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第 1 章 総則 

  

 本仕様書は高幡東部清掃組合 (以下「本組合」という。) が発注するごみ固形燃料化施

設 (以下「本施設」という。) 基幹的設備改良工事＜搬送設備等＞に適用する。 

 

第 1節 計画概要 

 

1．一般概要 

本組合が設置・管理しているごみ固形燃料化施設は、供用開始から約 16年が経過し、

今後さらなる腐食や劣化等による機能低下が予測されることから、本組合では、ごみ固

形燃料化施設長寿命化総合計画 (平成 29年 9月) (以下、「長寿命化総合計画」という。) 

を策定し、基幹的設備改良工事による施設の延命化を計画したところである。 

ごみ固形燃料化施設基幹的設備改良工事＜搬送設備等＞ (以下「本工事」という。) は

今後も安定的なごみ処理を行うため、本組合が策定した長寿命化総合計画に基づき、本

施設の設備・装置を整備または更新するもので、本工事の請負者は、各設備・装置の所

定の性能が発揮されるよう工事を行わなければならない。 

 

2．工事名 

 高幡東部清掃組合ごみ固形燃料化施設基幹的設備改良工事＜搬送設備等＞ 

 

3．施設規模 

 53 t / 8 h (26.5 t / 8 h×2系列) 

 

4．工事場所 

 高知県高岡郡中土佐町久礼 5966番地 

 

5．敷地面積 

 11,738.22 m2 

 

6．工期 

 1) 着工予定 平成 30年 7月 

 2) 竣工予定 平成 34年 3月 (4ヶ年継続事業) 
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第 2節 計画主要目 

 

1．処理能力 

 1) 公称能力 

  53 t / 8 h (26.5 t / 8 h×2系列) 

 2) 計画ごみ質 

  (1) ごみの種類 

   ① 一般収集可燃ごみ 

   ② 直接搬入可燃ごみ 

  (2) ごみ組成等 (H28年度実績) 

    ① 物理的組成 

 

 

    ② 3成分 

 

 

項目 単位 第1回 第2回 第3回 第4回 平均

紙・布類 % 48.47 42.97 58.66 52.55 50.66

ビニール、合成樹脂、

ゴム、皮革類
% 42.03 37.11 26.29 25.49 32.73

木、竹、わら類 % 2.16 3.68 0.77 2.24 2.21

ちゅう芥類 % 7.00 11.08 10.56 12.07 10.18

不燃物類 % 0.00 0.24 0.24 6.82 1.83

その他 % 0.34 4.92 3.48 0.83 2.39

合計 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

項目 単位 第1回 第2回 第3回 第4回 平均

単位容積重量 kg/m
3 88.0 97.0 58.7 73.0 79.2

水分 % 44.25 49.63 39.78 43.78 44.36

可燃分 % 51.19 45.44 53.88 48.07 49.65

灰分 % 4.56 4.93 6.34 8.15 6.00

合計 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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    ③ 発熱量 

 

 

 3) RDFの性状 

  (1) 成形密度 粉化程度の少ないもの 

  (2) 含水率 10 %以下 

  (3) 成形サイズ 径 15 mm × 長さ 30 mm ～ 50 mm 

  (4) 熱量 3,450 ～ 3,810 kcal/kg 

  (5) その他 石灰が混入されている。 

 明らかに確認できる金属類、ガラスや不燃物が混入されて

いない。 

 

2．系列数 

 26.5 t / 8 h×2系列 

 

3．稼働時間 

 1日当たり 8時間 

 (但し、各機器の立ち上げ、停止に要する時間 (1 ～ 2時間) を含む) 

 

4．主要設備方式 

 1)  受入供給設備 ピット・アンド・クレーン方式 

 2)  破砕選別設備 二軸せん断方式、磁力選別方式、比重差選別方式 

 3)  乾燥設備 直接通気乾燥方式 

 4)  固形化設備 圧縮成形方式 

 5)  貯留搬出設備 サイロ方式 

 6)  排ガス処理設備 バグフィルタ、高温酸化方式 

 7)  脱臭設備 バグフィルタ、活性炭吸着方式 

 8)  給水設備 生活用 ：上水 

 プラント用 ：上水 

 9)  排水処理設備 生物処理方式及び乾燥蒸発方式 

 10) 雑設備 

 11) 冷風設備 

 12) 電気設備 

項目 単位 第1回 第2回 第3回 第4回 平均

低位発熱量 (計算値) kJ/kg 8,540 7,330 9,170 7,950 8,248

低位発熱量 (実測値) kJ/kg 10,470 9,290 10,720 10,300 10,195
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 13) 計装設備 

 

5．公害防止基準 

 1) 排出ガス基準 (乾ガス基準酸素濃度 %換算値) 

  (1) ばいじん量 0.02 g/m3 (NTP) 以下 (O2実測値) 

  (2) 硫黄酸化物 50 ppm以下 (O2実測値) 

  (3) 窒素酸化物 100 ppm以下 (O2 16 %換算出口濃度) 

  (4) 塩化水素 50 ppm以下  (O2 12 %換算出口濃度) 

  (5) CO 30 ppm以下  (O2 12 %換算値の 4時間平均値) 

  (6) O2 6 %以上 (炉出口) 

