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膜分離型小型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン 
 

１．基本的な考え方 
１．１ ガイドラインの対象となる浄化槽 
本ガイドラインの対象となる浄化槽は、屎尿浄化槽の構造方法を定める件（昭和５５年

建設省告示第１２９２号）の第１３により建設大臣の型式認定を取得したもので膜モジ

ュールをばっ気槽に浸漬した構造の膜分離型小型合併処理浄化槽である。処理対象人員

は５～１０人、最大ろ過水量は３．０～４．２５ｍ３／日以上である。ただし、「１．

３膜分離型小型合併処理浄化槽の概要」に示した以外の特別な維持管理作業が必要な単

位装置を有する場合については、それぞれの所定の維持管理要領にしたがって行うもの

とする。 
１．２ 膜分離型小型合併処理浄化槽の概要 
膜分離型小型合併処理浄化槽は、固液分離やし渣及び余剰汚泥の貯留を目的とした一次

処理装置、流量調整部、膜分離装置を組み込んだ二次処理装置、消毒装置などから構成

され、そのフローシートは図―１に示したとおりである。 
 
        一次処理装置         二次処理装置 
                   

 
＊流量調整部を含む装置がある。また、一次処理装置と二次処理装置の間に流量調整槽

が設けられている場合もある。 
       図―１  膜分離型小型合併処理浄化槽のフローシート 
 
一次処理装置には、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽、ばっ気スクリーン型分離槽の３種類があ

り、上部に流量調整部が設けられる装置と二次処理装置との間に流量調整槽が設けられ

る装置がある。汚水はまず一次処理装置に流入し、ここで通常の小型合併処理浄化槽と

同様に汚水中の固形物が分離され清掃時まで貯留される。二次処理装置には、ばっ気槽、

間欠ばっ気槽（間欠ばっ気法）、脱窒槽＋硝化槽（硝化液循環法）の３種類があり、上

部に流量調整部が設けられる装置がある。二次処理装置へ流入した汚水は、活性汚泥に

よりＢＯＤ及び窒素等の除去が行われる。また、二次処理装置には膜モジュールが浸漬

されており、ＢＯＤ等の除去を受けた水は、膜を通ることで活性汚泥から分離され、消

毒後放流される。二次処理装置に活性汚泥が投入されていない、あるいは濃度が低い場

合には、汚水中の有機物等のＳＳにより早期に膜の目詰まりが生じ、処理水が得られな
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くなる状況が生ずる。また、活性汚泥の濃度が高すぎても膜の透過性が悪くなり処理水

が得られなくなる。このため、使用開始直前の保守点検を必ず行い、活性汚泥を所定の

濃度になるように投入し、使用開始後は活性汚泥の濃度を常に把握し所定の濃度範囲に

調整する必要がある。また、ばっ気により膜面の洗浄効果が求められることから、必要

な気液混合流の上昇流速を得る必要がある。このため、洗浄に必要なばっ気量が出てい

るかを確認し、必要に応じて調整する必要がある。これらを行うため、保守点検の頻度

は３ケ月に１回とし、清掃は６ケ月に１回の頻度で行う。また、良好な膜の透過性を維

持するため、６ケ月に１回定期的に膜の薬品洗浄を行う必要がある。 
１．２．１一次処理装置 
二次処理装置に膜モジュールを組み込んだ場合、一次処理には、膜の目詰まり、破損及

