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１．はじめに

  下水道管路施設の機能保全のための維持管理は、ライフサイクルコストの観点からも

非常に重要であると認識されつつある。しかしながら、建設を急ぐ下水道整備の中にお

いては、あまり顧みられることなく現在に至っている。

  特に、圧送管路の維持管理は、その問題発生の少なさからも全くなされていない状況

にあるが、管路の長距離化、大規模化により、その合理的な手法が種々検討され始めて

いる。

  本資料に示す「下水道圧送管路クリーニングシステム《ＰＳＰＣシステム》」は、効率

的な圧送管路の維持管理を手助けする洗管システムとして開発されたものである。

  本資料が下水道圧送管路の維持管理の一助となれば幸いである。   

２．システムの概要

 ２．１ ＰＳＰＣシステムとは

Pressured Sewage Pipeline Cleaning System の略で、圧送ポンプの吐出側にピグ

発射装置（ピグランチャ）を設置し、発泡樹脂製のピグを管路内走行させることによ

り、管路内の堆積物、スライム、空気、ガスなどを排出し、下水道管路を常に健全な

状態で維持管理するシステムである。

図－１ システム概要図



 ２．２ システムの特徴

(1)通水したまま洗管が可能

ピグの発射はバルブ操作により簡便に行えるので、ポンプの運転を止めることなく

通水したままで洗管作業が可能である。また、洗管用水は清水である必要はない。

(2)長距離洗管が可能

ピグは管内水の流れとともに管路内を走行するので、ピグ発射装置から管路出口ま

で長距離を一度で洗管することが可能である。

(3)空気弁、排泥設備の省略が可能

洗管によって空気、ガス、固形物などの管内堆積物を排出するので、空気弁や排泥

設備の設置数を減らすことが可能である。

(4)専用動力は不要

ピグの発射および走行には本設の圧送ポンプを利用するので、別途専用動力は不要

である。

(5)簡便な洗管作業

洗管作業は、ポンプ運転とバルブ操作が主な作業であり、難しい技術は不要である。

２．３ システムの採用効果

(1)いつまでも若々しい管路

管路内面は常にクリーンな状態で、建設当初の通水能力を維持できる。

(2)小流量対策

供用開始当初の小流量時の堆積物やガス発生に有効である。

(3)臭気対策

管内の堆積物、ガスなどの臭気原因物質を除去できるため臭気対策が可能である。

図－２ ＰＳＰＣシステムによる洗浄効果の例



 ２．４ システムの種類

(1)標準タイプ

   標準形式または簡易形式ポンプ場で、ポンプ場建屋内にピグ発射装置の設置が可能

な場合に設置するタイプ。

(2)独立タイプ

   マンホール形式ポンプ場および標準・簡易形式ポンプ場でもポンプ場建屋内の設置

が不可能な場合に設置するタイプ。

 ２．５ システムの構成

   本システムの主要構成機器は下記に示すものである。

(1)ピグ発射装置

ポンプ場内またはポンプ場下流側に設置し、洗管のためのピグを発射する装置であ

り、作業の効率化のためにワンタッチ式開閉装置、注水口、発射確認装置、圧力計、

ドレンを備えたもの。

(2)通過確認装置

管路途中に設け、ピグの通過が確認できる装置。長距離管路などに用いられる。