  (7) ダイオキシン排出濃度 0.1 ng-TEQ/m3 (NTP) 以下 (O2 12 %換算出口濃度) 

 2) 排水基準 

  (1) BOD 30 ppm以下 

  (2) COD 30 ppm以下 

  (3) SS 70 ppm以下 

 3) 騒音基準 

  敷地境界線において、下記の基準値以下とする。 

   朝 ( 6：00 ～  8：00 ) 55 dB以下 

   昼間 ( 8：00 ～ 19：00 ) 60 dB以下 

   夕 (19：00 ～ 22：00 ) 55 dB以下 

   夜間 (22：00 ～  6：00 ) 50 dB以下 

 4) 振動基準 

 敷地境界において、下記の基準値以下とする。 

   昼間 ( 8：00 ～ 19：00 ) 60 dB以下 

   夜間 (19：00 ～  8：00 ) 55 dB以下 
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5) 悪臭基準値 

 敷地境界線上において下記の基準値以下とする。(臭気強度：2.5相当) 

 

6．安全衛生管理 (作業環境基準) 

 本工事の施工にあたっては、運転管理上の安全確保 (保守の容易さ、作業の安全、各

種保安装置、必要機器の予備確保等) に留意すること。 

 また、関連法令、諸規則に準拠して安全衛生設備を完備する他、作業環境を良好な状

態に保つことに留意し、換気、騒音防止、必要照度の確保、余裕のあるスペースの確保

に心掛けること。特に機器側における騒音が約 80 dB (騒音源より 1 mの位置において) 

を超えると予想されるものについては原則として、機能上及び保守点検上支障のない限

度において減音対策を施すこと。 

 1) 安全対策 

 設備装置の配置、据付はすべて労働安全衛生法令及び規則に定めるところによると

ともに、運転・保守点検に必要な歩廊、階段、手摺及び防護柵等を完備すること。 

 

第 3節 施設機能の確保 

 

1．適用範囲 

 本仕様書は、本工事の基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されな

い事項であっても、工事の目的達成のために必要な設備等、または工事の性質上当然必

要と思われるものについては記載の有無にかかわらず、工事請負者 (以下「請負者」と

いう。) の責任において全て完備すること。 

 

 

項目 基準値 項目 基準値 

1 アンモニア 1 ppm 12 イソバレルアルデヒド 0.003 ppm 

2 メチルメルカプタン 0.002 ppm 13 イソブタノール 0.9 ppm 

3 硫化水素 0.02 ppm 14 酢酸エチル 3 ppm 

4 硫化メチル 0.01 ppm 15 メチルイソブチルケトン 1 ppm 

5 二硫化メチル 0.009 ppm 16 トルエン 10 ppm 

6 トリメチルアミン 0.005 ppm 17 スチレン 0.4 ppm 

7 アセトアルデヒド 0.05 ppm 18 キシレン 1 ppm 

8 プロピオンアルデヒド 0.05 ppm 19 プロピオン酸 0.03 ppm 

9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ppm 20 ノルマル酪酸 0.001 ppm 

10 イソブチルアルデヒド 0.02 ppm 21 ノルマル吉草酸 0.0009 ppm 

11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ppm 22 イソ吉草酸 0.001 ppm 
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2．疑義 

 請負者は本仕様書を熟読吟味し、もし、疑義のある場合は本組合に照会し、本組合の

指示に従うこと。また、工事施工中に疑義が生じた場合には、その都度書面にて本組合

と協議し、その指示に従うとともに、記録を提出すること。 

 

3．変更 

 1) 提出済みの事前審査図書については原則として変更は認めないものとする。ただし、

本組合の指示及び本組合と請負者との協議等により変更する場合はこの限りではな

い。 

 2) 実施設計に先立ち、契約設計図書を提出すること。なお、事前審査図書に変更がな

い場合は、事前審査図書を契約設計図書とすることができる。 

 3) 実施設計期間中、契約設計図書の中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合

及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合は、契約設計図書

に対する改善変更を請負者の負担において行うものとする。 

 4) 実施設計図書は原則として契約設計図書によるものとする。契約設計図書に対し部

分的変更を必要とする場合には、機能及び管理上の内容が下回らない限度において、

本組合の指示または承諾を得て変更をすることができる。この場合は請負金額の増減

は行わない。 

 5) 実施設計完了後、実施設計図書中に本仕様書に適合しない箇所が発見された場合に

は、請負者の責任において実施設計図書に対する改善・変更を行うものとする。 

 6) その他本施設の工事にあたって変更の必要が生じた場合は、本組合の定める契約条

項によるものとする。 

 

4．性能と規模 

 本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な規模を

有し、かつ管理的経費の節減を十分考慮したものでなければならない。 

 

第 4節 材料及び機器 

 

1．使用材料規格 

 使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつすべて新品

とし、日本工業規格 (JIS) 、電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC) 、日本電気工業

会規格 (JEM) 、日本水道協会規格  (JWWA)  、空気調和・衛生工学会規格 (HASS) 、

日本塗料工業会規格 (JPMS) 等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用

しなければならない。なお、本組合が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査

を行うものとする。その他のものに関しては、これらと同等品以上とすること。 
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 国等による環境物品の調達に関する法律第 6条に基づき定められた「環境物品等の調

