
流域下水道維持管理年報

平成 29 年度

公益財団法人 福岡県下水道管理センター























































































































































































































































－

－



















































































































































































































































































































PP

P

P

N-33

N-27N-28N-29

N-30

N-31

N-32 N-23N-24N-25

N-26

N-20

N-21N-22 N-15

N-18

N-14

N-19

N-11N-12N-13 N-10 N-8N-9

N-4 N-3 N-2 N-1

M-18

M-10 M-12

M-13

M-6

M-15M-16M-17

M-11

W-6

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

M-
7-2

M-5

M-
2-2

M-3

M-4

M-8

M-9

K-2
K-
1-2

K-
1-1

M-
14-2

N-17 N-16

M-
14-1

M-
7-1

M-
2-1

M-1















































































公益財団法人
福岡県下水道管理センター
（御笠川浄化センター内）

〒812－0893
電話 092-451-4944

 092-451-4945
E-mail　kanrika@fukuoka-spc.or.jp
URL　http://fukuoka-spc.or.jp

御笠川浄化センター 〒812－0893
 092-451-4911
 092-451-4946

E-mail　mikasa@fukuoka-spc.or.jp

多々良川浄化センター 〒811－2313
 092-939-3413
 092-939-3415

E-mail　tatara@fukuoka-spc.or.jp

宝満川浄化センター 〒838－0102
 0942-75-1400
 0942-75-1005

E-mail　houman@fukuoka-spc.or.jp

福童浄化センター 〒838－0137
 0942-72-1721
 0942-72-1723

E-mail　fukudou@fukuoka-spc.or.jp

遠賀川下流浄化センター 〒809－0002
 093-246-3763
 093-246-3764

E-mail　ongakaryu@fukuoka-spc.or.jp

矢部川浄化センター 〒833－0037
 0942-54-2701
 0942-54-2702

E-mail　yabegawa@fukuoka-spc.or.jp

遠賀川中流浄化センター 〒822－0031
 0949-23-3201
 0949-23-3202

E-mail　ongachuryu@fukuoka-spc.or.jp


	第１章　（公財）福岡県下水道管理センター事業概要
	第１節　管理センターの概要
	§１　 管理センターの設立
	§２　 管理センターの概要
	§３　 沿革
	§４　 事業
	§５　 基本財産
	§６　 役員
	§７　 評議員
	§８　 管理センターの組織及び職員数
	§９　 分掌事務

	第２節　事業の実施状況
	§１　 福岡県流域下水道施設の維持及び保守に関する事業
	§２　 福岡県流域下水道に関連する管理センター自主事業
	§３　 収支計算書
	§４　 貸借対照表
	§５　 福岡県流域下水道計画区域図


	第２章　御笠川那珂川流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート
	４　溶融炉フローシート
	５　汚泥乾燥フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥
	３　溶融スラグ
	４　溶融ダスト
	５　油温乾燥汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験
	§３　 環境保全調査の状況

	第６節　経年変化

	第３章　多々良川流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 ポンプ場施設
	§４　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験

	第６節　経年変化

	第４章　宝満川流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 ポンプ場施設
	§４　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験
	§３　 環境保全調査の状況

	第６節　経年変化

	第５章　宝満川上流流域下水道
	第１節　概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 ポンプ場施設
	§３　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設


	第６章　筑後川中流右岸流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 環境保全調査の状況

	第６節　経年変化

	第７章　遠賀川下流流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 ポンプ場施設
	§４　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験

	第６節　経年変化

	第８章　矢部川流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験
	§３　 環境保全調査の状況

	第６節　経年変化

	第９章　遠賀川中流流域下水道
	第１節　維持管理の概要
	第２節　全体計画
	第３節　管渠施設
	§１　 幹線管渠施設
	§２　 関連公共下水道の接続
	§３　 ポンプ場施設
	§４　 処理区域状況

	第４節　浄化センター施設
	§１　 処理場施設
	１　計画と建設状況
	２　処理場配置図
	３　処理フローシート

	§２　 処理状況
	１　下水処理
	２　光熱水等使用量
	３　設備の維持管理


	第５節　水質試験
	§１　 精密試験
	１　流入水・放流水
	２　脱水汚泥

	§２　 処理区域内河川の水質試験

	第６節　経年変化

	参考資料
	１　放流水及び事業場排水に係る規制
	２　設備機器の日常点検例（機械・電気関係）
	３　福岡県流域下水道関連公共団体