(3)ピグ

砲弾型の清掃器具で、材質は半硬質ウレタン発泡体にウレタン樹脂コーティングを

施したもの。これをポンプ圧力で管内走行させることにより管路を清掃する。

(4)バルフ、配管類

ピグ発射装置まわりに必要な機材。ピグ発射は、バルブ開閉により行う。

図－３ ピグ発射装置



     図－４ 圧送下水用ピグ          図－５ ピグ通過確認装置

 ２．６ システムの必要事項

  本システムの適用に際しての必要事項は下記のものである。

(1)圧送ポンプ

   ピグ発射および走行に必要な圧力が得られること。

(2)圧送管路

   同一口径であること。

また、管路途中にピグが通過不可能なバルブ（バタフライ弁、偏心構造弁など）や

機器（流量計、温度計など)がないこと。

(3)ピグ通過確認装置

   管路延長が長距離になる場合は、ピグ通過確認装置を設置すること。

(4)洗管用水

   洗管に必要な水量を確保できること。

(5)洗管インターバル

   管路供用後は堆積物やスライム付着の有無にかかわらず、ある一定のインターバル

を定めて洗管を行うこと。



３．システムの計画と設計

 ３．１ 標準タイプ

(1)適用口径

  φ100～φ600 mm の圧送用ダクタイル管路

(2)必要水量

 ピグ洗管に要する水量は下式で計算する。 

   Ｑp ＝ ｋ1･ｋ2･ｋ3･Ｖ 

    ここに、 Ｑp：必要水量（m３） 

          ｋ1：Leak係数（＝1.05） 

                 ｋ2：充水係数（＝1.05） 

         ｋ3：安全係数（＝1.2） 

         Ｖ ：管路容積（m３） 

ピグ洗管に必要な水量がポンプ井の容量などにより確保出来ない場合は、必ず

しも一度に洗管を行う必要はないが、再度水量の確保が出来次第、継続して洗

管作業を行う。また、洗管に使用する水は清水や処理水であることが望ましい

が、下水をそのまま用いても差し支えない。 

(3)ポンプ必要揚程

ピグ洗管時には、ピグの走行抵抗により通常の通水時より高いポンプ吐出圧が

必要となる。経験則によるピグ洗管時に必要なポンプ揚程は次式で計算する。 

 Ｈp ＝ Ｈ ＋ ｈ1

    ここに、Ｈp：ピグ洗管に必要なポンプ揚程（m） 

Ｈ：通常通水時のポンプ全揚程（m） 

         h1：ピグ発射水圧（m） （表－１参照） 

表－１ ピグ発射水圧

 管径 ｈ1 管径 ｈ1

 (mm) (m) (mm) (m)  

 100 10 350 5  

 150 10 400 5  

 200 10 450 5  

 250 10 500 5  

 300 10 600 5  



ただし、実際に上記の圧力が必要となるのは、ピグ発射時や管路中に極めて曲

がり部が多い場合などであり、一般には通常通水時の＋α程度の圧力で洗管可

能である。 

また、洗管作業時に補助ポンプとして消防ポンプなどが別途準備できる場合はこ

の限りではない。

  【計算例】

図－３のような管路の場合、必要水量（Ｑp）とポンプ必要揚程（Ｈp）は下記とな

る。

図－６ 計算例の管路概要

 必要水量      Ｑp ＝ ｋ1･ｋ2･ｋ3･Ｖ 

＝ 1.05×1.05×1.2×(π/4×0.32 ×2000) 