達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮すること。 

 

2．使用材質 

 特に高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものでなければならないとともに、

酸・アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸・耐アル

カリ性を考慮した材料を使用しなければならない。 

 また本施設は海洋に面し、台風常襲地域であるため、必要に応じて塩風被害対策を講

じること。 

 

3．使用材料・機器の統一 

 使用する材料及び機器は、過去の実績、公的機関の試験成績等を十分検討の上選定し、

極力メーカーの統一に努め互換性を持たせること。 

 原則として、事前にメーカーのリストを本組合に提出し、承諾を受けるものとし、材

料・機器類のメーカー選定にあたっては、アフターサービスについても十分考慮し、万

全を期すること。なお、電線についてはエコケーブル、電灯はインバータ等省エネルギ

ータイプを採用する等、環境に配慮した材料・機器の優先的な使用を考慮すること。 

 

第 5節 試運転及び指導期間 

 

1．試運転 

 1) 本仕様書に定める試運転とは、工事対象としている各設備の装置・機器の更新工事

あるいは整備補修工事の完了後に行う動作確認から実負荷調整運転までをいう。工事

完了後、工期内に試運転を行うものとし、試運転期間は装置・機器毎に試運転実施要

領書に定める期間とする。 

 2) 試運転は請負者が本組合とあらかじめ協議の上、作成した実施要領書に基づき、請

負者において運転を行うこと。 

 3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、本組合が現場の状況を判断し指示する。

請負者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出すること。 

 4) この期間に行われる調整及び点検には、原則として本組合の立会を要し、発見され

た補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を本組合に報告すること。 

 5) 補修箇所に際しては、請負者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本組合の承諾

を得るものとする。 

 

2．運転指導 

 請負者は本施設に配置される本組合の職員に対し、施設の円滑な創業に必要な機器の
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運転管理及び取り扱い (点検業務含む) について、本組合との協議により教育指導が必

要と判断した場合は、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。

なお、教育指導計画書はあらかじめ請負者が作成し、本組合の承諾を受けなければなら

ない。 

 

3．試運転及び運転指導にかかる経費 

 本施設引渡しまでの試運転、運転指導に必要な費用の負担は次のとおりとする。 

 1) 組合の負担 

  ごみの搬入 

  各搬出物の搬出・処分 

  本施設に配置される職員の人件費 

  本施設の運転に係る用役費 

 2) 請負者の負担 

前項以外の試運転・運転指導に必要な請負者の人件費及び旅費交通費は請負者が負

担すること。 

 

第 6節 かし担保 

 

 設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は請負者の負担に

て速やかに補修、改造、改善または取替を行わなければならない。 

 本施設は性能発注 (設計施工契約) という発注方法を採用しているため、請負者は施工

のかしに加えて設計のかしについても担保する責任を負う。 

 かしの改善等に関しては、かし担保期間を定め、この期間内に性能、機能、耐用等に関

して疑義が発生した場合、本組合は請負者に対し、かし改善を要求できる。 

 かしの有無については、適時かし検査を行いその結果をもとに判定するものとする。 

 

1．かし担保 

 1) 設計のかし担保 

 設計のかし担保期間は原則として、引渡後 10 年間とする。この期間内に発生した

設計のかしは、設計図書に記載した施設の性能及び機能、主要装置の耐用に対して、

全て請負者の責任において、改善等を行うこと。なお、設計図書とは、本章第 8節に

規定する実施設計図書、施工承諾申請図書、工事関連図書、完成図書とする。 

 2) 施工のかし担保 

  プラント工事関係のかし担保期間は原則として、引渡後 2年間とする。 

2．かし検査 

 本組合は施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、請負者に対し、かし検査を
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行わせることができるものとする。請負者は本組合と協議した上でかし検査を実施し、

その結果を報告すること。かし検査にかかる費用は請負者の負担とする。かし検査によ

るかしの判定は、かし担保確認要領書により行うものとする。本検査でかしと認められ

る部分については請負者の責任において改善、補修すること。 

 

3．かし担保確認要領書 

 請負者はあらかじめ「かし担保確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受ける。 

 

4．かし確認の基準 

 かし確認の基本的な考え方は以下のとおりとする。 

    ① 運転上支障がある事態が発生した場合 

    ② 構造上・施工上の欠陥が発見された場合 

    ③ 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損な

われた場合 

    ④ 性能に著しい低下が認められた場合 

    ⑤ 主要装置の耐用が著しく短い場合 

 

5．かしの改善、補修 

 1) かし担保 

かし担保期間中に生じたかしは、本組合の指定する時期に請負者が無償で改善・補

修すること。改善・補修にあたっては、改善・補修要領書を提出し、承諾を受けるこ

と。 

 2) かし判定に要する経費 

かし担保期間中のかし判定に要する経費は請負者の負担とする。 
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第 7節 工事範囲 

 本仕様書で定める工事範囲は次表のとおりとする。なお、各設備の工事範囲の詳細につ

いては、第 2 章 工事仕様を基本とし、本工事の目的達成に必要な部品交換についても工

事範囲とする。また、装置・機器の更新に伴う既設装置等の解体撤去・処分工事及び建屋

の部分解体・復旧工事も工事範囲内とする。 

 

  

