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１ 総 則 

1-1 本書の位置づけ 

本要求水準書は、小山水処理センター汚泥処理・有効利用施設整備及び運営事業（以下「本事業」

という。）を実施するにあたり、小山市（以下「市」という。）が要求する水準を示すものである。 

本要求水準書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的を達成するた

めに必要な設備あるいは業務等については、本要求水準書に明記されていない事項であっても、本

事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）の責任において完備又は遂行すること。 

 

1-2 用語の定義 

本要求水準書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 「技術提案書」とは、事業者が提出した技術提案書（又は改善要求を受けて提出した再技

術提案書）をいう。 

(2) 「事業者」とは、本事業の落札者が設立する特別目的会社のことをいう。 

(3) 「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。 

(4) 「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、

疫病、その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただ

し、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。 

(5) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令を指し、「法

令等の変更」とは、「法令等」が制定又は改廃されることをいう｡ 

(6) 「施設」とは、構造物や設備で構成されるものをいう。 

(7) 「設備」とは、機械や電気の機器、配管、配線等で構成され、システム化されて機能する

ものをいう。 

(8) 「新規施設」とは、本事業において、事業者が新設、増設、改築によって本事業で新たに

整備する施設をいい、技術提案書に基づき事業者が設計・建設期間に改築や改造等を行っ

た既存施設を含む。 

(9) 「既存施設」とは、別紙１（既存施設）に示す本事業において維持管理の対象とする施設

であり、現在運転している既存施設をいう。 

(10) 「本施設」とは、本事業の対象施設であり、新規施設と既存施設を合わせた施設をいう。 

(11) 「既存設備」とは、別紙１（既存施設）に示す本事業において維持管理の対象とする設

備であり、現在運転している既存設備をいう。 

(12) 「改築設備」とは、市が維持管理・運営期間中に既存設備を改築した設備をいう。 

(13) 「改築」とは、更新又は長寿命化対策により対象施設の全部又は一部を新しく取り替え

ることをいう。 

(14) 「更新」とは、「下水道施設の改築について（平成 28 年 4 月 1 日 国水下事第 109 号）」

に示される「小分類」以上の規模の設備等が劣化した場合に新しく取り替えることをいう。 

(15) 「長寿命化対策」とは、「下水道施設の改築について（平成 28年 4月 1日 国水下事第 109

号）」に示されるもので、既存の設備等の一部を活かしながら部分的に新しくしライフサ

イクルコストを低減できる対策をいう。 

(16) 「修繕」とは、改築（更新および長寿命化を含む）に該当せず、施設の老朽化、劣化、
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損傷、故障や部品の消耗等に対して、機能を維持又は回復させるために行う措置をいう。 

(17) 「ストックマネジメント計画」とは、下水道施設の点検、調査、修繕、改築等を一体的

に捉えて計画的かつ効率的にマネジメントするために市が策定する計画をいう。本計画に

位置付けられた設備等が交付対象となる。 

(18) 「副製造物」とは固形燃料の製造過程及び修繕等において発生するダクト等に固着する

ダスト、タール及び系内中間部に滞留した固形燃料として利用できないものをいう。 

(19) 「固形燃料」とは、固形燃料化施設で製造した固形燃料の性状目標値に定める規格を満

たしたものをいう。 

(20) 「固形燃料の規格」とは、「4-1-1(7)固形燃料の規格」を踏まえた上での事業者提案値

をいう。 

(21)  「確認」とは、事業者より提出された資料により、要求水準書や技術提案書などに適合

しているか、また事業の実施状況等を市が確認（モニタリング含む）することをいう。な

お、確認できない場合においては、市は、追加資料の提出若しくは、資料の修正を求める

ことが出来る。なお、確認は事業者の責任による事業の実施を発注者の観点から確認する

ものであり、市の確認によって事業者の責務が免責又は軽減されるものではない。 

 

２ 事業概要 

2-1 事業名称 

小山水処理センター汚泥処理・有効利用施設整備及び運営事業 

 

2-2 事業目的 

小山水処理センターは、1976（昭和51）年6月の供用開始から44年が経過している。汚泥処理

設備においては、2004～2007（平成16～19）年度に重力濃縮設備、汚泥脱水設備を改築してい

るが、汚泥消化設備は供用開始以来、改築を行っていないため老朽化が著しく、早急な改築が

必要な状況である。また、機能面においては、濃縮汚泥全量を消化タンクに投入できないため

半分程度は直接脱水せざるを得ないこと、消化ガスを効果的に活用しきれていないことが課題

である。 

これらの課題に対し、汚泥消化施設全体の改築、全量汚泥消化の導入に伴う関連施設の新設・

増設、消化ガス発電施設、固形燃料化施設の新設等により、安定的な下水道事業の運営のもと、

コスト、温室効果ガス排出量を削減し、また民間のノウハウ、創意工夫を活用し更に事業効果

を引き上げるため、汚泥処理施設全体を事業範囲とするＰＦＩ事業を導入する。 

 

2-3 対象施設 

(1) 名称 

小山水処理センター 

 (2) 本事業の対象となる施設 

 事業の対象となる施設は、小山水処理センターの汚泥処理施設であり、新規施設又は既存施

設である汚泥濃縮施設、汚泥消化施設、消化ガス発電施設、汚泥脱水施設、固形燃料化施設等

で構成される。 
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2-4 事業期間 

(1) 設計・建設は、契約締結の日から2024年3月31日までとする。 

(2) 維持管理・運営は、2024年4月1日から2044年3月31日までとする。 

 

2-5 事業概要 

市は、小山水処理センターの水処理施設で発生する汚泥を事業者に供給する。 

事業者は、市から供給された全ての汚泥を本施設で受け入れ、濃縮、消化、脱水、燃料化プ

ロセスを経て処理する。発生した消化ガスは、事業者の提案に基づき消化ガス発電施設や燃料

化施設の燃料として、また製造した固形燃料は維持管理・運営期間にわたって全量買取り、石

炭等の代替燃料として長期的、安定的に利用する。発電した電気は、事業者が発電事業者とし

て固定価格買取制度（以下「ＦＩＴ」という。）に基づき売電※又は場内利用する。 

  ※ 市は、2019 年 3 月 8 日に応募締切があった北関東東部エリアの「電源接続案件募集プロセス」に応募した

が、2020 年 8 月 5 日現在、接続検討にかかる回答はなく、「本プロセスの今後のスケジュール等につきまし

ては、ノンファーム適用系統の検討を踏まえ、決定していく」ものとされている。今後、市は状況に応じて

ＦＩＴの適用について判断し、入札参加者に通知する。 

 

2-6 整備・運営方針 

本施設の整備・運営に際しては、事業者が新規施設を設計・建設し、本施設の維持管理・運

営を一貫して行う趣旨に鑑み、事業者の責任と判断により、事業期間にわたって要求水準及び

技術提案に基づく性能水準を確保し、公共性を認識し、善良なる管理者の注意をもって本事業

を遂行するものとする。 

また、事業者は、既存施設や水処理施設等の関連施設の状況を踏まえ、小山水処理センター

の全体最適化を考慮し、本事業にあたるものとする。 

なお、既存汚泥消化施設の撤去工事及び維持管理・運営期間に行う既存施設の更新及び長寿

命化対策は本事業に含まず、別途市が発注する。 

 

３ 基本的な条件 

3-1 事業実施場所及び建設用地 

(1) 事業実施場所 

本事業の実施場所は、図-１に示す小山市塩沢609番地 小山水処理センター内とする。 

(2) 搬出入作業用道路 

本事業における搬出入作業動線は原則として図-１に示すとおりとする。 

(3) 建設用地 

本事業における建設用地は図-１に示す範囲を基本に事業者の提案による。 

5か所の大よそ規模は次のとおりである。 

建設予定地①約1600m2（電気埋込管あり）、 

建設予定地②約300m2（地下連絡管廊、電気埋込管あり）、 

建設予定地③約300m2（地下連絡管廊あり）、 

建設予定地④約270m2（電気、機械埋込管あり）、 

建設予定地⑤約2400m2（小屋あり（取り壊し予定））。
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図-１ 小山水処理センター全体配置

敷地境界線修正、搬出入作業動線追記 
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3-2 敷地の立地条件等 

(1) 敷地の区域概要、規制等は、別紙２（規制等）のとおり。 

(2) 建設場所における用地の地形現況は、別紙３（地形現況）のとおり。 

(3) 建設場所の既存土質調査は、別紙４（土質条件）のとおり。 

(4) 建設及び維持管理においては、小山水処理センターの維持管理業務の妨げにならないよう

にすること。 

(5) 場内への資機材搬入及び搬出道路の使用にあたっては、周辺への影響に十分留意すること。 

(6) 小山水処理センター内において、本事業とは別途工事や調査等が行われるため、必要な調

整・協議を行うこと。 

 

3-3 基本処理フロー 

現在の汚泥処理フローは、初沈汚泥、余剰汚泥を重力濃縮したのち、半分程度の一部の汚泥

を中温消化し、残り半分の濃縮汚泥と混合したのち脱水し、場外搬出している。 

本事業においては、図-２に示す基本処理フロー（ただし、汚泥の濃縮方法や既存施設の運

用方法等の詳細は事業者からの提案による）で汚泥処理・有効利用を行うものとする。事業者

は、現在の汚泥処理フローを基本フローに変更するために必要な新設、増設、改築、改造等に

かかる設計・建設（性能を達成するために必要な既存施設の改築、改造等を含む）を行い、汚

泥濃縮～固形燃料化するまでの汚泥処理施設全体の維持管理・運営を行う。 
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図－２ 基本処理フロー 
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3-4 施設配置 

(1) 汚泥の流れ及び固形燃料の搬出ルートを考慮し主要施設、設備を配置すること。 

(2) 各施設の配置は、全体の機能を十分考慮のうえ、効率よく配置すること。 

(3) 日常点検やメンテナンスに支障のないよう十分なスペースを確保すること。さらに維持管

理作業等の動線、保安、緊急通路等についても、合理的な配置計画とすること。 

 

3-5 予測下水汚泥量 

維持管理・運営期間における発生下水汚泥量の予測を図-３に示す。事業者は、変動を考慮

した維持管理・運営期間内の最大値（日最大）を処理できる施設を整備し、維持管理・運営

期間内の発生量全量を処理・有効利用する。 

 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

初沈汚泥 日最大

（dst/日）
6.04 6.15 6.23 6.29 6.33 6.36 6.38 6.40 6.41 6.42 6.43 6.43 6.40 6.36 6.32 6.28 6.24 6.21 6.17 6.14

余剰汚泥 日最大

（dst/日）
3.26 3.32 3.36 3.39 3.42 3.43 3.44 3.46 3.46 3.47 3.47 3.47 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37 3.35 3.33 3.31

初沈汚泥 日平均

（dst/日）
3.93 4.00 4.06 4.09 4.12 4.14 4.15 4.17 4.17 4.18 4.18 4.18 4.16 4.14 4.11 4.09 4.06 4.04 4.02 4.00

余剰汚泥 日平均

（dst/日）
2.14 2.18 2.21 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.27 2.27 2.27 2.28 2.26 2.25 2.24 2.22 2.21 2.20 2.19 2.17
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

初沈汚泥 日最大

（m3/日）
604 615 623 629 633 636 638 640 641 642 643 643 640 636 632 628 624 621 617 614

余剰汚泥 日最大

（m3/日）
543 553 560 565 569 571 574 576 577 577 578 578 575 571 568 564 561 558 555 552

初沈汚泥 日平均

（m3/日）
396 403 409 412 415 417 418 420 421 421 421 421 419 417 414 412 409 407 405 402

余剰汚泥 日平均

（m3/日）
357 363 368 371 374 375 377 378 379 379 379 380 378 375 373 371 368 367 365 362
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図－３ 発生下水汚泥量の予測 
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3-6 主要設備の技術要件 