＝ 187 m3 

ポンプ必要揚程 Ｈp ＝ Ｈ ＋ ｈ1 ＝ 15 + 10 ＝  25 m 

したがって、ポンプは全揚程 25m 以上のポンプが必要であり、洗管用水として

187 m3の水が必要となる。

(4)管路計画

   ①ピグ発射装置

    ピグ発射装置は、ポンプ場構造物内に設置する。



図－７ ピグ発射装置

図－８ ピグ挿入状況

  ②圧送管路

圧送管路の配管形状は、ピグの走行を妨げないものとする必要がある。

・バタフライ弁、逆止弁、偏心構造弁など、全開しても 100%の通過断面が得られな

い弁はピグ通過不可能。

・流量計、濃度計などで絞りにより管口径が縮小するものや管内に突起物があるタ

イプのものはピグ通過不可能。



図－９ ピグ走行を考慮すべき管路例



  ③ピグの排出・回収方法

   管路計画の段階で、ピグの排出と回収が無理なく行えるように、自然流下管きょ側

に流入しないピグ回収方式（ステンレス金網方式､ステンレス格子方式､ネット回収

方式など）を検討しておく必要がある。

   ・ステンレス金網方式の例

例１ ピグが下流側管路に流れていかないよう金網を設ける。

ピグの回収は、かぎ棒でピグをつり上げる。

例２ 排出口にステンレス籠を設置し、ピグを落とし込んで

籠とともに回収する。

図－１０ ピグ回収参考図（ステンレス金網方式）

※【注意】※

ピグ洗浄を行うとピグの吐出時に硫化水素ガスやメタンガスが噴出す

ることがあるため十分注意する必要がある。



図－１１ ステンレス格子方式

図－１２ ネット回収方式

   ④ピグ通過確認装置

    管路途中で、ピグが通過したことを確認する装置で、これを長距離管路や屈曲部

 の多い管路に設置しておくことにより、ピグの走行状況が確認可能である。

図－１３ ピグ通過確認装置



 ３．２ 独立タイプ

 マンホール形式ポンプ場やポンプ場建屋内にピグ発射装置の設置スペースが確

保できない場合は、独立タイプのピグ発射装置となる。

独立タイプのピグ発射装置は、ポンプ下流側に専用のマンホールを設置し、洗

管作業を行う。

ピグ、通過確認装置や設計手法は標準タイプ（ポンプ場建屋内設置型）のもの

と同じであるが、ピグ発射装置の構造が簡略化されている。また、ポンプ運転を

短時間停止してピグ発射する必要がある。

図－１４ 独立タイプピグ発射装置設置例

注）一般的には、ピグ発射

装置の下流側にピグの装

填・発射のための仕切弁

が必要となる。



４．システムの運転と維持管理

 ４．１ システムの運転

(1)ピグ通過テスト
管路完成直後に管内のクリーニングとピグの通過確認のため、清水などで管路全線

の通過テストを行う必要がある。

既設供用中の圧送管路に本システムを新設適用する場合は、ピグの通過テスト中に

ピグが詰まり送水不能となる危険性が高いため、十分な検討が必要である。

(2)運転インターバル
   管路供用後は堆積物やスライム付着の有無にかかわらず、ある一定のインターバル

   を定めてピグ洗管を行う。

   本システムの目的は、堆積の進行を防止することにあり、成長したスライムを除去

することではない。

４．２ 洗浄時期の判断方法

   洗浄時期の判断方法は、おおむね下記による。

    ①汚水の汚れ具合（目視）

    ②流量の低下

    ③臭気の発生

    ④ポンプの運転時間の増加

   過去の実績から、ピグ洗管は、ほぼ２回／年締度の頻度で実施されている。

 ４．３ 洗浄効果の判定方法

   洗浄効果の判定方法は、次のようなものが現在実施されている。

    ①汚水の清浄度（目視）

    ②流量の回復

    ③臭気の低減

    ④ポンプ運転時間の低減

 ４．４ 維持管理

   圧送管路は、送水能力の低下を生じないように、定期的に堆積物の状態や臭気の発

生状況等を確認する。また、必要に応じて管路の清掃を実施する。

４．５ 安全対策

   本システムによる洗管を実施したことにより、万一、管路に異常が生じた場合には、

以下の対応により早急に管路の機能回復に努める。

    ①単一管路の場合には、できる限り低圧、小流量で運転し、流量の少ない時間帯

に対策を実施する。

    ②バイパス管路がある場合には、送水系統の切り替えを行う。

    ③計画・設計時点で、ピグの逆送を考慮した配管設計を行う。



５．計画設計資料

５．１ ピグ発射装置の寸法・質量

(1)標準タイプ



(2)独立タイプ



 ５．２ ピグの寸法・質量



 ５．３ ピグ通過確認装置の寸法・質量



 ５．４ ピグ発射装置廻りの配管例（標準タイプ）



















 ５．５ ＰＳＰＣシステムの実績

表－２ ＰＳＰＣシステム実績表

No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種別 設置年度

1 豊田市下水道局 トヨタ自動車工場内 
φ100～φ200×
2km×8条(8 台)