H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 更新 整備補修 部品交換

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○(1基) ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（２基） ○

B ○（２基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A ○（１基） ○

B ○（１基） ○

共通

A

B

共通 ○（１基） ○

A

B

共通 ○（１基） ○

A

B

共通 ○（１基） ○

A

B

共通 ○（１基） ○

A

B

共通 ○（１基） ○

A

B

共通 ○（２基） ○

6 給水設備

6-1 ﾌﾟﾗﾝﾄ用給水ﾕﾆｯﾄ

6-2 生活用水給水ﾕﾆｯﾄ

4 固形化設備

4-1 貯留ﾌｨｰﾀﾞ

4-3

No.1RDF搬送ｺﾝﾍﾞﾔ

5-2 No.2RDF搬送ｺﾝﾍﾞﾔ

5-3 鉄排出ｺﾝﾍﾞﾔ

No.1圧縮成形機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

4-4 No.2圧縮成形機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

3-2 No.2乾燥機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

7 排水処理設備 7-1 ろ液噴霧ﾎﾟﾝﾌﾟ

5 貯留搬出設備

5-1

系列

No.1乾燥機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

4-2 圧縮成形機供給ｺﾝﾍﾞﾔ

設　備　名

2-2 No.1比重差選別機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

1-1 切出ｺﾝﾍﾞﾔ＋受入供給ｺﾝﾍﾞﾔ

2-1 破袋機排出ｺﾝﾍﾞﾔ

機　器　名　称

1 受入供給設備

2 破砕選別設備

3-1

3 乾燥設備

基幹改良工事 工事区分
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第 8節 提出図書 

 

1．事前審査図書 

 入札参加資格確認申請者は本仕様書に基づき、本組合の指定する期日までに次の図書

を提出すること。 

 1) 設計仕様書 

  (1) 設備別機器仕様書 

 (① 性能、② 容量、③ 数量、④ 構造、⑤ 材質、⑥ 操作条件等) 

  (2) メーカーリスト 

  (3) アフターサービス体制 

  (4) 予備品・消耗品リスト 

 2) 工事工程表 

 3) その他発注仕様書に示した計算書、説明書等 

 4）工事見積書（工事費内訳書を含む） 

 

2．契約設計図書 

請負者は本仕様書に基づき、本組合の指定する期日までに契約設計図書を各 3部提出

すること。但し、事前審査図書に変更がない場合は、事前審査図書に準じるものとする。 

 

3．実施設計図書 

請負者は契約後ただちに実施設計図書に着手するものとし、実施設計図書として次の

ものを各 3部提出すること。 

 仕様書類 A4版 3部 

 図面類 (縮小版) A3版 3部 

 1) プラント工事関係 

  (1) 工事仕様書 

  (2) 施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 (本工事の対象設備を図示する。) 

  (3) 各階機器配置図 (本工事の対象設備を図示する。) 

  (4) 設備組立平面図、断面図 (本工事対象設備) 

  (5) 工事工程表 

  (6) 内訳書 (スクラップ控除含む) 

  (7) 予備品、消耗品、工具リスト 

  

4．施工承諾申請書 

請負者は実施設計に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては、事前に承諾

申請図書により本組合の承諾を得てから着工すること。図書は次の内容のものを各 3部
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提出すること。 

 1) 承諾申請図書一覧 

 2) 設備機器詳細図 

(構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図) 

 3) 施工要領書 

(搬入要領書、据付要領書を含む) 

 4) 検査要領書 

 5) 計算書、検討書 

 6) 打合せ議事録 

 7) その他必要な図書 

 

5．完成図書 

請負者は、工事竣工に際して完成図書として次のものを提出すること。 

 1)  竣工図 3部 

 2)  竣工図縮小版「A3版」 3部 

 3)  竣工図電子データ 1式 

 4)  仕様書 (設計計算書及びフローシート等含む) 3部 

 5)  取扱説明書 3部 

 6)  試運転報告書 3部 

 7)  単体機器試験成績書 3部 

 8)  機器台帳 (電子媒体含む) 3部 

 9)  機器履歴台帳 (電子媒体を含む) 3部 

 10) 打合せ議事録 3部 

 11) 各工程の工事写真及び竣工写真 (各々カラー) 3部 

 12) その他指示する図書 3部 

 

第 9節 検査及び試験 

 

 工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。 

 

1．立会検査及び立会試験 

指定主要機器、材料の検査及び試験は、本組合の立会いのもとで行うこと。但し、本

組合が特に認めた場合には請負者が提示する検査 (試験) 成績表をもってこれに代える

ことができる。 

 

2．検査及び試験の方法 
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検査及び試験は、あらかじめ本組合の承諾を得た検査 (試験) 要領書に基づいて行う

こと。 

 

3．検査及び試験の省略 

公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器について

は、検査及び試験を省略できる。 

 

4．経費の負担 

工事に係る検査及び試験の手続きは請負者において行い、これに要する経費は請負者

の負担とする。但し、本組合の職員または本組合が指示する監督員 (委託職員を含む) の

旅費等は除く。 

 

第 10節 正式引渡し 

 

 工事竣工後、本施設を正式引渡しするものとする。 

 工事竣工とは、第 1章第 7節に記載された工事範囲の工事をすべて完了し、契約書に規

定する竣工検査を受け、これに合格した時点とする。 

 

