
兵庫県立大学姫路工学キャンパス実験排水処理装置保守点検委託仕様書 
 

（一般事項） 

１ 委託業務   兵庫県立大学姫路工学キャンパス実験排水処理装置保守点検委託  
 
２ 委託期間   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。   

ただし、委託期間の終了の日までに、委託者から何らの意思表示がない

ときは、その翌日において更に１年間同一の条件でこの契約を更新する

ものとし、その後、平成３３年３月３１日までの間は毎年同様に更新で

きるものとする 

   
３ 契約事項   民法及びその他の法令によるものとする。 

 

４ 委託金の支払  年１２回に分割して支払うものとする。 

                   入札金額は、年額（税抜き）を記入してください。 
 

（特記事項） 

１ 委託の概要   兵庫県立大学担当者の指示に従い、当大学実験排水処理装置の保守点検

作業及び必要な消耗品の交換を行う。  
不時の故障の際は、ただちに技術者を派遣し適切な処置を行うこと。 

   
２ 保守点検の範囲 実験排水処理装置から排水される処理水は、姫路市及び関係法令による

排水基準を満足するよう装置の保守点検を行う。 

 

３ 点検項目   別紙保守点検表のとおり 

 

４ 消耗品等  別紙消耗品リストのとおり 

 

５ 保守点検頻度  月１回 （但し、点検サイクルが１４日とされているものについては月２回とする。） 

その他保守点検に必要な場合は随時対応するものとする。 
 
６ 従事者     

①  受託者は、本装置の点検保守、整備等は高度な技術を必要とするため、充分な技能を

有する技術者によってのみ行わせること。 

②  上記技術者は、事前に名簿、履歴書等必要書類を提出して委託者の承認を得ること。 

③  病欠、事故欠のある時は、保守点検技術者と同等の資格を有する代替者を派遣するこ

と。 

④  保守点検技術者には、安全教育を徹底させること。 

⑤  受託者は運転管理技術者の服装、勤務態度、風紀、衛生等について常に万全の監督を

行うこと。 

 

７ 報告書作成   受託者は月報を備え、月報は兵庫県立大学に保管するものとする。 

        

８ 事故の処理  兵庫県立大学担当者に速やかに通報し、その指示により応急・復旧に努

力し、その都度事故報告書を提出すること。 

 

９ 事故の保障   
① 受託側の過失により県有財産、その他に損害を与えたときは、速やかに全額を保障す

ること。  
② 従業者の労務災害、労務管理に関することはすべて受託者の責任とする。  

 

１０ 契約の解除     
委託者は翌年度以降の歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削減があったと

きは、この契約を解除することがあります。 



１．ポンプ関係

機器名称 型番 メーカー名

減水ポンプ　Ａ／Ｂ SQ2-8TY （株）鶴見製作所

排泥ポンプ KP2-40 古河機械金属（株）

放流ポンプ　Ａ／Ｂ 15-BS2 （株）鶴見製作所

床排水ポンプ SQ2-8TY （株）鶴見製作所

塩化鉄ポンプ LK-32VCH-02 （株）イワキ

苛性ソーダポンプ LK-42VHH-02 （株）イワキ

硫酸ポンプ　１／２ LK-42VCH-02 （株）イワキ

凝集助剤ポンプ LK-41VSH-02 （株）イワキ

２．水中ブロワー・エアーコンプレッサー・微細気泡散気装置

機器名称 型番 メーカー名

水中ブロワー BWH3208 （株）アンレット

エアーコンプレッサー SP10D-4T1 （株）東芝

微細気泡散気装置 MAB-1 中外炉工業（株）

３．攪拌機・減速機関係

機器名称 型番 メーカー名

PH調整槽攪拌機 TLGO-0103-10 （株）竹内製作所

凝集槽攪拌機 TLMO-0103-10 （株）竹内製作所

再中和槽攪拌機 TLGO-0043-10 （株）竹内製作所

凝集助剤槽攪拌機 THG-0013-10 （株）竹内製作所

沈殿槽集泥機 CVVM02-4165DA 住友重機械工業（株）

４．各薬品タンク

機器名称 型番 メーカー名

塩化鉄槽 MC-200 大阪水交（株）

苛性ソーダ槽 MC-500 大阪水交（株）

硫酸槽 MC-500 大阪水交（株）

凝集助剤槽 MC-500 大阪水交（株）

５．流量計関係

機器名称 型番 メーカー名

原水ポンプ流量計 R-101E 東京計装（株）

床排水ポンプ流量計 R-101E 東京計装（株）

水中ブロワー流量計 R-101E 東京計装（株）

UV照射装置空冷流量計 R-101E 東京計装（株）

処理水流量計 KIC20A/KCX20A 山武ハネウェル（株）

実験排水処理施設　使用機器一覧
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６．PH計・伝導率計・記録計及び指示調節計

