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放光寺浄水場運転管理業務委託一般仕様書 
 

 

第１章  総   則 

 

 （趣旨） 

第１条 本仕様書は、発注者である久留米市企業局(以下「甲」という。)が管理する放光寺浄水 

場等の運転管理業務を受託者(以下「乙」という。)に委託する場合に適用する。 

 

 (業務の履行) 

第２条 乙は、業務の履行にあたってはこの仕様書のほか、契約書、特記仕様書、その他関係書類等

に基づき、業務を履行しなければならない。 

 

(業務の委託期間) 

第３条 本業務の委託期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

 

 (業務の範囲) 

第４条 本業務の範囲は、別紙「放光寺浄水場運転管理業務委託特記仕様書」によるものとする。 

 

 (法令の遵守) 

第５条 受託者は、業務の履行にあたり、労働関係法令を遵守するとともに、運転管理業務の履

行に必要な水道法をはじめとする各関係法令を遵守しなければならない。なお、各関係法

令において、設置者の責務であると定められている事項については、業務委託範囲外とす

る。 

 

 (資格保有者の配置) 

第６条 前条において法令上、業務に直接必要とする有資格者は、乙で確保しなければない。 

 

 (業務総括責任者の選任) 

第７条 乙は、従業員の中から業務総括責任者を選任し、甲に届け出なければならない。 

 

 (従業員の能力基準) 

第８条 従業員は、職種別に次の資質を有するものとする。 

(1) 業務総括責任者:業務全体の責任者で水道技術管理者有資格者もしくは、同等以上の能 

力を有し、総括の職務に当たり管理能力がある者。 

(2) 副総括責任者:業務総括責任者の補佐及び代行ができ高度な技術を有し、各業務の責任 

者として的確な判断ができる者。 

(3) 主任:各業務の責任者で、高度な技術を有し、業務の専門職として主体的業務を行なえ 

る者。 

(4) 技術員:基礎的な技術を有し、保守点検業務、運転監視等の業務を遂行できる者。 

(5) 技能員:運転操作等の作業について必要とされる技能を伴った補助的業務が行なえる者。 

 

 (業務総括責任者の職務) 

第９条 業務総括責任者は、業務の目的、内容等を十分理解して他の従業員の指揮監督、教育並

びに事故の防止に努め、日常の職務を履行すると共に、昼間勤務とし企業局との連絡及び

協議を行なうものとする。 

 

 (提出書類) 

第 10 条 乙は、業務の着手前に、次の各書類を提出しなければならない。 



 

2  

(1) 着手届 

(2) 業務総括責任者選任届 

(3) 従業員届 

(4) 業務履行計画書 

(5) 年間研修計画書 

(6) 緊急時の連絡体制及び応援体制表 

(7) 安全対策及び安全衛生管理に関する書類 

(8) その他必要な書類 

２ 契約期間が満了したときは、完了届けを提出しなければならない。 

 

 (委託業務の事前研修) 

第 11 条 乙は、契約締結後、甲が必要と認める日から令和２年３月３１日まで、前受託者から

事前研修により業務内容・技術指導を受け、業務の遂行に支障を及ぼさないようにしな

ければならない。 

 

 

第２章  業務要領 

 

 (運転管理業務計画) 

第 12 条  乙は、業務履行に先立ち次の事項について、運転管理業務計画書を作成し毎月末まで

に翌月の計画書を提出するものとする。 

(1) 業務管理計画に関すること。 

(2) 点検整備計画に関すること。 

(3) 人員配置に関すること。 

(4) その他必要なこと。 

２ 乙は、前項の計画書に変更を生じたときは、甲に届け出なければならない。 

 

  (受託者の業務) 

第 13 条 乙は、水道法第 4条及び同法第 21条に定める、厚生労働省令及び甲の仕様書等に従い

運転管理を行なうこと。 

２ 乙は、水道法第 21条に定める健康診断を行なった場合には、その結果を甲に提出する

ものとする。なお、これにかかる経費は乙の負担とする。 

 

 (運転管理業務) 

第 14 条 運転管理業務の主な内容は本条に記す他、特記仕様書のとおりとする。 

 （１）運転監視操作業務 

  ア 監視室業務 

  イ 緊急時の初期対応 

  ウ 業務継承と引継ぎ 

  エ 報告書等の作成整理 

  オ マニュアルの作成と見直し 

 

 （２）水質監視業務 

  ア 水質検査（毎日検査） 

  イ ジャーテスト（凝集試験） 

    ※水道法第二十条に規定する水質検査業務、水質事故等異常時の応援等による水質検査

等を除く。 
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 (保全管理業務) 

第 15 条  保全管理業務の主な内容は本条に記す他、特記仕様書のとおりとする。 

（１）保守点検業務 

  ア 日常点検 

  イ 定期点検 

  ウ 補修業務（簡易な補修） 

 

(その他技術業務) 

第 16 条 その他技術業務の主な内容は本条に記す他、特記仕様書のとおりとする。 

（１）緊急時の対応業務 

（２）薬品等の受入れ業務 

（３）水質検査補助業務 

（４）清掃業務 

（５）その他必要な業務 

 

  (受託者の創意工夫) 

第 17 条  乙は、業務の履行にあたり、常に創意工夫を心がけ施設の効率化を目指さなければな

らない。なお、施設の改変に及ぶ場合には、双方協議のうえ実施しなければならない。 

 

  (業務の報告) 

第 18 条 乙は、業務実績を明らかにするため、業務日誌等により報告しなければならない。 

２ 運転管理業務計画書に基づき業務を完了したときは翌月初めまでに、月間業務報告書を

提出しなければならない。 

３ 故障事故等の各報告書は正確に遅滞なく提出しなければならない。 

 

(安全の確保) 

第 19 条 乙は「労働安全衛生法」「同施行令」「同規則」その他災害防止関係法令の定めると

ころにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の防止に努めること。 

２ 乙は、事故防止を図るため安全対策を業務履行計画書で明記しておくこと。 

３ 乙は、業務の履行にあたり安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な措置を

講じると共に報告し、指示を受けなければならない。 

４ 乙の要請により甲は必要な安全措置を講ずるものとする。 

 

(緊急時の体制) 

第 20 条 乙は、大雨、台風等により水道施設に重大な支障を生じた場合に備え、従業員の非常

召集ができる体制を確立しておくと共に、予めその体制を甲に届け出なければならない。 

 

 (火災等災害の防止) 

第 21 条 乙は、施設の災害を未然に防止するため、火気、その他の取り扱いには十分注意を払

い災害の防止に努めなければならない。 

２ 設備機器、工具備品等の盗難および、侵入者防止のため監視カメラ等で十分監視に努め

なければならない。 
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第 3章  その他 

 

 (事務室等の使用) 

第 22 条 業務処理に必要な事務室、控室、浴室及び備付器具等は契約期間中無償で使用させる

ものとする。使用に当たっては常に清掃を行い清潔に管理し、棄損、汚損等が生じた場

合の弁償は乙の負担とする。 

２ 乙は、事務室等使用に伴う光熱水の費用負担については必要としないが節水、節電には

十分配慮しなければならない。 

 

 (完成図書、工具等の貸与) 

第 23 条 業務履行上必要と認めた完成図書、工具、測定器具その他備品類については、甲の許

可または指示により使用することができるものとする。乙の業務従事者の安全衛生対策

用器具については、原則として乙が備えるものとする。なお、甲からの貸与品について

は借受台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、棄損、紛失等があった場合は、乙が

弁償するものとする。 

 

 (通信機器、什器、事務用品等) 

第 24 条 乙の事務室の通信機器は乙が設置し、通信料金も乙が支払うものとする。また、乙が

使用する什器、事務用品等は乙が備えるものとする。 

 

(業務用車両等) 

第 25 条 乙は、業務履行のために必要な車両を確保するとともに、その車両にかかる諸経費は 

乙の負担とする。 

２ 甲は、乙が使用する業務用車両等の駐車場所を確保するものとする。 

 

 (従業員の服装等) 

第 26 条 乙は、従業員に作業上安全で清潔な統一した服装をさせるとともに、胸章を着用させ

なければならない。 

 

(従業員の車両等) 

第 27 条 甲は、乙の従業員が使用する車両等の駐車場所を確保するが、経費は乙の負担と 

する。 

 

 (疑義) 

第 28 条 本仕様書に明記されていない事項並びに疑義を生じた場合は甲、乙協議の上定めるも

のとする。 
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放光寺浄水場運転管理業務委託特記仕様書 

 

 

 

１ 業務委託場所及び名称 

（１） 業務委託場所 ： 久留米市山本町豊田６１４ 

  （２） 名    称 ： 放光寺浄水場 

 

２ 業務の範囲 

   業務の範囲は、浄水管理センターが管理する下記の施設 

太郎原取水口・太郎原取水場・放光寺浄水場・山本配水池・藤山配水場・高良内配水池

・上津流量調節弁室・１系流量調整弁室・２系流量調整弁室・西部配水場・下田ポンプ

所・石垣配水池・石垣ポンプ場・田主丸吉本残塩モニター・長門石残塩モニター・ 

西青木自動水質監視装置とする。 

 

３ 業務内容 

   業務内容は、浄水管理センター職員が指示する次の業務とする。 

  なお、詳細は次項「委託業務項目一覧」に示す。 

  （１） 取水、浄水、送水、配水及び排水処理施設の各種機械、電気設備の監視及び運転 

（２） 浄水処理及び排水処理に伴う中央管理室及び現場における機器等の操作・監視・記

録 

（３） 加圧脱水機運転及び監視・記録 

  （４） 場内外施設の巡視点検記録 

  （５） 日常点検及び簡易な補修 

  （６） 業務に関する日誌等の記録整理、その他業務に関連する文書等の作成 

  （７） 水質計器のモニターチェックに伴う水質検査 

  （８） 各施設の監視（防犯センサー、ＩＴＶ、ウエブカメラ） 

  （９） 魚類監視装置の監視及び清掃 

 （１０） 外部機関からの情報収集 

（１１） 浄水処理薬品の受入れ検収 

 （１２） 事故・故障・異常発生時の対応、及びその内容の把握と浄水管理センター職員への

連絡・記録 

（１３）  高度な専門技術及び費用を要しない簡易な修理復旧作業 

（１４） 施設内での簡易作業及び清掃 

（１５）  施設内各機器、操作卓、現場操作盤等の清掃 

（１６） 緊急時対応（１次対応） 

（１７） 前各号のほか付随する業務で、必要に応じ指示する業務 

 

４ 施設概要一覧 

   施設概要は、別紙「施設概要」に示す。 

 



委託業務項目一覧

業務の種類 業務項目

①運転管理業務

1 運転監視操作業務 (1)水質監視及び浄水処理状況監視

　ア)取水口水質(濁度、電導度、アンモニア、油分、UV)

　イ)原水水質(濁度、ＰＨ、アルカリ、水温)

　ウ)沈殿池入口水質(残塩、ＰＨ)

　エ)沈殿池出口水質(濁度、残塩)

　オ)中混井水質(ＰＨ、アルカリ、残塩、UV)

　カ)ろ過水水質(濁度、残塩)

　キ)後混井水質(濁度、残塩、粒子)

　ク)配水池中間水質(ＰＨ、残塩)

　ケ)配水池出口水質(ＰＨ、残塩)

　コ)返送水水質(濁度)

　サ)山本配水池水質(残塩)

　シ)藤山配水池入口水質(残塩)

　ス)藤山配水池中間水質(残塩)

　セ)藤山配水池出口水質(残塩)

　ソ)西部配水池入口水質(残塩)

　タ)西部配水池出口水質(残塩)

　チ)石垣配水池入口水質(残塩)

　ツ)石垣配水池出口水質(残塩)

　テ)田主丸吉本残塩モニター水質(残塩)

　ト)長門石残塩モニター水質(残塩)

　ナ)西青木自動水質監視装置水質(色度、濁度、残塩)