第 11節 その他 

 

1．事務手続き及び提出書類 

請負者は契約後、ただちに本工事の施工に必要な事務手続きを行い、関係書類を提出

しなければならない。 

 

2．疑義の解釈 

請負者は本仕様書及び本工事の施工中に疑義が生じた場合、本組合と協議してその指

示に従わなければならない。 

 

3．関係法令等の遵守 

本工事の設計施工にあたり、工事に関する諸法規その他関係法令等を遵守し、工事の

円滑な進捗を図ること。 

 

4．関係官公署への許認可申請 

工事内容により関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続

きは請負者の経費負担により速やかに行い、本組合に報告すること。また、工事範囲に

おいて本組合が関係官庁への許認可申請、届出等を必要とする場合、請負者は書類作成
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等について協力し、その経費を負担すること。 

5．施工 

本工事施工に際しては、次の事項を遵守すること。なお、安全管理計画書を作成し提

出すること。 

 1) 安全管理 

  (1) 請負者は、工事の施工にあたっては常に最新の注意を払い、労働安全衛生法等を

遵守し、公衆及び作業者の安全を図らなければならない。 

    万一、人身事故が発生した場合は、速やかに本組合に報告するとともに、請負者

にて事後対策に努めなければならない。 

  (2) 請負者は工事中、適正な人員を配置し、現場内の整理整頓及び保全に努めなけれ

ばならない。 

  (3) 請負者は粉じん等の発散抑制に努めるとともに、発じん作業従事者に対し、発生

状況に応じた有効な呼吸器保護具や粉じんの付着しにくい作業着及び手袋等を着

用させなければならない。また、粉じん教育を実施する等の措置を講じなければな

らない。 

  (4) 工事施工中に事故が発生した場合は、ただちに適正な措置を講ずるとともに事故

発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について速やかに本組合に報告しな

ければならない。 

  (5) 重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、あらかじめ保安上必要な措置及

び緊急時の応急措置並びに連絡方法等について本組合と協議し、これを遵守しなけ

ればならない。 

  (6) 危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令に従い、万全方策を

講じなければならない。 

  (7) 危険物を使用し、工事を施工する場合は、あらかじめ本組合に使用許可を提出し

なければならない。 

  (8) 重量物を扱う足場は、堅固な構造としなければならない。 

  (9) 工事現場へ一般の立入を禁止する必要がある場合は、本組合の承諾を得て、その

区域へ適当な柵を設けるとともに、立入禁止の表示をしなければならない。 

 2) 現場管理 

資材搬入路、仮設事務所等については本組合と十分協議し、請負者の見込みにより

確保すること。また整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。 

 3) 復旧 

他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は本

組合と協議の上、請負者の負担で速やかに復旧すること。 

 4) 保険 

本施設の施工に際しては、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険、
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労働災害保険等に加入すること。 

6．資格を必要とする作業 

資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が施工しなければならない。 

 

7．工事対象物の管理義務 

工事が完了し、引渡し完了までの工事対象物の管理保管は請負者の責任とする。 

 

8．工事終了後の措置 

請負者は工事完了後、仮設物を取り払い、請負者所有の残材は速やかに場外に搬出す

るとともに、後片付け及び周辺の清掃を行わなければならない。 

 

9．仮設及びその準備 

 1) 仮設、切り廻しについては、同敷地内にある既存設備の運搬・管理業務に支障をき

たさないように計画しなければならない。 

 2) 請負者現場事務所・工作小屋・材料置場等の必要な仮設物を設ける場合は、設置位

置その他の概要について本組合の承諾を受けなければならない。 

 3) 火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所等は、建築物及び仮設物から隔離した場

所を選定し、関係法規の定めるところに従い、防火構造または不燃材料等で覆い、消

火器を設けること。 

 4) 工事用足場等を設ける場合は、堅牢なものとし、安全性に十分考慮しなければなら

ない。 

 5) 各項の仮設物等に要する一切の費用は、請負者の負担とする。 

 

10．予備品及び消耗品 

予備品及び消耗品はそれぞれ明細書を添えて必要とする数量を納入すること。なお、

消耗品の納入方法については、実施設計時に協議するものとする。 

 1) 予備品 

予備品は必要とする数量を納入すること。予備品とは、定常運転において定期的に

必要とする部品ではなく、不測の事故等を考慮して準備・納入しておく以下の部品と

する。 

  (1) 同一部品を多く使用しているもの 

  (2) 数が多いことにより破損の確立の高い部品 

  (3) 市販性が無く納期がかかり、かつ破損により施設の運転が不能となる部品等。 

 2) 消耗品 

消耗品は正式引渡し後、2 年間に必要とする数量を納入すること。消耗品とは、定

常運転において定期的に交換することにより機器本来の機能を満足させうる部分とす
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る。 