び膜間流路の閉塞を防止するために高い夾雑物除去性能が求められる。また、流量調整

能も重要となることから、上部にはそのための空間として流量調整部が設けられる場合

があり、高水位と、低水位に水位センサーが、さらに非常用配管がこの部位に設けられ

る。沈殿分離槽、嫌気ろ床槽、ばっ気スクリーン型分離槽の３種類があり、その機能の

特徴は次のとおりである。 
（１）沈殿分離槽  構造基準では２室で構成され、流入汚水中の固形物などは沈殿物

またはスカムとなって貯留され、中間水が流出する構造となっている。膜分離型小型合

併処理浄化槽では、単独処理浄化槽の多室型腐敗室のように流出部にろ材を充填した予

備ろ過部を持ち、１室または２室で構成されるものもある。 
（２）嫌気ろ床槽  小型合併処理浄化槽の嫌気ろ床槽のように、２室で構成され各室

内にろ材を充填した構造である。夾雑物やＢＯＤの除去性能は高いが、逆に窒素除去に

必要な有機物質（水素供与体）の不足が生じるおそれがある。 
（３）ばっ気スクリーン型分離槽  口径数ミリのパンチングプレートのスクリーンが

設けられ、これによって流入汚水中に含まれる固形物が分離される。また、スクリーン

下部からばっ気することにより、スクリーンの目詰まり防止と固形物の粉砕が行われる。

長繊維状のものの除去性能は高く、特に長繊維状のものがからみつくおそれのある中空

糸膜を用いる場合には有効である。また、ばっ気によりＢＯＤが低下する場合が考えら

れる。なお、し渣はし渣貯留部に貯留される。 
（４）流量調整槽  専用の流量調整槽を設ける場合、低水位と、高水位に水位センサ

ーが、さらに非常用配管が設けられる。 
１．２．２二次処理装置 
二次処理装置としては、ＢＯＤ除去型ではばっ気槽の１種類、窒素除去型では間欠ばっ

気槽（間欠ばっ気法）、脱窒槽＋硝化槽（硝化液循環法）との２種類がある。なお、活

性汚泥濃度（以下、ＭＬＳＳ濃度という）は、膜の表面の閉塞を防止するために３，０

００ｍｇ／Ｌ以上必要である。また、窒素除去を行う場合には、その性能を確保するた

めに下限のＭＬＳＳ濃度をさらに高く設定しておく必要がある。一方、ＭＬＳＳ濃度は



高くなると粘性が増し、処理水が膜を透過しにくくなるため、窒素除去の有無に関係な

く、上限はおおむね１５，０００ｍｇ／Ｌ以下とする必要がある。また、上部には流量

調整部が設けられる場合があり、高水位、低水位に水位センサーが設けられる。二次処

理装置を構成する各槽の特徴は次のとおりである。 
（１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）  膜モジュールをばっ気槽に浸漬して連続ばっ気を

行い、透過水を得るタイプである。水量の増加に対応するには膜面積に余裕を持つ必要

がある。 
（２）間欠ばっ気槽（間欠ばっ気方式、窒素除去型）  膜モジュールを浸漬した生物

反応槽（間欠ばっ気槽）を間欠的にばっ気することによりＢＯＤ除去と窒素除去を行う

タイプである。ばっ気時にのみ透過水を得る形式なので連続ばっ気に比べ必要な膜面積

は増加するが、水量増加時には間欠ばっ気を連続ばっ気に切り換え対応するようになっ

ている。ただし、ばっ気停止時における散気管の目詰まりを防止する構造が必要である。

窒素除去性能を担保するため、適切なばっ気時間、ばっ気停止時間を設定する必要があ

る。ばっ気時間の設定が短くなるほど、膜面積を増加させる必要がある。その他、透過

水量やポンプの吸引時間などの設定に余裕がある場合には、これを変更することによっ

て対応できる。 
（３）脱窒槽、硝化槽（硝化液循環方式、窒素除去型）  脱窒槽及び硝化槽からなり、

膜モジュールを硝化槽に浸漬する。脱窒槽では、硝化槽からの循環液中に含まれる亜硝

酸性窒素及び硝酸性窒素が窒素ガスに還元（脱窒）される。脱窒を効率よく進行させる

ため、脱窒槽の攪拌を行う必要がある。硝化槽はばっ気槽と同様に連続的にばっ気し、

槽内液の一部を脱窒槽に循環する。水量の増加に対応するには、膜面積に余裕を持つ必

要がある。窒素除去性能を担保するためには、循環水量の安定性が重要となる。 
１．２．３膜分離装置 
（１）浸漬型膜の種類  現在用いられている浸漬型膜には、大きく分けて平板状のも

