相模川・酒匂川流域下水道

維 持 管 理 年 報
平成２９年度

神

奈

川

県

公益財団法人神奈川県下水道公社

目   次

第１章 概 要
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ３
１ 神奈川県流域下水道事業の概要 
 相模川流域下水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ３
 酒匂川流域下水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ３
２ 流域下水道の維持管理 
 神奈川県の執行体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ４
 公益財団法人神奈川県下水道公社  ・・・・・・・・・・・・  ６
３ 相模川流域下水道の概要 
 全体計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ １１
 相模川流域下水道計画概要図  ・・・・・・・・・・・・・ １２
 相模川流域下水道のあゆみ ・・・・・・・・・・・・・・  １３
 相模川流域下水道の計画と現状  ・・・・・・・・・・・・  １４
４ 酒匂川流域下水道の概要 
 全体計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５
 酒匂川流域下水道計画概要図  ・・・・・・・・・・・・・  １６
 酒匂川流域下水道のあゆみ ・・・・・・・・・・・・・・  １７
 酒匂川流域下水道の計画と現状  ・・・・・・・・・・・・  １８
５ 流域下水道の処理実績概要 
 計画に対する実績の下水処理量  ・・・・・・・・・・・・  １９
 下水処理実績概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１
６ 流域関連公共下水道の普及状況 
  

 相模川流域関連公共下水道 ・・・・・・・・・・・・・・  ２２
 酒匂川流域関連公共下水道 ・・・・・・・・・・・・・・  ２２


第２章 相模川流域下水道左岸処理場（柳島管理センター） 
１ 施設の概要（柳島管理センター） 
 計画の概要と現況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２５
 柳島管理センター平面図  ・・・・・・・・・・・・・・・  ３２
 下水処理フローシート（柳島管理センター）・・・・・・・ ３３
２ 運転管理状況 
 水処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３４
 汚泥処理状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３８
 汚泥処分状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４２
 水再生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４２
 流入下水量と処理ＤＳ量との関係  ・・・・・・・・・・・ ４４
 流入下水量当 たりの発生ＤＳ量 ・・・・・・・・・・・・ ４４
 電気設備の概要及び電力使用の実態 ・・・・・・・・・・４５
 再利用水 使用量実態図 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４９




３ 水質管理 
 概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５１
 水質・汚泥分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５２

第３章 相模川流域下水道右岸処理場（四之宮管理センター） 
１ 施設の概要（四之宮管理センター） 
 計画の概要と現況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６３
 四之宮管理センター平面図 ・・・・・・・・・・・・・・  ７０
 下水処理フローシート（四之宮管理センター） ・・・・・・ ７１
２ 運転管理状況 
 水処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７２
 汚泥処理状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７６
 汚泥処分状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８０
 水再生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８０
 流入下水量と処理ＤＳ量との関係  ・・・・・・・・・・・ ８２
 流入下水量当 たりの発生ＤＳ量  ・・・・・・・・・・・・  ８２
 電気設備の概要及び電力使用の実態  ・・・・・・・・・・ ８３
 再利用水使用量実態図 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ８７
３ 水質管理 
 概 要 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ８９
 水質・汚泥分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９０

第４章 酒匂川流域下水道左岸処理場（酒匂管理センター） 
１ 施設の概要（酒匂管理センター） 
 計画の概要と現況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０３
 酒匂管理センター平面図  ・・・・・・・・・・・・・・  １０８
 下水処理フローシート（酒匂管理センター）・・・・・・  １０９
 ２ 運転管理状況
 水処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・  １１０
    汚泥処理状況 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １１４
    汚泥処分状況 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １１８
 水再生状況 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・  １１８
    流入下水量と処理ＤＳ量との関係  ・・・・ ・・・・・・ １２０
    流入下水量当たりの発生ＤＳ量  ・・・・・・・・・・・ １２０
    電気設備の概要及び電力使用の実態  ・・・・・・・・・ １２１
 再利用水使用量実態図 ・・・・・・・・・・ ・・・・・  １２５
３ 水質管理 
    概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １２７
    水質・汚泥分析結果 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １２８