11．下請業者の承諾 

請負者は、工事の一部について下請契約を締結する場合は、事前に工事経歴書 (実績) 、

各下請業者、各職種別下請人名簿及び工事の種別と範囲を提出し、本組合の承諾を得る。

また、請負者は、下請業者を選定するにあたり可能な限り地元業者 (本組合の構成市町

内の業者) を優先するものとし、下請契約の締結は、以下の事項に配慮すること。 

 1) 下請業者への見積依頼は、工事内容、工期等の契約内容をできるだけ具体的に提示

して行わなければならない。 

 2) 下請業者が見積を行うに足りる期間を設けなければならない。 

 3) 建設工事の見積書は「工事の種別」毎に「経費の内訳」が明らかとなったものでな

ければならない。 

 4) 自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に満たない金額で

請負契約を締結してはならない。 

 5) 下請契約の締結にあたっては、契約の内容を明示した適正な契約書を作成し、元請

下請の双方が相互に交付しなければならない。 

 6) 下請契約の締結後に、自己の取引上の地位を不当に利用して、使用資材等の購入を

強制し、下請業者の利益を害してはならない。 

 

12．その他 

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

可能性があるもの (電話、TV、モニター、AV 機器、制御機器等) については、各々の

機器類の発注時点において最新機器を納入すること。 
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第 2 章 工事仕様 

 

第 1節  各設備共通事項 

 

1．歩廊、階段、点検台、手摺等 

プラントの運転・保全のため、装置・機器等の周囲には必要な歩廊、階段、点検台、

手摺、梯子類を設けること。 

 

2．保温及び防露 

 1) 熱を放散するものについては、保温処置を施工すること。 

 2) 人が触れ、火傷をする恐れのある箇所については、防熱処置を施工すること。 

 3) 配管については、保温、火傷防止、防露、凍結防止を考慮すること。 

 4) 原則として、既設設備の保温施工要領に準じること。 

 

3．塗装 

 1) 塗装は、耐熱、耐薬品、耐蝕、耐塩害を充分考慮して施工すること。 

 2) 原則として、ステンレス鋼使用部分については、塗装は不要とする。 

 3) 原則として、既設設備の塗装要領に準じること。 

 4) 見積参加者は、納入機器、製作品、配管等の塗装仕様についてとりまとめ、組合の

承諾を得ること。 

 

4．配管 

 1) 配管は、適切な方法により充分な支持をすると共に、水抜き・エア抜きを充分考慮

した配管とすること。 

 2) 配管材料は、使用目的に応じた適切なものとすること。 

 

 5．その他 

  1)工事に伴う機器仮設搬入口の設置及び復旧、電動機及び計装機器の離線・結線、搬出

入ルートの干渉による一時的な配線の撤去・復旧も本工事の範囲とすること。 

 

第 2節 受入供給設備 

 

1．受入供給コンベヤ (切出コンベヤ含) 

 1) 設備概要 

 ＜受入ホッパ＞ 
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  (1) 型式 鋼板製溶接構造 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 貯留量 ：4.5 t/h 

 主要材質 ：SS400 

 ＜受入供給コンベヤ＞ 

  (1）型式 エプロンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：4.5 t/h 

 搬送速度 ：8 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：3.7 kW × 440 V× 60 Hz 

 ＜切出コンベヤ＞ 

  (1) 型式 エプロンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：4.5 t/h 

 搬送速度 ：0.4 ～ 4 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：3.7 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実運転確認立会 

 

 ＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 
受入ホッパ＋供給コンベヤ 

＋切出コンベヤ 

ホッパ部

SUS 
1基 接物部 

 

 ＜B系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 
受入ホッパ＋供給コンベヤ 

＋切出コンベヤ 

ホッパ部

SUS 
1基 接物部 

  

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[1] - 1 ) 

( 関連図面：[1] - 2 ) 
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 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (2) 歩廊及び据付基礎は既設流用とする。 

  (3) 付属機器 (レベル計・散水ノズル・温度センサ・給油装置) は既設流用とする。 

 

第 3節 破砕選別設備 

 

1．破袋機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 ベルトコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：4.5 t/h 

 ベルト速度 ：45.9 m/min 

 主要材質 ：SS400、SUS304 

 電動機 ：2.2 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の交換部品取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実運転確認立会 

 

 ＜A系交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 ベルト  1基分 
ベルトの交換が容易

に行える構造とする。 

2 ヘッドプーリー  1個  

3 同上用軸受  2個  

4 ヘッドクリーナー  1基分  

5 テールプーリー  1個  

6 同上用軸受  2個  

7 リターン側 V型クリーナー  1基分  

8 キャリアローラ  1基分  

9 スパイラルリターンローラ  1基分  

10 スカートゴム  1基分  

11 駆動側スプロケット  1個  

12 従動側スプロケット  1個  

13 駆動チェーン  1個  
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14 電動機  1台  

15 スリップ検出器  1個  

 

 

 

 ＜B系交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 ベルト  1基分 
ベルトの交換が容易

に行える構造とする。 

2 ヘッドプーリー  1個  

3 同上用軸受  2個  

4 ヘッドクリーナー  1基分  

5 テールプーリー  1個  

6 同上用軸受  2個  

7 リターン側 V型クリーナー  1基分  

8 キャリアローラ  1基分  

9 スパイラルリターンローラ  1基分  

10 スカートゴム  1基分  

11 駆動側スプロケット  1個  

12 従動側スプロケット  1個  

13 駆動チェーン  1個  

14 電動機  1台  

15 スリップ検出器  1個  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[2] ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

 

2．No．1比重差選別機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 形式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：2.6 t/h 

