合は、復水を既設復水ﾀﾝｸへ返送するｼｽﾃﾑを構築すること。 

・蒸気、温水配管は別紙 2-④蒸気管及び 2-⑤温水循環水管に示す発電機室近傍で取り合いを行

い、熱交換器が設置される今回建設の機械棟まで保温を施したうえで敷設すること。  

 

(7) 用水 

今回、供給できる用水は下記の通りである。また、取合箇所を示すので、取合箇所以降の配管

について設計施工すること。 

1) 砂ろ過水 

 ・供給可能量 10 m3/h×26m(全揚程) 

・使用する砂ろ過水は、別紙 2-⑧ろ過水管に示す取合い点より分岐させ配管すること。また、必

要に応じて必要給水圧まで昇圧すること。 

・二次処理水が必要な場合は事業者にて別途ﾎﾟﾝﾌﾟを準備すること。 

 

2) 上水 

・機械棟の手洗い、熱交換器等の温水循環の補充にのみ使用できるものとし、通常運転では使用

しない。別紙 2-⑦市水管（上水管）に示す取合い点から分岐させ、保温を施したうえで配管す

ること。 

 

3) 排水 

・本設備からの排水は、別紙 2-⑨排水管に示す返流水ﾏﾝﾎｰﾙへ排水すること。 
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(8) 電気設備 

1) 運転操作設備 

・上記(1)～(7)に記載されている設備の運転に必要な運転制御回路は、動力盤及び消化槽設備制

御盤に装備する。動力盤及び制御盤の方式は、動力制御盤方式とする。また、動力制御盤内に

は停電発生時に監視機能が停止しない様、無停電電源装置を設置すること。 

・動力制御盤の一次側、二次側とも全て本工事範囲とする。動力制御盤への電源供給は、既設汚

泥処理棟１階電気室に設置されている動力主幹盤－１より行うものとし、照明等の単相電源供

給は、既設汚泥処理棟１階電気室に設置されている照明変圧器盤より行うものとする。ただし、

本工事においては、電気室内に中継端子盤を設置することとし、施工は中継端子盤までとする。

なお、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ使用量確認のため、中継端子盤内に電力量計を設置すること。 

・また、自動運転に必要な制御回路は、本工事にて設置する動力制御盤にて構築するものし、運

転維持管理に必要な現場操作盤も、本工事にて設置する。 

・上記(1)～(7)に記載されている設備に必要な接地は今回範囲とし、その接続に伴い防火区画処

理が必要な場合は、本工事にて補修を行う。 

 

2) 計装設備 

・運転維持管理に必要な計装機器は、本工事にて設置する。 

 

3) 運転・監視制御設備 

・運転・監視制御に必要なｼｽﾃﾑを構築する。運転・監視制御に必要な信号等は本工事にて設置す

る中継端子盤にて取合うものとし、運転操作は制御盤及び別途工事にて機能増設する中央監視

制御装置にて行う。また、監視は中央監視制御装置にて行えるものとする。運転に必要な信号

の取り合い工事範囲は、下記の図 2－2工事範囲図による 
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※1 運転状態／故障信号／計測信号 等 

※2 運転指令／停止指令／停電信号／既存設備ｲﾝﾀｰﾛｯｸ信号 等 

※3 運転信号／故障信号／計測信号 等 

※4 運転指令／停止指令 等 

※5 一般電源 等 

※6 建築付帯弱電設備 等 

 

図 2-2 工事範囲図  

4) 電気取合い箇所 

 別紙 3 取合い区分図(電気系統)による。 

 

(9)基礎工事・建築工事 

・屋外に設置する機器(消化槽等)の土木基礎打設、杭打込、ｺﾝｸﾘｰﾄ槽(必要な場合)の築造は本工

事に含むものとする。別紙 6基礎形式設計条件に基づき、基礎・槽の形状や杭の形状・本数等

を決定すること。消化槽はＧＬ上に設置し、基礎は床版構造とする。 

・鋼板製消化槽を設置する基礎については、その形状より、「下水道施設の耐震対策指針と解説

−2014年版−」(㈳日本下水道協会)における、構造形Ⅲ類(版状構造物)となるため、この構造形

に即した構造計算(耐震計算)を行うこと。 

・補機設備機器を納める建屋(機械棟)は本工事に含むものとし、主要構造部は鉄骨構造、屋根は

ＲＣ造とする。外部仕上げはＡＬＣ板張りの上に防水形複層塗材吹付け程度、内部仕上げは耐

火・吸遮音・断熱性能を確保できるものとし、その他の仕上げ等については「建築設計基準及

び同解説」「建築工事標準詳細図」に記載あるものに準じることとする。 

強電  

弱電  

 

