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資料No ファイル名 容量 種別 正式資料名称 質問No.
全編/抜粋

区分 備　　考

01　原水水質関連

01-01 01-01_2-MIB実績(木下取水場).xls 104KB 記録 木下取水場における２-ＭＩＢ測定結果 37 抜粋版 北総浄水場毎日試験

01-02
01-02-1_手賀沼_2-MIB(H14).pdf
～01-02-6_手賀沼_2-MIB(H19).pdf

3.2MB 参考資料 手賀沼の2-MIB 37 抜粋版 水質年報(千葉県水道局）

01-03 01-03_木下取水場取水濁度.xls 54KB 記録 木下取水場取水濁度 35 抜粋版 北総浄水場毎日試験

02　排水処理施設運転関連

02-01

\02-01汚泥処理状況報告書フォルダ
内
02-01汚泥処理状況報告書(H10).pdf
～02-01汚泥処理状況報告書
(H19).pdf

27.8MB 記録
排水処理汚泥処理状況報告書・排水処理年報
平成10～19年度

20,23
平成10～19年度までの10ファイル
取水量，各種固形物，ケーキ重量，活性炭使用量
他

02-02
\02-02排水処理運転日誌フォルダ\年
度別フォルダ内
02-02_H10.04.pdf～02-02_H20.03.pdf

592.0MB 記録 北総浄水場排水処理運転日誌（H10～H19）
20,22,
24,28

平成10～19年度・月別の120ファイル
ろ過能力，運転時間・回数，流量，濃度，水位他

02-03
02-03別紙4-1改_排水処理実績(濁度
-取水場).xls

46KB 記録 別紙4-1 排水処理実績（月平均）【’09年1月改訂】 27,115 業務要求水準書（案）別紙4-1の修正版

02-04
02-04別紙4-2改_排水処理実績(濁度
-取水場).xls

30KB 記録
別紙4-2 排水処理実績（原水濁度の高い月）【’09年1
月改訂】

115 業務要求水準書（案）別紙4-2の修正版

02-05
02-05上澄水返送水濁度測定結
果.xls

27KB 参考資料 北総浄水場上澄水返送水濁度測定結果 48,49,51

02-06 02-06脱水機停止実績.xls 18KB 参考資料
北総浄水場定期整備工事に伴う脱水機２台停止期間
実績

6,46,72 千葉県水道局資料

02-07
02-07発生土処理委託先･運搬業
者.xls

18KB 参考資料
北総浄水場における発生土処理委託先及び運搬業
者

56
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全編/抜粋

区分 備　　考

03　既存の設備・配管

03-01 03-01単線接続図(A2ベース).pdf 7.1MB 完成図書 単線接続図 （実方142）

03-02
03-02更新対象設備リスト（機電管
_設置年次）.xls

71KB 参考資料 本事業の対象設備（機械設備，電気・計装設備等） 11,12 業務要求水準書(案)別紙2の改訂

03-03
03-03更新対象設備リスト（建築設
備_設置年次）.xls

30KB 参考資料 本事業の対象設備（建築設備） 11,12 業務要求水準書(案)別紙3の改訂

03-04 03-04機械設備点検整備履歴.xls 74KB 参考資料 機械設備の点検・整備・補修等履歴 11
平成1～19年度における排水処理機械設備関連の
点検・整備・補修履歴

03-05 03-05電気設備点検整備履歴.xls 28KB 参考資料 電気設備の点検・整備・補修等履歴 11
平成1～19年度における排水処理電気設備関連の
点検・整備・補修履歴