機器名称 型番 メーカー名

原水用PH計 NSK-960PO ニホンサンテク（株）

PH調整槽PH計 NSK-960PO ニホンサンテク（株）

再中和槽PH計 NSK-960PO ニホンサンテク（株）

水質監視槽PH計 NSK-960PO ニホンサンテク（株）

原水用伝導率計 AA-114 電気化学計器（株）

６打点記録計 436006/A3 横河電機（株）

ディジタル指示調節計 UT15A 横河電機（株）

７．自動ボールバルブ

機器名称 型番 メーカー名

処理水返送弁 D-10FCT（φ50） 北沢バルブ

処理水放流弁 D-10FCT（φ50） 北沢バルブ

曝気送水弁 D-10FCT（φ50） 北沢バルブ

凝沈送水弁 D-10FCT（φ50） 北沢バルブ

８．脱水機

機器名称 型番 メーカー名

フィルタープレス KPF-100 日本ｴﾝﾊﾞｲﾛ工業（株）

９．ＵＶ照射装置

機器名称 型番 メーカー名

紫外線酸化装置 TDFL-8-SP 千代田工販（株）
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（消耗品リスト）

品　　名（部　品　名） 数　量

１　塩化第二鉄ポンプ LK-32VHC-02部品

　　　　・ダイヤフラム １式

　　　　・バルブセット １式

２　苛性ソーダポンプ　LK-42VHH-02部品

　　　　・ダイヤフラム １式

　　　　・バルブセット １式

３　硫酸ポンプ　LK-32VCH-02部品

　　　　・ダイヤフラム １式

　　　　・バルブセット １式

４　高分子ポンプ　LK-41VSH-02部品

　　　　・ダイヤフラム １式

　　　　・バルブセット １式

５　PH計

　　　　・PH電極（＃６２００）（１回／年　４台） ４式

　　　　・活性炭（2回／年） 1式



日常 7日 14日 1ヶ月 6ヶ月 その他

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

圧力 確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

吸込みｻｲﾚﾝｻｰ 清掃 1年

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｹｰﾌﾞﾙ 外観 変色、劣化有無確認 ○

送水 送水確認 ○

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 交換 1年～

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｹｰﾌﾞﾙ 外観 変色、劣化有無確認 ○

送水 送水確認 ○

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 交換 1年～

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｹｰﾌﾞﾙ 外観 変色、劣化有無確認 ○

送水 送水確認 ○

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ 交換 1年～

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ﾎﾟﾝﾌﾟ 送水 送水確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ﾎﾟﾝﾌﾟ 送水 送水確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ 交換 1年～

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

継手･ﾍｯﾄﾞ部 液漏れ有無 ○

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 交換 2年

ﾎｰｽ ｽﾄﾚｰﾅｰ 汚れ確認 ○

点検サイクル無印の物は日常点検

ﾓｰﾀｰ

ﾌﾞﾛｱｰ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

ﾓｰﾀｰ

ﾓｰﾀｰ

水中ブロワー

(株)アンレット
BWH3208

原水ポンプＡ

(株)鶴見製作所
SQ2-8TY

原水ポンプＢ

(株)鶴見製作所
SQ2-8TY

排泥ポンプ

古川機械金属(株)
KP2-40

塩化鉄ポンプ

(株)イワキ
LK-32VCH-02

放流ポンプＡ

(株)鶴見製作所
15-BS2

放流ポンプＢ

(株)鶴見製作所
15-BS2

床排水ポンプ

(株)鶴見製作所
SQ2-8TY

年　　月　　日

排水処理装置　保守･点検表

兵庫県立大学　　　御担当者　　　　　　　　　　　　　　　印

点検者　　　　　　　　　　　　印

記載機器名称 点検点検個所
点検サイクル

点検細目 作業内容
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日常 7日 14日 1ヶ月 6ヶ月 その他