本事業において採用する機械濃縮機、汚泥消化タンク、汚泥脱水機、固形燃料化設備は、入

札公告時点において、国土交通省国土技術政策総合研究所、地方共同法人日本下水道事業団又

は公益財団法人日本下水道新技術機構による実証事業、共同研究、評価等がなされたもの、又

は当該技術を発展、改善した技術であり、実証事業、共同研究、評価等がなされた技術と同等

以上の信頼性が認められるもの、又は国内において１年以上の安定的な稼働実績（下水道法上

の終末処理場（以下「下水処理場」という。）又は地域し尿処理場（処理人口 500 人以上）、農

業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設、林業集落排水処理施設、廃棄物処理施設（以下

「類似施設」という。）における稼働実績）がある技術とする。 

当該技術要件は、前述した主要な機器又は設備を対象としたものであり、ポンプ、弁類等、

主要機器の補機にあたる機器等については、事業者が任意に選定する。 

 

3-7 事業範囲の分担 

事業者の事業範囲は以下に示すとおりとする。 

(1) 本施設の設計・建設業務 

ア 設計業務 

a 実施設計業務 

b 設計に伴う各種申請等の業務 

c 市が実施する近隣説明への協力 

イ 建設業務 

a 建設用地の造成業務 

b 新規施設の建設業務（各種申請業務、近隣調整及び準備調査等含む。） 

c 試運転業務 

d その他建設に必要な関連業務（完工検査、各種申請図書の提出等） 

(2) 本施設の維持管理・運営業務 

ア 維持管理・運営計画等の策定業務 

 イ 保全管理業務 

a 保守点検業務 

b 修繕業務 

 ウ 運転管理業務 

a 本施設の運転操作及び監視業務 

b 分析業務 

c 報告業務 

d ユーティリティ等の調達・管理業務 

e 固形燃料の安全管理業務 

f エネルギー管理業務 

 エ 固形燃料の利用 

 オ 栃木県下水道資源化工場への脱水汚泥の搬出 

 カ その他維持管理・運営に必要な関連業務 

「5-2-1 業務内容」との整合を考慮し整理 
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a 衛生管理業務 

b 外構管理業務 

c 保安管理業務 

d 非常時対応業務 

e 見学者対応、パンフレット等作成業務 

f 住民対応業務（技術提案書に基づき実施される事業の内容に対する要望、訴訟等への

対応） 

g ストックマネジメント計画における調査データの整理・協力 

オ 事業終了時の市への引継ぎ業務 

a 事業終了後の市の修繕・更新等への提案業務 

b 市への引継業務 

 

(3) 市の業務範囲 

本事業における市の業務範囲は次のとおり。 

ア 市の業務 

a 本施設に係る交付金の申請手続き 

b 公共下水汚泥の送泥 

c 返流水の受入れ 

d モニタリング 

e 住民対応（事業実施そのものや市の提示条件に対する要望、訴訟等への対応） 

f 小山水処理センター内維持管理業者と事業者との調整 

g 脱水汚泥の処分（場外搬出分の費用負担） 

 

3-8 事業者による許認可、届出等 

(1) 本事業を履行するために必要とされる許認可及び届出（以下「許認可等という」につい

て、許認可を申請し、これを受け、又は届出を行い、これを維持する。ただし、市が取

得、維持する許認可及び市が提出すべき届出は除く。 

(2) 市が行う交付金申請等に係る諸手続に関して、事業者は申請図書の作成補助その他必要

な協力を行う。 

 

3-9 関係法令等の遵守 

本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。なお、関係法令は最新版を

使用すること。 

・ 下水道法 

・ 地方自治法 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ 環境基本法 

・ 大気汚染防止法 

・ 騒音規制法 
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・ 振動規制法 

・ 悪臭防止法 

・ 水質汚濁防止法 

・ 土壌汚染対策法 

・ 消防法 

・ 建築基準法 

・ 建設業法 

・ 労働基準法 

・ 労働安全衛生法 

・ 労働者災害補償保険法 

・ 電気事業法 

・ 電気設備に関する技術基準を定める省令 

・ 電波法 

・ ガス工作物の技術上の基準を定める省令 

・ ボイラー及び圧力容器安全規則 

・ 都市計画法 

・ 計量法 

・ 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 

・ エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

・ 建築基準法施行条例 

・ 栃木県建築基準条例 

・ 小山市火災予防条例 

・ 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例 

・ 栃木県環境基本条例 

・ 小山市建築基準法施行細則 

・ 小山市景観条例 

・ 小山市景観条例施行規則 

・ 小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

・ 小山市下水道条例 

・ 小山市個人情報保護条例 

・ 小山市情報公開条例 

・ 栃木県生活環境の保全等に関する条例 

・ その他関係ある法令､規則等 

 

3-10 基準、指針、仕様書等 

本事業の実施にあたっては、原則として下記の基準、指針、仕様書等に準拠すること。 

なお、各図書は契約時の最新版を使用すること。 

9



(1) 共通 

・ 日本産業規格（JIS） 

・ 日本下水道協会規格（JSWAS） 

・ 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） 

・ 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 

・ 水道施設耐震工法指針・同解説 

・ 水理公式集 

・ 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） 

(2) 土木建築工事関係  

・ 栃木県土木工事共通仕様書 

・ 栃木県 土木工事施工管理基準及び規格値 

・ コンクリート標準示方書（土木学会） 

・ 鉄筋定着・継手指針（土木学会） 

・ 仮設構造物の計画と施工（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） 

・ 道路土工（日本道路協会） 

・ 杭基礎設計便覧（日本道路協会） 

・ 杭基礎施工便覧（日本道路協会） 

・ 下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会） 

・ 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・施工指針・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） 

・ プレストレスコンクリート設計施工規準・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） 
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・ 改訂解説・河川管理施設等構造令（日本河川協会） 

・ 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（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 

(3) 機械電気設備工事関係 

・ 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） 

・ 電気学会規格（社団法人 電気学会） 

・ 電気設備技術基準・内線規定（社団法人 日本電気協会） 

・ 工事電気設備防爆指針（社団法人 産業安全技術協会） 

・ 日本照明器具工学会規格（社団法人 照明学会） 

・ 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)(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）（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（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(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（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 電気設備工事監理指針（公共建築協会） 

・ 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準 

・ 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備計画基準 

・ 建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター） 

・ 水門鉄管技術基準（水門鉄管協会） 

・ 空気調和衛生工学便覧（空気調和・衛生工学会） 

・ JIS ハンドブック７機械要素（日本規格協会） 

・ JIS 電気図用記号（日本規格協会） 

・ 電気工学ハンドブック（電気学会） 

 

3-11 環境への配慮 

(1) 騒音、悪臭、粉塵、排出ガス対策 

本事業の実施にあたり、別紙２（規制等）に示す基準値以下とし、周辺住民等の生活環

境を損なうことのないように実施すること。 

(2) 温室効果ガス排出量の削減 

  事業者は、エネルギー使用量の削減と再生可能エネルギーの活用によって、温室効果ガ

景観に関する要求水準を削除 
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ス排出量の削減に取り組むこと。 

 

3-12 モニタリングの実施 

 市は、事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水

準を達成しているか否か及び事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを行う。 

なお、モニタリングに必要な費用は原則として市が負担するが、モニタリングに必要な書類

の整備等については、事業者の責任及び費用負担により行うこととする。 

(1) 設計・建設段階 

市は、事業者が実施する設計・建設業務が市の定める要求水準に適合するものであるか

否かについて確認を行う。 

(2) 施設引渡し段階 

市は、建設工事の完成時に事業者から本施設の譲渡を受けるにあたり、事業者により建

設された施設等が契約に定める性能基準を満たしているか完成検査を行う。 

(3) 維持管理・運営段階 

市は、事業者の実施する維持管理・運営業務について、定期的に確認を行う。また、事

業者の経営状況、財務状況について定期的に報告を求め、確認を行う。 

(4) モニタリング結果の対応 

モニタリングの結果、事業者の実施する業務が要求水準書及び技術提案書のサービス水

準を満たしていないと判明した場合、市は、事業者に業務内容の速やかな改善を求めると

ともに、業務の未達成の度合いに応じてサービス購入料の減額等を行う。事業者は、市の

改善要求に対し、自らの費用負担により改善措置を講ずるものとする。 

 

4 設計・建設 

4-1 施設に関する要求水準 

4-1-1 性能に関する要求水準 

(1) 小山水処理センター全体の最適化 

事業者は、既存施設や水処理施設等の関連施設の状況を踏まえ、小山水処理センター

全体が最適化される新規施設を整備し、本事業にあたるものとする。 

(2) 下水汚泥の供給方法 

下水汚泥は、別紙５（事業範囲 ：(6)汚泥供給位置）に示す位置より供給する。 

(3) 施設規模、編成 

維持管理・運営期間内の最大値（日最大）を処理できるものとし、施設の適切な保守点

検を前提とした稼働日数、稼働時間を考慮して施設規模を設定する。 

なお、系列数は問わないが、設備故障又は修繕等により処理能力が低下又は停止し、計

画以上の下水汚泥の処分費が発生する等市の追加的支出が生じた場合、事業者はこれを負

担する。 

(4) 下水汚泥の量及び性状 

下水汚泥の量及び性状は次のとおりとする。 
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ア 維持管理・運営期間内供給量 

 

期間内最大 期間内平均 

固形物量 

（dst/日） 

汚泥量 

（m3/日） 

固形物量 

（dst/日） 

汚泥量 

（m3/日） 

初沈汚泥 6.43 643 4.13 413 

余剰汚泥 3.47 578 2.23 372 
 

イ 下水汚泥の性状 

変動の範囲は以下による。過去 5 か年の汚泥性状実績を別紙８（汚泥性状実績）に示す。 

 平均(%) 変動範囲 (%) 

濃
度 

初沈汚泥 1.0 程度 0.5～1.5程度 

余剰汚泥 0.6 程度 0.3～0.8程度 

有
機
分 

初沈汚泥 88.0 程度 83.0～93.0程度 

余剰汚泥 84.0 程度 79.0～89.0程度 

 

(5) 固形燃料化する脱水汚泥量と場外搬出する脱水汚泥量の割合等 

固形燃料化施設は、維持管理・運営期間中に発生する脱水汚泥量の最大値（令和18年度（図

-３参照））から栃木県下水道資源化工場（以下「資源化工場」という。）への搬出量1,373

ｔ/年（令和２年度現在の搬出量）を差し引いた脱水汚泥全量を処理できる容量とする。 

市は、発生する脱水汚泥のうち、市が決定する量を資源化工場に搬出する。事業者は、残

りの脱水汚泥を固形燃料化し、有効利用すること。ただし、残りの脱水汚泥量が固形燃料化

施設の容量を上回る場合、上回った分を市が別途場外搬出する。 

※資源化工場への搬出の条件等は「5-2-3 栃木県下水道資源化工場への脱水汚泥の搬出」を

参照のこと。 

 

(6) 本施設から発生する臭気の処理 

ア 事業者は、通常運転時、起動時、停止時、固形燃料及び脱水汚泥搬出時、固形燃料

運搬時に渡り、本施設から発生する臭気の漏洩を防止しなければならない。 

イ 事業者は、本施設運転、停止に係わらず施設内で発生する臭気を全量脱臭し、外部

への臭気拡散を防止しなければならない。既設は別紙５（事業範囲：(7)脱臭設備）

に示す脱臭が行われている。不足する場合は、事業者が脱臭設備の増設又は更新を

行い、臭気の全量脱臭を行う。 

ウ 事業者は、本施設運転中の臭気の漏洩を防止するため、下水汚泥及び固形燃料を取

り扱う各機器を負圧に保たなければならない。ただし、機器内が大気圧を超える圧

力の各機器に対しては、機器を囲う等の臭気対策を講じること。 

エ 本施設から外部へ脱水汚泥を搬出する際、高い硫化水素の発生が確認されているた

め、現在、次の対策が取られている。 

・汚泥貯留槽へ消臭剤投入（第二汚泥貯留槽へ毎週土曜日） 

・ホッパ室からの臭気漏洩を低減するため、ホッパ室からの脱水汚泥搬出車両退
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出時に、10～15 分車両待機の後に搬出。また、作業時にはガスマスクを着用。 