汚水 1984.10 

2 
大阪市南部流域 
下水道事務所 

大井処理場～ 
今池処理場 

φ350×4km 汚水 1984.11 

3 
香川県瀬戸大橋架橋
記念博覧会協会 

香川県坂出市に移管 φ200×2.5km 汚水 1987.6 

4 同   上 同   上 φ150×2.5km 汚水 1987.6 

5 日本下水道事業団 
大阪府高石処理場～ 
汐見処理場 

φ350×4km 汚泥 1990.3 

6 同   上 
汐見処理場～ 
大阪南広域処理場 

φ350×2.1km 汚泥 1990.3 

7 同   上 
磯の上処理場～ 
大阪南広域処理場 

φ200×2.7km 汚泥 1990.3 

8 同   上 
泉北処理場～ 
高石処理場 

φ200×8km 汚泥 1990.3 

9 
（株）中京テレビ 
リゾート企画 

長野県白馬村 φ100×2.5km 汚水 1990.10 

10 同   上 同   上 φ100×0.3km 汚水 1990.10 

11 
石川県河北郡 
高松町下水道課 

石川県河北郡高松町 φ350×1.4km 汚水 1990.10 

12 
石川県河北郡 
津幡町下水道課 

石川県河北郡津幡町 φ350×0.5km 汚水 1991.3 

13 
大阪市南部流域 
下水道事務所 

大井処理場～ 
今池処理場 

φ800×4km 汚水 1991.5 

14 日本下水道事業団 
滋賀県滋賀町琵琶湖流域

湖西処理区木戸ﾎﾟﾝﾌﾟ場
φ300×1.7km 汚水 1993.1 

15 
石川県小松市 
下水道課 

御幸汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ350×4km 汚水 1993.2 

16 日本下水道事業団 
大阪府石津処理場～ 

高石処理場 
φ300×5.8km 汚泥 1993.3 

17 同   上 
兵庫東下水汚泥 

エースセンター 
φ250×0.1km 汚泥 1993.1 

18 関西国際空港（株） 関西新空港 φ300×1.2km 汚水 1993.7 

19 同   上 同   上 φ600×1.6km 汚水 1993.7 

20 日本下水道事業団 
大阪府三宝処理場～ 

石津処理場 
φ200×6.5km 汚泥 1993.12 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

21
日本下水道事業団 
兵庫東エース 

武庫川２号幹線 φ200×20km 汚泥 1994.2 

22
日本下水道事業団 
兵庫西エース 

揖保川処理場～ 
兵庫西ｴｰｽｾﾝﾀｰ 

φ200×1.4km 汚泥 1993.5 

23
石川県七尾市 
建設部水道課 

石川県七尾市 φ300×1.7km 汚水 1993.11 

24
石川県大聖寺川 
処理区 

 φ500×4.5km 汚水 1995.1 

25
（財）びわ湖 
ﾚｲｸﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ 

滋賀県草津市 φ200×4.5km 汚水 1995.1 

26
香川県土木部 
善通寺土木事務所 

香川県善通寺市 φ200×0.5km 汚水 1995.2 

27
岐阜県木曽川右岸 
流域下水道事務所 

φ400×2km 
φ250×2km 

汚水 1995.7 

28
兵庫東広域処理 
事務所 

兵庫武庫川上流～ 
中間槽 

φ200×6km 汚泥 1995.7 

29
茨城県北茨木市 
下水道課 

茨城県北茨木市 φ300×2.6km 汚水 1996.3 

30
兵庫西広域処理 
事務所 

中部送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ場～ 
 兵庫西ｴｰｽｾﾝﾀｰ 

φ450×8.4km 汚泥 1996.7 

31 石川県小松市 
石川県小松市 
 松陽ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

φ300×2.5km 汚水 1996.9 

32 舞鶴市下水道部 舞鶴市中ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ350×2.4km 汚水 1996.12 

33 建設省土木研究所 茨城県湖北実験場 φ100×0.9km 汚水 1997.1 

34
淡路・東浦広域 
下水道組合 

大磯中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場～ 
 東浦浄化ｾﾝﾀｰ  

φ250×2.5km 
×2 条(2 台) 