の（平膜）と中空糸状のもの（中空糸膜）がある。平膜は、図―２に示すように上端に

集水部を有するフレームに２枚の平板状の膜を貼り付けた構造で、膜間にスペーサーを

有する。透過水は、２枚の膜の間を通り上部より排出される。中空糸膜は、図―３に示

すように中空糸状膜を束ねた構造で、両端に設けられた集水用パイプに取り付けられる。

透過水は、中空糸の内部から集水パイプを通り上部より排出される。 
（２）透過方法  透過水を得る方法としては、図―４に示すように吸引ろ過方式、サ

イホンろ過方式及び重力ろ過方式の３タイプに分類できる。 
①吸引ろ過方式  透過水側に設けた自吸式ポンプで吸引することにより透過水を得

る方法で、定流量弁を組み合わせることにより定流量性が得られる。ポンプの作動は槽

がばっ気状態の時に一定間隔で行う。また、同時に膜の露出を防止するために設けられ

た水位センサーにより、槽内の水位が一定レベルまで低下した場合にはポンプの運転を

停止するようになっている。 



②サイホンろ過方式  透過水側の配管の出口を反応槽の水位より低い位置に設け、反

応槽の水位と配管の出口の水位差によるサイホン現象を利用して透過水を得る方法で、

処理水槽に放流ポンプが設置される。吸引ろ過法よりも透過水量の安定性は低くなる。

また、吸引ろ過法と同様に膜の露出を防止するため、槽内の水位が一定レベルまで低下

した場合にはポンプの運転を停止するようになっている。 
③重力ろ過方式  反応槽上部の水頭差を利用し透過水を得る方法で、３つのタイプの

中では最も簡単な装置構成となる。一方、定流量性が得にくく、膜カートリッジ上部の

水頭差を利用しているため、大きな余裕高が必要となる。 
１．２．４ばっ気装置 
送風機からのエアーが、ばっ気槽底部の散気装置から散気されるようにし、活性汚泥へ

の酸素の供給と沈殿防止、膜面の洗浄に必要な気液混合流の上昇流速を得る。散気装置

は閉塞しないようにし散気の均等性の調整が必要である。 
１．２．５汚泥貯留設備 
汚泥貯留設備は、反応槽の余剰汚泥を濃縮し貯留することを目的とする装置である。本

設備は、汚泥の貯留場所を処理フローの系内とするか、系外とするかで２つのタイプに

分類できる。 
（１）余剰汚泥を汚泥濃縮貯留槽などへ移送し貯留するタイプの浄化槽  本タイプの

浄化槽は、汚泥濃縮貯留槽などを独立させて設け、処理フローの系外に余剰汚泥を貯留

する。 
（２）余剰汚泥を沈殿分離槽などへ移送し貯留するタイプの浄化槽  本タイプの浄化

槽は沈殿分離槽などへ余剰汚泥を貯留したり、処理の途中に汚泥濃度を調整する機構を

設けるなど、処理フローの系内に余剰汚泥を貯留する。また、反応槽のみですべての余

剰汚泥を貯留するタイプもこのタイプに含める。 
１．３膜分離型小型合併処理浄化槽の留意事項 
１．３．１共通項目 
（１）施工  施工業者は、施工終了後、施工要領書に従い水はり及びブロワ、水位計、

バルブ、散気の作動確認などを行う。 
（２）保守点検及び清掃の回数   
１）使用開始直前の保守点検  使用開始前一週間以内に行うことを必須とする。この

時に種汚泥を投入する。 
２）通常の保守点検および清掃  ①通常の使用状態における保守点検頻度は３ケ月に

１回以上とする。②通常の使用状態における清掃頻度は６ケ月に１回以上とし、保守点

検後１週間以内に実施する。③保守点検及び清掃の実施日は予定日の１週間以内とする。

④通常の使用状態における膜の薬品洗浄頻度は６ケ月に１回とする。 
（３）保守点検に用いる器具機材 
MLSS 計等の測定器は、あらかじめ校正や動作の確認を行っておく。 



１．３．２生物学的硝化脱窒法 
生物学的硝化脱窒法については、通常の生物処理として当然満たすべき諸条件の他に、

その生物反応原理上、以下の条件が適正に保持されていない場合、所期の処理性能が発

揮されないおそれがある。①槽内の水温が１３℃を下回らないこと。②実流入汚水量が

計画汚水量を大幅に下回らないこと。③流入汚水の BOD 濃度（ｍｇ／Ｌ）は窒素濃度

（ｍｇ―Ｎ／Ｌ）の３倍を下回らないこと。④溶存酸素量（以下、ＤＯ濃度という）が

適正量あること。これらの条件については、特に計画、設計時の流入条件の設定が重要

である。 
 
２．膜分離型小型合併処理浄化槽の維持管理 
２．１保守点検 
２．１．１使用開始直前の保守点検 
（１）基本的な考え方  使用開始直前の保守点検は、透過水量の測定とあわせて透過