本事業においても事業者は脱水汚泥搬出時の臭気対策を実施し、現状より臭気の拡

散が発生することが無いよう管理すること。 

(7) 固形燃料の規格 

固形燃料の規格は、表-１に示す下水汚泥固形燃料ＪＩＳ規格（ＪＩＳ Ｚ7312）を満た

すものとし、事業者が提案する規格とする。 

表-１ 下水汚泥固形燃料ＪＩＳ規格（ＪＩＳ Ｚ7312） 

種類 
総発熱量 a) 

ＭＪ/kg 

全水分 a)の 

質量分率（％） 

灰分・全硫黄・窒素 

の質量分率（％） 

ＢＳＦ－15 15 以上 
20 以下 －b) 

ＢＳＦ ８以上 

注 a)到着ベース，すなわちロットの受渡しの状態（すなわち，全水分含有の状態）にお

ける分析値のベースとする。 

b)規定値は定めないが，試験した到着ベースによる値を報告する。その他の項目は，

受渡当事者間の協定による 
 

(8) 副製造物の抑制 

事業者は、固形燃料化工程において排出する副製造物を極力抑制する施設を建設するこ

と。 

(9) 固形燃料化施設の稼働日数 

固形燃料化施設の稼働日数は、経済的である稼働日数を事業者が設定すること。 

 

4-1-2 施設全般に関する要求水準 

(1) 本施設における材料、機器仕様等 

ア 使用する材料、機器等は、全てそれぞれの用途に適合する欠陥のない製品で、かつ、

全て新品とすること。また、使用条件に応じた耐熱性、耐食性、耐候性、耐摩耗性

の優れたものを選定するものとする。なお、市が必要と判断した場合は、使用材料

及び機器等の立会検査を行うものとする。 

イ 日本産業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電気工業会標準規格(JEM)、

日本水道協会規格(JWWA)、空気調和・衛生工学会規格(HASS)、日本塗装工事規格(JPS)

等の規格品とする。 

ウ 適正な維持管理のもと、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和 30 年政令第 255 号）」第 14 条の規定に基づき国土交通大臣が定める処分制

限期間以上及び「下水道施設の改築について（平成 28 年 4 月 1 日 国水下事第 109

号）」[別表]に示される標準耐用年数以上の使用に耐えられる構造とする。 

エ 機器、部材、部品等については交換、修繕、保守等によって維持管理・運営期間に

おける施設、設備の機能を保つことのできる構造・材質であること。 

オ 施設については、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守し、管轄建築主事、管轄

消防との事前協議を行い、自重、積載荷重、風圧、土圧、水圧、地震動、その他本

施設の稼動中に予測される振動及び衝撃に対して下水道施設としての安全を確保す

ること。 
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カ 基礎は良質な地盤に支持させ、地震に対して安全なものとすること。基礎構造は上

部構造の形式、規模及び支持地盤の条件並びに施工性等を総合的に検討し決定する

ものとする。 

(2) 計量 

事業者は、適切な維持管理・運営に資するため、次の項目について計量できる設備を設

けること。 

ア 下水汚泥固形物量（dst/日）、下水汚泥量（m3/日） 

イ 電力、上水、井戸水※1、消化ガス、その他燃料（Ａ重油等）の使用量 

ウ 排出ガス濃度（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん）（大気汚染防止法の対象とな

るばい煙発生施設に該当する場合） 

エ 固形燃料の搬出量※2 

オ その他必要と認める事項（技術評価項目に関する事項等） 

※１ 栃木県生活環境の保全等に関する条例（指定揚水施設）に従い、地下水採取量の

報告を行うこと。 

※２ 固形燃料の搬出量は、固形燃料の利用者が有するトラックスケールを使用しても

よい。 

(3) 消化タンク加温熱 

消化ガス発電設備、固形燃料化施設の廃熱から熱回収し、消化タンク加温熱として有効

利用すること。 

(4) ユーティリティ等 

本施設で使用する二次処理水、井戸水、排水、電力、上水、その他燃料、自家発電、監

視制御の接続及び設置については、次のとおりとする。また、本施設で使用する二次処理

水の給水可能量は別紙５（事業範囲：(2)既存施設との取り合い(二次処理水)）に示すとお

りとし、井戸水の供給可能量は、別紙５（事業範囲：(3)既存施設との取り合い(井水)）に

示すとおりとする。 

ア 二次処理水は別紙５（事業範囲：(2)）に示す給水が行われている。不足する場合は、

事業者が別紙５（事業範囲：(2)）に示す位置に二次処理水の取水に必要な設備（ポ

ンプ、ストレーナ、電気設備、配管・配線等）を設置し、維持管理を行う。 

イ 井水は別紙５（事業範囲：(3)）に示す給水が行われている。不足する場合は、事業

者が深井戸ポンプ設備（ポンプ、電気設備、配管・配線等）を更新し、維持管理を

行う。 

ウ プラント排水は別紙５（事業範囲：(5)既存施設との取り合い(排水)）に示す位置に

接続し、返流する。また、以下に示す固形物回収率を満足する水質とし、重力濃縮

においては、小山水処理センター水処理施設等の維持管理業務委託受託者（以下「水

処理維持管理者」という。）と連携し、回収率の向上に努めること。 

対象プロセス 回収率（％） 

重力濃縮 80 以上 

機械濃縮 95 以上 

汚泥脱水 95 以上 

燃料化 95 以上 

二次処理水を削除 
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雨水排水は近辺の雨水桝及び雨水管を利用し、排水処理するものとする。 

エ 本事業への電力供給方法は、管理棟電気室から６．６ｋＶ１回線にて受電を行い（別

紙５（取り合い箇所電気参考図-1,6））、本事業にて受変電設備を設置し、４００

Ｖに降圧して使用するものとする。なお、２００Ｖ動力や２００-１００Ｖ単相電源

が必要な場合においても、４００Ｖ同様、所定の電圧に降圧して使用するものとす

る。 

また、汚泥処理棟内に設置する機器への電力供給（汚泥脱水設備や重力濃縮設備等）

は、管理棟電気室から給電されている４００Ｖ、２００Ｖ動力、２００-１００Ｖ単

相電源を使用するものとし、電力供給箇所を既設と変更しないものとする。 

オ 上水は、別紙５（事業範囲：(4)既存施設との取り合い(上水)）に示す上水ラインよ

り分岐取水する。また、分岐箇所には量水器を設け、既設汚泥処理棟及び新設施設

において使用した水道料金を支払うことが可能な計画とすること。 

カ その他燃料を必要とする場合は事業者が必要な施設を設置する。 

キ 停電等による電力停止時に、施設を安全に停止するために電力が必要な場合、その

電力が発電機必要容量として 20ｋＶＡ未満であれば、小山水処理センターの既設の

非常用自家発電設備から電力を供給することが可能である。ただし、施設を安全に

停止するために必要な電力が発電機必要容量として 20ｋＶＡ以上であれば、本事業

にて非常用自家発電設備を設置するものとする。 

ク 本事業の監視制御設備は、小山水処理センターの既設の制御ＬＡＮとは別のシステ

ム構成とし、独自の監視制御設備を設置するものとする。（別紙５（取り合い箇所

電気参考図-3,7,12）） 

ケ 本事業の維持管理と水処理の維持管理において、それぞれの関連機器の運転故障状

態、液位・流量等の計測値、使用電力量等を相互で監視し、連携して運転管理でき

るようにすること。 

初沈汚泥流量、初沈汚泥濃度、余剰汚泥流量は、小山水処理センターの既設の水

処理計装盤から計測信号を取り込み（別紙５（取り合い箇所電気参考図-3,9,10））、

余剰汚泥濃度計は本事業で設置すること。計測した流量、濃度から求めた固形物量

をサービス購入料Ｂ－２の算出に用いる。 

初沈汚泥ポンプと余剰汚泥ポンプの管理に関しては、小山水処理センターの既設

の水処理共通設備補助継電器盤から接点信号を取り込むものとする。また、余剰汚

泥ポンプの停止信号として、本事業の機械濃縮設備の余剰汚泥貯留槽液位高の接点

信号を小山水処理センターの既設の水処理共通設備補助継電器盤に取り込むものと

する。（別紙５（取り合い箇所電気参考図-3,9,10）） 

使用電力量および主幹 MCCB トリップ信号の管理に関しては、小山水処理センター

の既設の動力主幹分岐盤と照明分岐盤から信号を分岐して取り込むものとする。（別

紙５（取り合い箇所電気参考図-1,2,6）） 

また、重力濃縮設備および汚泥脱水設備の既設機器と本事業で設置する新設機器

との自動連動等に関しては、各補助継電器盤と本事業で設置するコントローラ盤や

動力配電盤で信号を取り合うものとする。（別紙５（取り合い箇所電気参考図-12）） 
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(5) 施設の安定運転 

下水汚泥、消化ガスの量及び性状の変動に対して安定した運転が可能であること。 

ア 下水汚泥、消化ガスの量及び性状の変動がおよぼす影響に対し、設備として対応を

図ること。 

イ 消化ガスの利用にあたり、発熱量が変動すること、腐食性のあるガスを取り扱うこ

と及びシロキサンといった副産物が発生することを踏まえ、消化ガスを安定利用す

るために必要な設備を選定すること。 

ウ 粉塵やタール等による付着等の閉塞対策が考慮された設備を選定すること。 

(6) 施設の安全対策 

ア 固形燃料の貯留容量、設備仕様、発熱及び発酵時対策等に関して、製造される固形

燃料の発熱及び発酵特性を十分把握したうえで適正な対策を行い、消防法等、関係

法令に準拠した設備とすること。 

イ 貯留時及び運搬時等における発熱、発酵、粉塵による事故等に関する対策を行うこ

と。 

ウ 災害等の緊急時は、燃料供給の遮断、温度、圧力の異常上昇防止及び可燃性ガスの

排除運転を行うなど、施設を安全に停止できるシステムとすること。 

エ また、緊急停止後の安全確保のため、固形燃料発火等の対策のために必要な設備を

設置するなどし、安全を維持できるシステムとすること。 

オ 設備を安全に運転するために必要な制御電源及び計装電源は、無停電化を行うこと。 

カ 災害時、故障時等のフェールセーフ機能として、インターロック回路の構築や適宜、

予備機バックアップを考慮すること。 

(7) 事業用地内の衛生管理 

事業用地内を衛生に保つための対策を講じること。特に、下水汚泥、固形燃料のサンプ

リング箇所、固形燃料の搬出箇所周辺など、粉塵、臭気対策を十分考慮した設備とするこ

と。 

(8) 事業用地内へのアクセス 

公道から事業用地内へのアクセスは、図-１に示すとおり敷地北西の既設門扉から直接

行う形態とすること。また、本施設に部外者が自由に出入りできないよう、適切な対策を

講じること。 

(9) 電波障害発生の防止 

事業用地は伝搬障害防止区域に該当しているため、新規施設の高さは 31ｍ以下とするこ

と。 

 

4-1-3 機械設備に関する要求水準 

    本事業範囲の機械設備の概要は、図-２の基本処理フローに示す汚泥処理事業及び次のと

おりとする。 

(1) 機械濃縮設備 

本設備は、最終沈殿池から引き抜いた余剰汚泥を濃縮し、消化設備へ供給するためのも

のである。なお、機械濃縮設備の導入や処理対象汚泥の種類については任意とする。 
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ア 形式：任意 