 

 

※1 ※2 ※5 ※6 3φ3W 200V級 

1φ3W 200-100V級 

消化槽設備 
（機械設備、現場操作盤、計装機器、建築設備） 

※3 ※4 

凡例 

工事範囲図 

※5 3φ3W 200V級 

1φ3W 200-100V級 

【汚泥処理棟１階電気室】 

※1 

※2 

※5 

中央監視制御装置機能増設 

※1 ※2 

【ブロア棟中央監視室】 
(別途工事) 

（以降今回工事） 

建築付帯盤 

 
【汚泥処理棟】 

 
自動火災報知設備機能増設 

（必要な場合） 

※6 

【ブロア棟】 
(今回工事) 

動力制御盤 
（自動運転回路は、本盤にて構築） 

  
各種中継端子盤 

(今回工事)  
動力主幹盤－１ 
照明変圧器盤 
計装盤等機能増設 

 
放送設備機能増設 
電話設備機能増設 

(今回工事) 
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・機器配置ｽﾍﾟｰｽ及びﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽを十分確保するとともに、機器及び凝集剤等を搬入出できるよ

う、十分な大きさの搬入口、十分な建屋高さを備えること。また、必要な建築機械設備(ﾚｰﾙ･ﾎ

ｲｽﾄ、換気設備、給排水衛生設備、靴洗い等)、必要な建築電気設備(照明、動力、電話、放送

等)、法令上必要な設備(自動火災報知設備等《必要な場合》)を備えることとする。なお、法

令手続きが必要な場合の書類作成等の支援も行うものとする。 

・建屋及び基礎の構造強度は「下水道施設の耐震対策指針と解説−2014 年版−」(㈳日本下水道協

会)における、構造形Ⅴ類(建築構造物)の性能を確保する。 

・当該工事の着手時には、既設構造物の撤去が完了し、良質土で埋め戻した状態となる予定であ

る。ただし、既設構造物の基礎（4 槽：PC 杭、2 槽：基礎形式不明）は残置するため、それを

前提とした設計・施工を行うこと。また、杭を撤去する場合は事業者で行うこと。 

・新設構造物に合わせた外構部（場内道路工、植栽工、屋外照明、その他付帯工）の詳細設計を

行うこと。 

  

(10) 耐震性 

・各施設の構造、付属物、機器等は法令その他基準による構造強度を有し、地震等による被災防

止を考慮すること。また、配管ﾀﾞｸﾄ類は異質構造物間、構造物と地中間等位相ずれの予想され

る箇所は十分耐震性を考慮すること。 

・社団法人日本下水道協会「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-」を十分考慮すること。 

・対象施設のうち建築構造物が満たすべき耐震性能は、「官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準」

(平成 25 年 3 月 29 日付国営計第 126 号、国営整第 198 号、国営設第 135 号)に示される建

築構造物の耐震安全性の分類をⅡ類、重要度係数を 1.25 とする。 

・汚泥洗浄槽地下部分の土木躯体のうち擁壁として機能する部分(別紙 8)が一部残置となること

を前提とすること。 

 

(11) 安全性 

・発火や粉じん爆発、内部ｶﾞｽの噴出等のﾘｽｸを回避するよう消化槽ならびに付帯設備における安

定運転と安全性について考慮すること。 

・特に、地震・停電等による非常停止時においても有害ｶﾞｽの飛散を防止するように設備上の対

策をすること。また消化槽の異常圧力対策として、安全装置(水封式安全弁等)を設け、故障復

帰後は速やかに運転復旧を行えるようにすること。 

 

(12) CO2排出量 

・本事業における CO2排出量を算出すること。対象は消費電力、薬品使用量等とする。 

・電力の CO2排出係数：九州電力 HP 平成 27年度 CO2排出係数(調整後)を引用 0.528kg-CO2/kWh 

・環境省・国土交通省「下水道における地球温暖化対策ﾏﾆｭｱﾙ」引用 
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表 2-8 CO2排出量 