点検サイクル無印の物は日常点検

記載機器名称 点検点検個所
点検サイクル

点検細目 作業内容

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

継手･ﾍｯﾄﾞ部 液漏れ有無 ○

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 交換 2年

ﾎｰｽ ｽﾄﾚｰﾅｰ 汚れ確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

継手･ﾍｯﾄﾞ部 液漏れ有無 ○

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 交換 2年

ﾎｰｽ ｽﾄﾚｰﾅｰ 汚れ確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

継手･ﾍｯﾄﾞ部 液漏れ有無 ○

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 交換 2年

ﾎｰｽ ｽﾄﾚｰﾅｰ 汚れ確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

送水 送水確認 ○

継手･ﾍｯﾄﾞ部 液漏れ有無 ○

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 交換 2年

ﾎｰｽ ｽﾄﾚｰﾅｰ 汚れ確認 ○

槽内 濾材 ○

槽外 外観 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｼｬﾌﾄ 芯振れ有無確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

Vﾍﾞﾙﾄ　 たるみ、劣化確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｼｬﾌﾄ 芯振れ有無確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

Vﾍﾞﾙﾄ　 たるみ、劣化確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｼｬﾌﾄ 芯振れ有無確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｼｬﾌﾄ 芯振れ有無確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

ﾓｰﾀｰ

撹拌機

ﾓｰﾀｰ

撹拌機

ﾓｰﾀｰ

撹拌機

ﾓｰﾀｰ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

撹拌機

苛性ソーダポンプ

(株)イワキ
LK-42VHH-02

硫酸ポンプ１

(株)イワキ
LK-42VCH-02

凝集槽撹拌機

(株)竹内製作所
TLMO-0103-10

再中和撹拌機

(株)竹内製作所
TLGO-0043-10

凝集助剤槽撹拌機

(株)竹内製作所
THG-0013-10

ミストセパレーター

ＰＨ調整槽撹拌機

(株)竹内製作所
TLGO-0103-10

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ

硫酸ポンプ２

(株)イワキ
LK-42VCH-02

凝集助剤ポンプ

(株)イワキ
LK-41VSH-02
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日常 7日 14日 1ヶ月 6ヶ月 その他

点検サイクル無印の物は日常点検

記載機器名称 点検点検個所
点検サイクル

点検細目 作業内容

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

ｼｬﾌﾄ 芯振れ有無確認 ○

騒音･振動 異常有無確認 ○

ﾓｰﾀｰ 絶縁抵抗 測定 ○

開閉動作 異常有無確認 ○

接続部 液漏れ有無 ○

ﾓｰﾀｰ 絶縁抵抗 測定 ○

開閉動作 異常有無確認 ○

接続部 液漏れ有無 ○

ﾓｰﾀｰ 絶縁抵抗 測定 ○

開閉動作 異常有無確認 ○

接続部 液漏れ有無 ○

ﾓｰﾀｰ 絶縁抵抗 測定 ○

Vﾍﾞﾙﾄ　 たるみ、劣化確認 ○

油量 確認・補充 ○

ﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝ抜き ﾊﾞﾙﾌﾞ操作 ○

絶縁抵抗 測定 ○

運転電流 測定 ○

本体 ｴｱｰ曝気 状況 ○

ｹｰﾌﾞﾙ 吊り下げ固定具確認 ○

外観 ｽｹｰﾙ､動作 ○

ｽｲｯﾁ 接点 導通確認 ○

検知部 外観 ｽｹｰﾙ､短絡 ○

ｽｲｯﾁ 接点 導通確認 ○

検知部 外観 ｽｹｰﾙ､短絡 ○

ｽｲｯﾁ 接点 導通確認 ○

検知部 外観 ｽｹｰﾙ､短絡 ○

指示部 流量 調整 ○

ｽﾄﾚｰﾅｰ ゴミ 清掃

指示部 流量 調整 ○

ｽﾄﾚｰﾅｰ ゴミ 清掃 ○

指示部 流量 調整 ○

ｽﾄﾚｰﾅｰ ゴミ 清掃 ○

指示部 流量 調整 ○

ｽﾄﾚｰﾅｰ ゴミ 清掃 ○

電磁流量計 探知部 流量 指示確認
○

検知部 洗浄 ○

電極 交換 ○ ３年

調節計 電気特性 校正 ○

検知部 洗浄 ○

電極 交換 ○ 1年

電気特性 校正 ○

検知部 洗浄 ○

電極 交換 ○ 1年

ﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾓｰﾀｰ

検知部

本体

液面計
(床面排水槽)