イ 容量：図-３に示す余剰汚泥量を処理できる容量とする。 

ウ 系列数：任意 

エ 材質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

(2) 汚泥消化設備 

本設備は、消化工程により消化ガスを発生させ、消化ガス発電設備へ供給するためのも

のである。 

ア  形式：任意 

イ  消化日数：任意 

ウ 系列数：任意とするが、事業者が建設費と維持管理費を合わせた経済性及び維持管

理性等により判断し提案する。 

エ エネルギー効率：「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について

（平成 29年 9月 15 日 国水下事第 38 号）」に示される性能指標を満足するエネルギ

ー効率とすること。 

オ 材質：腐食及び摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。また、防食塗装は 20年以

上の耐用年数を有する仕様とすること。 

カ 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

(3) 消化ガス発電設備 

本設備は、消化ガスを使用して発電や熱利用を行うためのものである。 

ア 形式：任意 

イ 容量：事業者提案とする。 

ウ 系列数：任意 

エ エネルギー効率：「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について

（平成 29年 9月 15 日 国水下事第 38 号）」に示される性能指標を満足するエネルギ

ー効率とすること。 

オ  材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 

カ  消化ガス性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

キ 騒音、振動に十分配慮された設備であること。 

(4) 汚泥脱水設備 

本設備は、消化汚泥を脱水し、脱水ろ液は水処理施設へ返送するものである。 

ア 形式：任意 

イ 容量：消化汚泥を処理できる容量とする。 

なお、既設脱水機を予備機として利用することは可とする。 

ウ 系列数：任意 

エ  材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ  汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

(5) 汚泥移送設備 

本設備は、脱水機より脱水汚泥を搬出し、燃料化施設へ移送するものである。 
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ア  形式：任意。 

イ  容量：脱水汚泥を処理できる容量とする。 

ウ 系列数：任意 

エ  材質：腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ  汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

(6)  脱臭設備 

本施設の運転中、停止期間中及び起動停止時において、施設内発生臭気を脱臭処理する

ためのものである。 

ア  形式：任意 

イ  容量：施設内発生臭気を処理可能な容量とする。なお、本施設から発生する臭気を、

本事業で設置した脱臭設備で全て処理するか、既設脱臭設備を利用し、本事業で設

置した脱臭設備と組み合わせて処理するかについては、事業者が建設費と維持管理

費を合わせた経済性及び維持管理性等により判断し提案する。 

ウ 系列数：任意 

エ  材質：腐食に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ  臭気の負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

(7)  用水設備 

本設備は、井水又は二次処理水を必要量、汚泥処理施設等へ送水するものである。 

ア  形式：任意 

イ  容量：本施設へ送水できる容量とする。なお、既設を更新する場合は、本事業以外

の既設用水使用箇所の給水量を確保できる容量とすること。 

ウ 系列数：任意 

エ  材質：腐食、摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ  安定的に送水できる設備とすること。 

(8)  固形燃料化設備 

本設備は脱水汚泥を燃料化するものである。 

ア 型式：任意 

イ 容量：維持管理・運営期間中に発生する脱水汚泥量の最大値（令和 18年度（図-３

参照））から資源化工場への搬出量 1,373ｔ/年（令和２年度現在の搬出量）を差し

引いた脱水汚泥全量を処理できる容量とすること。 

ウ 系列数：任意 

エ 材質：腐食、磨耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。 

オ 主燃料：任意 

カ 汚泥性状変動、負荷変動において安定的に対応できる設備とすること。 

キ 定常及び非定常時の安全性（フェールセーフ機能、異常温度、粉塵爆発等）を十分

考慮した設備とすること。 

ク 地震時、停電時等の非常時における安全対策を十分考慮した設備とすること。 

ケ 騒音、振動に十分配慮された設備であること。 

コ 粉塵、タールの付着等による閉塞への対策が十分考慮された設備とすること。 
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サ 脱水汚泥等の飛散、臭気拡散の対策を行うこと。 

4-1-4 電気設備に関する要求水準 

本事業範囲の電気設備の概要は別紙５（事業範囲）および次のとおりとする。 

(1)  高圧受変電設備 

本設備は、本事業に必要な電力を受電・変圧し、運転操作設備へ配電を行うものである。 

ア  受電形式 

３φ３Ｗ ６．６ｋＶ ５０Ｈｚ １回線受電 

イ  機器仕様 

本設備の各機器の定格容量、遮断容量、変圧器容量等は、十分な検討を行い適正な

ものを選定すること。なお、力率改善に必要な進相コンデンサ容量は、力率改善後

の力率が 95％になる容量とする。 

ウ  高圧幹線ルート 

管理棟電気室から本事業の受変電設備までの高圧幹線ルートは、地中埋設にて管理

棟電気室ハンドホールから本事業の受変電設備まで敷設すること。 

エ  機器構成 

機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管

理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 

管理棟電気室に設置する汚泥処理一次盤に電力量計と電力計を設置すること。あわ

せて、管理棟電気室に設置されている動力主幹分岐盤の本事業に関わる設備に電力

計を設置すること。 

(2)  特殊電源設備 

本設備は、本施設の運転に必要な制御電源、計装電源、コントローラ電源、監視制御装

置電源として直流電源及び無停電電源を供給するものである。 

ア  機器仕様 

本設備の対象負荷、蓄電池形式、容量及び停電補償時間等は、十分な検討を行い適

正なものを選定すること。 

イ  機器構成 

機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管

理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 

(3)  運転操作設備 

本設備は、本施設の各負荷への電源供給及び運転操作を行うものである。 

ア  動力配電盤方式 

動力配電盤方式については、「動力制御盤」又は「コントロールセンタ＋補助継電

器」の任意とするが、汚泥処理棟内および管廊内に設置する負荷に関しては、既設

の重力濃縮設備、汚泥脱水設備と同様に、「コントロールセンタ＋補助継電器」と

し、汚泥処理棟電気室に設置して、保守性や事故波及、復旧等において整合を図る

こと。ただし、機械濃縮機や汚泥脱水機等の機器付属盤については、「動力制御盤」

としてよい。 

イ  シーケンス方式 
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監視制御設備とのデータ伝送が容易に行えること。 

ウ  速度制御方式 

速度制御方式の選定は、制御の目的や経済性、維持管理性を考慮して選定する。な

お、ＶＶＶＦ装置を使用する場合、高調波対策を行うこと。 

エ  接地 

各種必要な接地極を設けること。なお、インバータ機器については専用接地とする

こと。 

オ  機器仕様 

本設備の各機器の定格容量や遮断容量等は、十分な検討を行い適正なものを選定す

ること。 

カ  機器構成 

機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管

理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 

(4)  計装設備 

本設備は、本施設の運転のために必要な流量、濃度、液位、圧力等の計測を行うもので

ある。 

ア  機器仕様 

計装機器は、施設の各工程の計測目的に合ったものを選定すること。また、アナロ

グ信号は、DC4～20mA を原則とすること。 

イ  機器構成 

機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管

理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 

(5)  監視制御設備 

本設備は、本事業の集中監視制御の行うために必要なデータを集約処理し、監視及び操

作を行うものである。 

ア  機器仕様 

汚泥処理棟操作室にて本事業の集中監視操作を行う。監視制御装置の容量や仕様等

は、十分な検討を行い適正なものを選定すること。また、施設の維持管理に必要な

計測量、電力量、機器の運転及び故障、日報、月報、年報データを記録できるシス

テムとすること。なお、本事業の維持管理と水処理の維持管理において、それぞれ

の関連機器の運転故障状態、液位・流量等の計測値、使用電力量等を相互で監視で

きるようにすること。監視項目については、4-1-2(2),(4)を参照すること。 

イ  機器構成 

機器構成は、環境対策を十分に行い、機能性、安全性、耐久性、保全性及び維持管

理性等を考慮したものとすること。また、互換性や保守性の向上を図ること。 

 

4-1-5 土木に関する要求水準 

(1)  土木 

ア  土木構造物の基礎については、敷地や地盤の状況を十分に把握した上で、安全かつ
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経済性に配慮した計画を行うこと。また、周辺地盤が地震時に液状化等の変状を起

こす可能性がある場合には，適切な対策を考慮すること。 

イ  機器荷重、振動、機械基礎荷重を考慮し、構造計画を行うこと。 

ウ  構造形の分類については，国土交通省の通達下水道の終末処理場・ポンプ場工事の

設計・積算における土木と建築の区分について（平成 13 年国都下事発第 119 号）に

従い，水槽構造物，地中線状構造物，版状構造物，複合構造物，建築構造物による

分類を原則とする。また，図-４に示す条件に該当する構造物については，上記の構造

形の分類とは別に，特殊構造物として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 耐震設計に当たっては、「下水道施設の耐震対策指針と解説／日本下水道協会」の

最新版に準拠し、土木構造物及び複合構造物の土木構造部については、想定地震動

区分として「レベル 1 地震動」及び「レベル 2 地震動」の，二段階の地震動を想定

することとする。 

オ 新規施設における耐震設計の基本的な考え方は，レベル 1 地震動に対しては耐震性

能１、レベル 2 地震動に対しては耐震性能２を確保することとし、構造物の断面算

定は，土木構造物，建築構造物の区分及び想定地震動又は設計区分に応じて定めら

れた方法を用いる。 

カ  特定行政庁の指導により、建築構造物としての要求水準を求められた場合には、そ

の指導に従うこと。 

キ  工事は、安全かつ周辺施設の維持管理に与える影響の軽減に配慮した工法を採用す

ること。 

ク  建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理土を再利用する場合は、その土質

特性に応じて、建設汚泥処理土利用技術基準に準じ適正に取り扱うとともに、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法規を遵守し、生活環境の保全に留意

しなければならない。 

GL 

H 地上高 

h 重心高 

直 径 D 

次の 3 条件を満足する場合 

10ｍ≦ H ≦15ｍ 

（H/D）≧1.0 

（H/h）≦3 

図-４ 特殊構造物の定義 
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（出典：建設汚泥処理土利用技術基準） 
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4-1-6 建築（工作物を含む）・建築設備に関する要求水準 

(1)  建築（工作物を含む） 

ア  建築基準法の遵守 

   建築基準法により定義される建築物、工作物に該当する施設の耐震設計について

は建築基準法の規定によること。 

イ 耐震安全性の目標 

「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」に準拠する

ものとし、建築物については「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における

耐震安全性の分類をそれぞれ次のとおりとして計画すること。 

  ・構造体：Ⅱ類 

  ・建築非構造部材：A 類 

  ・建築設備：甲類 

ウ 既設構造物の構造安全性の確保 

   既設構造物への機器増設、躯体への穴あけを行う場合には、構造安全性を損なわ

ないこと。 

  ・追加設置する機器荷重については、別紙６（汚泥処理棟構造計算書）に示す既設

構造計算書における当初設計の予定機器荷重以内とすること。 

  ・本事業の設計、建設スケジュールに併せて別途、既設汚泥処理棟の耐震診断、及

び耐震化工事を実施する予定がある。そのため、耐震診断の条件として必要な本

事業における追加機器・配管、配線類の配置図面、追加機器荷重、追加開口の提

示を行うこと。また、市で行う耐震化工事は本事業の機械・電気設備の工事期間

と同時期に予定されているため、耐震化工事に協力すること。 

エ 既設汚泥処理棟における使用可能な居室 

   既設汚泥処理棟の居室、便所など別紙５（事業範囲：(8)汚泥処理棟図面）に示す

スペースについては本事業での使用が可能であるため有効活用すること。 

オ 意匠計画 

周辺環境との調和を図り、且つ清潔感のあるものとすること。 

カ 建具工事 

・窓建具はカラーアルミ製とすること。 

・高所のものはオペレーターによる開閉が可能なものとすること。 

・扉はスチール製を標準とすること。塗装について現場塗とし、外部は耐候性塗料

塗り（フッ素）、内部はＳＯＰ塗りとすること。 

・騒音を生じる部屋の外部扉、及び居室エリアに通じる扉については防音構造（気

密扉+遮音材を充填）とすること。 

キ 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、各工事共通標準仕様

書等の関係諸基準に準拠するほか、次のとおりとすること。 

・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、
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開口部を設け、また作業性に十分配慮すること。 