03-06
03-06脱水機棟エレベータ設備竣
工図.pdf

17.6MB 完成図書
北総浄水場排水処理棟建築に伴うエレベーター設備
工事完成報告書（S52.3）

（実方132） 抜粋版 脱水機棟エレベータ図面，仕様

03-07
03-07脱水機棟建築機械設備竣工
図01.pdf

31.3MB 完成図書
北総浄水場排水処理棟建築に伴う機械設備工事竣
工図（S52.3）

7，112
（実方132）

抜粋版 脱水機棟建築機械設備図面

03-08
03-08脱水機棟建築機械設備竣工
図02.pdf

3,092KB 完成図書
北総浄水場排水処理棟建築に伴う機械設備工事竣
工図（S52.3）

7，112
（実方132）

抜粋版 脱水機棟廻り給水・雨水・汚水管平面図

03-09

03-09脱水機棟建築電気設備竣工
図01.pdf
～03-09脱水機棟建築電気設備竣
工図03.pdf

216.3MB 完成図書
北総浄水場排水処理棟建築に伴う電気設備工事竣
工図（S52.3）

7，
（実方132）

抜粋版
脱水機棟建築電気設備図面（抜粋）
3ファイル

03-10
03-10北総浄水場配管図(手
書).pdf

324KB 参考図面 北総浄水場配管図 7,95 浄化槽位置

03-11 03-11導水管配管図.pdf 510KB 完成図書 北総浄水場場内連絡管布設工事（その2）他 8,88,90 抜粋版 3枚構成　導水管φ1500，φ800平面図・縦断図

03-12 03-12西側未利用地測量図.pdf 970KB 完成図書 北総浄水場西側未利用地測量委託 8 抜粋版 境界杭位置、導水管位置，ブロックマンホール位置

03-13
03-13沈でん池廻り配管平面
図.pdf

1,501KB 完成図書 場内連絡管布設工事連絡管布設図 7（実方７５） 抜粋版 上澄水返送マンホール位置，送泥管近接配管

03-14
03-14沈でん池廻り配管・共同溝
平面図37.pdf

3,265KB 竣工図 北総浄水場場内連絡管布設工事（その2） 7（実方７５） 抜粋版 3枚構成　共同溝平面図，送泥管近接構造物
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03-15
03-15沈でん池廻り配管平面図
39.pdf

1,872KB 竣工図 北総浄水場場内連絡管布設工事（その2） 7（実方７５） 抜粋版 3枚構成　沈でん池，汚水池側送泥管平面図

03-16
03-16排水処理電源引込設備工事
-完成図書.pdf

133.1MB 完成図書
水北1第 3号北総浄水場排水処理電源引込設備工事
昭和51年度

（実方142）

03-17
\03-17水北1第1号排水処理脱水
機械設備工事完成図書フォルダ

122.2MB 完成図書
水北1第 1号排水処理脱水機械設備工事完成図書
2/2　1977.3

11,12

03-18
\03-18水北1第2号排水処理附帯
機械設備工事完成図書フォルダ

40.6MB 完成図書
水北1第 2号排水処理附帯機械設備工事完成図書
2/2　1977.3

11,12

03-19
\03-19水北1第1・2号排水処理機
械設備工事完成図書（電気・計装）
図面1of2フォルダ

83.7MB 完成図書
水北1第1号排水処理脱水機械設備工事/水北1第2
号排水処理附帯機械設備工事　完成図書（電気・計
装関係）図面関係1/2　昭和52年3月

（実方142）

03-20
\03-20水北1第1・2号排水処理機
械設備工事完成図書（電気・計装）
図面2of2フォルダ

192.0MB 完成図書
水北1第1号排水処理脱水機械設備工事/水北1第2
号排水処理附帯機械設備工事　完成図書（電気・計
装関係）図面関係2/2　昭和52年3月

（実方142）

03-21
\03-21排水処理完成図書（電気・
計装）試験成績書フォルダ

49.0MB 完成図書
水北1第 1号排水処理脱水機械設備工事
水北1第 2号排水処理附帯機械設備工事完成図書
（電気・計装関係）試験成績書　昭和52年3月

（実方142）

03-22
\03-22排水処理直流電源更新工
事-完成図書フォルダ

12.9MB 完成図書
北改1第 5号北総浄水場排水処理施設直流電源更新
工事　平成12年3月

（実方142）

03-23
03-23排水処理棟屋上防水工事
H15.0-完成図面

1.4MB 完成図
北浄4第17号北総浄水場排水処理棟屋上防水修理
工事　平成15年3月

容量計 約 1.5GB
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資料種別について

完成図書 工事完成検査後、竣工図(完成図）を製本したもの

竣工図(完成図） 工事完成検査に使用した、製本されていない図面

記録 排水処理関係の運転データ（日報、月報、年報等の形式で保存されている 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実測や計測の数値をそのまま記入した箇所と計算値を記入した箇所がある）

参考図面 参考図面は位置概要を示すだけのものであり、寸法等の誤差が大きい可能性がある。

参考資料 上記以外の資料

質問No. 平成20年12月26日に回答した要求水準書質問No.に対応している資料であることを示す（実方＝実施方針）