処理水放流弁

北沢バルブ
D-10FCT(φ50)
曝気送水弁

北沢バルブ
D-10FCT(φ50)

微細気泡散気装置

中外炉工業(株)
MAB-1

電極

電極

電極ＰＨ計(再中和槽)
ﾆﾎﾝｻﾝﾃｸ(株)
NSK-960PO

ＰＨ計(PH調整槽)
ﾆﾎﾝｻﾝﾃｸ(株)
NSK-960PO

処理水返送弁

北沢バルブ
D-10FCT(φ50)

ﾓｰﾀｰ

撹拌機

ﾊﾞﾙﾌﾞ

エアーコンプレッサー

(株)東芝
SP10D-4TI

ＰＨ計(原水用)
ﾆﾎﾝｻﾝﾃｸ(株)
NSK-960PO

処理水流量計
山武ﾊﾈｳｪﾙ(株)
KIC20A/KIX20A

水中ブロワー流量計
東京計装(株)
R-101E

沈殿槽集泥機

住友重機械工業(株)
CVVM02-4165DA

原水ポンプ流量計
東京計装(株)
R-101E

床排水ポンプ流量計
東京計装(株)
R-101E

液面計
(流量調整槽)

液面計
(曝気槽)

液面計
（シックナー）
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日常 7日 14日 1ヶ月 6ヶ月 その他

点検サイクル無印の物は日常点検

記載機器名称 点検点検個所
点検サイクル

点検細目 作業内容

調節計 電気特性 校正 ○
NSK-960PO

凡例　　ゝ：ﾁｪｯｸ　　A：調整　　K：交換　　C：分解清掃



日常 7日 14日 1ヶ月 6ヶ月 その他

点検サイクル無印の物は日常点検

記載機器名称 点検点検個所
点検サイクル

点検細目 作業内容

検知部 洗浄 ○

電極 交換 ○ 1年

調節計 電気特性 校正 ○

検知部 洗浄 ○

電極 交換 ○ 1年

調節計 電気特性 校正 ○

記録計 記録計 制御画面 作動確認 ○ ○

槽内 異物 除去 ○ ○

槽外 外観 腐食､液漏れ確認 ○ ○

槽内 異物 除去 ○ ○

槽外 外観 腐食､液漏れ確認 ○ ○

槽内 異物 除去 ○ ○

槽外 外観 腐食､液漏れ確認 ○ ○

槽内 異物 除去 ○ ○

槽外 外観 腐食､液漏れ確認 ○ ○

濾材 交換 1年

槽外 外観 腐食､液漏れ確認 ○ ○

薬品 残量 確認 ○ ○ ※適時薬品注入

槽外 外観 液漏れ確認 ○

薬品 残量 確認 ○ ○ ※適時薬品注入

槽外 外観 液漏れ確認 ○

薬品 残量 確認 ※適時薬品注入

槽外 外観 液漏れ確認 ○

薬品 残量 確認 ○ ○ ※適時薬品注入

槽外 外観 液漏れ確認 ○

本体 機器機能全般 確認 ○

ｼｰｹﾝｻｰ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 交換 3年

ｽｲｯﾁ 作動 ○

ﾗﾝﾌﾟ類 点灯確認 ○

各種制御機器 作動確認 ○

所見

注）　「※　適時薬品注入」で使用する薬品は大学側で準備します。

ＰＨ調整槽

凝集槽

沈殿槽

再中和槽

シックナー

塩化鉄槽

原水用伝導率計
電気化学計器(株)

AA-114

硫酸槽

凝集助剤槽

制御盤

電極

電極

苛性ソーダ槽

ＰＨ計(水質監視槽)
ﾆﾎﾝｻﾝﾃｸ(株)
NSK-960PO

凡例　　ゝ：ﾁｪｯｸ　　A：調整　　K：交換　　C：分解清掃
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