・床は床面の洗浄排水のための勾配をとり、排水溝を設けること。 

・１ｍ以上の高低差のある場所は、安全柵を設けること。ただし、段差が 1ｍ未満

であっても維持管理上の安全性を考慮する必要がある箇所においては、安全柵を

設置すること。 

 

(2)  建築設備 

ア  建物内においては必要に応じて、換気設備、冷暖房及び照明を設けること。 

イ 建築設備の耐震性能については「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」、及び「建築設備耐震設計・施工指針（（財）日本建築センター）」

に準拠すること。 

ウ  消防法又は火災予防条例に該当する部分には消防設備を設置すること。 

 

4-1-7 建設、試運転におけるユーティリティ条件 

本施設の建設、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事業者の負担

とし、手続き等は事業者の責任で処理すること。ただし、市が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。 

 

4-1-8 特記事項 

本事業は、国土交通省「社会資本整備総合交付金」の交付対象工事であることを想定して

いるので、事業者は当該交付金要綱等に適合するように設計・建設を行うこと。 

 

4-2 設計に関する要求水準 

4-2-1 業務内容 

事業者は、要求水準書、技術提案書に従い、既存施設や水処理施設等の関連施設の状況を

踏まえ、小山水処理センター全体が最適化される新規施設（機械濃縮施設、汚泥消化施設、

汚泥脱水設備、固形燃料化施設等）の設計業務を実施する。 

 

4-2-2 設計に関する一般的事項 

(1) 設計の開始 

事業者は、設計を開始する前に、実施体制、業務工程、設計方針、調査計画等の内容を

記載した業務計画書を作成し、市の確認を得た後、本施設の設計を行うこと。 

(2) 事前調査および地下埋設物の把握 

事業者は自らの責任及び費用において、設計及び工事に必要な測量調査（ただし、用地

測量は含まない）、地下埋設物調査、地質調査、電波障害調査、試掘調査等（以下「各種

調査等」という）を行い、十分実情を把握すること。なお、地質調査については、別紙４

（土質条件）を参照の上、必要に応じて事業者が行うこととする。また、事業者は、各種

調査等を行う場合には、市に事前連絡する。 

(3) 実施設計 
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事業者は、事業契約締結後直ちに、技術提案書を基に、設計・建設内容に関する市の確

認を受けた後、本施設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。 

(4) 設計に関する許認可等 

事業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、事業スケジュール

に支障のないよう実施し、その経費を負担すること。 

 

4-2-3 有資格者の配置等 

設計業務を実施するにあたり、管理技術者及び分野に応じた専門技術者を配置すること。 

また、管理技術者、土木設計担当者及び建築設計担当者については、次の要件を満たする

ものを配置すること。 

(1) 管理技術者 

ア 技術士（上下水道部門（選択科目を「下水道」とする者に限る。）又は総合技術監理

部門（上下水道部門（選択科目を「下水道」とする者に限る。）の資格を有し、かつ設

計業務の管理の任にあたる能力があること。 

イ 平成 17 年度以降に完了した業務において、全体計画日最大汚水量が 50,000m3/日以上

の下水処理場の汚泥処理施設の詳細設計業務又は機械設備工事における設計に関する

実務経験があること。 

(2) 土木担当者 

平成 17 年度以降に完了した業務において、下水処理場の土木施設の詳細設計業務に関

する実務経験があること。 

(3) 建築担当者 

平成 17 年度以降に完了した業務において、一級建築士の資格を有し、かつ下水処理場

又は類似施設の建築施設の詳細設計業務に関する実務経験があること。 

 

4-2-4 設計に関する図書の提出 

事業者は、以下に示す実施設計図書を２部市に提出し、市の確認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) 容量計算書 

(2) 構造計算書 

(3) 仕様書 

(4) 全体配置図 

(5) フローシート、平面図、断面図、立面図、詳細図 

(6) 電気・計装系統図 

(7) 工事工程表 

(8) 数量計算書 

(9) 透視図（完成予想図） 

(10) 施設概要説明資料 

(11) 電子データ 

(12) その他市が指示する図書 
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4-3 建設に関する要求水準 

4-3-1 建設内容 

事業者は、要求水準書、技術提案書、実施設計図書に従い、本事業に必要な新規施設を建

設する。仮設、建設方法その他本施設を完成するために必要な全ての手段については、要求

水準書、技術提案書及び実施設計図書に定めがない事項であっても、事業者の責任において

行うこと。また、事業者は、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針を遵守するととも

に、施工計画書に従い施設の施工を実施する。 

 

4-3-2 建設に関する一般的事項 

(1) 工事の開始 

事業者は、工事を開始する前に、実施体制、工事工程、仮設計画、施工管理、品質管理、

安全管理等の内容を記載した施工計画書を作成し、市の確認を得た後、本施設の工事を行

うこと。 

 (2) 工事監理 

  事業者が工事監理を行うものとする。事業者は、工事の進捗状況を管理、記録及び把握

するとともに、監理業務報告書（管理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、

器材・施工検査記録及びその他市が求める内容を含む）を作成し、工事の状況について市

に報告すること。市は適宜工事内容、状況を確認することができ、その結果、要求水準書、

技術提案書、実施設計図書に定める性能水準に適合しないと判断した場合には改善措置等

を求める。 

 (3) 工事に関する許認可等 

本施設の工事にあたって事業者が必要とする許認可等については、事業者の責任と負担

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、事業

者は書類作成及び手続き等について協力すること。 

(4) 環境保全 

事業者は、本施設の工事にあたり、環境保全対策を実施すること。 

ア 工事に際し、掘削土砂及び排水の発生量を抑制すること。 

イ 工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。 

ウ 工事期間中発生する排水は適切に処理した後、公共用水域等へ放流又はリサイクル

すること。 

(5) 安全衛生管理 

事業者は、本施設の建設中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分

に行うとともに、作業従事者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

こと。また、工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し通行の妨げとならないよ

う配慮すること。 

(6) アスベスト対策について 

アスベストの含有の疑われる仕上げ材等を斫る等の工事を行う際には、事前にアスベス

トの含有について調査し、アスベスト関係法令を遵守のうえ工事を行うこと。 
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(7) その他の工事との連携 

 事業者は小山水処理センター内のその他の工事との必要な調整を率先して行い、その他

の工事の円滑な工事に協力すること。現在予定しているその他の工事は次のとおり。 

工事内容 工事期間 

汚泥処理棟耐震補強工事 令和４～５年度 

主流入ゲート設備工事 令和２～３年度 

沈砂池棟耐震補強工事 令和４年度 

沈砂池設備、水処理設備更新工事 令和３～４年度 

 排水槽防食塗装、管理棟耐震補強工事 令和２～４年度 

(8) 現場事務所、仮設物等 

工事期間中の現場事務所、仮設物等は小山水処理センター内に設置することができる。

設置場所や期間等については、小山水処理センターの運転管理や関連工事等に支障がない

ように、市と調整すること。 

(9) 作業日及び作業時間 

ア 作業日は原則として土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末・年始を除いた日とするこ

と。 

イ 作業時間は、原則として午前 8 時から午後 5 時までとすること。なお、この場合、緊

急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐

れの少ない作業であり、かつ、関係法令に違反しない作業についてはこの限りではな

い。ただし、市の確認を得たうえで実施すること。 

ウ 状況によって市の指示により、作業日時を変更する場合がある。 

(10) 建設廃棄物等の取り扱い 

本施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等は、適切に処理又は処分すること。 

また、最終的な解体による廃棄物の発生を最小限に抑制するため、再利用が容易な材料を

用いる等の工夫を行うこと。 

 

4-3-3 汚泥消化タンクの立ち上げ 

事業者は、新規施設である汚泥消化タンクの立ち上げにあたり、既存汚泥消化タンク内

の汚泥を底部に堆積している土砂、汚泥等を除き全量新規施設である汚泥消化タンクに移

送し、できるだけ速やかに立ち上げること。 

 

4-3-4 総合試運転及び性能試験 

(1) 総合試運転 

総合試運転とは、各種の試験終了後に実負荷で総合的な運転調整を行うものであり、次

に定める要領により行うこと。 

ア 事業者は、総合試運転及び性能試験の要領を記載した総合試運転計画書及び性能試

験計画書を作成し、市の確認を受けた上で、自らの費用負担により総合試運転計画

書に従い、本施設の総合試運転を行う。本施設の稼働が安定し、性能試験を行うに

十分な状態を達成した後、性能試験計画書に従い、次項(2)に定める性能試験を行う。 

イ 総合試運転及び性能試験に要する電力、上水は事業者の負担とし、二次処理水、汚
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水排水は既存施設の運転に支障のない範囲において無償で使用できる。 

ウ 総合試運転及び性能試験に要する薬品、燃料、その他消耗剤等は事業者の負担とす

る。 

エ 市は、総合試運転中に製造される固形燃料を事業者に無償で引き渡すので、事業者

の責任において有効利用することを原則とするが、有効利用できない場合、事業者

は、市に処分先を提案し、市の承諾を得たうえで処分先を決定すること。事業者の

費用負担で市が処分する。 

オ 総合試運転中に脱水汚泥及び副製造物を処分する必要が生じた場合、次の条件のも

と、現在の市の脱水汚泥処分費を上限（予算の上限）に、市の費用負担で市が処分

する。ただし、処分する実際の脱水汚泥の含水率が技術提案書に基づく含水率を大

きく上回る場合、その差によって生じる差額は事業者が負担する。 

① 資源化工場に処分する場合、事業者は脱水汚泥の含水率の下限値を 78％程度に

調整すること。 

       ② 事業者が提案する処分先に処分しようとする場合、市の承諾を得たうえで処分先

を決定すること。 

カ 事業者は、総合試運転、性能試験それぞれの期間中、市に運転日報を提出すること。

また、総合試運転、性能試験それぞれの終了後、市に総合試運転報告書、性能試験

報告書を提出すること。 

キ 事業者は、非常停電、機器故障等本施設の運転時に想定される重大事故について緊

急作動試験を行い、本施設の機器の安全性を確認すること。なお、緊急作動試験は

市の立会いのうえ、実施すること。 

 

(2) 性能試験 

性能試験とは、本施設が要求水準書、技術提案書、実施設計図書に記載の性能を満足

することを確認するために行うものであり、次に定める要領により行うこと。 

ア 事業者は、定格負荷又は市が供給することができる下水汚泥が定格負荷に満たない

場合は市が供給することができる最大負荷で、連続３日間以上の実負荷運転を実施

すること。 

イ 事業者は、性能確認事項に関する性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）

については、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こと。 

ウ 性能確認事項に関する測定分析は、法的資格を有する第三者機関とすること。ただ

し、一般的な定格値の確認など、法的資格を有する第三者機関に依頼することが適

当でないものについては、事業者の責任において実施すること。 

 

4-3-5 建設に関する図書の提出 

事業者は、以下に示す完成図書を提出し、監督員の確認を得なければならない。 

(1) 工事完成図           ２部 

(2) 取扱説明書           ２部 

(3) 検査試験成績表         ２部 
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(4) 施工管理記録          ２部 

(5) 電子成果品           ２部 

(6) 官庁手続き書類         ２部 

(7) その他必要なもの（協議による） 

 

5 維持管理・運営 

5-1 総則 

5-1-1 対象施設、設備 

本施設を本事業の維持管理・運営の対象施設とする。 

 

5-1-2 予定処理量及び汚泥性状 

予定処理量及び汚泥性状については、図-３及び「4-1-1 性能に関する要求水準」に基づ

いたものとする。 

 