　ニ)魚類監視槽の監視

　ヌ)各池の藻類、生物類発生や異常の監視

(2)浄水処理薬品の監視及び調整

　浄水処理薬品(ＰＡＣ、次亜塩、苛性ソーダ、濃硫酸、活性炭等)

　の注入率・注入量の調整及び漏洩等の監視

(3)水位、流量、圧力等運転状況監視及び調整

　ア)除塵井、ポンプ井水位監視

　イ)中混井水位監視

　ウ)配水池水位監視及び調整

　　 (放光寺、山本、藤山、高良内、西部、石垣)

　エ)返送水槽水位監視及び調整

　オ)排水槽水位監視及び調整

  カ)洗浄水槽水位監視及び調整

　キ)その他の池の水位及び界面監視

　ク)取水流量監視及び調整

　ケ)返送水流量監視及び調整

　コ)ろ過流量監視及び調整

　サ)送水、揚水流量監視

　シ)配水流量、給水圧力監視及び調整

　

(4)浄水処理機械等の運転操作及び運転状況監視

  1)取水場関係

　　ア)ブロアーの運転及び監視

　　イ)活性炭注入装置の運転及び監視

　　ウ)活性炭の在庫量管理

　　エ)取水ポンプの運転及び監視

　　オ)非常用発電機の運転及び監視(ディーゼル、ガスタービン)

　　カ)各サンプリングポンプの運転及び監視

　　キ)砂ろ過装置の監視

　　ク)排水ポンプ類の監視

6 



委託業務項目一覧

業務の種類 業務項目

　　ケ)非常用発電機等の燃料在庫量管理

　2)浄水場関係

　　ア)各サンプリングポンプの運転及び監視

　　イ)ＰＡＣ注入機の運転及び監視

　　ウ)次亜塩注入機の運転及び監視

　　エ)苛性ソーダ注入機の運転及び監視

　　オ)濃硫酸注入機の運転及び監視

    カ)1系沈殿池の運転及び監視(排泥、スラリー濃度測定等)

　　キ)2系沈殿池の運転及び監視(フロキュレータ、掻寄機等)

　　ク)急速ろ過池運転及び監視(洗浄操作等)

　　ケ)非常用発電機の運転及び監視(ガスタービン)

　　コ)非常用発電機の燃料在庫量管理

　3)排水処理関係

　　ア)排水槽ポンプの運転及び監視

　　イ)返送水ポンプの運転及び監視

　　ウ)濃縮槽の運転及び監視

　　エ)機械濃縮設備の運転及び監視

　　オ)加圧脱水機の運転及び監視

　　カ)脱水ケーキの搬出立会及び操作、記録

　　キ)汚泥状況（泥深、貯留量、濃度）等の監視及び測定

　　ク)ケーキヤードの監視

　　ケ)定期的な機器類へのオイル、グリース補充

　4)送・配水施設関係

　　ア)洗浄揚水ポンプの運転及び監視

　　イ)山本送水ポンプの運転及び監視

　　ウ)藤山次亜塩注入機の運転及び監視

　　エ)西部次亜塩注入機の運転及び監視

　　オ)石垣次亜塩注入機の運転及び監視

　　カ)高良内送水ポンプの運転及び監視

　　キ)石垣送水ポンプの運転及び監視

　　ク)上津流量調節弁の操作及び監視

　　ケ)１・２系流量調節弁の操作及び監視

　　コ)西部配水ポンプの監視

　　サ)下田配水ポンプの監視

　　シ)藤山・山本・高良内・西部・石垣配水池等の流量監視

　　ス)藤山非常用発電機の運転及び監視(ガスタービン)

　　セ)西部非常用発電機の運転及び監視(ディーゼル)

　　ソ)石垣非常用発電機の運転及び監視(ディーゼル)

　　タ)下田非常用発電機の運転及び監視(ガスタービン)

　　チ)藤山・西部・下田・石垣非常用発電機燃料在庫量管理

　5)受変電設備・動力設備及び計装設備等の監視・操作

　　ア)受変電設備の監視・操作(太郎原、放光寺、藤山、西部)

　　イ)各コントロールセンター、現場盤の監視・操作

　　ウ)調節計等制御機器の監視・操作

　　エ)各テレメーター盤の監視

　　オ)直流電源装置・無停電電源装置の監視

　　カ)非常用自家発電装置の監視・操作

　　キ)中央管理室の機器監視・操作

　　ク)デマンド監視・操作(太郎原、放光寺)
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委託業務項目一覧

業務の種類 業務項目

(5)緊急時の初期対応

　水質異常、地震、風水害、その他災害発生時等における

　緊急時の初期対応

　※中央管理室内で行うことができる運転操作、水質管理、

　　職員への連絡等

(6)業務継承と引継ぎ

　日常業務の確実な継続確保と情報の共有（引継ぎ）

(7)報告書等の作成整理

　日誌、日報、月報、年報の整理、運転記録の整理、業務上

　生じる文書等の作成報告

　（議事録・緊急対応・故障対応報告書等）

(8)マニュアルの作成と見直し

　作成要領、運転操作マニュアル、各種手順書等の作成及び

　見直し

(9)その他関連業務

　ア)筑後川流域雨量情報収集と記録

　イ)夜明ダム放流情報の授受

　ウ)ＩＴＶによる場内及び各施設の監視

　エ)赤外線センサーによる浄水場侵入者の監視

　オ)巡視点検時における場内各所の監視

　カ)来場者及び電話の対応

　キ)門扉の開閉及び施錠

　ク)運転操作監視業務に必要な業務

2 水質監視業務 (1)水質検査

　1)浄水処理工程の水質を確認するための水質検査

　　ア)測定項目①【原水】

　　　・濁度、色度、pH値、電気伝導率、アンモニア性窒素、

　　　　UV　等

　　イ)測定項目②【着水井】

　　　・水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率、

　　　　アンモニア性窒素、アルカリ度、UV　等

　　ウ)測定項目③【沈澱池】

　　　・濁度、色度、pH値、電気伝導率、残留塩素　等

　　エ)測定項目④【中塩混合井】【後塩混合井】

　　　・水温、濁度、色度、pH値、電気伝導率、残留塩素、

　　　　アンモニア性窒素、アルカリ度、UV、粒子数　等

　　オ)測定項目⑤【ろ過池】

　　　・濁度、粒子数、残留塩素　等

　　カ)測定項目⑥【配水池】

　　　・水温、濁度、pH値、電気伝導率、アンモニア性窒素、

　　　　UV、粒子数、残留塩素　等

　　※測定頻度：1日1回以上及び水質変化時

　　　　　　　　残留塩素のみ1日3回以上（1勤務1回以上）

　2)水質検査結果とモニター値の差分確認及び水質計器の校正

　3)各水質モニターに必要な校正・洗浄液等の補充及び作成

　4)水質モニター異常の把握及び現場確認と初期対応

(2)ジャーテスト

　ア)定期的な検査（毎週1回）

　イ)原水水質の急変時は随時行い、適正な凝集剤や凝集補助剤

　　の注入量を確認すること
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委託業務項目一覧

業務の種類 業務項目

②保全管理業務

1 保守点検業務 (1)巡視点検

　ア)取水場巡視(毎日2直時と火・木・土・日曜の3直時)

　イ)浄水場巡視(毎日1・2・3直時)

　ウ)藤山配水場巡視(月・金曜の3直時)

　エ)高良内配水池巡視(水曜の3直時)

　オ)西部配水場巡視(週2回の日勤時)

　カ)下田ポンプ所巡視(月1回の日勤時)

　キ)石垣配水池巡視(週2回の日勤時)

　ク)石垣ポンプ場巡視(週2回の日勤時)

　ケ)田主丸吉本残塩モニター巡視(週1回の日勤時)

　コ)長門石残塩モニター巡視(週1回の日勤時)

　サ)西青木自動水質監視装置巡視(週1回の日勤時)

　シ)機器の切替(基準日は毎月1日と15日)

　ス)保守点検整備に必要な業務

　※下線部は勤務時間帯割

　※点検対象機器、点検内容は別表１に記載のとおり

　※高良内配水池巡視時（3直）には山本配水池の巡視を含む

　※西部配水場巡視時には、上津流量調節弁室、1系流量調節

　　弁室、2系流量調節弁室を含む（月1回の日勤時）

(2)定期点検

　機器及び設備の維持管理のため、期間を定めて行う点検

　※点検対象施設、点検対象機器、点検内容、点検期間は

　　別表１に記載のとおり

(3)補修業務（簡易な補修）

　巡視点検及び定期点検等で発見又は突発的に生じた設備故障、

　不良、破損箇所を対象に取替えを含む補修

　※対象となる補修は、資材が不要又は支給品を使用するなど

　　費用が発生しない、現場で対応可能なものとする

③その他技術業務

(1)緊急時の対応業務

　「運転監視操作業務」に含む初期対応を除く、応援要員に

　よる現場作業、緊急時の待機、清掃、後作業等を含む全般

　ア)現場機器の状況確認及び故障の原因調査

　イ)予備機があるものについては、予備機への切替操作

　ウ)計装機器の警報発令時は、警報内容の把握及び現場確認

　　及び初期対応

　エ)停電発生時における初期対応

　オ)異常給水時、及び緊急遮断弁動作時の初期対応

　カ)緊急時連絡体制の確立

　キ)その他必要な対応

(2)薬品等の受入れ業務

　ア)浄水処理薬品の在庫量管理及び発注

　イ)浄水処理薬品の受入れ検収

   ※藤山配水場及び西部配水場への受入れ検収を含む

　ウ)浄水処理薬品（苛性ソーダ）の希釈作業

　エ)浄水処理薬品（活性炭）の入荷対応及び溶解作業

　オ)発電機燃料等の在庫量管理、発注及び受入れ検収
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委託業務項目一覧

業務の種類 業務項目

(3)水質検査補助業務

　ア)水質試験室設備点検（毎日2回）

　イ)採水瓶及び用具の準備（毎日）

　ウ)採水及びろ過作業（各処理工程）（毎日）

　エ)採水及びろ過作業（各処理工程）（毎日）

　オ)検査器具洗浄（毎日）

　カ)検査データ入力、確認（毎日）

　キ)試験室清掃（毎週1回）

　ク)浄水処理用薬品検査（毎月1回）

　ケ)消耗品の在庫チェック（毎月1回）

(4)清掃業務

　ア)日常清掃及び定期清掃

　※対象施設は放光寺浄水場、太郎原取水場、藤山配水場、

　　西部配水場の4施設

　※清掃内容及び清掃回数は、別表２に記載のとおり

　イ)薬品希釈槽等の付着・固着物の除去及び清掃

　ウ)サンプル水脱泡槽・魚類監視槽の清掃

　エ)取水口の清掃（大雨後の塵芥撤去等を含む）

　※清掃時に発生した産業廃棄物の処理等は除く

(5)その他必要な業務

　ア)機器の錆落し及び塗装（高所作業を除く）

　※放光寺浄水場内の機器を対象に、巡視点検等で発見した

　　箇所について週1回の日勤時に4時間程度作業を実施すること

　イ)発生土保管管理（ケーキホッパーからヤードへの搬送含む）

10 



保全管理業務　日常点検及び定期点検内容一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□放光寺浄水場 （水処理設備）

制水扉 手動開閉式 外観、異常の有無
№１・２ 呼び径　     600mm

開閉方向　   左開き
次亜注入用 外観、異常の有無 槽内分解清掃

分配槽 槽内の清掃 分配管内清掃
ＰＡＣ注入用 外観、異常の有無 槽内分解清掃

分配槽 槽内の清掃 分配管内清掃
着水流量調節弁 外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

1台 動作確認
(取水流量計室内)