汚水 1997.2 

35 同   上 
鵜崎中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場～ 
 鵜崎浄化ｾﾝﾀｰ 

φ300×1.7km 
×2 条(2 台) 

汚水 1997.9 

36
神奈川県愛甲郡 
愛川町下水道課 

神奈川県愛川町 φ400×1.7km 汚水 1997.12 

37
新潟県見附市 
下水道課 

新潟県見附市 φ200×2.5km 汚水 1997.12 

38 鳥取県鳥取市 
千代水ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ～ 

秋里終末処理場 

φ150×3.5km 
×2 条(2 台) 汚泥 1998.2 

39 福岡市下水道局 
福岡市能古汚水 

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
φ150×2.1km 
×2 条(2 台) 

汚水 1998.2 

40
日本下水道事業団 
大阪南広域処理事務所 

中部下水処理場～ 
 磯上下水処理場 

φ200×8km 汚泥 1998.6 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

41 
兵庫県姫路 
土木事務所 

揖保川浄化ｾﾝﾀｰ φ900×1.3km 汚水 1998.6 

42 
京都府流域下水道 
事務所 

桂川中流流域 
 八木島ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

φ400×0.8km 汚水 1998.9 

43 
広島県三原土木 
建築事務所 

 φ200×0.2km 汚水 1998.9 

44 
滋賀県高島流域 
下水道事務所 

マキノポンプ場 φ300×4.1km 汚水 1998.9 

45 横浜市下水道局 港北下水処理場 φ300×7.8km 汚泥 1999.3 

46 
宇ノ気七塚都市計画 
下水道組合 

七塚第３ポンプ場 φ250×1.5km 汚水 1999.3 

47 
日本下水道事業団 
兵庫西広域処理事務所

東部ポンプ場～ 
 中部ポンプ場 

φ300×7.2km 汚泥 1999.8 

48 札幌市下水道局 
手稲下水処理場～ 
 西部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ 

φ300×1.5km 汚泥 1999.9 

49 網走市下水道課 能取第１ﾎﾟﾝﾌﾟ所 φ150×2km 汚水 1999.11 

50 
滋賀県東北部流域 
下水道事務所 

下岡部ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ200×1.5km 汚水 2000.2 

51 
滋賀県高島流域 
下水道事務所 

高島ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
φ300×3km 
×2 条(2 台) 

汚水 2000.3 

52 
香川県坂出土木 
事務所 

国分寺中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ450×3.5km 汚水 2000.3 

53 
滋賀県東北部流域 
下水道事務所 

須川中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
φ300×2.4km 
×2 条(2 台) 

汚水 2000.9 

53 
茨城県西流域 
下水道事務所 

下妻ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ400×3.4km 汚水 2000.9 

54 大阪市下水道局 
住之江処理場～ 
 平野処理場 

φ200×13km 
×2 条 

汚泥 2001.1 

55 横浜市下水道局 
西部下水処理場 
（東菅野幸浦旋） 

φ350×6.2km 
φ250×6.2km 

汚泥 2001.3 

56 
富山県下新川郡 
入善町下水道課 

 φ200×2km 汚水 2001.3 

57 横浜市下水道局 
金沢処理区 
（東俣野幸浦線） 

φ350×4.5km 
×2 条(2 台) 

汚泥 2001.7 

58 
（財）千葉県下水道 

公社 
袖ヶ浦市横田 

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 
φ200×3.5km 汚水 2001.10 

59 
岐阜県加茂郡八百津町
上下水道課 

M66-1 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ100×0.6km 汚水 2001.12 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

60 日本下水道事業団 大阪市舞洲ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ
φ350×4.4km 