水の外観の調査、機器の作動状況の点検などを行い、透過水が安定して得られるように

膜の洗浄など必要な措置を講じた後、種汚泥を添加する。膜分離型小型合併処理浄化槽

では使用開始直前の保守点検は必須条件であり、上記の点検が適正に行われない場合に

は、所期の処理性能が発揮されない。 
（２）膜の初期性能の確認  通常、膜モジュールは使用開始時期まで槽内に浸漬放置

されており、施工中の土砂の混入や張り水の腐敗などにより膜が汚染されていないこと

を、透過水量などを測定することにより確認する。①吸引ろ過方式  膜透過水の出口

で計量カップ、メスシリンダーなどを用いてストップウオッチで単位時間あたりの透過

水量を測定し、同時に吸引圧を真空計で測定する。②サイホンろ過方式  処理水槽の

Ｌ．Ｗ．Ｌ．からＨ．Ｗ．Ｌ．に達するまでの時間をストップウオッチで測定し、その

容量から時間あたりの透過水量を算出する。同時に、生物処理槽と処理水槽の水位差を

メジャーなどで測定し、ろ過水頭とする。③重力ろ過方式  膜透過水の出口で計量カ

ップ、メスシリンダーなどを用いてストップウオッチで単位時間あたりの透過水量を測

定する。同時に、生物処理槽の水面をメジャーなどで測定し、ろ過水頭を算出する。 
（３）植種（シーディング）  使用開始直前の保守点検において種汚泥の添加が行わ

れず、一次処理水が直接膜分離された場合、早期に膜の目詰まりが生じるおそれがある

こと、また、運転開始後できるだけ早い時点で安定した生物処理機能を発揮させるため、

種汚泥の添加は必須条件とする。添加する汚泥の種類、場所、時期などは表―１のとお

りである。なお、汚泥を添加する際にはスクリーン（網）などにかけて夾雑物を除く必

要がある。 
（４）その他の点検①膜透過水の外観の点検  精密ろ過膜の場合、通常、膜透過水に

浮遊物質は含まれない。膜透過水に浮遊物質が認められた場合は、水面下の接続配管の

緩みや膜の破損を点検し、配管の締め付け、破損した膜の交換を行う。②機器の作動状



況の点検  膜モジュールとろ過装置からなる膜分離装置は、流量調整部（槽）、生物

処理槽、放流槽などに設置される機器類と連動しており、これらが確実に作動すること

が、膜の透過性能保持のために重要である。そのため、フロートなどの作動水位や散気

装置、ろ過ポンプ、定流量弁、真空計、膜透過水量測定用の積算流量計（以下、透過水

量メーターという）などの付属機器類が正常に作動することを確認する。また、非常時

の警報の発信システムや制御動作が正常に行われることを確認する。 
（５）作業内容  使用開始直前の保守点検においては、次の事項の確認などを行う。

①実施設と届出時の書類（写し）との照合②浄化槽周辺の状況の確認③浄化槽内の状況

の確認④種汚泥の添加、ＭＬＳＳ濃度の確認⑤送風機の作動状況の確認⑥流量調整装置

がある場合の定量移送装置の移送機能の確認⑦生物反応槽のばっ気攪拌状況の確認⑧

汚泥移送装置の機能の確認⑨循環装置がある場合の循環装置の機能の確認⑩吸引ポン

プ、移送ポンプ、水位センサー、計測機器類の作動状況の確認⑪透過水量の測定⑫流入

管渠及び放流管渠における水の流れ方の状況、臭気対策の確認⑬透過水量メーターの確

認⑭警報システムの確認⑮浄化槽上部の利用状況の確認⑯運転開始⑰保守点検の記録

の作成⑱浄化槽管理者への報告及び使用上の注意など 
２．１．２通常の保守点検 
（１）基本的考え方  通常の使用状態における保守点検では、各単位装置の流出水の

水質や汚泥の蓄積状況を点検し、その結果に基づき汚泥の移送や消毒剤の補充、送風機

の保守等必要な調整及びこれらに伴う修理作業を行うとともに、単位装置内の蓄積汚泥

の移送あるいは引き出し（清掃）の必要性について示す。本処理方式の特徴である膜分

離については、活性汚泥の濃度が低い場合には、活水中の有機物等により早期に膜の目

詰まりが生じ、処理水が得られなくなる。また、活性汚泥の濃度が高すぎる場合も膜の

透過性が悪くなるため、活性汚泥が所定の濃度範囲になるように常に把握し調整する必

要がある。脱窒を行う場合についても、活性汚泥の濃度が低い場合には嫌気的な条件が

得られにくくなるため、活性汚泥の濃度の管理が重要である。また、ばっ気により膜面

の洗浄に必要な気液混合流の上昇流速を得ているので、膜面の洗浄に必要なばっ気量を

維持する必要がある。これらの管理を３ケ月に１回の保守点検で行い、良好な膜の透過

性を維持するため、６ケ月に１回定期的に膜の薬品洗浄を行う必要がある。また、保守

点検と清掃の連携を十分にとり、実態に即した維持管理を確保することが重要である。 
（２）全般的な点検事項  浄化槽の正常な機能を維持するため、次の事項を点検する。