5-1-3 維持管理・運営時のユーティリティ条件 

二次処理水、井戸水、汚水排水処理及び消化ガスは無償とする。電力、上水は小山水処理

センターから調達し、その他、燃料、薬品等は事業者自らが調達、管理すること。本施設で

使用する二次処理水、井戸水の給水可能量及び排水可能量は別紙５（事業範囲(2)(3)）に示

すとおりとする。ただし、市が管理する設備の修繕等により、一日当たりの所定の量を供給

できない可能性がある場合、市は速やかに事業者に通知し、市と事業者が調整等のうえ、効

率的に維持管理・運営を行うものとする。 

 

5-1-4 有資格者の配置等 

維持管理・運営を実施するにあたり、総括する配置技術者（以下「総括責任者」という。）

については、(1)及び(2)の要件を満足し、かつ総括の任にあたる能力があること。また、そ

の他、事業を遂行するうえで、必要な資格者を関係法令に基づき配置すること。 

(1) 日本下水道事業団法施行令第４条第１項の下水道技術検定第３種（下水道管理技術認定

試験（処理施設）含む）合格者であること。 

(2) 下水処理場において５年以上の維持管理に関する実務経験があり、かつ汚泥消化施設及

び燃料化施設（又は熱処理として類する乾燥、炭化、焼却及び溶融）を有する下水処理

場において３年以上の維持管理に関する実務経験（複数の下水処理場で汚泥消化施設と

燃料化施設の実務経験がある場合を含む。）があること。 

 

5-1-5 維持管理業務の引継ぎ 

事業者は、維持管理業務を開始する前までに、既存施設の維持管理業者から既存施設にか

かる維持管理業務の引継ぎを受け、維持管理業務の履行に支障を来たすことのないようにし

なければならない。なお、引継ぎ期間は１か月間程度を想定している。 
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5-2 維持管理・運営に関する要求水準等 

5-2-1 業務内容 

維持管理・運営業務の実施に際しては、｢5-2-2 業務書類等｣に記載する年間維持管理計画

書を作成し、市の確認を得ること。また、事業者の技術力を活用しながら創意工夫により、

予防保全技術の活用など最適な維持管理・運営方法を検討し、次の業務を行うこと。また、

市が行う小山水処理センター内その他の施設の維持管理との調整を率先して行い、その他の

施設の円滑な運転・維持管理に協力すること。 

(1) 維持管理・運営計画等の策定業務 

事業者は、事業の履行に先立ち、年間維持管理計画、長期改築修繕計画を策定し、市の確

認を受けること。 

(2) 保全管理業務 

1) 保守点検業務 

設備機器（機械設備、電気設備及び建築付帯設備）について、各設備機器等が有してい

る機能を正常に発揮するよう日常点検、定期点検、法定点検等を行うこと。 

電気設備の保守点検においては、小山水処理センターを統括する電気主任技術者の補助

的業務ができるものを選任し、関係法令及び小山水処理センターの電気保安規定に基づき、

電気工作物の保守点検を行うこと。 

なお、ＦＩＴの活用により、事業計画認定の範囲に対して事業者側にて電気主任技術者

の選任が必要となる。ＦＩＴの活用による新規受電契約は、ＦＩＴを行う全ての申請・事

務処理作業は 事業者が責任を持って、経済産業省及び電力会社と協議すること。また、

発電電力を場内利用する場合、逆潮流しないように必要計器類を受電盤等に設置して消化

ガス発電設備を管理すること。 

  2) 修繕業務 

事業者は、本施設の性能を確保するため、以下に示す範囲の修繕を行うこと。 

【本事業に含む修繕の範囲】 

 土建構造物・防食塗装 建築付帯設備 機械設備 電気設備 

新規施設 ○ ○ ○ ○ 

既存施設 △ △ ○ △ 

○：全ての修繕を本事業に含む。 

△：修繕の額が 130 万円/件以下かつ総額 1,000 万円以下/20 年（消費税及び地方消費税

を含まない。）の修繕を本事業に含む。 

また、長期に渡る設備機能の保持のためにライフサイクルコストの低減に配慮した効率

的な修繕計画に基づき、計画的修繕を実施すること。 

(3) 運転管理業務 

1) 本施設の運転操作及び監視業務 

本施設の運転、操作、制御及び監視の業務を行う。運転状況を常時把握し、また設備

等の異常発見に努め、異常が発生した場合には早期復旧に努めること。 

なお、事業者は、夜間において水処理維持管理者に、以下を条件に一部の業務を依頼

することができる。事業者は、本事業の事業契約書及び小山水処理センター水処理施設

「3-7 事業範囲の分担」との整合を考慮し整理 
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等の維持管理業務委託契約書に基づき、水処理維持管理者と業務委託にかかる契約を締

結すること。 

ア 依頼できる業務は、本事業の業務従事者の安全確認にかかる発報への対応、本施

設の停止操作（監視装置を管理棟監視室に設置する場合に限る）及び本施設が安

全に停止したことの現場確認程度であり、本施設の運転、操作、制御及び監視、

巡回点検、サンプリング作業、停止機器の復旧作業、詰まりの除去作業等は含ま

ない。 

イ 事業者が水処理維持管理者に業務を依頼したことによって事業者としての責任

を免れるものではない。水処理維持管理者の故意や重大な過失である場合を除き、

依頼によって生じた結果は事業者が責任を負うものとする。 

ウ 事業者が依頼した業務によって生じた費用は、水処理維持管理者が「下水道施設

維持管理積算要領」（日本下水道協会）等を参考に見積る費用を事業者が水処理

維持管理者に支払う。 

2) 分析業務 

本施設の機能を正常に発揮するように、規制基準、要求水準書等に基づき別紙７（分

析管理項目）に定める項目について分析業務を行うこと。分析で得られたデータは、市

からの求めに応じて考察を加え速やかに報告するものとし、最適な維持管理・運営に反

映させること。 

 3) 報告業務 

  事業の履行にあたり、5-2-2 に定められた業務書類の内容を市に報告すること。 

  4) ユーティリティ等の調達・管理業務 

運転、維持管理業務で必要な薬品、燃料、消耗品、部品、付属品、予備品、その他必要

な器具類等の物品を調達管理すること。なお、物品の調達に当たっては、適切な品質、規

格のものとし、汚泥に悪影響を与えず、施設等の設備、機器等を劣化させないものを使用

すること。特に薬品等については、関係法令により適切な保管場所に保管し、施錠するな

どにより、適切な管理を行うこと。 

5) 固形燃料の安全管理業務 

固形燃料の発熱、発酵特性を把握し、製品を安全に管理するため、｢下水汚泥燃料発

熱特性評価試験マニュアル（日本下水道事業団 技術開発部）｣などを参考に、固形燃料

の安全性と相関が認められる指標を設定し、測定頻度等を考慮して管理方法を設定し日

常管理を行うこと。 

6) エネルギー管理業務 

事業者は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、エネルギーを使用する

設備の監視、運転方法の改善等を実施すること。また、定期報告書、中長期計画書の作

成に協力すること。 

(4) 固形燃料の利用 

市は、本施設において製造した全ての固形燃料を小山水処理センター内で事業者に有償で

引き渡す。事業者は、関係法令に従い、維持管理・運営期間にわたり固形燃料の利用先を確

保し、石炭等の代替燃料に供すること。事業者が固形燃料の利用先に固形燃料を売却するに
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あたり、輸送費が売却代金を上回る逆有償となる場合、運搬業者が廃棄物の処理及び清掃に

関する法律に基づく廃棄物処理業の許可を得ていることを条件として、輸送費が売却代金を

上回る範囲で、入札時の契約単価に基づき市がサービス購入料として固形燃料の利用にかか

る費用を負担する。 

(5) 栃木県下水道資源化工場への脱水汚泥の搬出 

市は、次の条件に基づき一部の脱水汚泥を資源化工場に搬出する。 

資源化工場への搬出量等 年間搬出計画及び事業者が登録する日別搬出量に基づく量等 

 年間搬出量 1,373t/年前後で市が指定する量（誤差程度の変動は許容す

る。） 

搬出可能日 土日・元日を除く日（祝日は搬出可能） 

日最大搬出可能量 10ｔ３台まで（搬出は午前と午後は平準化し、また時間指定

はできない。） 

発生する脱水汚泥全量を

連続して搬出できる日数 

１ヶ月以下（但し、連続搬出終了から再開までは、連続搬出

日数の２倍の日数以上開けること。また、資源化工場への搬

出はできるだけ平準化に努めること。） 

搬出車 10ｔ車 天蓋式 

脱水汚泥含水率 78～85％ 

固形燃料化施設運転計画 運転・停止の日数、期間、時期等は任意 
 

事業者は、一部の脱水汚泥を資源化工場に搬出することに係る次の業務を行うこと。 

1) 年間搬出計画（案）の立案 

市が栃木県に脱水汚泥の月あたりの年間搬出計画を提出するため、事業者は該当年度の

前年度４月末日までに諸条件を考慮した年間搬出計画（案）を立案し、市と協議すること。

市は協議結果を踏まえ、年間搬出計画を栃木県に提出する。 

     2) 搬出作業 

ア 日別搬出量の登録 

      事業者は、年間搬出計画に基づき、該当月の前の月の 10 日（10 日が土日又は祝日の場

合は前営業日）12 時までに、栃木県が指定する方法（現在は予約サイトによる）で月間の

日別予定搬出量を登録 すること。また、該当週の前々週の水曜（水曜が祝日の場合は前

日）12時までに、栃木県が指定する方法（現在は FAX による）で週間の日別予定搬出量を

登録すること。その際、該当週の前週の配車確認を併せて行うこと。 

イ 搬出作業 

      事業者は、作業従事者の安全を十分に確保のうえ、搬出室シャッターの開閉、脱水汚泥

ホッパの開閉作業、臭気漏洩防止のために必要な措置を行うこと。 

3) 緊急時の搬出 

固形燃料化施設の故障等により緊急的に脱水汚泥を場外に搬出する必要が生じた場合、

資源化工場及び搬出車の受入れ体制が整っている場合に限り、栃木県は緊急的に脱水汚泥

を受け入れる。事業者は市経由で栃木県と調整のうえ、脱水汚泥を搬出すること。 

(6) その他維持管理・運営に必要な関連業務 

  1) 衛生管理業務 
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衛生的な作業環境の確保を図るため本施設内を清潔に保つこと。 

 2) 外構管理業務 

本事業で整備したフェンス、門扉、道路、照明、植栽等外構施設の維持管理を行うこ

と。（既存は本事業範囲外。） 

    3) 保安管理業務 

     小山水処理センター内その他の施設の維持管理者と連携し、本施設を対象に保安管

理を行うこと。 

4) 非常時対応業務 

事業者は、自然災害、緊急的な異常等の発生時又は発生が想定された時（以下「非常時」

という。）は、適切な初期対応、応急措置を行うとともに、速やかに市や関係機関に通報、

連絡し、必要な連携を図ること。 

また、事業者は緊急配備の体制を整え、非常時に対応できるようマニュアルの整備及び

定期的な訓練を実施すること。 

 5) 見学者対応、パンフレット等作成業務 

見学者の対応については市が行うが、事業者はこれに協力すること。見学ルートについ

ては、施設内には立ち入らずに外部から施設を見学することを想定し、説明用看板を設置

する。また、見学者用パンフレットを作成すること。なお、パンフレットの著作権は市に

帰属する。 

    6) 住民対応業務 

技術提案書に基づき実施される事業の内容に対する住民からの要望、訴訟等への対応を

行うこと。 

    7) ストックマネジメント計画における調査データの整理・協力 

事業者は、市がストックマネジメント計画を策定するために必要な調査データ等を整理し、

市に提供すること。 

 