×2 条 
汚水 2002.2 

61 福島県耶麻郡塩川町 塩川浄化センター φ250×1.7km 汚水 2002.3 

62 兵庫県龍野市 
沢田前処理場 
沢田・譽田汚水幹線 

φ250×2.0km 汚水 2002.9 

63 滋賀県滋賀郡志賀町 木戸ポンプ場 φ300×1.7km 汚水 2002.11 

64 大阪府守口市下水道部
森口処理場～鴻池処
理場 

φ150×3.8km 汚泥 2002.11 

65 日本下水道事業団 
釧路町遠矢中継ポン
プ場 

φ300×4.5km 汚水 2003.1 

66 石川県小松市 東部中継ポンプ場 φ450×2.32km 汚水 2003.1 

67 日本下水道事業団 
志賀町南小松中継ポ
ンプ場 

φ250×1.3km 
×2 条 

汚水 2003.2 

68 石川県羽咋市 
本江マンホールポン
プ場 

φ100×0.76km 汚水 2003.2 

69 滋賀県守山市下水道課 速野ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ450×3.4km 汚水 2003.2 

70 大阪市都市環境局 
大野下水処理場～海
老江下水処理場 

φ200×5.8km 
×2 条 

汚泥 2003.3 

71 大阪市都市環境局 
海老江下水処理場～
此花下水処理場 

φ450×3.5km 汚泥 2003.3 

72 大阪市都市環境局 
此花下水処理場～舞
洲下水処理場 

φ350×4.4km 
×2 条 

汚泥 2003.3 

73 横浜市下水道局 栄第一下水処理場 
φ350×10.45km

×2 条 
汚泥 2003.3 

74 
京都府流域下水道建設
事務所 

宮津湾流域 
 石川ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 

φ250×0.76km 汚水 2003.4 

75 堺市 
化学処理場～泉北処
理場 

φ350×6.2km 
φ250×6.2km 

し尿 2003.7 

76 
京都府舞鶴市下水建設
課 

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ250×1.5km 汚水 2003.8 

77 神戸市 
ポートアイランド処
理場 

φ150×4.0km 
×2 条 

汚泥 2003.10 

78 長崎県佐世保市  φ150×1.0km 汚水 2003.10 

79 日本下水道事業団 
常滑市空港島汚水中
継ポンプ場 

φ350×2.0km 
×2 条 

汚水 2003.11 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

80 宇都宮市 新最終処分場 
φ100×4.0km 

×2 条 
浸出水 2004.2 

81 横浜市下水道局 
中部下水処理場～ 
磯子下水処理場 

φ200×6.92km
×2 条 

汚泥 2004.3 

82 横浜市下水道局 金沢下水処理場 
φ350×4.0km 

×2 条 
汚泥 2004.3 

83 横浜市下水道局 
都築下水処理場～ 
神奈川下水処理場 

φ300×12.8km 汚泥 2004.3 

84 日本下水道事業団 
長崎県三和町栄上ポ
ンプ場 

φ250×1.3km 
×2 条 

汚水 2004.3 

85 舞鶴市下水道建設課 マンホールポンプ場 φ200×1.1km 汚水 2004.3 

86 三田市 つつじヶ丘汚水幹線 φ350×4.6km 汚水 2004.8 

87 札幌市下水道局 
厚別処理場～ 
 東部ｽﾗｯｼﾞｾﾝﾀｰ 

φ300×5.7km 汚水 2004.9 

88 福井県福井市下水道部
境浄化センター～ 
日野川浄化センター 

φ150×4.6km 汚泥 2004.10 

89 日本下水道事業団 
山口市大内中継ポン
プ場 

φ400×1.3km 汚水 2005.3 

90 姫路市下水道局 高木川西前処理場 φ150×1.1km 皮革汚水 2005.10 

91 横浜市下水道局 栄第一下水処理場 φ350×12.0km 汚泥 2005.11 

92 千歳市水道局 浄化センター 
φ300×10.0km

×2 条 
汚水 2006.2 

93 舞鶴市下水道建設課 マンホールポンプ場 φ250×1.35km 汚水 2006.2 

