下水道処理施設ネットワーク
維持管理マニュアル

１．はじめに

2.維持管理費の算出方法
ネットワークした場合と単独対応した場合にお

下水道事業は普及促進から維持管理の時代へと

けるそれぞれの将来の維持管理費を算出し，ネッ

移行しつつある。下水道の普及により，下水道施

トワークの効果を把握するためには，維持管理費

設のストックは増大し，維持管理費が増大する傾

を構成する各要素（人件費，委託費，電力費など）

向にある。また，早くから下水道整備を進めた都

の費用動向を要素別に積み上げ，できる限り詳細

市では改築需要が集中する時期を迎えようとして

に算出することが望ましい。

いる。このため，このままでは改築に必要な事業

しかしながら，積み上げによる方法は繁雑であ

費がある時期に突出することになり，安定した下

ることから，検討の初期段階で目安を得たい場合

水道事業経営に影響を与えるとともに，合流式下

には適さない。そのため，検討のレベルによって

水道改善，高度処理等の社会的要請への対応が困

算出方法を使い分ける必要がある。

難になると予想される。

本研究では，ネットワーク計画の検討段階別に

これに対し，下水道管理者は将来にわたり，下

応じて２種類の算出方法（算出レベル１：検討の

水道事業の安定化を図るための手段を講じる責任

初期段階でネットワークした場合と単独で対応し

がある。

た場合のどちらが優位かを判断する目安を得たい

そこで，これらの問題解決の一手段として，複

場合等に用いる方法，算出レベル２：ネットワー

数の下水道処理施設によるネットワーク化に着目

ク整備計画および事業計画を策定する段階等で用

し，ネットワークした処理施設と単独で対応した

いる方法）を構築した。

処理施設について，長期的な視点で経済性，危機
管理，付加価値等の比較検討を行い，下水道事業

（１）処理汚水量と維持管理費の近似式から

の効率化策の検討を行った。
（本誌７月号に概要を

算出する方法（算出レベル１）

掲載した下水道処理施設計画策定マニュアルを参
照）

算出レベル１は，現状システムをネットワーク

本マニュアルでは，ネットワークした場合と単

した場合と単独対応した場合の比較検討を行う際

独対応した場合との経済性比較に必要な維持管理

に，処理汚水量と費用の関係の近似式を用いて維

費の算出方法を示し，その結果を計画策定マニュ

持管理費を算出する方法である。算出レベル１の

アルに反映させている。また，融通・集約を伴う

算出フローを図−１に示した。

ネットワーク施設（汚水・汚泥・情報等）を運用
する際に必要となる，維持管理の方法についての
技術的事項も示している。
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START

算出レベル２は，ネットワーク事業計画を策定
する際に，設備改築計画に基づいて費用を積み上

維持管理費の要素分類

げることにより，維持管理費を算出する方法であ

処理汚水量の予測

る。算出レベル２による算出フローを図−３に示
す。

基準処理単価の設定

START

スケールメリットの判定
設備導入改築計画の策定（計画マニュアル参照）

維持管理費構成要素毎の費用算出
電力費の算出
人員配置計画の策定

ネットワーク実施後の費用変化

燃料費の算出

ネットワークした場合と単独対応した
場合の維持管理費の比較

管理人員人件費の算出

END

薬品費の算出
汚泥処分費の算出

運転管理委託費の算出

図−１ 維持管理費算出フロー（レベル１）

修繕費の算出

処理汚水量と費用の関係の近似式の一例として，

各要素の積算

処理汚水量と人件費単価の関係を図−２に示す。
両者の間には高い相関が見られ（相関係数：‑0.84）
，

END

その近似式は式（１）で表される。

y = 2428.3 × x −0.5969

図−３ 維持管理費算出フロー（レベル２）

（１）

このように，処理汚水量当たりの処理単価は，

処理施設をネットワークする場合，管理人員人

一般に水量の増加に伴って漸減し，スケールメリ

件費，運転管理委託費については，処理水量に対

ットが発生する。

するスケールメリットの効果に加えて，管理機能
の集約や，汚水・汚泥処理の集約（融通）が可能

2

R = 0.706
R=−0.84

になり，多くの場合，人員配置が効率化される。

100

よって，人員配置計画を策定し管理人員数と作業

3

人件費（円/ｍ ） 3
人件費単価（円/m
）

1000

人員数を算出しなければならない。その他の要素

10

である，電力費，燃料費，薬品費については，原
1

則として実績単価と予測される使用量をもちいて

0
1,000

算出する。単独対応した場合と，ネットワークし
10,000

100,000

1,000,000

た場合の人員配置の参考例を図−４に示す。情報

3 3
日平均汚水量（m
/日）
日平均汚水量（ｍ /日）

ネットワークにより管理機能が統合されたことに

図−２ 処理水量別人件費単価

よって管理人員が単独対応時と比較して 8 人削減
された。また，汚泥処理の B 処理場への集約等に

（２）ネットワーク整備計画に基づいて算出

よりスケールメリットが生じ，作業人員が単独対

する方法（算出レベル２）

応時と比較して 109 人削減された。
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単独対応 50 年目

A 処理場

能である構成とするべきである。

作業
人員
182
副責任者 人

1

副責任者
水 1人

汚泥処理人員
90 人

B 処理場

管理
人員
8人

8人

ネットワーク管で結び，流量調整ゲートを開閉す
ることで，汚水の集約量を調節する集約の例であ

汚泥処理
完全集約化

水処理人員
65人

汚
水

B 処理場

図−６は流入先処理施設が異なる流入管きょを

作業
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66
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副責任者
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汚泥 1人