着水井躯体 外観、異常の有無

1系原水用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無
制水扉 手動開閉式 外観、異常の有無

№１・２ 呼び径： 600mm
開閉方向：左開き

着水流量調節弁 外観、異常の有無 マンホール内水抜き

急速攪拌機 タービン型 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス給脂 オイル確認及び交換
周速：　1.88m/秒 外観、異常の有無 振動測定
電動機：3.7ｋｗ*220ｖ

硫酸注入用 自吸式過流ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ （ＥＢＡＲＡポンプ） 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ 揚水量の異常の有無

着水井躯体 外観、異常の有無

２系原水用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

真空ポンプ 動力：　7.5kw 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス給脂 オイル確認及び交換
№１・２・３ 回転数：　1250rpm 外観、異常の有無 振動測定

空気量：　16.7㎥/min 電流値の確認 Ｖベルトの確認
圧力：　-1000mmAq 圧力値の確認 吐出圧力の記録

インバータ周波数の記録
小型空気圧縮機 ２段　3.7kw  三相 異音、振動の有無 エアフイルター確認 オイル確認及び交換

№１・２ 回転数：　1000rpm 外観、異常の有無 安全弁・オートドレン 第二種圧力容器点検
吐出空気量：440 ℓ/min 吐出圧力値の確認 電流値の記録(クランプ測定）

最高圧力 潤滑油量の確認 Ｖベルトの確認
　　№１：　7kgf/㎠ ドレンの確認 振動測定
　　№２：　9.5kgf/㎠ 電流値の確認 吐出圧力の記録

除湿機 冷凍式エアドライヤー 異音、振動の有無 吐出圧力の記録
(CKD Corporation) 外観、異常の有無

ドレンの確認
空気貯留槽 内容積：　1240ℓ 異音、振動の有無 圧力値の記録 第二種圧力容器点検

設計圧力：　６kg/㎠ 外観、異常の有無
試験圧力：　10.8kg/㎠ 圧力値の確認

ドレンの確認
ブレーカバルブ 内ねじ　玉型弁 異音、振動の有無 バルブの動作確認

４ヵ所 ねじ込み形 外観、異常の有無
パルスタイマー記録

沈澱池入口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　Ｃ３－２００形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

沈澱池出口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

硫酸注入用 自吸式過流ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ （ＥＢＡＲＡポンプ） 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ 揚水量の異常の有無

上部排泥設備 空圧式自動操作バルブ 外観、異常の有無 潤滑油の塗布
シングルピストン式 バルブの漏れ等の確認
スプリングリターン型 全開、全閉の位置確認

沈澱池躯体 外観、異常の有無

底部排泥設備 空圧式自動操作バルブ 外観、異常の有無 潤滑油の塗布
シングルピストン式 バルブの漏れ等の確認
スプリングリターン型 全開、全閉の位置確認

汚泥掻寄機 リンクベルト式 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

４ヵ所 掻寄速度：　0.2m/秒 外観、異常の有無 振動測定
電動機： 2.2kw*220v

緩速攪拌機 横軸パドル型 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

６ヵ所 周速 0.824～0.072m/秒 外観、異常の有無 振動測定
電動機 潤滑油量の確認
   №1.4: 7.5kw*220v Ｖベルトの破損の有無
　 №2.5: 2.2kw*220v
 　№3.6: 0.75kw*220v

小型空気圧縮機 １段  1.5kw  3Φ 異音、振動の有無 エアフイルター確認 オイル確認及び交換　
№１・２ 回転数： 980rpm 外観、異常の有無 安全弁・オートドレン 第二種圧力容器点検

吐出空気量：160 ℓ/min 吐出圧力値の確認 電流値の記録(クランプ測定）

最高圧力：　9.5kgf/㎠ 潤滑油量の確認 吐出圧力の記録
ドレンの確認 Ｖベルトの確認
電流値の確認 振動測定

除湿機 冷凍式エアドライヤー 異音、振動の有無 圧力値の記録
(CKD Corporation) 外観、異常の有無

ドレンの確認
空気貯留槽 内容積：　      ℓ 異音、振動の有無 圧力値の記録 第二種圧力容器点検

設計圧力：　8kg/㎠ 外観、異常の有無
試験圧力：　13.4kg/㎠ スカムスキマ

ドレンの確認
沈澱池入口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

沈澱池出口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

スカムスキマ 手動式パイプスキマ 外観、異常の有無
６ヵ所

スカムポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ 振動測定
底部排泥設備 空圧式自動操作バルブ 外観、異常の有無 潤滑油の塗布

排泥弁１２ヵ所 シングルピストン式 バルブの漏れ等の確認
スプリングリターン型 全開、全閉の位置確認

沈澱池躯体 外観、異常の有無
床排水ポンプ 高機能樹脂タイプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

1台 水中ポンプ　ＣＲＳ５０Ｄ 動作確認
（ＳｈｉｎＭａｙｗａ）
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機　器　名　　 仕　　様

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　常　点　検　　　　
定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ヵ月　　　　　 １ヵ年　　　　　

備考
設

備
名

３ヵ月　　　　　 ６ヵ月　　　　　 

別表１



□放光寺浄水場 （水処理設備）

所要時間

硫酸注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２・３ 　　　　　ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録
酸処理棟建屋 外観、異常の有無

硫酸貯留槽 円筒堅型槽 外観、異常の有無 各バルブの動作確認
№１・２ 有効容量:　2.0㎥ 液位表示値の確認

寸法Φ1600mm×H1650mm 破損、液漏れの有無
材質: SS400

ＰＡＣ注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２・３ ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録

アルカリ注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２ ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録

前塩注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２・３ ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録

中塩注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２ ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録

後塩注入ポンプ 回転容積式一軸偏心 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２ ねじポンプ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

（ヘイシンモーノポンプ） 吐出圧力値の記録

後ＰＡＣ注入ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） 圧力計動作確認
№１・２ 外観、異常の有無 振動測定 背圧弁、リリーフ弁動作確認

吐出圧力値の記録

山本追塩ポンプ バルブレス液中ポンプ 異音、振動の有無 フロート部分解清掃 メインタンク清掃
№１・２ ＯＹＡＬＯＸ（ＥＰ３型）外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定） 背圧弁、リリーフ弁動作確認

振動測定

アルカリ用攪拌機 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２
ＰＡＣ貯留槽 有効容量:　20㎥ 外観、異常の有無 各バルブの動作確認
№１・２・３ 寸法:　Φ2.8m×3.6m 液位表示値の確認

材質:　ＦＰＲ製 破損、液漏れの有無
アルカリ貯留槽 有効容量:　10㎥ 外観、異常の有無 各バルブの動作確認

№１・２ 寸法:　Φ2.4m×2.3m 液位表示値の確認
材質:　ＳＵＳ製 破損、液漏れの有無

次亜貯留槽 有効容量:　15㎥ 外観、異常の有無 各バルブの動作確認
№１・２・３ 寸法:　Φ2.5m×3.2m 液位表示値の確認

材質:　ＰＥ製 破損、液漏れの有無
薬注棟建屋 外観、異常の有無

次亜塩廃液ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

外観、異常の有無 振動測定

流入ゲート バルブ駆動装置 №１～８
№１～８ 電動式手動復帰型 異常音の有無

(ＬＴＫＤシリーズ） 外観、異常の有無
排水ゲート バルブ駆動装置 №１～８
№１～８ 電動式手動復帰型 異常音の有無

(ＬＴＫＤシリーズ） 外観、異常の有無
ろ過弁 空圧式フランジレス №１～８ 全閉、全開時の開度確認

№１～８ 　　　　バタフライ弁 異常音の有無
　　　(ＢＳ－ＩＳ型） 外観、異常の有無

ろ過流量調節弁 整流型フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

№１～８ メタルシートバタフライ弁 異常音の有無
　　(ＢＴ－ＦＴ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

表洗弁 空気圧式アクチュエーター №１～８
№１～８ （ＴＯＭＯＥ ＶＡＬＶＦ） 異常音の有無

外観、異常の有無
表洗流量調節弁 大型電動アクチュエーター №１～８

№１・２ (ＬＴＫＤシリーズ） 異常音の有無
外観、異常の有無

逆洗弁 水道用フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

№１～８ メタルシートバタフライ弁 異常音の有無
(ＢＴ－Ｆ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

逆洗流量調節弁 水道用フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

メタルシートバタフライ弁 異常音の有無
(ＢＴ－Ｆ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

捨水弁 空圧式フランジレス №１～８
№１～８ バタフライ弁 異常音の有無

(ＢＳ－ＩＳ型） 外観、異常の有無
水位検出用電極 №１～８ 電極部清掃

№１～８ 異常音の有無
外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

1台 動作確認

ろ過池躯体 外観、異常の有無

洗浄水槽躯体 外観、異常の有無

サンプリングポンプ 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
(川本ポンプ) 揚水量の異常の有無

酸

処

理

設

備

薬

品

注

入

設

備

備考
設

備
名

一

系

ろ

過

池

設

備

１ヵ年　　　　　

機　器　名　　 仕　　様

１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 ６ヵ月　　　　　 
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□放光寺浄水場 （水処理設備）

所要時間

流入ゲート バルブ駆動装置 №１～８
№１～６ 電動式手動復帰型 異常音の有無

(ＬＴＫＤシリーズ） 外観、異常の有無
排水ゲート バルブ駆動装置 №１～８
№１～６ 電動式手動復帰型 異常音の有無

(ＬＴＫＤシリーズ） 外観、異常の有無
ろ過弁 空圧式フランジレス №１～８

№１～６ バタフライ弁 異常音の有無
(ＢＳ－ＩＳ型） 外観、異常の有無

ろ過流量調節弁 整流型フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

№１～６ メタルシートバタフライ弁 異常音の有無
(ＢＴ－ＦＴ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

表洗弁 空気圧式アクチュエーター №１～８
№１～６ (ＴＯＭＯＥ ＶＡＬＶＦ) 異常音の有無

外観、異常の有無
表洗流量調節弁 大型電動アクチュエーター №１～８

№１・２ (ＬＴＫＤシリーズ） 異常音の有無
外観、異常の有無

逆洗弁 水道用フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

№１～６ メタルシートバタフライ弁 異常音の有無
(ＢＴ－Ｆ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

逆洗流量調節弁 水道用フレキシブル №１～８ 減速機のグリースの漏れ確認

メタルシートバタフライ弁 中塩混合井設備
(ＢＴ－Ｆ型） 外観、異常の有無
電動式兼手動式

捨水弁 空圧式フランジレス №１～８
№１～６ バタフライ弁 異常音の有無

(ＢＳ－ＩＳ型） 外観、異常の有無
水位検出用電極 №１～８ 電極部清掃

№１～６ 異常音の有無
外観、異常の有無

ろ過池躯体 外観、異常の有無

サンプリングポンプ 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
(川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

急速攪拌機 タービン型 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） オイル確認及び交換 グリス給脂
周速：　1.73m/秒 外観、異常の有無 振動測定

電動機：3.7ｋｗ*220ｖ
サンプリングポンプ 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
(川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

制水扉 手動開閉式 外観、異常の有無
№１・２ 呼び径： 1000mm

開閉方向：　左開き
中塩混合井躯体 外観、異常の有無

バタフライ弁 手動開閉式 外観、異常の有無
№１・２ 呼び径：　1000mm

開閉方向：　左開き
仕切弁 手動開閉式 外観、異常の有無

呼び径： 　350mm
開閉方向：　左開き

サンプリングポンプ 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無
(川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

後塩混合井躯体 外観、異常の有無

バタフライ弁 手動開閉式 外観、異常の有無
№１・２ 呼び径： 1000mm

開閉方向：　左開き
配水池中間用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

配水池躯体 外観、異常の有無

配水池出口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

配水池中間用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

配水池出口用 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

サンプリングポンプ ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
№１・２ (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

洗浄揚水ポンプ 両吸込うず巻ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス給脂 オイル確認及び交換
№１・２ （日立製） 外観、異常の有無 振動測定