94 
大阪市都市環境局 
下水道部 

放出下水処理場～ 
 平野下水処理場 

φ300×6.7km 
×2 条 

汚泥 2006.3 

95 
大阪市都市環境局 
下水道部 

西部下水処理場 
（東菅野幸浦旋） 

φ250×6.0km 
×2 条 

汚泥 2006.3 

96 
滋賀県琵琶湖環境部 
下水道建設課 

高島幹線～ 
高島東幹線 

φ150×0.38km 汚水 2006.6 

97 
滋賀県琵琶湖環境部 
下水道建設課 

高島幹線～ 
高島東幹線 

φ150×0.32km 汚泥 2006.6 

98 
滋賀県琵琶湖環境部 
下水道建設課 

高島幹線～ 
高島東幹線 

φ200×1.21km 汚水 2006.6 

99 
滋賀県琵琶湖環境部 
下水道建設課 

高島幹線～ 
高島東幹線 

φ250×2.375km 汚水 2006.6 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

100 大阪市都市環境局 
此花下水処理場～津
守下水処理場 

φ300×6.7km 
×2 条 

汚泥 2006.7 

101 北見市企業局 
水質改善下水道東 10
号幹線 

φ100×5.0km 汚泥 2006.11 

102 日本下水道事業団 
淡路市淡路・東浦浄化
センター 

φ500×0.07km 海水取水 2006.12 

103
滋賀県東北部流域 
下水道事務所 

高島東幹線船木１ 
マンホールポンプ場 

φ150×1.05km 汚水 2007.1 

104 登別市役所 登別ポンプ場 φ250×2.645km 汚水 2007.2 

105
防府市土木建築部下水
道管理課 

右田中継ポンプ場 φ350×1.0km 汚水 2007.5 

106 日本下水道事業団 
大牟田市北部浄化セ
ンター 

φ150×5.0km 汚泥 2007.7 

107 稲敷市 真空ステーション φ125×2.5km 汚水 2007.11 

108 千葉市下水道局 
中央浄化センター～
南部浄化センター 

φ200×10km 
×2 条 

汚泥 2008.2 

109 鹿児島市水道局 
谷山処理場～南部処
理場 

φ200×6.0km 汚泥 2008.3 

110
岩手県北上川上流流域
下水道事務所 

柴沢汚水中継ポンプ
場 

φ600×3.5km 
×2 条 

汚水 2008.6 

111 大阪市建設局 中浜下水処理場 
φ150×2km 

×2 条 
汚泥 2009.3 

112
奈良県流域下水道セン
ター 

野原ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
φ150×0.45km

×2 条 
汚水 2009.7 

113 堺市 土居川海水導水路 φ350×0.85km 海水取水 2009.9 

114 大阪市建設局 
津守下水処理場～ 
 住之江下水処理場 

φ200×10km 
×2 条 

汚泥 2009.10 

115 静岡県沼津土木事務所 夏梅木ポンプ場 
φ350×6.2km 
φ250×6.2km 

汚泥 2009.11 

116 富山県入善町下水道課 吉原第一ポンプ場 φ250×1.3km 汚水 2010.1 

117 大阪市建設局 
放出下水処理場～中
浜下水処理場 

φ150×2.0m 
×2 条 

汚泥 2010.2 

118
大阪府寝屋川流域下水
道 

なわて水みらいセンター

～鴻池水みらいセンター

φ250×8.58km
×2 条 

汚泥 2010.3 

119
大阪府寝屋川流域下水
道 

竜華水みらいセンター～川

俣水みらいセンター

φ250×8.0km 
×2 条 

汚泥 2010.3 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

120 石川県小松市 御幸ポンプ場 φ600×5.0km 汚水 2010.3 

121 堺市 土居川海水導水路 φ250×0.8km 海水取水 2010.7 

122 京都市上下水道局 
鳥羽水環境保全セン
ター 

φ250×9.0km 汚泥 2011.2 

123 京都市上下水道局 
鳥羽水環境保全セン
ター 

φ200×4.0km 汚泥 2011.2 

124 京都市上下水道局 
鳥羽水環境保全セン
ター 

φ200×4.0km 汚泥 2011.3 