ＣＯ2排出量（記載例） 
     

施     設 

電   力 
燃     料 

 
重 油 上水道 高分子凝集剤（ポリマー） 

 
0.000528 2.71 0.002 6.5 

 
ｔＣＯ2／ｋ

Ｗｈ 

ｔＣＯ2／

ｋℓ 

ｔＣＯ2／

ｋℓ 
ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

 

第二種指

定工場 

中部浄化センター 

新 A消化槽設備使用量 
100,000 100 1,000 100 排出量計 

ＣＯ２排出量（t／年） 52.8 271 2 650 975.8 

 

  
ｴﾈﾙｷﾞｰ起源  ＣＯ2 の主な排出係数 

  区分 係数 単位 

燃
料 

Ａ重油（特Ａ重油含む） 2.71  ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

Ｂ・Ｃ重油 3.00  ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

灯油 2.49  ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

軽油 2.58 ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

ガソリン 2.32 ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

ＬＰＧ（液化石油ガス） 3.00  ｔ‐ＣＯ２／ＫＬ 

ＬＮＧ（液化天然ガス） 2.70  ｔ‐ＣＯ２／ｔ 

天然ガス(ＮLＧを除く） 2.22  ｔ‐ＣＯ２／千Ｎ㎡ 

都市ガス 2.23  ｔ‐ＣＯ２／千Ｎ㎡ 

一般炭 2.33  ｔ‐ＣＯ２／ｔ 

コークス 3.17  ｔ‐ＣＯ２／ｔ 

 

上工水、薬品等の排出量原単位の例   

種類   環境負荷（ＣＯ2相当量）の例 

上水道   0.0020 ｔ‐ＣＯ2／ｍ3 

工業用水   0.00011 ｔ‐ＣＯ2／ｍ3 

薬
品 

次亜塩素酸ナトリウム 0.32 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

液体塩素 0.90 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

さらし粉（高度さらし粉） 3.5 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

高分子凝集剤（ポリマー） 6.5 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

界面活性剤 0.11 ｔ‐ＣＯ2／万円 

塩化第二鉄 0.32 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

消石灰 0.45 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

ポリ塩化アルミニウム 0.41 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

過酸化水素 3.9 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

硫酸アルミニウム 0.36 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

水酸化ナトリウム（ＮaOH50％） 1.2 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 

活性炭 0.26 ｔ‐ＣＯ2／ｔ 
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(13) 法的手続き 

申請は熊本市が行うものとするが、必要な手続き(用途地域:準工業地域への消化槽建設、計画通知

及び関連手続等)の書類作成を行うこと。 

 

(14) 関係法令・設計基準 

(1) 関係法令 

1) 法令等の遵守 

関連する法令、規格、基準等(ばい煙発生施設、消防用設備設置、圧力容器設置等)を遵守するこ

と。主なものを次に示す。 

・電気事業法 

・電気通信事業法 

・電気用品安全法 

・有線電気事業法 

・電波法 

・高圧ｶﾞｽ保安法 

・労働基準法 

・労働安全衛生法 

・消防法 

・環境基本法 

・大気汚染防止法 

・水質汚濁防止法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・悪臭防止法 

・土壌汚染対策法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法 

・下水道法 

・水道法 

・工業用水道事業法 

・ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化に関する法律 

・都市計画法 

・河川法 

・港湾法 

・建築基準法 

・航空法 

・都市緑地保全法 

・地方自治法 

・都市計画法 
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・地方自治法 

・都市計画法 

・自然環境保全法 

・工業標準化法 

・ｶﾞｽ事業法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律(PR-TR法) 

・電気設備に関する技術基準を定める省令 

・ｶﾞｽ工作物の技術上の基準を定める省令 

・ﾎﾞｲﾗ及び圧力容器安全規則 

・その他 熊本県条例、熊本市条例 等 

 

2) 規格等の遵守 

機器、材料の製作、据付け等に関わる基準、規格、規定の主なものは、次による。 

・日本工業規格(JIS) 

・日本下水道協会規格(JSWAS) 

・日本水道協会規格(JWWA) 

・電気規格調査会標準規格(JEC) 

・日本電気工業会標準規格(JEM) 

・日本電線工業会規格(JCS) 

・日本農業規格(JAS) 

・日本電子回路工業会規格(JCPA) 