 搬送速度 ：14 m/min 

 主要材質 ：SS400 
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 電動機 ：11 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実運転確認立会 

＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1比重差選別機排出コンベヤ  1基  

 

 ＜B系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1比重差選別機排出コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[3]-1 ) 

( 関連図面：[3]-2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) B系の上部 R部は、A系と同様に鎖車方式へ構造を変更する。 

  (2) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (3) 据付基礎・歩廊・給油装置は既設流用とする。 

 

第 4節 乾燥設備 

 

1．No．1乾燥機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：2.8 t/h 

 搬送速度 ：14 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：11 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 
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 ＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1乾燥機排出コンベヤ  1基  

 

 

 ＜B系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1乾燥機排出コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[4] - 1 ) 

( 関連図面：[4] - 2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 耐久性能向上として、レールの板厚を 6 t → 9 tに変更し、ローラチェーンも耐

摩耗性能の高い仕様のものを採用する。 

  (2) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (3) 据付基礎・歩廊・架台・給油装置は既設流用とする。 

 

2．No．2乾燥機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：2.8 t/h 

 搬送速度 ：15 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：7.5 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.2乾燥機排出コンベヤ  1基  
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 ＜B系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.2乾燥機排出コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[5] - 1 ) 

( 関連図面：[5] - 2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 耐久性能向上として、レールの板厚を 6 t → 9 tに変更し、ローラチェーンも耐

摩耗性能の高い仕様のものを採用する。 

  (2) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (3) 据付基礎・歩廊・架台・給油装置は既設流用とする。 

 

第 5節 固形化設備 

 

1．貯留フィーダ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 角型スクリュー切出式 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 排出量 ：1.5 t/h 

 回転数 ：19.5 rpm 

 ホッパ容量 ：3 m3 

 主要材質 ：SS400、SGP (パイプ) 

 電動機 ：1.5 kW × 440V× 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の交換部品取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 
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 ＜A系交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 2本  

2 スクリュー羽根 SUS 2本  

3 受動側軸受  4個  

4 駆動側軸受  4個  

5 受動側スプロケット  2個  

6 駆動側スプロケット  2個  

7 駆動チェーン  2個  

8 平歯車  2個  

9 電動機  2台  

 

 ＜B系交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 2本  

2 スクリュー羽根 SUS 2本  

3 受動側軸受  4個  

4 駆動側軸受  4個  

5 受動側スプロケット  2個  

6 駆動側スプロケット  2個  

7 駆動チェーン  2個  

8 平歯車  2個  

9 電動機  2台  

  

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[6] - 1 ) 

( 関連図面：[6] - 2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

 

2．圧縮成形機供給コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 一軸スクリュー式 

  (2) 数量 4基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：1.5 t/h 
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 回転数 ：39 rpm 

 ホッパ容量 ：3 m3 

 主要材質 ：SS400、SGP (パイプ) 

 電動機 ：1.5 kW × 440 V × 60 Hz (スクリュー) 

  ：1.5 kW × 440 V × 60 Hz (ブリッジブレーカー) 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の交換部品取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 
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 ＜A－1交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 1本  

2 受動側軸受  1個  

3 駆動側軸受  1個  

4 受動側スプロケット  1個  

5 駆動側スプロケット  1個  

6 駆動チェーン  1個  

7 電動機  1台  

8 受動側軸受  2個 ブリッジブレーカー用 

9 駆動側軸受  2個 ↓ 

10 受動側スプロケット  1個 ↓ 

11 駆動側スプロケット  1個 ↓ 

12 駆動チェーン  1個 ↓ 

13 平歯車  2個 ↓ 

14 電動機  1台 ↓ 

 

 ＜A－2交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 1本  

2 受動側軸受  1個  

3 駆動側軸受  1個  

4 受動側スプロケット  1個  

5 駆動側スプロケット  1個  

6 駆動チェーン  1個  

7 電動機  1台  

8 受動側軸受  2個 ブリッジブレーカー用 

9 駆動側軸受  2個 ↓ 

10 受動側スプロケット  1個 ↓ 

11 駆動側スプロケット  1個 ↓ 

12 駆動チェーン  1個 ↓ 

13 平歯車  2個 ↓ 

14 電動機  1台 ↓ 
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 ＜B－1交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 1本  

2 受動側軸受  1個  

3 駆動側軸受  1個  

4 受動側スプロケット  1個  

5 駆動側スプロケット  1個  

6 駆動チェーン  1個  

7 電動機  1台  

8 受動側軸受  2個 ブリッジブレーカー用 

9 駆動側軸受  2個 ↓ 

10 受動側スプロケット  1個 ↓ 

11 駆動側スプロケット  1個 ↓ 

12 駆動チェーン  1個 ↓ 

13 平歯車  2個 ↓ 

14 電動機  1台 ↓ 

 

 ＜B－2交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 スクリュー羽根 SUS 1本  

2 受動側軸受  1個  

3 駆動側軸受  1個  

4 受動側スプロケット  1個  

5 駆動側スプロケット  1個  

6 駆動チェーン  1個  

7 電動機  1台  

8 受動側軸受  2個 ブリッジブレーカー用 

9 駆動側軸受  2個 ↓ 

10 受動側スプロケット  1個 ↓ 

11 駆動側スプロケット  1個 ↓ 

12 駆動チェーン  1個 ↓ 

13 平歯車  2個 ↓ 

14 電動機  1台 ↓ 
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 3) 施工範囲 

( 関連図面：[7] - 1 ) 