第５章 酒匂川流域下水道右岸処理場（扇町管理センター） 
１ 施設の概要（扇町管理センター） 
 計画の概要と現況  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ １３９
 扇町管理センター平面図  ・・・・・・・・・・・・・・  １４２
    下水処理フローシート （扇町管理センター） ・・・・・・ １４３
２ 運転管理状況 
    水処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １４４
    汚泥処理状況 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ １４８
    汚泥処分状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５０
 水再生状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５２
 連絡幹線運用状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  １５２
    流入下水量と処理ＤＳ量との関係  ・・・・・・・・・・ １５４
   

 流入下水量当たりの発生ＤＳ量  ・・・・・・・・・・・  １５４

    電気設備の概要及び電力使用の実態  ・・・・・・・・・ １５５
   

 再利用水使用量 実態図 ・・・・・・・・・・・・・・・  １５９

３ 水質管理 
    概 要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １６１
    水質・汚泥分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・  １６２

第６章 下水道管渠の維持管理 
１ 相模川流域下水道管渠の維持管理 
    調査概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７５
    管渠・人孔内部調査及び補修工事  ・・・・・・・・・・ １７５
    地上点検 パトロール ・・・・・・・・・・・・・・・・  １７７
２ 酒匂川流域下水道管渠の維持管理 
 調査概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １７８
    管渠・人孔内部調査及び補修工事 ・・・・・・・・・・ １７８
     地上点検 パトロール ・・・・・・・・・・・・・・・・  １８０

第７章 相模川汚泥貯留地周辺の環境調査 
１ 調査概要  ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １８３
  ２ 調査結果 
   

 相模川汚泥貯留地周辺環境調査の内容  ・・・・・・・・ １８４

     相模川汚泥貯留地周辺環境調査箇所  ・・・・・・・・・ １８５
   

 地下水水質調査（貯留地内）  ・・・・・・・・・・・・  １８６

   

 地下水水質調査（周辺民家井戸）  ・・・・・・・・・・ １８８

   

 周辺の土壌調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９０

   

 雨水水質調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９１

   

 かんがい用水路の水質調査  ・・・・・・・・・・・・・  １９１

   

 敷地境界線上における臭気調査 （臭気指数） ・・・・・・ １９１






第８章 水質管理体制 
  １ 水質管理の試験内容 
    試験目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９５


  試験頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９５



  試験方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １９８

  ２ 水質管理の数値基準 
    有効数字等について ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２００


  平均値について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２００



  数値の取り扱い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２００

第９章 普及啓発 
１ 施設見学者の状況 

    柳島管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０５
    四之宮管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０５
    酒匂管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０６
    扇町管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０６
   ２ 上部利用施設等利用状況
 四之宮ふれあい広場利用状況  ・・・・・・・・・・・・  ２０７
 四之宮せせらぎの森利用状況 ・・・・・・・・・・・・  ２０７
 酒匂きらり広場利用状況  ・・・・・・・・・・・・・・  ２０７
 扇町しらさぎ広場利用状況 ・・・・・・・・・・・・・  ２０７
３ 下水道ふれあいまつりの開催 状況
 概 要 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・  ２０８
 開催日、場所  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０８
 来場者数及び 施設見学者数 ・・・・・・・・・・・・・  ２０８
 開催内容  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２０８

第１０章 維持管理の経年概況 
  １ 流域関連公共下水道流入下水量 
    相模川流域下水道左岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１１
    相模川流域下水道右岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１２
    酒匂川流域下水道左岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１３
    酒匂川流域下水道右岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１４
  ２ 処理区域人口・面積変化図 
    相模川流域下水道左岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１５
    相模川流域下水道右岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１５
    酒匂川流域下水道左岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１６
    酒匂川流域下水道右岸処理区  ・・・・・・・・・・・・  ２１６
３ 水質性状等の経年変化 
    柳島管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２１７
  

 四之宮管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２０

  

 酒匂管理センター  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２３

   扇町管理センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２２６

全体計画区域

（H30.9.10〜扇町水再生センター）

（H30.9.10〜酒匂水再生センター）

（H30.9.10〜四之宮水再生センター）

（H30.9.10〜柳島水再生センター）