・日本蓄電池協会規格(SBA) 

・日本照明器具工業会規格(JIL) 

・日本電気協会内線規定 

・ﾎﾞｲﾗ構造規格(中央労働災害防止協会) 

・圧力容器構造規格(中央労働災害防止協会) 

・建築設計基準および同解説「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・建築設備設計基準「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・建築工事標準詳細図「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・公共建築工事標準仕様書 建築工事編「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・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設備課監修」 

・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設備課監修」 

・公共建築設備工事標準図 電気設備工事編「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・公共建築設備工事標準図 機械設備工事編「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修」 

・下水道施設地震対策指針 

・建設設備耐震設計・施工指針 
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(2) 設計基準 

1) 仕様書等の遵守 

本条件書に記載されていない事項は、次の熊本市及び日本下水道事業団が定める仕様書(最新版)

等を適用すること。 

・土木工事共通仕様書(熊本市) 

・下水道土木工事共通仕様書(熊本市) 

・下水道土木工事施工管理基準(熊本市) 

・下水道工事標準構造図(熊本市) 

・機械設備工事一般仕様書(日本下水道事業団) 

・機械設備工事必携(施工編)(日本下水道事業団) 

・機械設備工事必携(工場検査編)(日本下水道事業団) 

・機械設備工事必携 工事管理記録(本編)(日本下水道事業団) 

・機械設備工事必携 工事管理記録(施工監理記録編)(日本下水道事業団) 

・機械設備工事必携 工事管理記録(施工ﾁｪｯｸｼｰﾄ編)(日本下水道事業団) 

・機械設備標準仕様書(日本下水道事業団) 

・電気設備工事一般仕様書(日本下水道事業団) 

・電気設備工事必携(日本下水道事業団) 

・土木工事必携(日本下水道事業団) 

・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(日本下水道事業団) 

・官庁施設の総合耐震・耐津波計画基準 

・その他、本施設に係る基準等 

 

(15) 試運転 

(1) 試運転    ■有  □無 

(2) 試運転完了  □昇温まで ■立ち上げまで 

(3) 試運転期間  約２ヵ月 

 

・試運転及び性能確認を行うにあたり、実施要領書を提出し市の確認を得たうえで実施すること。 

・試運転に必要な電力、処理水は市より無償提供する。試験に必要な薬品等においては事業者で準備

するものとする。 

・試運転及び立ち上げが完了した後は、通常運転に移行するが、新Ａ消化槽(温水間接加温)と既設Ｃ

消化槽(蒸気直接加温)での運用となるため、この期間における運転方法について、助言を行うこと。 

 

(16) 維持管理計画 

  下記項目について、提案すること。 

・運転方法 

・日常の運転管理、運転指標、監視項目及びその方法 

・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ使用量 

・日常の保守点検業務の項目及び頻度 
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・点検動線の確保 

・定期的な保守点検業務の項目及び頻度 

・20年間における消耗品交換、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、設備補修等にかかる設備保守管理項目及び頻度。 

 

表 2-8 補修項目記載例 

 1 年目 2 年目       20 年目 

機器消耗品等          

部品交換等          

内部防食更新          
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第 3章 工事費内訳書条件 

 

3-1 工事費対象範囲 

本工事対象範囲は、新Ａ消化槽及びその加温にかかる消化槽施設の設計及び施工を行う。 

詳細設計費及び工事費対象の範囲は以下の通りとする。 

 

表 3-1 内訳対象表 

区 分  備 考 

詳細設計費 第 1章 1-4設計施工対象範囲 

・詳細設計 による 

将来機器配置を考慮すること 

機械設備工事費 消化設備、加温設備、付属機器、

配管設備その他一式 

新Ａ消化槽 

電気設備工事費 運転操作設備、計装設備、監視制

御設備 

新Ａ消化槽 

土木工事費 消化槽基礎(杭含む) 新Ａ消化槽 

建築工事費 機械棟、基礎(杭含む)、建築機械

設備、建築電気設備 

将来機器配置を考慮すること 

 