( 関連図面：[7] - 2) 

( 関連図面：[7] - 3 ) 

( 関連図面：[7] - 4 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 各コンベヤにおいて、逆転用の操作スイッチを新規に設置する。 

  (2) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

 

3．No．1圧縮成形機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：2.8 t/h 

 搬送速度 ：10.8 m/min 

 主要材質 ：SS400、SUS (コンベヤチェーン・エプロンバケッ

ト) 

 電動機 ：2.2 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1圧縮成形機排出コンベヤ  1基  

 

 ＜B系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.1圧縮成形機排出コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[8] -1 ) 

( 関連図面：[8] -2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 水平部底に堆積した残留物を容易に回収できる様に、底板を廃止してトレイ (重
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量等の作業性考慮必要) で受ける構造に変更する。 

  (2) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (3) 据付基礎・歩廊・架台・給油装置は既設流用とする。 

 

4．No．2圧縮成形機排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：2.8 t/h 

 搬送速度 ：10.8 m/min 

 主要材質 ：SS400、SUS (コンベヤチェーン・エプロンバケッ

ト) 

 電動機 ：2.2 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜A系更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.2圧縮成形機排出コンベヤ  1基  

 

 ＜B系更新機器＞ 

No. 品  名 仕  様 数 量 備 考 

1 No.2圧縮成形機排出コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[9] - 1 ) 

( 関連図面：[9] - 2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (2) 据付基礎・歩廊・架台・排出口フレキ・給油装置は既設流用とする。 

  



 

30 

 

第 6節 貯留搬出設備 

 

1．No．1 RDF搬送コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 1基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：5.6 t/h 

 搬送速度 ：12 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：3.7 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜更新機器＞ 

No. 品  名 仕  様 数 量 備 考 

1 No.1 RDF搬送コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[10] ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (2) 据付基礎・歩廊・架台・給油装置は既設流用とする。 

 

2．No．2 RDF搬送コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 容器式チェーンコンベヤ 

  (2) 数量 1基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：5.6 t/h 

 搬送速度 ：12 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：3.7 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 
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  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 No.2 RDF搬送コンベヤ  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[11] ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (2) 据付基礎・歩廊・架台・給油装置は既設流用とする。 

 

3．鉄排出コンベヤ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 ベルトコンベヤ 

  (2) 数量 1基 

  (3) 主要項目 搬送量 ：0.11 t/h 

 ベルト速度 ：26.2 m/min 

 主要材質 ：SS400 

 電動機 ：0.75 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の交換部品取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 
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＜交換部品＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 ベルト 難燃性耐油 1基分  

2 ヘッドプーリー  1個  

3 同上用軸受  2個  

4 ベルトクリーナー  1基分  

5 テールプーリー  1個  

6 同上用軸受  2個  

7 V型リターンクリーナー  1基分  

8 キャリアローラ  1基分  

9 スパイラルローラー  1基分  

10 スカートゴム  1基分  

11 駆動側スプロケット  1個  

12 従動側スプロケット  1個  

13 駆動チェーン  1個  

14 電動機  1台  

15 スリップ検出  1個  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[12] ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

 

第 7節 給水設備 

 

1．プラント用水給水ユニット 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 自動給水装置 (フロースイッチ方式) 

  (2) 数量 1基 

  (3) 主要項目 吐出量 ：9 m3/h 

 全揚程 ：0.588 MPa 

 電動機 ：3.7 kW × 440 V × 60 Hz × 2台 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 
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 ＜更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 プラント用水給水ユニット  1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[13] ) 

 4）特記事項 

  1) 取替範囲は本図面のとおりとする。 

 

2．生活用水給水ユニット 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 自動給水装置 

  (2) 数量 1基 

  (3) 主要項目 吐出量 ：300 L/min 

 全揚程 ：28 m 

 電動機 ：1.5 kW × 200 V × 60 Hz × 2台 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 生活用水給水ユニット インバータ方式 1基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[14] - 1 ) 

( 関連図面：[14] - 2 ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面のとおりとする。 

 

第 8節 排水処理設備 

 

1．ろ液噴霧ポンプ 

 1) 設備概要 

  (1) 型式 ダイヤフラム式ポンプ 
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  (2) 数量 2基 

  (3) 主要項目 吐出量 ：12.5 L/min (MAX) 

 吐出圧力 ：0.5 MPa (MAX) 

 電動機 ：0.75 kW × 440 V × 60 Hz 

 2) 施工内容 

  (1) 下記の更新機器取替 

  (2) 試運転確認調整 

  (3) 実負荷運転確認立会 

 

 ＜更新機器＞ 

No. 品名 仕様 数量 備考 

1 ろ液噴霧ポンプ  2基  

 

 3) 施工範囲 

( 関連図面：[15] ) 

 4) 特記事項 

  (1) 取替範囲は本図面 (※着色部) のとおりとする。 

  (2) 据付ベース架台は既設流用とする。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 添 付 資 料 ＞ 

 

関連図面 ……… 1式 

 

 