吐出圧力値の確認 吐出圧力の記録
電流値の確認

山本送水ポンプ 両吸込うず巻ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№１・２ （日立製） 外観、異常の有無 振動測定
吐出圧力値の確認 吐出圧力の記録
電流値の確認

圧力水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

吐出圧力値の確認 振動測定
吐出圧力の記録

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

1台 動作確認

バタフライ弁 手動開閉式（左開き） 外観、異常の有無
№１・２・３ 呼び径： 800mm

呼び径： 450mm
配水池躯体 外観、異常の有無

ポンプ棟建屋 外観、異常の有無

緊急遮断弁 Φ900電動式バタフライ弁外観、異常の有無
（ＬＴＫＤ－０５）

仕　　様

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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□放光寺浄水場 （計装設備、その他設備）

所要時間

ＰＨ計 ＦＰ－０３－ＴＮ－ＴＴ１ 外観、異常の有無 ３点校正 メーカー年次点検で以下実施
（横河電気） ＫＣＬ液補充 ＫＣＬ液補充 ・伝送出力試験

３ヵ所 試料水量の確認 電極部洗浄
（堀場製作所）

ＰＨ計 ＴＤ－３１１ 外観、異常の有無 ３点校正 メーカー年次点検で以下実施
（堀場製作所） ＫＣＬ液補充 ＫＣＬ液補充 ・伝送出力試験

４ヵ所 試料水量の確認 電極部洗浄
（堀場製作所）

残塩計 ＡＮ４６５－３ 外観、異常の有無 汚損、焼損の確認 ゼロ校正 メーカー年次点検で以下実施
（日立製作所） エラー表示の有無 電極、フローセルの清掃 電磁弁の動作確認 ・伝送出力試験

１０ヵ所 試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損 ・活性炭の交換
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
アルカリ度計 ＡＮ４７０－３ 外観、異常の有無 試薬液の補充、交換 比較電極内部液の補充 ガラス電極の洗浄 電解用フィルター交換 メーカー年次点検で以下実施

（日立製作所） エラー表示の有無 電解電極の洗浄 計量水槽洗浄 ポンプチューブの交換 ・伝送出力試験
試料水量の確認 ゼロ、スパン校正 配管チューブの洗浄、交換
ＡＬＦ－１００ フローセルの洗浄
（東亜ディーケーケー）

アルカリ度計 ＡＬＦ－１００ 外観、異常の有無 試薬液の補充、交換 比較電極内部液の補充 ガラス電極の洗浄 電解用フィルター交換 メーカー年次点検で以下実施
（東亜ディーケーケー） エラー表示の有無 電解電極の洗浄 計量水槽洗浄 ポンプチューブの交換 ・伝送出力試験

試料水量の確認 ゼロ、スパン校正 配管チューブの洗浄、交換
ＡＬＦ－１００ フローセルの洗浄
（東亜ディーケーケー）

濁度計 ＡＮ４５０Ａ 外観、異常の有無 ゼロ校正 配管水漏れ詰まりの有無 光源ランプ交換 メーカー年次点検で以下実施
（日立製作所） エラー表示の有無 集光レンズ汚損の確認 各バルブの動作確認 ・伝送出力試験

４ヵ所 試料水量の確認
濁度値の確認

濁度計 ＡＮ４５５ 外観、異常の有無 ゼロ校正 配管水漏れ詰まりの有無 光源ランプ交換 メーカー年次点検で以下実施
（日立製作所） エラー表示の有無 集光レンズ汚損の確認 各バルブの動作確認 ・伝送出力試験

７ヵ所 試料水量の確認
濁度値の確認

ＵＶ計 ＯＰＳＡ－１５０ 外観、異常の有無 ワイパーの点検、交換 分析部UVランプ交換
（堀場製作所） エラー表示の有無 分析部乾燥剤交換 分析部シールワッシャ交換

試料水量の確認 配管、ボールバルブ清掃 分析部Vリング交換
分析部ギア交換 分析部ギア交換

電磁流量計 ＦＵＲ－２ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
（取水２ヵ所） （日立製作所） エラー表示の有無 ・伝送出力試験
(返送２ヵ所) ＬＦ－２０００ 流量値の確認

（ＳＯＮＩＣ）
電磁流量計 ＥＦＭ－２０４ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施

（ＰＡＣ２ヵ所） （日立製作所） エラー表示の有無 ・伝送出力試験
(次亜塩４ヵ所) ＥＦＭ－１０４ 流量値の確認

（日立製作所）
電磁流量計 MAGNUM3000FLEX 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施

（硫酸２ヵ所） （YAMATAKE) エラー表示の有無 ・伝送出力試験
流量値の確認

電磁流量計 （横河電気） エラー表示の有無 メーカー年次点検で以下実施
（配水２ヵ所） 流量値の確認 ・伝送出力試験

外観、異常の有無

水位計 ＥＬＲ－２００ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
（中混井１ヵ所） （日立製作所） エラー表示の有無 ・伝送出力試験
(配水池４ヵ所) 水位値の確認

液位計 ＬＩＵ－３２０ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
（ＰＡＣ３ヵ所） （FELLOW　KOGYO エラー表示の有無 ・伝送出力試験

(硫酸２ヵ所) 　　　　　CO　LTD） 液位値の確認

液位計 MRG-10-5TORL（電波式） 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
（アルカリ２ヵ所） （トキメック） エラー表示の有無 ・伝送出力試験

ＥＤＲ－７１Ｓ 液位値の確認
（日立製作所）

ガスタービン発電装置EFOP-RD（日立製作所） 外観、異常の有無 電気保安協会による年次点検
電圧　６６００V 異常、故障表示の有無 を実施
定格出力　５００KVA
回転速度　１８００rpm

ガスタービン カワサキS1T-03 外観、異常の有無 電気保安協会による年次点検
（日立製作所） 異常、故障表示の有無 を実施
出力　６００PS

燃料移送ポンプ 試運転及び電流値の記録
No.1,2 外観、異常の有無

地下重油タンク 残量確認
外観、異常の有無

燃料小出槽 外観、異常の有無
油漏れの有無
液位値の記録

液面指示計 DL-42型 外観、異常の有無
エラー表示の有無
液位値の記録

POC１，２ （日立製作所） (ループ信号確認記録) (ループ信号確認記録) メーカーによる年次点検を実施
警報装置
ITV監視装置

スクリーン１，２ （日立製作所） (ループ信号確認記録) メーカーによる年次点検を実施
警報装置
ITV監視装置

警報装置 (ループ信号確認記録)
(ループ信号確認記録) メーカーによる年次点検を実施

ITV監視装置 換気扇装置
ITV監視装置

換気扇装置 外観、異常の有無
異常、故障表示の有無

空調設備 外観、異常の有無 エアフィルター清掃
異常、故障表示の有無

電気設備 外観、異常の有無 メーカー及び電気保安協会に
異常、故障表示の有無 よる年次点検を実施

管理棟建屋 外観、異常の有無

展示棟建屋 外観、異常の有無

サンプリング配管 配管洗浄

備考
設

備
名 機　器　名　　 仕　　様

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　常　点　検　　　　
定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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６ヵ月　　　　　 １ヵ年　　　　　３ヵ月　　　　　 



□放光寺浄水場 （排水処理設備）

加圧脱水機 ISDG型 電流・オイル量の確認　　　 各電流値・圧力の記録 オイル確認及び交換
ラースタフイルター 圧入・圧搾・洗浄圧力の確認 パン清掃 チェーンの確認

異音・振動の確認 グリス給脂
外観・異常の有無 振動測定
ろ布状態の確認

グリス給脂

リミットスイッチの確認

油圧ポンプユニット 可変容量形ピストンポンプ 油量・油温・色相確認 オイル確認及び補充
運転圧力確認
異音・振動の確認
油漏れ確認

ろ布駆動用電動機 外観・異常の有無 グリス給脂 オイル確認及び補充

ろ板駆動用電動機 外観・異常の有無 グリス給脂 オイル確認及び補充

真空ポンプ 水封式真空ポンプ 電流・圧力の確認 電流・圧力測定 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝの点検及び交換

1台 異音・振動の確認 振動・騒音測定
水漏れの確認

圧搾水ポンプ 横軸多段渦巻ポンプ 電流・圧力の確認 振動測定 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝの点検及び交換

№1・2 異音・振動の確認 電流・圧力測定 オイル確認及び交換
水漏れの確認 軸継手ゴムの点検及び交換

排水返送水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

異音・振動の確認

制御用空気圧縮機 パッケージ 外観・異常の有無 エアーフイルター確認 第二種圧力容器点検
№1・2 オイルフリー オートドレン水抜き 安全弁・オートドレン

ベビコン 電流値の記録
吐出圧力の記録

1系制御用空気圧縮機 オイルベビコン 外観・異常の有無 エアーフイルター確認 オイル確認及び交換
№1・2 ドレン水抜き 安全弁・ドレンバルブ 第二種圧力容器点検

電流値の記録
吐出圧力の記録

ブロー用空気槽 外観・異常の有無 第二種圧力容器点検

計装用空気槽 外観・異常の有無 第二種圧力容器点検

制御用空気槽 外観・異常の有無 第二種圧力容器点検

圧入ポンプ 一軸ねじ式ポンプ 異音、振動の有無 振動測定 オイル確認及び交換
№1・2 外観、異常の有無 電流値の記録

吐出圧力値の記録 吐出圧力の記録

圧入ポンプ室床排水ポンプ 汚水汚物用水中ポンプ 外観・異常の有無 オイル確認及び交換
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

ろ布洗浄水ポンプ 清水用水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

ＮＯ，１コンベア フライト式ケースコンベア 搬送状況の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換
チェーンの給脂

投入フィーダー スクリュー式フィーダ 電流の確認 チェーンの給脂 オイル確認及び交換
異音・振動の確認 電流値の記録

ＮＯ，２コンベア フライト式ケースコンベア 搬送状況の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換
チェーンの給脂

ケーキ破砕機 水平回転摺動式 異音・異振動・発熱 異音・異振動・発熱 破砕羽根の揺れ確認 軸受けの異音・異振動 フィーダースクリュー軸の点検

スクリーン型 潤滑油の漏れ確認 ｽｸﾘｰﾝの変形・破損の確認 電動機の異音・異振動 オイル確認及び交換
立軸粒度調整機 ローラースリーブの確認 シールパッキンの点検

グリス給脂
排出フィーダー スクリュー式フィーダ 電流の確認 電流値の記録 チェーンの給脂 オイル確認及び交換

異音・振動の確認

ケーキヤード躯体 外観・異常の有無

排水処理棟建屋 外観・異常の有無

ケーキホッパー 鋼板製角形 外観・異常の有無 軸受け部グリス給脂
カットゲート

搬入用ホイスト 電動トロリー付ホイスト

脱水濃縮汚泥貯槽撹拌機 竪型攪拌機 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂
オイル量の確認 振動測定 オイル確認及び交換　　　　
外観・異常の有無
チェーンの確認

1系排水槽ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
(計4台) 吐出圧力の記録

１系排水槽躯体 外観・異常の有無

１系排水槽流入・流出弁 外観・異常の有無
(計3台)

1系排水槽撹拌機 水中攪拌機 異音・振動の有無 電流値の記録
(計4台) 外観・異常の有無

１系濃縮槽汚泥引抜弁 外観・異常の有無
1次・2次

１系濃縮槽躯体 外観・異常の有無
1次・2次

１系濃縮掻寄機 竪型掻寄機 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換　
1次・2次 オイル量の確認 振動測定 　　　

外観・異常の有無
チェーンの確認

脱

水

設

備

重力濃縮設備

備考
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名 機　器　名　　 仕　　様

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　常　点　検　　　　
定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 ６ヵ月　　　　　 １ヵ年　　　　　



□放光寺浄水場 （排水処理設備）

１系排泥槽撹拌機 竪型攪拌機 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換　　
1次・2次 オイル量の確認 振動測定 　　