(１) 工事費内訳 

a.詳細設計費 

積算基準については「下水道用設計積算要領－設計委託編－((公社)日本下水道協会)」及び「下水

道用設計標準歩掛表―第３巻設計委託―((公社)日本下水道協会)」に基づいて積算すること。 

 

b.各種工事費 

各工種の経費を用いて工種ごとに積算し、工事費は各工種を合計するものとする。機器費について

は個別の機器価格を記載すること。積算基準については「下水道用設計積算要領－ﾎﾟﾝﾌﾟ場、処理場

施設(機械・電気設備)編－((公社)日本下水道協会)」、「下水道用設計積算要領－ﾎﾟﾝﾌﾟ場、処理場

施設(土木)編－((公社)日本下水道協会)」、「下水道用設計標準歩掛表―第２巻ﾎﾟﾝﾌﾟ場・処理場―

((公社)日本下水道協会)」及び「公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」に基

づいて積算すること。 

 

設計費及び工事費とも、諸経費については各積算要領、積算基準に算定方法(率の算出や積み上げ

など)が定まっているものは、これに準拠する。 

 

(２) その他ｺｽﾄ（ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費） 

その他ｺｽﾄ（ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費）は新Ａ消化槽に係る運転費とする。また、維持管理は市が行うことを前提

とする。維持管理計画書に基づいた向こう 20年間の通常運転に必要なﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費を算出すること。 

※ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費上限値   ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費（実運転に係るもの） ≦ ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費（提案値） 

＜計算例＞ 
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20年間に係るﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費用(円/20年)【税別】 

＝電力量料金＋水道料金＋薬品費 

 

・電力量料金： 電力単価 10.02円/kWh (H27年実績より)【税別】 

 電力量料金を算出するための機器は、汚泥循環ﾎﾟﾝﾌﾟより消化槽全設備(引抜ﾎﾟﾝﾌﾟが

必要な場合は、当該機器まで)とする。混合汚泥投入ﾎﾟﾝﾌﾟ及び熱交換ｼｽﾃﾑは含まない。 

電力量料金(円/20年) 【税別】 

＝使用電力(kw)×負荷率(提案値)×運転時間(h/日)×10.02(円/kwh)×365(日/年)×20年 

 

表 3-2 電力費算出表（参考） 

・水道料金： 消化槽を運用するのに必要な上水とする。 

水道料金単価 288.94円/m3(H27年実績より)【税別】 

 単価は税別とする。また、上水は極力使用しないこと。 

水道料金(円/20年) 【税別】 

＝使用量(m3/日)×288.94(円/ m3)×365(日/年)×20年 

 

 ・薬品費： 消化槽を運用するに必要な薬品とする。薬品の単価については提案による。 

薬品費(円/20年) 【税別】 

＝使用量(kg/日)×単価(円/ kg)×365(日/年)×20年 

 

表 3-3 薬品費算出表（参考） 
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第 4章 提出書類 

4-1 提出図書 

技術提案に参加するものは、次項以下を参考に下記書類を提出するものとする。 

提出においては、全項目・部数の書類を作成し、提出すること。 

 

(1) 技術提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2部 

・総括書 

・計画検討書 

・施工計画書 

・図面 

・維持管理計画書 

(2) 工事費内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 

  技術提案書とは別に提出 

(3) その他コスト計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部 

   技術提案書、工事費内訳書とは別に提出 

 

4-2 提出図書の内容 

(１)技術提案書 

１)総括書 

総括書は計画検討書の総括表で下表の内容を記載すること。 

番号 項目 内容 記載の要点 

１ 基本条件 消化方式 消化方式について記載する。 

２ 基本条件 加温方式 消化槽の加温方式について記載する。 

３ 基本条件 負荷変動 汚泥量、汚泥性状等の負荷変動に対する対応に

ついて記載する。 

４ 基本条件 消化性能 消化率について記載する。 

５ 基本条件 消化ｶﾞｽ発生量 投入汚泥有機物量当たりの消化ｶﾞｽ発生量につ

いて記載する。 

６ 基本条件 消化ｶﾞｽ利用 消化ｶﾞｽの利用について記載する。 

７ 基本条件 配置計画 消化槽及び機械棟の配置計画及び専用面積につ

いて記載する。今回設置される新 A消化槽のほ

か、将来計画の配置を考慮した配置計画とする。 

８ 敷地条件 規制値 敷地境界における騒音及び振動に対する規制値

を満たす根拠について記載する。 

９ 設計諸元 計画処理汚泥 設計諸元を満足する処理能力について記載す

る。また、汚泥の物質収支について記載する。 
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10 消化設備 消化日数 消化日数について記載する。 