5-2-2 業務書類等 

事業者は、事業の履行にあたり、次の書類を定められた期限に提出すること。 

(1) 年間維持管理計画書 

毎年度の開始の 30 日前までに、本施設の維持管理の内容を記載した年間維持管理計

画書を提出し、市の確認を受ける。記載事項は次の内容を含め、詳細は市と事業者が協

議の上決めることとする。 

ア 実施体制 

イ 運転管理計画 

ウ 保守点検計画 

エ 修繕計画 

オ 分析計画 

カ 安全管理計画 

キ エネルギー管理計画 

ク 非常時対応に関する計画 
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(2) 業務月間計画書 

当該月に係る業務月間計画書として、次の月間計画を毎月 1週間前までに提出するこ

と。 

ア 運転管理計画 

イ 保守点検計画 

ウ 修繕計画 

エ その他当該月において実施を予定する業務に関する月間計画 

(3) 年間維持管理報告書 

当該年に係る業務年間報告書を翌年度４月末日までに提出すること。 

ア 運転管理に関する報告 

イ 保守点検に関する報告 

ウ 修繕に関する報告 

エ 分析に関する報告 

オ 安全管理に関する報告 

カ 故障・事故発生時の対応に関する報告 

キ その他必要なもの 

(4) 月間維持管理報告書 

当該月に係る月間維持管理報告書を翌月 10 日までに提出すること。報告書は、日単

位でも把握できるように整理し、市が求める場合は日報として速やかに提示すること。 

ア 運転管理に関する報告 

イ 保守点検に関する報告 

ウ 修繕に関する報告 

エ その他必要なもの 

(5) 長期改築修繕計画書 

毎年度の開始の 30日前までに、技術提案書、年間維持管理計画書、保守点検結果等に基

づく修繕計画、既存施設の更新計画及び長寿命化対策計画、新規施設の長寿命化対策計画

の内容を記載した長期改築修繕計画書を提出し、市の確認を受ける。市は、長期改築修繕

計画書を考慮しストックマネジメント計画を策定するため、事業者は計画策定に協力する

こと。なお、令和 21（2039）年以降に提出する長期改築修繕計画書は、事業終了から５ヶ

年後分の計画を含め、将来の改築にかかる提案を市に行うこと。 

(6) 事業終了時に提出する書類 

  次の書類を事業終了時に提出すること。 

ア 施設機能確認報告書（5-2-10 で定める日） 

イ 設備台帳 

ウ その他必要なもの 

(7) 随時、提出する書類 

次の書類を随時、提出すること。 

ア 故障事故等報告書（重大な事象に限る） 

イ その他必要なもの 
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5-2-3 計量 

事業者は、適切な維持管理・運営を行うため、次の項目について計量を行い、月間維持管

理報告書及び年間維持管理報告書により報告すること。 

ア 下水汚泥固形物量（dst/日）、下水汚泥量（m3/日） 

イ 電力、上水、井戸水※1、消化ガス、その他燃料（Ａ重油等）の使用量 

ウ 排出ガス濃度（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん）（大気汚染防止法の対象とな

るばい煙発生施設に該当する場合） 

エ 排出ガス濃度（一酸化二窒素）、燃料（Ａ重油等）の使用量 

オ 固形燃料の搬出量※2 

カ その他必要と認める事項（料金の支払いや技術評価項目に関する事項等） 

※１ 栃木県生活環境の保全等に関する条例（指定揚水施設）に従い、地下水採取量の

報告を行うこと。 

※２ 固形燃料の搬出量は、固形燃料の利用者が有するトラックスケールを使用しても

よい。 

 

5-2-4 副製造物の処分 

固形燃料の製造過程及び修繕等において発生する副製造物の処分は原則として事業者が

関係法令に基づき適切に処理する。 

 

5-2-5 ＶＥ提案 

    維持管理・運営期間において、事業者は、水処理との連携による全体最適化や技術革新等

により、要求水準や技術提案書等に基づくサービス水準を低下させることなく、サービス購

入料の削減を可能とする提案を行うことができる。 

    ＶＥ提案を行う場合、事業者はＶＥ提案書にＶＥ提案の内容、削減効果等以下に掲げる事

項を記載のうえ、市に提出すること。市は事業者と協議のうえ、ＶＥ提案を採用するかどう

かを決定する。 

ア 要求水準や技術提案書等に規定される内容とＶＥ提案の内容の対比と提案理由 

イ ＶＥ提案の実施方法に関する事項 

ウ ＶＥ提案が採用された場合のサービス購入料の削減効果 

エ 水処理設備等既存施設との関係 

オ ＶＥ提案が採用された場合に考慮すべき事項 

 

5-2-6 維持管理業務開始前の既存施設の機能等の確認 

(1) 維持管理業務を開始する前、市及び事業者は、双方立会いのもと、既存施設について次

の機能等の確認を行う。事業者は、維持管理業務開始日の３か月前までに、確認すべき事

項を市と協議のうえ定めること。 

ア 既存施設を継続して使用することに支障のない状態であること。 

イ 既存施設の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。 
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ウ 既存の設備が設置当初の基本的な性能（処理能力等、計測可能なもの）を満たして

いること。 

(2) 既存施設の確認の完了後、事業者は、その確認結果を記載した「施設機能確認報告書」

を作成し、確認完了の日から 14 日以内に市に提出すること。 

 

5-2-7 改築設備の機能の確認 

(1) 維持管理業務を開始する前、市及び事業者は、双方立会いのもと、改築設備について次

の機能等の確認を行う。事業者は、改築設備の工事完了日の３か月前までに、確認すべき

事項を市と協議のうえ定めること。 

ア 新品の状態であること。 

イ 改築設備が改築設備の承諾図等に記載される基本的な性能（処理能力等、計測可能

なもの）を満たしていること。 

(2) 改築設備の確認の完了後、事業者は、その確認結果を記載した「改築設備機能確認報告

書」を作成し、確認完了の日から 14 日以内に市に提出すること。 

 

5-2-8 事業終了時の本施設の機能等の確認 

(1) 事業期間終了時、原則として、契約終了日の６か月前から１か月前までの間に、市及び

事業者は、双方立会いのもと、本施設について次の機能等の確認を行う。ただし、継続使

用に支障のない通常の経年変化による劣化、汚損、能力低下等を除く。 

ア 本施設を継続して使用することに支障のない状態であること。 

イ 本施設の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。 

ウ 主要な設備が当初の実施設計図書に規定されている基本的な性能（処理能力等、計

測可能なもの）を満たしていること。 

(2) 事業者は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成

し、確認完了の日から 14日以内に市に提出すること。 

 

5-2-9 引継ぎ及び技術指導 

(1)  事業者は、本施設の基本的な運転方法、機器の使用方法等を記載した引継書を市に提

出すること。提出に先立ち、市が内容を確認するために必要な説明、調整等を行うこと。 

(2) 事業者は、契約終了日までに市が必要と認める期間、次の維持管理事業者に必要な技術

指導を行なうこと。 
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別紙１ 既存施設 

１． 機械設備の既存施設 

 

 

 
形　　式 仕　　様

重力濃縮施設

1 汚泥分離機 裏掻き式連続自動ｽｸﾘｰﾝ・し渣脱水機 1.5m3/min×目巾4mm 1.9 2006.2 汚泥処理設備工事その4

2 搬出用ホッパ 電動カットゲート式 有効容量1.0m3 0.75 2006.2 汚泥処理設備工事その4

3 汚泥分配槽 固定堰付分配槽 参考寸法1.4mL×1.4mW×1.2mH - 2006.2 汚泥処理設備工事その4

4 No.1濃縮汚泥掻寄機 中央駆動懸垂形 □7.0m×3.5mH 0.4 2006.2 汚泥処理設備工事その4

5 No.2濃縮汚泥掻寄機 中央駆動懸垂形 □7.0m×3.5mH 0.4 2006.2 汚泥処理設備工事その4

6 No.1濃縮汚泥引抜弁 電動偏心構造弁 φ200 0.4 2006.2 汚泥処理設備工事その4

7 No.2濃縮汚泥引抜弁 電動偏心構造弁 φ200 0.4 2006.2 汚泥処理設備工事その4

8 No.1濃縮汚泥引抜ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ φ100×1.0m3/min×12m 11 2006.2 汚泥処理設備工事その4

9 No.2濃縮汚泥引抜ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ φ100×1.0m3/min×12m 11 2006.2 汚泥処理設備工事その4

10 No.1投入汚泥切替弁 電動偏心構造弁 φ150 0.2 2006.2 汚泥処理設備工事その4

11 No.2投入汚泥切替弁 電動偏心構造弁 φ150 0.2 2006.2 汚泥処理設備工事その4

12 濃縮槽床排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ φ65×0.3m3/min×6m 1.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

13 貯留槽床排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ φ65×0.3m3/min×6m 1.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

汚泥脱水施設

14 No.1汚泥脱水機 圧力式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 スクリュー径φ900 14 2008.4 汚泥処理設備工事その5

15 No.2汚泥脱水機 圧力式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 スクリュー径φ900 14 2006.2 汚泥処理設備工事その4

16 No.1汚泥供給ポンプ 一軸ネジ式汚泥ポンプ φ125×8.2～24.5m3/h×20m 5.5 2008.4 汚泥処理設備工事その5

17 No.2汚泥供給ポンプ 一軸ネジ式汚泥ポンプ φ125×8.2～24.5m3/h×20m 5.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

18 No.4汚泥供給ポンプ 一軸ネジ式汚泥ポンプ φ100×6.9～24.5m3/h×15m 5.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

19 No.1薬品溶解タンク 立形撹拌槽 9m3撹拌機付 5.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

20 No.2薬品溶解タンク 立形撹拌槽 9m3撹拌機付 5.5 2008.4 汚泥処理設備工事その5

21 No.3薬品溶解タンク 立形撹拌槽 9m3撹拌機付 5.5 2008.4 汚泥処理設備工事その5

22 No.1薬品供給ポンプ 一軸ネジ式ポンプ φ50×1.2～3.6m3/h×20m 1.5 2008.4 汚泥処理設備工事その5

23 No.2薬品供給ポンプ 一軸ネジ式ポンプ φ50×1.2～3.6m3/h×20m 1.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

24 No.4薬品供給ポンプ 一軸ネジ式ポンプ φ50×1.1～3.6m3/h×15m 1.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

25 井水給水ユニット 圧力ﾀﾝｸ式・横軸渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ φ125×1.1m3/min×50m 18.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