外観・異常の有無
チェーンの確認

１系排泥槽室排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

1台 動作確認 オイル確認及び交換　　　　
１系排泥槽汚泥引抜弁 外観・異常の有無

１系送泥ポンプ 渦巻き式ポンプ 電流値の確認　　　　 電流値の記録 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ確認
№1・2 吐出圧・流量の確認 吐出圧・流量の記録

潤滑油量の有無　　　
軸受け部の確認　　　
外観・異常の有無

1系2次排泥槽撹拌ブロワー ルーツブロワ 吸込・吐出圧力の確認 電流値の記録 グリス給脂 オイル量の確認及び交換
オイル量の確認 エアーフイルターの確認
外観・異常の有無 振動測定

１系送泥ポンプ室排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 オイル確認及び交換　　
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

１系上澄水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

１系雨水返送ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

2系排水槽ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
(計4台) 吐出圧力の記録

２系排水槽躯体 外観・異常の有無

2系排水槽撹拌機 水中攪拌機 異音・振動の有無 電流値の記録
(計3台) 外観・異常の有無

２系濃縮槽汚泥引抜弁 外観・異常の有無
1次・2次

２系濃縮槽躯体 外観・異常の有無
1次・2次

2系濃縮掻寄機 中央駆動竪型 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換
1次・2次 オイル量の確認 振動測定 　　　　

外観・異常の有無

2系排泥槽撹拌機 中央駆動竪軸パドル型 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換　
1次・2次 オイル量の確認 振動測定 　　　

外観・異常の有無
２系排泥槽汚泥引抜弁 外観・異常の有無

2系排泥槽室排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 オイル確認及び交換　
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

2系汚泥移送ポンプ 渦巻き式ポンプ 電流値の確認　　　　 電流値の記録 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ確認
№1・2 吐出圧・流量の確認 吐出圧・流量の記録

潤滑油量の有無　　　
軸受け部の確認　　　
外観・異常の有無

2系2次排泥槽撹拌ブロワー ルーツブロワ 吸込・吐出圧力の確認 電流値の記録 グリス給脂 オイル量の確認及び交換
オイル量の確認 エアーフイルターの確認
外観・異常の有無 振動測定

2系送泥ポンプ室排水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 オイル確認及び交換
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

2系上澄水ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

２系雨水返送ポンプ 水中汚水汚物ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

原汚泥貯留槽撹拌機 中央駆動攪拌機 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂
パドル型 オイル量の確認 振動測定 オイル確認及び交換　　　　

外観・異常の有無

原汚泥貯留槽撹拌ブロワー ルーツブロワ 吸込・吐出圧力の確認 電流値の記録 グリス給脂
オイル量の確認 エアーフイルターの確認 オイル量の確認及び交換
外観・異常の有無

濃縮汚泥貯槽撹拌機 中央駆動攪拌機 電流値の確認 電流値の記録 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換　　　　
パドル型 オイル量の確認 振動測定

外観・異常の有無
汚泥貯槽躯体 外観・異常の有無

真空ポンプ 水封式真空ポンプ 電流・圧力の確認 電流・圧力測定 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙの点検及び交換

1台 異音・振動の確認 振動・騒音測定
水漏れの確認

洗浄ブロワー ルーツブロワ 吸込・吐出圧力の確認 電流値の記録 グリス給脂
オイル量の確認 エアーフイルターの確認 オイル量の確認及び交換
外観・異常の有無

真空タンク 外観、異常の有無
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□放光寺浄水場 （排水処理設備）

張込ポンプ 一軸ねじ式ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 外観、異常の有無 吐出圧力の記録

吐出圧力値の記録

圧入ポンプ 一軸ねじ式ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 外観、異常の有無 吐出圧力の記録

吐出圧力値の記録
汚泥圧入タンク 外観、異常の有無

汚泥移送ポンプ 一軸ねじ式ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 外観、異常の有無 吐出圧力の記録

吐出圧力値の記録

濃縮装置空気圧縮機 オイルベビコン 外観・異常の有無 エアーフイルター確認 オイル確認及び交換
№1・2・3 ドレン水抜き 安全弁・ドレンバルブ 第二種圧力容器点検

電流値の記録
吐出圧力の記録

冷凍式エアドライヤー 外観・異常の有無

制御用空気貯槽 外観・異常の有無 第二種圧力容器点検

空気貯槽 外観・異常の有無 第二種圧力容器点検

機械濃縮床排水ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 オイル確認及び交換
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

濃縮装置 省エネルギー型 外観・異常の有無
No.１～４ 汚泥濃縮装置 表示パネルの確認

運転状態の確認
濃縮機棟建屋 外観・異常の有無

圧力水ポンプ 外観・異常の有無
4k・11k

低区雨水返送ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

返送水槽排水ポンプ 外観・異常の有無

返送水ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

返送水流量計 外観・異常の有無 マンホール内水抜き

返送水槽躯体 外観・異常の有無

圧力水ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換
№1・2 吐出圧力の記録

脱水汚泥濃度計 超音波式濃度計 濃度値の確認 ゼロ・スパン調整
異音・異臭の有無
故障の有無
ドレン抜き

返送水濁度計 AN450-3 外観、異常の有無 ゼロ校正 光源ランプ交換 メーカー年次点検で以下実施
表面散乱型濁度計 エラー表示の有無 集光レンズ汚損の確認 ・伝送出力試験

試料水量の確認
濁度値の確認
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□太郎原取水場 （取水施設、取水ポンプ棟設備）

取水口 鉄筋コンクリート造り 外観・異常の有無
スクリーン清掃

取水口 水中ポンプ 外観・異常の有無 絶縁抵抗値測定
サンプリングポンプ 電流値の記録　　　

散気管装置 ルーツブロワ 電流値の記録 絶縁抵抗値測定 グリス給脂 オイル量の確認及び交換
ブロワ 外観・異常の有無 エアーフイルターの確認

散気状態確認 逆止弁動作確認
温度測定
振動測定
回転速測定

 取水口樋門 ステンレス鋼鉄 開閉動作の確認 グリスの塗布
電動スライドゲート 電流値の記録 オイル量の確認及び交換

絶縁抵抗値測定
振動測定

取水樋管制水ゲート ステンレス鋼鉄
スライドゲート

１系分樋管制水ゲート 鋳鉄製
スライドゲート

接合井
除塵井・沈砂池 河川水位実測

１系ポンプ井
１系取水ポンプ 両吸込み渦巻きポンプ 電流値の確認 絶縁抵抗値測定 グリス給脂

１～３号 吐出圧の確認 回転速測定
軸封水確認 温度測定
運転状態の確認　　　 振動測定

１系取水ポンプ 両吸込み渦巻きポンプ 電流値の確認 絶縁抵抗値測定 グリス給脂
４～５号 吐出圧の確認 回転速測定

軸封水確認 温度測定
運転状態の確認　　　 振動測定

無負荷運転
ディーゼル機関併用 エンジンオイル状況確認 実負荷運転

クーラント液量確認 各圧力・温度等運転状態確認

クラッチ動作確認
燃料フィルター確認
プライミングポンプ確認

４～５号エンジン用 圧力確認及び充填 第二種圧力容器点検
空気槽

空気槽充填用 外観・異常の有無 絶縁抵抗値測定 オイル確認及び交換　
空気圧縮機 振動測定

1台 回転速測定
エアーフイルターの確認

４～５号エンジン用 残量確認 ストレーナ―清掃
燃料小出槽

１系重油タンク 残量確認
防油堤水抜き

１系取水ポンプ用 外観・異常の有無 絶縁抵抗値測定 オイル確認及び交換　
真空ポンプ 振動測定
No.１・２ 回転速測定

１系取水ポンプ用 漏れ確認及びグランド調整 開閉時間測定 電流値の記録
吐出弁 絶縁抵抗値測定

１系取水ポンプ用 オイル確認及び交換　
逆止弁

床排水ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

No.１・２ 動作確認

屋外燃料タンク 外観・異常の有無

　１系ポンプ棟建屋 外観・異常の有無 チェーン・フック部測定

搬入用チェーンブロック ギャードトロリー
チェーンブロック

２系ポンプ井
２系取水ポンプ 両吸込み渦巻きポンプ 電流値の確認 絶縁抵抗値測定 グリス給脂

１～４号 吐出圧の確認 回転速測定
封水確認 温度測定
運転状態の確認　　　 振動測定

床排水ポンプ 水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

No.１・２ 動作確認

搬入用ホイスト 昇降電動クレーン チェーン・フック部測定
ギャードトロリー

自家用発電機 ガスタービン 運転モード確認 無負荷試運転（保安協会） 電気保安協会による年次点検
・実負荷運転

燃料小出槽 残量確認 ストレーナ―清掃

２系地下重油タンク 残量確認
防油堤水抜き

重油移送ポンプ 電流値の記録　
振動測定

　２系ポンプ棟建屋 外観・異常の有無

６ヵ月　　　　　 

２

系

ポ

ン

プ

棟

設

備

１ヵ年　　　　　

１

系

取

水

ポ

ン

プ

棟

設

備

設

備
名

取

水

設

備
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日　常　点　検　　　　
定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 

備考



□太郎原取水場 （活性炭棟設備外）

　活性炭溶解タンク 残量確認
外観・異常の有無

　汚 泥 貯 留 槽 　縦型攪拌機 電流値の確認 温度測定 軸受け部グリス給脂 オイル確認及び交換　
　攪　拌　機 異音・振動の確認 振動測定

絶縁抵抗値測定
回転速測定

　活性炭注入ポンプ 一軸偏心ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録 オイル確認及び交換　
3台 吐出圧・流量の記録

絶縁抵抗値測定
振動測定
回転速測定

　空気圧縮機 パッケージベビコン 外観・異常の有無 エァーフイルター確認 絶縁抵抗値測定
ドレン水抜き 蒸発圧力の記録 電流値の記録
吐出圧力の記録 第二種圧力容器点検

　自動洗浄ｽﾄﾚｰﾅ 外観・異常の有無 ストレーナ―清掃

　ホイストクレーン 外観・異常の有無 異音・振動の確認
動作確認

　給水弁・出口弁 外観・異常の有無
4台

　活性炭棟建屋 外観・異常の有無

　活性炭床排水ポンプ水中ポンプ 外観・異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

No.１・２ 動作確認

集塵装置 電流計の記録
トラップ水確認
エレメント清掃
絶縁抵抗値測定

　砂ろ過装置 外観・異常の有無 強制再生
各工程確認

　計装用パッケージ パッケージベビコン 外観・異常の有無 エァーフイルター確認
　ベビコン オートドレン確認

絶縁抵抗値測定
電流値の記録
吐出圧力の記録

床排水ポンプ 外観、異常の有無 オイル確認及び交換　
1台 動作確認 電流値の記録(クランプ測定）

　天 日 乾 燥 床 外観、異常の有無

　ＩＴＶカメラ 動作・状態確認 清　　掃
ワイパー摩耗状態確認
照明確認

除塵井水位計 河川水位実測 メーカーによる年次点検を実施

ポンプ井水位計 メーカーによる年次点検を実施

濁度計 指示値確認 メーカーによる年次点検を実施
水量確認
清掃

アンモニア計 指示値確認 メーカーによる年次点検を実施
水量確認
清掃
試薬残量確認・補充

導電率計 指示値確認 メーカーによる年次点検を実施
水量確認
清掃

油分計 指示値確認 メーカーによる年次点検を実施
水量確認
清掃
ドレン確認

ＵＶ計 指示値確認
水量確認
清掃

魚類監視装置 水量確認 メーカーによる年次点検を実施
魚類状態確認
清掃

塩素要求量計 指示値確認 メーカーによる年次点検を実施
水量確認
清掃
試薬残量確認・補充

オートストレーナ 清掃 ストレーナ―清掃

脱泡槽 水量確認
清掃

排煙装置 グリス給脂
絶縁抵抗値測定
振動測定
電流値の記録
回転速測定

ポンプ室換気ファン 給気ファン 電流値の記録　　
排気ファン

電気室換気ファン 給気ファン 電流値の記録　
排気ファン

自家発室換気ファン 給気ファン 電流値の記録
排気ファン

機　器　名　　 備考
日　常　点　検　　　　
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点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