水処理人員
89 人

でも，災害時には仮設設備による双方向送水が可

管理
人員
11人

11 人

統括

ず一条設置や，一方向送水のみの設備とする場合

ネットワーク 50 年目

A 処理場

る。ネットワーク開始時にゲートの開度と融通量
の傾向を把握する必要がある。

汚
泥

汚水連絡管

管理
人員
11人

11 人

A処理場
ポンプ井

水処理施設
ポンプ
P
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水 1人

1

作業
人員
148
副責任者 人
汚泥 1人

1
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ネットワーク管

汚泥 1人
B処理場

水処理人員
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汚泥処理人員
63 人

水処理人員
68 人

ポンプ井

汚泥処理人員
84 人

水処理施設

P

管理人員 １９人

管理人員 １１人 ▲８人

P

作業人員 ３３０人

作業人員 ２２１人 ▲１０９人

ポンプ

図−４ 人員配置（例）

図−５ 送水ポンプによる融通

３.ネットワーク施設の運用・

下水管きょ

維持管理方法
下水道施設のネットワーク方式は，対象とする
下水管きょ

処理施設の現況およびネットワークの目的によっ
て異なり，運用・維持管理方法も目的別に検討す

流量調整ゲート

ネットワーク管

る必要がある。
B処理場へ

図−６ 管きょのゲートによる集約
（１）汚水ネットワーク
（２）汚泥ネットワーク
汚水ネットワークは，汚水処理負荷の配分，再
構築・改築時の処理能力の一時的な不足に対する

汚泥のネットワークは，汚水ネットワークと同

対応，危機管理対応などの様々な目的で行われ，

様に，負荷量の配分等の目的で行われ，方式も同

その方式は「融通」と「集約」の２種類に区分さ

様に「融通」と「集約」に区分される。

れる。代表的な汚水の「融通」と「集約」の設備

汚泥の「融通」は汚水の場合と同様に，処理施

構成例を図−５および図−６に示す。

設間の負荷量の配分や再構築・改築時の処理能力

図−５は処理施設間を汚水ネットワーク管によ

の一時的な不足に対応するために行われる場合が

って結び，送水ポンプで相互に送水をすることで

多い。汚泥の「集約」は水処理の高度化による汚

汚水の融通を行う例である。汚水ネットワーク管

泥発生量の増加に単独での対応が難しくなった場

は災害時を考慮して，二条設置し双方向に送水が

合や，スケールメリットによる効率化を目的に行

可能な設備構成とすることが望ましい。やむを得

われる場合が多い。
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汚泥移送においては，移送中に粘性が増し，圧

構成も大きく異なるため，情報ネットワークの検

力損失の増大や管の閉塞等のトラブルが生じやす

討にあたっては，現状の情報システムの構成を把

いため，適切な運用・維持管理がなされなければ

握し，増設が必要な設備あるいは既設設備の改造

ならない。ポンプによる送泥を行う場合には，送

の要否について十分に検討する必要がある。

泥側で濃縮した汚泥に処理水を加えることで固形

監視制御装置

監視制御装置

水位信号

物濃度を 1.0〜1.5%程度（消化汚泥では 2%程度）

ポンプ運転・停止信号
流量信号

に保つことや，薬品注入や水置換などによる硫化

Ｌ

Ｌ

水素抑制対策が必要になる。
また，汚泥を集約する場合には，受泥側施設で

M

発生する返流水が増加する。返流水は一般にＳＳ，

F

P
Ａ処理場ポンプ井

Ｂ処理場ポンプ井

図−７ 汚水ネットワークの情報共有

窒素，リン等の負荷量が大きく，消化方式を採用
している処理施設では、返流水の窒素濃度が高い
ために，循環式硝化脱窒法や修正 Bardenpho 法等

４. まとめ

の窒素の除去を目的とする水処理方式の採用が必
要になる場合がある。

本マニュアルでは，下水道事業の効率化，安定
化を図るための手段として，下水道処理施設によ

（３）情報ネットワーク

るネットワ−ク化に着目し，維持管理費の算出方
法と，ネットワーク施設の種類毎（汚水・汚泥・

情報ネットワークは，処理施設間を通信回線で

情報など）の運用・維持管理方法をとりまとめた。

結ぶことで，以下を実現することを目的に構築さ

本マニュアルは，ネットワーク計画策定マニュ

れる。

アルと相互に連携しているので，そちらを参照し
ながら活用して頂きたい。今後，本書の適切な利

・処理施設間の運転管理情報の共有

用が図られることを願う次第である。

・危機管理対応
・運転管理業務の効率化
・汚水・汚泥ネットワーク構築時の情報の共有化
・小規模処理施設の遠方監視
情報ネットワークは図−７に示したように，汚
水・汚泥ネットワークを運転管理する際に不可欠
な要素のため，災害時の危機管理対応を考慮して
構築することが特に重要である。一般的に情報ネ
ットワークを構成する機器は，地震などの被害を
受けにくい。過去の震災時における例では，ケー
ブルの損傷によって機能停止することが多い。よ
って，通信手段は二重化や無線化などの方法によ
り，災害に対する安全性を高めることが望ましい。
また，情報ネットワークは，目的別に必要な情
報量が異なり，信号の種類と数によって小，中，
大規模の３種類に大別される。また，システムの
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