26 No.1空気圧縮機 可搬式小型空気圧縮機 80ℓ/min×0.93MPa 0.75 2006.2 汚泥処理設備工事その4

27 No.2空気圧縮機 可搬式小型空気圧縮機 80ℓ/min×0.93MPa 0.75 2006.2 汚泥処理設備工事その4

28 汚泥棟除湿機 冷凍式除湿機 80ℓ/min 0.1 2006.2 汚泥処理設備工事その4

29 No.3-2ケーキ搬出コンベヤ シャフトレスコンベヤ 搬送量4.2m3/hr×機長13.5m 3.7 2006.2 汚泥処理設備工事その4

30 No.4ケーキ搬出コンベヤ シャフトレスコンベヤ 搬送量4.2m3/hr×機長11m 3.7 2006.2 汚泥処理設備工事その4

31 No.1-1ケーキ搬出コンベヤ ｼｬﾌﾄﾚｽスクリューコンベヤ 搬送量2.6m3/h×機長4.5m 3.7 2008.4 汚泥処理設備工事その5

32 保守用クレーン 手動走行チェーンブロック 2.0t - 2006.2 汚泥処理設備工事その4

脱臭施設

33 生物脱臭塔 角型充填塔式 50m3/min(今回40m3/min) - 2006.2 汚泥処理設備工事その4

34 ミストセパレータ 慣性衝突式 50m3/min(今回40m3/min) - 2006.2 汚泥処理設備工事その4

35 脱臭ファン 片吸込ターボファン 50m3/min(40m3/min)×3.5ｋPa 7.5 2006.2 汚泥処理設備工事その4

36 活性炭吸着塔 立形カートリッジ式 50m3/min(今回40m3/min) - 2006.2 汚泥処理設備工事その4

37 No.1脱臭切替ダンパ 密閉バタフライ型 電動ダンパ 0.06 2006.2 汚泥処理設備工事その4

38 No.2脱臭切替ダンパ 密閉バタフライ型 電動ダンパ 0.06 2006.2 汚泥処理設備工事その4

汚泥貯留施設

39 第2汚泥貯留槽投入弁 電動偏心構造弁 φ150 0.2 2009.4 汚泥処理設備工事その6

40 第1汚泥貯留槽消化汚泥投入弁 電動偏心構造弁 φ150 0.2 2009.4 汚泥処理設備工事その6

41 第2汚泥貯留槽消化汚泥投入弁 電動偏心構造弁 φ150 0.2 2009.4 汚泥処理設備工事その6

42 第1-1汚泥貯留槽攪拌機 水中撹拌機械 φ350 4 2009.4 汚泥処理設備工事その6

43 第1-2汚泥貯留槽攪拌機 水中撹拌機械 φ350 4 2009.4 汚泥処理設備工事その6

44 第2-1汚泥貯留槽攪拌機 水中撹拌機械 φ350 2.8 2009.4 汚泥処理設備工事その6

45 第2-2汚泥貯留槽攪拌機 水中撹拌機械 φ350 2.8 2009.4 汚泥処理設備工事その6

46 No.1汚泥移送ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ φ80×0.9m3/分×14m 7.5 2009.4 汚泥処理設備工事その6

47 No.2汚泥移送ポンプ 無閉塞型汚泥ポンプ φ80×0.9m3/分×14m 7.5 2009.4 汚泥処理設備工事その6

No. 供用開始年月 備　　考kW/台
仕　　様

資産名称

表．既存施設（機械設備）の仕様等 
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２． 電気設備の既存施設 

 

No. 資産名称 仕様 供用開始年月 備考
1 汚泥処理設備低圧分岐盤 低圧分岐盤 2006.1 汚泥処理棟2F電気室
2 汚泥脱水設備コントロールセンタ コントロールセンタ 2006.1 汚泥処理棟2F電気室
3 汚泥消化タンク設備コントロールセンタ コントロールセンタ 1976.9 汚泥処理棟2F電気室
4 汚泥ホッパ設備コントロールセンタ コントロールセンタ 2003.3 汚泥処理棟2F電気室
5 汚泥濃縮設備コントロールセンタ コントロールセンタ 2006.1 汚泥処理棟2F電気室
6 汚泥濃縮設備コントロールセンタ コントロールセンタ 2009.3 汚泥処理棟2F電気室
7 加温設備コントロールセンタ コントロールセンタ 1976.9 汚泥処理棟2F電気室
8 汚泥脱水設備ｺ補助継電器盤 補助継電器盤 2006.1 汚泥処理棟2F電気室
9 汚泥消化タンク設備補助継電器盤 補助継電器盤 1976.9 汚泥処理棟2F電気室
10 汚泥ﾎｯﾊﾟ設備補助継電器盤 補助継電器盤 2003.3 汚泥処理棟2F電気室
11 汚泥濃縮設備補助継電器盤 補助継電器盤 2006.1 汚泥処理棟2F電気室
12 汚泥濃縮設備補助継電器盤 補助継電器盤 2009.3 汚泥処理棟2F電気室
13 加温設備補助継電器盤 補助継電器盤 1976.9 汚泥処理棟2F電気室
14 No.2,4,5ケーキ搬出コンベヤ現場操作盤 現場操作盤 2003.3
15 床排水ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2003.3
16 No.1濃縮汚泥掻寄機現場操作盤 現場操作盤 2006.1
17 No.2濃縮汚泥掻寄機現場操作盤 現場操作盤 2006.1
18 濃縮汚泥引抜ポンプ・引抜弁現場操作盤 現場操作盤 2006.1
19 投入汚泥切替弁現場操作盤 現場操作盤 2006.1
20 No.1～4汚泥供給ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2006.1
21 No.3ケーキ搬送コンベヤ現場操作盤 現場操作盤 2006.1
22 No.1薬品溶解タンク現場操作盤 現場操作盤 2006.1
23 汚泥脱水設備脱臭ファン現場操作盤 現場操作盤 2006.1
24 貯留槽床排水ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2006.1
25 濃縮槽床排水ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2006.1
26 No.1～4薬品供給ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2006.1
27 井戸ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2006.1 井戸ポンプ
28 No.2薬品溶解タンク現場操作盤 現場操作盤 2008.8
29 No.2投入汚泥切替弁現場操作盤 現場操作盤 2009.3
30 No.1,2消化汚泥投入弁現場操作盤 現場操作盤 2009.3
31 第１汚泥貯留タンク撹拌機現場操作盤 現場操作盤 2009.3
32 第２汚泥貯留タンク撹拌機現場操作盤 現場操作盤 2009.3
33 No.1,2汚泥移送ポンプ現場操作盤 現場操作盤 2009.3
34 No.1投入汚泥弁No.1汚泥移送弁現場操作盤 現場操作盤 1976.9
35 No.1／No.2ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ現場操作盤 現場操作盤 1976.9
36 No.1消化汚泥ポンプ／No.1消化汚泥引抜弁現場操作盤 現場操作盤 1976.9
37 No.1-1／No.1-2換気扇現場操作盤 現場操作盤 1976.9
38 No.1汚泥濃縮槽液位計 液位計 2006.1
39 No.2汚泥濃縮槽液位計 液位計 2006.1
40 濃縮汚泥濃度計 濃度計 2006.1
41 濃縮汚泥流量計 流量計 2006.1
42 汚泥貯留槽液位計 液位計 2006.1
43 No.1薬品溶解タンク液位計 液位計 2006.1
44 汚泥貯留槽引抜濃度計 濃度計 2006.1
45 No.1汚泥供給流量計 流量計 2006.1
46 No.1薬品供給流量計 流量計 2006.1
47 No.2薬品溶解タンク液位計 液位計 2008.8
48 No.2汚泥供給流量計 流量計 2008.8
49 No.2薬品供給流量計 流量計 2008.8
50 第２汚泥貯留タンク液位計 液位計 2009.3
51 No.1第１汚泥貯留タンク液位計 液位計 2009.3
52 第１汚泥貯留タンク投入流量計 流量計 2009.3
53 第２汚泥貯留タンク投入流量計 流量計 2009.3
54 消化汚泥投入流量計 流量計 2009.3
55 投入汚泥流量計 流量計 1976.9
56 消化汚泥流量計 流量計 2001.3
57 第1段汚泥消化タンク水位計 液位計 2001.3
58 第2段汚泥消化タンク水位計 液位計 2001.3
59 No.1消化槽温度計 温度計 2001.3
60 No.2消化槽温度計 温度計 2001.3
61 No.3消化槽温度計 温度計 2001.3
62 No.4消化槽温度計 温度計 2001.3
63 汚泥処理設備CRT監視装置 CRT操作卓 2006.1 管理棟2F操作室
64 汚泥処理設備CRT監視装置 CRT操作卓 2006.1 汚泥処理棟2F操作室
65 汚泥処理設備シーケンサ盤 シーケンスコントローラ盤 2006.1 汚泥処理棟2F操作室
66 汚泥消化・建築動力設備インターフェース盤 シーケンスコントローラ盤 2006.1 汚泥処理棟2F操作室
67 汚泥消化計装盤 計装盤 2001.3 汚泥処理棟2F操作室
68 汚泥濃縮脱水計装盤 計装盤 2006.1 汚泥処理棟2F操作室
69 汚泥処理設備無停電電源装置 汎用UPS 2017.7 管理棟2階操作室
70 汚泥処理設備無停電電源装置 汎用UPS 2017.12 汚泥処理棟2F操作室  

表．既存施設（電気設備）の仕様等 
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３． 土木施設の既存施設 

 

 

No 施設名称 工法 能力 供用開始年月 備考 

1 汚泥濃縮タンク 鉄筋コンクリート造 固形物負荷率 約 60kg/m2・d 1976.9  

2 第 1 汚泥貯留タンク 鉄筋コンクリート造 貯留量 約 180m3 1976.9  

3 第 2 汚泥貯留タンク 鉄筋コンクリート造 貯留量 約 280m3 1976.9  

4 管廊 鉄筋コンクリート造 - -  

 

４． 建築施設の既存施設 

 

 

No 施設名称 工法 規模 供用開始年月 備考 

1 汚泥処理棟 鉄筋コンクリート造 地下 1F 地上 3F 建て 1,962.32ｍ2 1974.12  

2 ホッパー室 鉄筋コンクリート造 地上 2F 建て 226.49ｍ2 2003.3  

 

 

 

表．既存施設（土木施設）の仕様等 

表．既存施設（建築施設）の仕様等 

40



 

 

別紙２ 規制等 

 

１． 施工場所 

所在地   栃木県小山市大字塩沢 609 番地 小山市小山水処理センター敷地内 

 

２． 現地条件 

（1）敷地面積     80,256 ㎡ 

（2）敷地の高低    なし 

（3）現況 GL      TP+23.500ｍ 

（4）垂直積雪量（建築基準法施行令第 86 条第二項ただし書及び第三項に基づく）  30cm 

（5）基準風速（建築基準法施行令第 87 条に基づく）  30m/s 

 

３． 敷地の区域概要 

（1）都市計画区域   都市計画区域内（市街化調整区域） 

（2）用途地域     指定なし（容積率 200％、建ぺい率 60％） 

（3）防火地域     指定なし（法 22 条区域） 

（4）景観計画区域   市内全域 

（5）伝搬障害防止区域 ○・内  ・外  

    

図 7-7-3 伝搬障害防止区域図（総務省 HPより） 
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４．規制基準類 

（1）開発行為 

公益上必要な下水道事業によるものであり、開発行為には該当しない。但し、計画通知の事前

に「開発行為等（適用除外）届出書」正副 2 部を提出する。 

 

（2）緑化規制 

小山水処理センターの本事業における事業用地において、既に敷地面積の 10％以上の緑地面

積を確保している。 

 

  
（小山市 HP より） 

（3）埋設文化財保護法について 

   事業予定地エリアは遺跡地外のため、届出の提出は不要。 
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（4）騒音・振動規制区域 

   1）騒音に関わる基準値 
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2）振動に関わる基準値 
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（5）臭気についての規制基準 

  市と住民の協定に基づき、場内外周道路及び敷地境界における臭気指数基準値を臭気指数 15

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場内外周道路 
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別紙 3 地形現況 
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別紙 4 土質条件 

 

 令和元年度に事業用地内で実施した地質調査結果の概要を表 4-1 に示す。次に、平成 19 年以降に

行われた地質調査結果による地下水位のデータを表 4-2 に示す。 

 

表 4-1 土質定数の参考値 

 

 

表 4-2 地下水位の参考値 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

NO. 
孔口標高 

地下水位 

深度(m) 

地下水位 

標高 

H19-BP-1 +23.52 6.00 +17.52 

H19-BP-2 +23.51 4.99 +18.52 

H30-BP-1 +23.47 3.00 +20.47 

H30-BP-2 +24.66 5.00 +19.66 

H30-BP-3 +23.81 3.30 +20.51 

H30-BP-4 +23.74 4.20 +19.51 

R1.BP.1 +23.56 2.05 +21.51 

R1.BP.2 +23.52 3.40 +21.12 
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次項より、令和元年度地質調査結果を示す。 

 

図 4-2 BP.1 ボーリング柱状図 
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図 4-3 BP.2 ボーリング柱状図 
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図 4-4 地質想定断面図(1/3) 
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図 4-5 地質想定断面図(2/3) 
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図 4-6 地質想定断面図(3/3) 
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