125 愛知県海部建設事務所 弥富ポンプ場 φ600×8.0km 汚水 2012.1 

126 関西国際空港 LCC ターミナル φ150×0.5km 汚水 2012.6 

127 名古屋市上下水道局 
空見スラッジリサイ
クルセンター 

φ350×3.2km 
×2 条 

汚泥 2012.7 

128 京都市上下水道局 
石田水環境保全セン
ター 

φ250×8.0km 
×2 条 

汚泥 2012.8 

129 名古屋市上下水道局 
宝神水処理センター～
空見水処理センター 

φ350×3.2km 
×2 条 

汚泥 2012.10 

130
大阪府南部流域下水道
事務所 

高石ﾎﾟﾝﾌﾟ場 φ300×5.8km 汚泥 2012.11 

131 横浜市環境創造局 
磯子ﾎﾟﾝﾌﾟ場～南部処
理場 

φ400×4.6km 
×2 条 

汚水 2012.12 

132
香川県中讃広域行政事
務組合 

琴平町郷見区内ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟ
ﾝﾌﾟ～金倉川 2号幹線

φ200×0.5km 汚水 2012.12 

133
加賀沿岸流域下水道 
大聖寺川処理区 

加賀中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場～大
聖寺浄化センター 

φ600×2.7km 汚水 2013.9 

134
大阪府南部流域下水道
事務所 

汐見送泥ポンプ場～ 
 高石ポンプ場 

φ350×4.22km 汚泥 2013.11 

135
大阪府南部流域下水道
事務所 

汐見送泥ポンプ場～ 
 磯上処理場 

φ350×2.18km 汚泥 2013.11 

136
大阪府南部流域下水道
事務所 

汐見送泥ポンプ場～ 
 磯上処理場 

φ200×2.825km 汚泥 2013.11 

137 日本下水道事業団 
甲子園浜送泥ポンプ場
～枝川送泥ポンプ場

φ250×2.0km 
×2 条 

汚泥 2014.3 

138 石川県小松市 
南部第一汚水中継ポ
ンプ場 

φ500/φ450×
2.0km 

汚水 2014.12 

139
大阪市建設局 
平野下水処理場 

住之江下水処理場～
放出下水処理場 

φ250/φ400×
10.0km×2 条 

汚泥 2015.3 



No. 事業体名 設置場所 管径×延長 流体種類 設置年度

140
大阪市建設局 
平野下水処理場 

住之江下水処理場～
放出下水処理場 

φ200/φ350×
10.0km×2 条 

汚泥 2015.3 

141 名古屋市上下水道局 
熱田水処理センター～
柴田水処理センター

φ300×3.2km 
×2 条 

汚泥 2015.3 

142 名古屋市上下水道局 
霞橋水処理センター～
打出水処理センター

φ300×3.2km 
×2 条 

汚泥 2015.3 

143
山口市上下水道事業管
理者 

山口市環境センター～
山口市浄化センター 

φ100×0.8km 
×2 条 

汚水 2016.2 

144
高松市上下水道事業管
理者 

高松市東部浄化セン
ター 

φ150×0.7km 
×2 条 

し尿 2016.5 

145 高松土木事務所 高松港ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ φ100×0.6km 汚水 2017.2 

146
UR 首都圏ニュータウン
本部つくば市中根 

金 田 台 ポ ン プ 場 ～
小野崎中継ポンプ場 

φ300×4.6km 汚水 2017.5 

147 札幌市下水道河川局 
拓北水再生プラザ～
茨戸水再生プラザ 

φ200×7.6km 汚泥 2017.11 

148 大阪市建設局 
十八条下水処理場～
大野下水処理場 

φ250×10.9km
×3 条 

汚泥 2017.12 

149 宇都宮市 新最終処分場 
φ80×0.5km 

×2 条 
浸出水 2019.8 

150 柳井土木建築事務所 
久賀大島浄化センタ
ー 

φ250×0.5km 汚水 2019.11 

151 常総市 常総 IC 幹線 
φ250×2.0km 

×2 条 
汚水 2020.3 
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