□藤山配水場 

次亜注入ポンプ ヘイシンモーノポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№1・2 機械番号　91234 外観、異常の有無 振動測定
形式　2CV04 MR10 吐出圧力値の記録

次亜移送ポンプ TEXEL MAGNET PUMP 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

MODEL MEH-0402F01HSA 外観、異常の有無 振動測定
No1. 96MH0400330
No2. 06MH0400330

次 亜 貯 槽 オルガノ 外観、異常の有無 各バルブの動作確認
№1・2 次亜塩素酸ナトリウム貯槽 液位表示値の確認

製造番号　L-2987-232

次 亜 小 出 槽 ダイライトタンク 外観、異常の有無
タンクNo.  01611068

サンプリングポンプ 日立 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）
（中間） 形式　EFOU-KR 外観、異常の有無 振動測定

1台 揚水量の異常の有無
サンプリングポンプ 自吸カスケードポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

（配水） 　　　　　ＣＳ－形 外観、異常の有無 振動測定
1台 (川本ポンプ） 揚水量の異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

№1・2 動作確認

１号池緊急遮断弁 外観、異常の有無

管理棟建屋 外観、異常の有無

配水池躯体 外観、異常の有無

　高良内送水ポンプ 横軸両吸込渦巻きポンプ異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス補給
No.1・2 吐出量：5.5㎥/min 外観、異常の有無 振動測定

全揚程：55m 電流値の確認
電動機容量：75kw 吐出圧力の記録

燃料移送ポンプ 東芝 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定）

No.1・2 形式　FBKK8X 外観、異常の有無 振動測定
油漏れの有無

ガスタービン発電装置 電圧　440V 外観、異常の有無 電気保安協会による年次点検
定格出力　250KVA 異常、故障表示の有無 を実施
回転速度　22000rpm

地下燃料タンク 外観、異常の有無 マンホール水抜き

燃料小出槽 外観、異常の有無
油漏れの有無
液位値の記録

残塩計 ＡＮ４６５－３ 外観、異常の有無 ゼロ校正 メーカー年次点検で以下実施
2ヵ所 （日立製作所） エラー表示の有無 電磁弁の動作確認 ・伝送出力試験

試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損 ・活性炭の交換
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
電磁流量計 ＦＭＲ－７ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施

（日立製作所） エラー表示の有無 ・伝送出力試験
流量値の記録

液位計 電波レベル計 外観、異常の有無
No.1・2 ＭＲＧ－１０Ａ５Ｔ４ＲＳ 液位値の確認

水位計 ＡＰ　１９３ＪＣＳＺ０２ 外観、異常の有無
No.1・2 （東芝） 水位値の確認

配水流量計室 外観、異常の有無 マンホール内水抜き

配水池

□高良内配水池

配水池 ステンレス銅板製水槽 外観、異常の有無
NO.１ 容量　750㎥

材質SUS329Ｊ4Ｌ

配水池 鉄筋コンクリート製水槽 外観、異常の有無
NO.２ 容量　2,000㎥

１号配水池　水位計 ELR200 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
レンジ:0～6.5M エラー表示の有無 ・伝送出力試験
出力:DC4～20mA 水位値の確認
(HITACHI)

２号配水池　水位計 AP319JCPAG2 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
レンジ:0～6.5M エラー表示の有無 ・伝送出力試験
出力:DC4～20mA 水位値の確認
(TOSHIBA)

電磁流量計 メタウォーター株式会社 外観、異常の有無 マンホール内水抜き メーカー年次点検で以下実施
エラー表示の有無 ・伝送出力試験
流量値の確認
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□西部配水場

次亜貯留タンク ＭＣＩ０００ 外観、異常の有無
No.１・２ ポリエチレン製

（スイコ―株式会社）
次亜注入ポンプ スキップフーラーポンプ 異音、振動の有無 注入点清掃

No.１・２ 型式:GYD-60AJ-0000 外観、異常の有無
水道機工株式会社

床排水ポンプ エハラ水中ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）

2台 型式:50DSA61.5T 動作確認
電圧:200/220
定格電流:6.4/6.0
株式会社荏原製作所

配水ポンプ THREE PHASE INDUCTION MOTER 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス補給
No.１～４ 型式:JEC-2137-2000 外観、異常の有無 振動測定

製造番号:G4584670 電流値の確認
形式:TFO 吐出圧の記録
HITACHI

管理棟建屋 外観、異常の有無

配水池 外観、異常の有無
NO.１・２
緊急遮断弁 外観、異常の有無 マンホール内水抜き

連絡管流量調節弁 外観、異常の有無

緊急連絡管用バイパス管 洗管

連絡管流量計室床排水ポンプ 外観、異常の有無
1台 動作確認

流量値の確認

電線管マンホール マンホール内水抜き

大木町流量計室 外観、異常の有無
送水流量調節弁
大木町流量計室 外観、異常の有無
床排水ポンプ

残塩計 ＣＬＦ－１１ 外観、異常の有無 ゼロ校正 メーカー年次点検で以下実施
（東亜ディーケーケー） エラー表示の有無 電磁弁の動作確認 ・伝送出力試験

試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損 ・活性炭の交換
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
電磁流量計 ＬＦ－２３２ 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施

（東芝） エラー表示の有無 ・伝送出力試験
流量値の確認

水位計 投げ込み式 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
配水池No.１・２ エラー表示の有無 ・伝送出力試験

水位値の確認

発電機 JEC-2130-2000 電気保安協会による年次点検
（西芝電機株式会社） を実施

燃料小出槽 外観、異常の有無
油漏れの有無
液位値の記録

給排気ファン ４ＳＲＭ０２ 外観・異常の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス給脂
2ヵ所 （ＥＢＡＲＡ） 運転状態の確認　　　

□山本配水池

配水池 外観、異常の有無

配水池水位計 ELR200 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
レンジ：0～10ｍ エラー表示の有無 ・伝送出力試験
出力：DC4～20mA 水位値の確認
（HITACHI）

電磁流量計 X-FUR-3 外観、異常の有無 メーカー年次点検で以下実施
レンジ0～250㎥/H エラー表示の有無 ・伝送出力試験
出力：DC4～20mA 流量値の確認
(HITACHI)

残塩計 ＡＮ４６５－３ 外観、異常の有無 ゼロ校正 メーカー年次点検で以下実施
（日立製作所） エラー表示の有無 電磁弁の動作確認 ・伝送出力試験

試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損 ・活性炭の交換
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
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１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 １ヵ年　　　　　

薬

注
室

屋

外

施

設

ポンプ室

設

備
名

機　器　名　　 仕　　様

１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 

６ヵ月　　　　　 

計

装

設

備

自

家

発

電

設

備

水

処

理

・

計

装

設

備

６ヵ月　　　　　 

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

備考
日　常　点　検　　　　

定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ヵ年　　　　　

設

備
名



□その他施設

配水ポンプ
No.１～３

発電機

下田配水場建屋

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）
1台 動作確認

流量調節弁 外観、異常の有無 マンホール内水抜き グリス補給

減圧弁室建屋 外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）
1台 動作確認

減圧弁 外観、異常の有無

減圧弁室建屋 外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）
1台 動作確認

減圧弁 外観、異常の有無

減圧弁室建屋 外観、異常の有無

送水ポンプ 異音、振動の有無 電流値の記録(クランプ測定） グリス補給
No.1,2 外観、異常の有無 振動測定

電流値の確認
吐出圧力の記録

発電機 外観、異常の有無 電気保安協会による年次点検
異常、故障表示の有無 を実施

屋内燃料タンク 外観、異常の有無

ポンプ場建屋 外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）
1台 動作確認

次亜塩注入器 異音、振動の有無 マンホール内水抜き

配水池建屋 外観、異常の有無

配水池躯体 外観、異常の有無

配水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏﾝﾎｰﾙ マンホール内水抜き
配水流量計 マンホール内水抜き

超音波流量計 外観、異常の有無

床排水ポンプ 外観、異常の有無 電流値の記録(クランプ測定）
1台 動作確認

残塩計 ＣＬＦ－１６１０ 外観、異常の有無 ゼロ校正
（東亜ＤＫＫ） エラー表示の有無 電磁弁の動作確認

試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
残塩計 ＣＬＦ－１６１０ 外観、異常の有無 ゼロ校正

（東亜ＤＫＫ） エラー表示の有無 電磁弁の動作確認
試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認
自動水質監視装置 令和元年度設置予定 外観、異常の有無 ゼロ校正

エラー表示の有無 電磁弁の動作確認
試料水量の確認 活性炭フィルタの汚損
残塩値の確認 電極、フローセルの洗浄

検出器用ビーズの確認

石

垣

配

水

池

※日常点検及び定期点検は行わないものとする

１ヵ年　　　　　

長
門
石
残

塩
モ
ニ

タ
ー

機　器　名　　仕　　様

点　検　作　業　内　容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　常　点　検　　　　

西
青
木
自
動

水
質
監
視
装
置

６ヵ月　　　　　 
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系
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計
室

2

系

減

圧
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定　　　期　　　点　　　検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備考

１ヵ月　　　　　 ３ヵ月　　　　　 
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上
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圧

弁

室



□清掃業務一覧（対象施設：放光寺浄水場、太郎原取水場、藤山配水場、西部配水場）

床
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き
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流
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台
の
清
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芥
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理

衛
生
陶
器
の
清
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浴
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の
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汚
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処
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ペ
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鹸
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金
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窓
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床
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（
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ッ
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仕
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床
面
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（
カ
ー

ッ
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ッ
ト
洗
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床
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（
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ュ
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ガ
ラ
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イ
ン
ド
の
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掃

排
水
溝
の
清
掃

害
虫
駆
除

衛
生
陶
器
の
洗
浄

1 管理棟 1階 玄関ホール、階段 81.70 弾性床材 ビニル床シート ③ ③ ③ ③ ③ 適 適 ● ◆ 管理棟喫煙所（4箇所）の灰皿清掃・吸殻処理

2 管理棟 1階 事務室 106.30 弾性床材 ビニル床シート ③ ③ ③ ③ 適 適 ● ◆

3 管理棟 1階 更衣室 10.00 弾性床材 ビニル床シート ① ① ① 適 適 ● ◆

4 管理棟 1階 廊下 63.00 弾性床材 ビニル床シート ③ ② 適 適 ● ◆

5 管理棟 1階 応接室（書庫） 21.70 弾性床材 ビニル床シート ③ ③ ③ 適 適 ● ◆

6 管理棟 1階 会議室 56.40 弾性床材 ビニル床シート ③ ③ ③ 適 適 ● ◆

7 管理棟 1階 トイレ（男女） 36.20 硬質床材 陶器質モザイクタイル ③ ③ ③ ③ 適 適 適 ● 便器11、洗面台5、身障者用1

8 管理棟 1階 アクアスタディーホール 157.20 弾性床材 ビニル床タイル ① ① ① 適 適 ● ◆

9 管理棟 1階 浴室・湯沸室 17.60 硬質床材 モザイクタイル、ビニル床シート ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 適 適 適 ● ◆ 流し台1、テーブルコンロ1、風呂1