11 消化設備 強度 消化槽本体の強度に関して記載する。地震動や

ｽﾛｯｼﾝｸﾞへの対策についても記載する。 

12 消化設備 防食 消化槽内面の防食対策とその根拠について記載

する。 

13 消化設備 耐用年数 消化槽本体の耐用年数とその根拠について記載

する。 

14 消化設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ効率 国水下事第 87号「下水道事業におけるｴﾈﾙｷﾞｰ

効率に優れた技術の導入について」（平成 26年

3月 31日）に定められる性能指標を満たす根拠

について記載する。 

15 消化設備 主要施設、設備の配置 主要施設、設備の配置計画について記載する。 

16 加温設備 熱交換ｼｽﾃﾑ 既設の消化ｶﾞｽ発電機及び蒸気ﾎﾞｲﾗｰから供給さ

れる熱源を利用した熱交換ｼｽﾃﾑについて記載す

る。熱交換器の閉塞への対応について記載する。 

17 消化ｶﾞｽ 流量計設置 消化ｶﾞｽ流量計設置計画について記載する。 

18 熱回収 配管 蒸気を通常使用する場合、復水を既設復水ﾀﾝｸ

へ返送するｼｽﾃﾑについて記載する。 

19 

 

電気設備 運転操作設備 本工事にて設置する動力制御盤や現場操作盤、

必要な自動運転制御等の運転操作設備について

記載する。 

20 基礎工事 構造計算 消化槽の基礎についての構造計算の概要につい

て記載する。 

21 建築工事 配置計画 

構造計算 

建屋や機器等の配置についてﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾍﾟｰｽや機

器及び凝集剤の搬出入への対応について記載す

る。機械棟の建屋及び基礎に関する構造計算の

概要について記載する。 

22 耐震性 耐震性 各施設の構造、機器、配管類その他における耐

震性の概要及び準拠基準について記載する。 

23 安全性 安全性 安全対策について記載する。 

24 試運転 試運転 本工事における試運転方法、日程、項目及び検

査基準等について記載する。 

25 維持管理計画 維持管理計画 維持管理の考え方について記載する。 
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2) 計画検討書 

規格は A4判、図面は A3判以下とし、目次をつけ各章各節毎にｲﾝﾃﾞｯｸｽを付ける。 

① 本設計にあたっての基本的な考え方(設計諸元) 

ﾌﾛｰｼｰﾄ・配置・機種・容量等ｼｽﾃﾑ全体を決定するに当たっての特記事項。 

② 容量計算書 

イ．設備容量  各機器の容量計算 

ハ．設備機器一覧表及び付属品・予備品項目表 

   主機及び補機仕様・主配管弁・その他材質・付属品・予備品等明示 

ニ．負荷ﾘｽﾄ・接点ﾘｽﾄ及び機械・電気取り合い区分図 

ホ．物質収支(汚泥、消化ｶﾞｽ)、熱収支 

へ．杭基礎の仕様及び数量 

ト．運転方法 

 ③ 電気設備容量計算書 

 

3) 施工計画書 

 本工事における施工計画書を提出する。 

 

4) 図面 

規格は A3判とする。 

・機械設備：ﾌﾛｰｼｰﾄ(用途によって色分けを行う)、機器配置図、配管ルート図等 

・電気設備：機器配置図、電線ｹｰﾌﾞﾙ配置図等 

・土木図：配置図、平面図、断面図、基礎図等 

・建築図：配置図、平面図、断面図、基礎図、建築機械図、建築電気図等 

 

5) 維持管理計画書 

・運転方法 

・日常の運転管理、運転指標、監視項目及びその方法 

・ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ使用量 

・日常の保守点検業務の項目及び頻度 

・点検動線の確保 

・定期的な保守点検業務の項目及び頻度 

・20年間における消耗品交換、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、設備補修等にかかる設備保守管理項目及び頻度。 

 

(２) 工事費内訳書 

本工事範囲の工事価格を提出する。積算基準については工事費内訳書条件による。 

(３) その他コスト計算書 

維持管理計画書に基づいた向こう 20年間の通常運転に必要なﾕｰﾃｨﾘﾃｨ費用を算出する。ﾕｰﾃｨﾘﾃ

ｨ費については、工事費内訳書条件の計算例に倣い、算出する。 
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