10 管理棟 1階 電気室 93.00 弾性床材 フリーアクセスフロア

11 管理棟 2階 水質試験室、機器分析室、天秤室、細菌試験室 387.10 弾性床材 ビニル床シート ③ 適 適

12 管理棟 2階 コントローラー室 34.20 弾性床材 フリーアクセスフロア ① 適 適

13 管理棟 2階 湯沸室・ミーティングルーム 22.00 繊維床材 タイルカーペット（フリーアクセスフロア） ③ ③ ③ ③ ③ ③ 適 適 適 ● ◆

14 管理棟 2階 中央管理室 134.40 繊維床材 タイルカーペット（フリーアクセスフロア） ① ① ③ ① ① 適 適 ●

15 管理棟 2階 廊下、階段 69.30 弾性床材 ビニル床シート ③ ① ① 適 適 ● ◆

16 管理棟 2階 休憩室・女子更衣室 29.10 弾性床材 畳（10畳）、ビニル床タイル ① ① ① 適 適 ● ◆

17 管理棟 2階 トイレ（男女） 14.20 硬質床材 陶器質モザイクタイル ③ ③ ③ ③ ③ 適 適 適 ● 便器5、洗面台3

18 管理棟 他 ガラス 465.10 ◆ ◆

19 屋外 トイレ 1.50 硬質床材 FRP ③ ③ ③ ③ 適 適 適 ● 便器1

20 資料館 資料館、階段 83.50 硬質床材 塗料仕上げ ① ① ① ① 適 適 ● ◆

21 薬注棟 薬注棟（電気室） 126.80 硬質床材 塗料仕上げ 適 適

22 ポンプ棟 ポンプ棟（電気室） 40.00 硬質床材 塗料仕上げ 適 適

23 取水場 電気室、発電機室 168.30 硬質床材 塗料仕上げ ◆ ◆

24 取水場 トイレ 6.00 硬質床材 陶器質モザイクタイル ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 適 適 適 ◆ 便器2、洗面台1

25 藤山 電気室 65.88 硬質床材 塗料仕上げ ◆ ◆

26 藤山 トイレ 10.00 硬質床材 モルタル ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 適 適 適 ◆ 便器4、洗面台1

27 西部 電気室 108.00 弾性床材 フリーアクセスフロア ◆ ◆

28 西部 事務室・湯沸室 64.80 弾性床材 帯電防止ビニル、ビニル床シート ◆ ◆ 適 適 適 ◆

29 西部 廊下 48.60 弾性床材 ビニル床シート、塗料仕上げ ◆ 階段含む

30 西部 トイレ 3.60 弾性床材 ビニル床シート ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 適 適 適 ◆ 便器1、洗面台1

【凡例】　○：毎日（年244回）　　③：週３回（年146回）　　②：週２回（年97回）　　①：週１回（年48回）　　●：月１回（年12回）　　◆：年２回　　適：適宜

放
光
寺
浄
水
場

太
郎
原

取
水
場

藤
山

配
水
場

西
部

配
水
場

床材 材質

日常清掃 定期清掃

備考

床 床以外 床 床以外

No.
施設
区分

建物名 階 作業箇所
面積
（㎡）

別表２



三潴・城島 大木町

緊急連絡管

46,000㎥

久留米市

(　　 )

西部配水場
10.7ｍ

5.0ｍ

※西部配水場は
大木町との共同施設

①配水形態

施設概要

 

157,640㎥/日

157,640㎥/日

石垣

324

116.1m

111.6m

90

高圧給水区域
  （石垣系）

6060

 中圧給水区域
  （石垣系）

2



　②　施設住所一覧

　※長門石残塩モニターは長門石中継ポンプ場内に設置

　③　系統別施設概要

　・ 放光寺浄水場系統

施    設

  取水施設 堤外水路 鉄筋コンクリート造り　幅３.２ｍ　深さ４.２ｍ　長さ３３.２ｍ ２条

取水樋門 電動ステンレス鋼鈑製ゲート　口径１.３５ｍ ２門

取水樋管 ダクタイル鋳鉄管　口径１.３５ｍ  長さ７３.８ｍ ２条

接合井
鉄筋コンクリート造り　幅３.５５ｍ　深さ８.８５ｍ　長さ７.９０ｍ
取水樋管制水ゲート       口径１.３５ｍ  ２門
１系分水樋管制水ゲート   口径１.２０ｍ  １門

１井

除塵井 鉄筋コンクリート造り　幅３.０ｍ　深さ１４.６ｍ　長さ６.０ｍ １井

分水樋管 ダクタイル鋳鉄管　口径１.２ｍ　長さ３２.４ｍ １条

沈砂池
鉄筋コンクリート造り
１系　幅３.５ｍ　長さ２９.５ｍ　深さ４.０ｍ
２系　幅３.５ｍ　長さ３２.１ｍ　深さ４.５ｍ

２池
２池

天日乾燥施設
コンクリート重力式擁壁構造
幅２３.８５ｍ　長さ４１.５８ｍ　高さ０.８６ｍ(平均)
容量８５２.８㎥

１池

魚類監視装置 魚の活動量による水質監視装置 １式

散気管装置 ブロアー　吐出量５.４３㎥／分　定格出力１１ｋＷ　散気管５６本 １式

ＩＴＶ設備 カメラ３台　モニター１台（無線） １式

水質計器 電導度計・濁度計・アンモニア計・油分計・ＵＶ計・塩素要求量計 各１台

概　　　　　要施設名称 備　考

　高良内配水池 　久留米市高良内町２２３１－２７２

　２系流量調節弁室 　久留米市山川町１００２－３

　西部配水場

施設名称 住所

　放光寺浄水場 　久留米市山本町豊田６１４

　太郎原取水場 　久留米市太郎原町３９１－１

　石垣配水池 　久留米市田主丸町石垣１３９５－３５

　上津流量調節弁室 　久留米市上津町字本山２０７２－４４７

　1系流量調節弁室 　久留米市山本町豊田４８－１０

　西青木自動水質監視装置 　久留米市城島町西青木７４７－４

　石垣ポンプ場 　久留米市田主丸町石垣２２２－１０

　田主丸吉本残塩モニター 　久留米市田主丸町森部２１

　長門石残塩モニター 　久留米市長門石町２丁目１５－１ ※

　太郎原取水口 　久留米市太郎原町　※太郎原取水場より北に数十メートル付近（筑後川左岸側）

　久留米市三潴町壱町原３６３

　下田ポンプ所 　久留米市城島町下田２－３

　山本配水池 　久留米市山本町豊田７１７－１

　藤山配水場 　久留米市藤山町１１５－５



  導水施設 ポンプ井
鉄筋コンクリート造り
１系　幅１３.００ｍ　長さ５.３０ｍ　深さ１４.５５ｍ
２系　幅１２.７０ｍ　長さ５.３０ｍ　深さ　５.８０ｍ

１池
１池

ポンプ室
鉄筋コンクリート造り（地上１階・地下１階）
１系　延べ面積３７４.５５㎡　２系　延べ面積６５２.１５㎡

２棟

取水ポンプ
両吸込み渦巻きポンプ（型式ＤＶ−ＣＨ・ＣＤｍ）
１系　吐出量１０.９８㎥／分　揚程８４ｍ　定格出力２２０ｋＷ
２系　吐出量　９.２６㎥／分　揚程８０ｍ　定格出力１７０ｋＷ

５台
４台

非常用動力機関
１系ディーゼル機関  ４・５号機（ラジエター式）
燃料地上タンク　鋼板製１,９５０Ｌ

２台
１基

非常用発電機
ガスタービンエンジン
（型式ＰＵ−１２５０−Ｂ−ＥＲ）９００ｋＶＡ
燃料地下タンク　鋼板製５,０００Ｌ

１台
１基

導水管
１系ＤＣＩＰ管　管口径８００ｍｍ　延長２,２４０ｍ
２系ＤＣＩＰ管　管口径８００ｍｍ　延長２,３５７ｍ

１条
１条

流量計
１系超音波流量計　ＦＵＲ８００　０～３,５００㎥／時
２系超音波流量計　ＦＵＲ８００　０～２,０００㎥／時

１台
１台

  浄水施設 粉末活性炭注入設備

鉄骨造ＰＣ板張り（２階建て）延べ面積２８４.４㎡
注入ポンプ　一軸偏心ポンプ　吐出量２３～１,０６７Ｌ／時
溶解槽　鉄筋コンクリート４１㎥
攪拌機　二段パドル式　定格出力５.５ｋＷ

１棟
３台
２槽
２台

着水井
鉄筋コンクリート造り
１系　幅４.０ｍ　長さ　８.０ｍ　深さ３.０ｍ　容量　９６㎥
２系　幅４.０ｍ　長さ１３.８ｍ　深さ３.８ｍ　容量２０９㎥

１池
１池

混和池
鉄筋コンクリート造り
２系　幅４.０ｍ　長さ４.０ｍ　深さ３.８ｍ　容量６０.８㎥
攪拌機　サイクロ減速機２９.６ｒｐｍ　１,２００Φ　定格出力３.７ｋＷ

１池
１台

フロック形成池

２系　鉄筋コンクリート造り
幅１４.０ｍ　長さ３.５ｍ　深さ４.１ｍ
容量２００.９㎥
フロキュレーター　３段　定格出力７.５ｋＷ　２.２ｋＷ　０.７５ｋＷ

　
２池

各２台

横流式沈澱池

２系　鉄筋コンクリート造り　(傾斜板入り)
幅１４.００ｍ　長さ３３.９５ｍ　深さ４.９５ｍ
容量２,３５３㎥
排泥装置　リンクベルト式掻寄機　定格出力２.２ｋＷ

２池
４台

高速凝集沈澱池

１系　鉄筋コンクリート造り　(傾斜管入り)
幅２０.０ｍ　長さ２６.０ｍ　深さ４.３ｍ
容量２,２３６㎥
真空ポンプ１,０００ｍｍＨｇ　定格出力７.５ｋＷ

２池
３台

中塩混合井
鉄筋コンクリート造り　幅４.２ｍ　長さ１０.２ｍ
深さ４.８ｍ　容量２０５.６㎥
攪拌機　サイクロ減速機２９.６ｒｐｍ　１,１００Φ　定格出力３.７ｋＷ

１池
１台

急速ろ過池
鉄筋コンクリート造り　ろ過面積７５.６㎡
幅１０.６ｍ　長さ８.３ｍ　深さ２.７ｍ

１４池

薬品注入棟 鉄筋コンクリート造り（平屋建て）　延べ面積３４３.６㎡ １棟

ＰＡＣ注入設備
ＰＡＣ貯槽（ＰＥ製）容量２０㎥
注入ポンプ　吐出量２～１５０Ｌ／時　定格出力０.４ｋＷ
後ＰＡＣ注入ポンプ（ダイヤフラム式）　吐出量０．３～３０Ｌ／時

３槽
３台
２台

次亜塩素酸ナトリウム
注入設備

ＮａＣｌｏ貯槽（ＰＥ製）容量１５㎥
前塩注入ポンプ　吐出量１.９～１７２Ｌ／時
中塩注入ポンプ　吐出量３．６～２９６Ｌ／時
後塩注入ポンプ　吐出量１．０～９５Ｌ／時

３槽
３台
２台
２台

苛性ソーダ注入設備
ＮａＯＨ貯槽（ＳＵＳ製）容量１０㎥
注入ポンプ　吐出量２.０～１５０Ｌ／時　攪拌機　定格出力０.４ｋＷ

２槽
２台

酸注入設備
鉄筋コンクリート造り　６７.６２㎡
硫酸貯槽(ＳＳ製、内面ＥＴＦＥライニング)容量２㎥
注入ポンプ　吐出量０.０１２～０.３７５Ｌ／分　定格出力０.４ｋＷ

１棟
２槽
３台

後塩混合井 幅８.０ｍ　長さ８.９ｍ　深さ４.５ｍ　容量３２０.４㎥ １池

洗浄水槽
ＰＣタンク　内径１８.０ｍ　水深７.１ｍ　容量１,８００㎥
ポンプ型式ＤＶ　揚水量５.５㎥／分　揚程３０ｍ

１槽
２台

水質計器
濁度計１４台・ＰＨ計７台・アルカリ度計２台
残塩計１０台・水温計１台・粒子計１台・ＵＶ計１台

１式

受電設備 高圧６,６００Ｖ受電式（屋外・１回線） １式



  浄水施設 非常用発電機
ディーゼルエンジン
型式ＬＸ−Ｍ−３５ＺＬ−４−４００ｋＶＡ
二重殻燃料地下タンク　３,０００Ｌ

１台
１基

制御用計算機

ＰＯＣ(プロセスオペレーターズコンソール)
ＰＣＳ(制御ステーション)二重化
ＴＣ/Ｔｍ用ＰＣＳ シングル
大型スクリーン ７０インチ
制御ＬＡＮ μΣＮｅｔｗｏｒｋ-１００ 二重化リング
ファイルサーバー　二重化
リモートＰＯＣ(水道本庁)

３台
２台
１台
２面
１式
１台
１台

ＩＴＶ設備 モニターカメラ（ズーム付３台）５台　モニター５台 １式

展示棟
鉄筋コンクリート造り（地下１階・地上２階）
地下：後塩混合井　１階：水質計器室
２階：展示室　　　延べ面積１６７.０４㎡

１棟

管理本館
鉄筋コンクリート造り（地下１階・地上２階）
延べ面積１,８１３.０３㎡

１棟

事務所 パソコン室、書庫、倉庫　延べ面積９３９.２３㎡ -

水質試験室 分析、理化学、その他　延べ面積４０１.１㎡ -

中央管理室 コントローラー室、ミーティングルーム  延べ面積２０４.８㎡ -

アクアホール 施設見学及び学習ホール　延べ面積１４０.０㎡ -

電気室 受変電設備室　延べ面積１４６.４㎡ -

  配水施設 配水池
鉄筋コンクリート造り
１系　幅３５.０ｍ　長さ５２.７ｍ　深さ５.０ｍ　容量  ８,７５０㎥
２系　幅３６.４ｍ　長さ４８.０ｍ　深さ５.８ｍ  容量１０,０００㎥

２池
２池

山本送水ポンプ
ＨＯＶ型渦巻ポンプ　吐出量４.１６７㎥／分　揚程５０ｍ
定格出力５５ｋＷ

２台

超音波流量計 管径９００ｍｍ　０～４,０００㎥／時 ２台

流量調節弁室
鉄筋コンクリート造り（１・２系共）延べ面積２９㎡
型式逆洗型９００ｍｍ　電動キャビレスバルブ

２台

  山本配水池 配水池 鉄筋コンクリート造り　内径１６.５ｍ　深さ１０.０ｍ　容量２,０００㎥ １池

追塩設備
小出槽 (ＰＶＣ製)５０Ｌ
注入ポンプ　吐出量０.２５～２５ｍＬ/分　定格出力２５Ｗ

１槽
２台

水質計器 残留塩素計 １台

  排水処理 排水槽
鉄筋コンクリート造り　(１・２系共)
幅１２ｍ　長さ１６ｍ　深さ３ｍ　容量５７６㎥

４池

排水槽水中ポンプ 吐出量１.２５㎥／分　定格出力５.５ｋＷ ８台

雨水返送ポンプ
１系　吐出量４.７㎥/分　定格出力２２ｋＷ
２系　吐出量６.５㎥/分　定格出力３７ｋＷ

２台
２台

１次・２次濃縮槽
鉄筋コンクリート造り (１・２系共)
幅１４.５ｍ　長さ１４.５ｍ　深さ４.５ｍ　容量９４６㎥

４槽

排泥槽
鉄筋コンクリート造り　(１・２系共)
幅４．５ｍ　長さ４．５ｍ　深さ４ｍ（有効３．２m）　　容量６４．８㎥

２池

汚泥貯槽
鉄筋コンクリート造り　(１・２系共)
幅６ｍ　長さ５ｍ　深さ４ｍ（有効３．５m）　　容量１０５㎥

２池

汚泥貯留槽
鉄筋コンクリート造り
幅４ｍ　長さ４ｍ　深さ２．２５ｍ　　容量３６㎥

１槽

返送水槽
ＰＣ造り（内径８.２ｍ　深さ１０.０ｍ）　容量５００㎥
返送水ポンプ　吐出量３.８３㎥／分　定格出力４５ｋＷ

１槽
２台

汚泥濃縮機 濃縮筒ろ布５３Φ　長さ１,６００ｍｍ　モジュール１８５本 ４基

濃縮汚泥貯槽
鉄筋コンクリート造り
幅４ｍ　長さ４ｍ　深さ３．２５ｍ　　容量５２㎥

１槽

濃縮汚泥貯留槽
鉄筋コンクリート造り
幅５ｍ　長さ５ｍ　深さ３ｍ　　容量７５㎥

１槽

加圧脱水機
無薬注加圧脱水方式　(短時間形）
ろ過面積２１８㎡　ろ過速度１.３４ｋｇ-ＤＳ/㎡・時

１台



  排水処理 低区雨水桝 鉄筋コンクリート造り　幅５.０ｍ　長さ６.０ｍ　深さ５.２ｍ　容量１３５㎥ １槽

低区雨水桝ポンプ 吐出量１.７㎥／分　定格出力５.５ｋＷ １台

処理棟 鉄骨瓦棒葺き　２階建て　延べ面積８２３㎡ １棟

ケーキヤード 鉄骨フィルムハウス  １階建て　延べ面積３００㎡ １棟

残塩計１台 １式

　・ 藤山配水系統

施    設

  藤山配水場 配水池
鉄筋コンクリート造り　幅４８.４ｍ　長さ３４.８ｍ
深さ５.０ｍ　容量８,０００㎥

２池

ポンプ室 鉄筋コンクリート造り(地上1階地下1階)　延べ面積２４５㎡ １棟

送水ポンプ
両吸込渦巻ポンプ   吐出量５.５㎥/分　定格出力７５ｋＷ
全揚程５５ｍ　２５０×２００

２台

追塩設備
貯槽(ＰＥ製)６㎥
注入ポンプ 　　 吐出量０～０.３Ｌ/分　定格出力０.２ｋＷ
予備注入ポンプ　吐出量０～０.４Ｌ/分　定格出力０.４ｋＷ

２槽
２台
１台

非常用発電機
ガスタ－ビンエンジン　型式ＰＵ-２５０Ｓ-Ｂ-ＣＲ
４４０Ｖ　２５０ｋＶＡ
燃料地下タンク　鋼板製１，９５０Ｌ

１式
１基

超音波流量計 管径７００ｍｍ　０～３,０００㎥/時 １台

ＩＴＶ設備 カメラ１台　モニター１台　ＮＴＴ回線 １式

水質計器 残塩計２台 １式

  高良内配水池 配水池
１号配水池　ＳＵＳ造り(幅１６ｍ 深さ７ｍ 長さ８ｍ）容量    ７５０㎥
２号配水池　ＰＣ造り　(内径２０.９ｍ　深さ６.８ｍ）容量 ２,０００㎥

２池

超音波流量計 管径３５０ｍｍ　０～５００㎥/時 １台

ＩＴＶ設備 カメラ１台　ＮＴＴ回線 １式

  上津流量調節弁室 弁室 鉄筋コンクリート造り　延べ面積２９㎡ １棟

流量調節弁 型式逆洗型５００ｍｍ　電動キャビレスバルブ １式

超音波流量計 管径９００ｍｍ　０～２,０００㎥/時 １台

  福岡県南広域水道
  企業団藤山調整池

調整池
鉄筋コンクリート造り　底面積４,７２５㎡　深さ５.１ｍ
容量２４,１００㎥（内久留米市分１,９００㎥）

１池

　・ 西部配水系統

施    設

  西部配水場 配水池
プレストレストコンクリート構造
直径２９.２ｍ　高さ６.０ｍ　容量４,０００㎥

２池

管理棟
鉄筋コンクリート構造
地下１階・地上１階　延べ面積５３３.３７㎡

１棟

配水ポンプ
ＨＯＶ形渦巻ポンプ
吐出量６.０㎥/分　揚程６２ｍ  定格出力９０ｋＷ
インバータモーター

４台

非常用発電機
ディーゼル発電機　３７５ｋＶＡ　４００Ｖ
燃料貯留槽　鋼板製１,５００Ｌ

１台
１基

追塩設備
貯槽(PE製)１,０００L
注入ポンプ (ダイヤフラム式）　吐出量０.３～６.０Ｌ/時

２槽
２台

電磁流量計
配水流量計　　　　管径 ３５０ｍｍ　０～２,０００㎥/時
緊急連絡管流量計　管径 ２００ｍｍ　０～　 ５００㎥/時

２台

侵入監視装置 ＩＴＶ設備　赤外線センサー　Ｗｅｂ監視 １式

施設名称 概　　　　　要

長門石残塩モニター

施設名称 概　　　　　要

備　考

備　考



  下田配水場 ポンプ室 鉄筋コンクリート造り　延べ面積１７㎡ １棟

配水ポンプ
３段渦巻ポンプ
吐出量０.３４㎥/分　揚程４１ｍ  定格出力５.５ｋＷ

３台

追塩設備
貯槽(ＰＶ製)１００Ｌ
注入ポンプ 　型式ＥＰ２１－５

１基
１台

非常用発電機 ディーゼル発電機（型式Ｐ２-３０）４０ｋＶＡ １台

自動水質監視装置１台（色度、濁度、残塩、水圧） １式

　・ 石垣配水系統

施    設

  石垣配水池 配水池
ＳＵＳ構造
幅９ｍ　長さ８ｍ　深さ５ｍ　容量３２４㎥　２槽式

１池

追塩設備
貯槽(PE製)１００L
注入ポンプ (ダイヤフラム式）　吐出量最大０．７５～１．５Ｌ/時

２槽
２台

電磁流量計 配水流量計　　　　管径 １５０ｍｍ　０～２００㎥/時 １台

侵入監視装置 ＩＴＶ設備　赤外線センサー　Ｗｅｂ監視 １式

非常用発電機 ディーゼル発電機（型式ＤＣＡ－１５ＬＳＸ）１５ｋＶＡ １台

  石垣ポンプ場 ポンプ室 鉄筋コンクリート造り　延べ面積９９㎡ １棟

送水ポンプ
タービンポンプ
吐出量０.８２㎥/分　揚程７０ｍ  定格出力１５ｋＷ

２台

非常用発電機 ディーゼル発電機（型式ＡＰ９５Ｃ）６５ｋＶＡ １台

残塩計１台 １式田主丸吉本残塩モニター

西青木自動水質監視装置

施設名称 概　　　　　要 備　考



④ 給水区域図　・久留米地区

給水区域(広川町の一部)

長門石残塩モニター

-37～38-



受水地点

大木町分岐点

-39～40-

城島総合支所

三潴総合支所

西青木自動水質監視装置



給水区域(うきは市の一部)

-41～42-

田主丸総合支所

うきは市

朝倉市

八女市

送水管

石垣配水池
ＳＵＳ構造
容量 324㎥×1池(2槽式)
ＨＷＬ +116.1ｍ
ＬＷＬ +111.6ｍ

石垣ポンプ場
鉄筋コンクリート造
延床面積 99㎡
吐出量 0.82㎥/分×70ｍ×2台

田主丸吉本残塩モニター



１－１

１－２

２－１２－２

地下

Ｎ

返送

排水槽

U
P

２系配水池

２－２

２系配水池

２－１

１系配水池

１－２

１系配水池

１－１

屋外受変電設備

１系排水池

排水処理棟

１系１次濃縮槽

１系２次濃縮槽

上澄水槽

低区雨水桝

濃縮棟

ポンプ棟

２系２次濃縮槽 ２系１次濃縮槽

２系排水池

２系排泥池

１系ろ過池

１系沈殿池

酸処理棟

展示棟
薬注棟

集水樋

洗浄水槽

管理棟本館

着水井

中塩混合井

着水井

１系返送流量計室

１系着水

流量計室

アクアホール

２系着水

流量計室

２系沈殿池

２系ろ過池

配水池

放光寺浄水場全体平面図 Ｓ＝１／４００
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