①使用に関する準則の遵守の状況②槽の水平の保持の状況③単位装置及び付属機器類

の設置位置の状況④騒音及び振動⑤悪臭の発生状況⑥蚊やはえなどの発生状況 
（３）流入管渠及び放流管渠  流入管渠、インバート升、移流管、移流口、流出口及

び放流管渠などの異物などの付着状況を点検し、異物などが付着しないようにする。た

だし、異物などを取り除く作業が通常の保守作業で容易かつ安全に行えない場合や次回

の保守点検時までに異物などが再び付着し、処理機能に支障が生じるおそれのあるとき



は、清掃を行うとともに必要な措置（例えば修理や改善工事）を講じる。 
（４）一時処理装置  沈殿分離槽、嫌気ろ床槽、ばっ気スクリーン型分離槽及び流量

調整槽では、非常用配管への流出、異常な水位の上昇及びその痕跡の有無を点検する。

非常用配管への流出、異常な水位の上昇が確認された場合、膜モジュール、水位センサ

ー、配管や移流管、ポンプの、透過水量メーターの保守点検を行うとともに水道メータ

ーによって使用水量の確認を行う。水位センサー及びポンプの作動状況を点検し、処理

水を安定して移送するために必要な処置を講じる。水位センサーについては、フロート

スイッチと電極棒式などがあり、について、それぞれ以下の項目を点検する。フロート

スイッチと電極棒式について、それぞれ以下の項目を点検する。 
a フロートスイッチ  フロートスイッチがメーカー指定の位置、高さにあることを確

認し、指定の位置、高さにない場合には、所定の位置、高さに戻す。フロートに付着し

ている汚泥などを洗い落とす。フロートスイッチの動作を確認し、動作不良の場合には

修理交換する。交換の場合には、所定の位置、高さとなるようにするとともに、フロー

トスイッチの区別も付くようにすること。 
ｂ電極棒式水位センサー  固定状態を確認し、ゆるんでいれば再固定する。電極棒に

付着している汚泥などを取り除く。 
ｃその他  水位センサーの位置を確認し、指定の位置、高さにない場合には、指定の

位置に戻す。水位センサーの動作を確認し動作不良の場合には、修理交換する。 
１）沈殿分離槽  スカム、ろ材内汚泥、堆積汚泥の蓄積状況及び異常な水位上昇の痕

跡を点検する。点検結果に基づき、死水域の形成、短絡流の形成及び多量の汚泥の流出

現象が生じないように保守作業を行う。 
２）嫌気ろ床槽  （４）一次処理装置の１）を参照すること。 
３）ばっ気スクリーン型分離槽  スクリーン部においてはばっ気の状況やし渣の付着

状況、また滞留部、貯留部においては浮上物や沈殿物の蓄積状況を点検し、スクリーン

が閉塞しないようにし渣を速やかに除去するなど必要な措置を講じる。 
４）流量調整槽  攪拌状況を確認し汚泥等が堆積しないようにするとともに、水位セ

ンサー及びポンプの作動状況を点検し、処理水を安定して移送するために必要な処置を

講じる。 
（５）生物反応槽  ばっ気槽、間欠ばっ気槽、脱窒槽及び硝化槽では、異常な水位の

上昇及びその痕跡の有無、膜モジュール、水位センサー、移流管、ポンプ、透過水量メ

ーター等機能の低下、故障、目詰まりがないか点検し、処理水を安定して移送するため

に修理交換等必要な処置を講じる。生物反応槽に問題がある場合には、一次処理装置の

水位が上昇し非常用配管への流出の原因となる。水位センサーについては、（４）一次

処理装置を参照すること。 
１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）①ばっ気槽  槽内の水位上昇及びその形跡の有無、ス

カム及び堆積汚泥の生成状況、ばっ気攪拌状況などを点検し、死水域の形成や異常な水



位の上昇が生じないよう必要な措置を講じる。また、槽内液のＤＯ濃度、ＭＬＳＳ及び

ＰＨを測定し、ＤＯ濃度については槽内均等におおむね１ｍｇ／Ｌ以上、ＭＬＳＳにつ

いてはおおむね３，０００～１５，０００ｍｇ／Ｌ、ＰＨについてはおおむね中性に保

持されるようにばっ気攪拌条件、余剰汚泥の移送量の調整など必要な措置を講じる。た

だし、ばっ気により膜面の洗浄に必要な気液混合流の上昇流速を得ているので、膜面の

洗浄に必要なばっ気量以下に減じてはならない。②ばっ気装置  ばっ気装置の運転状

況を点検し、散気管が目詰まりしないようにするとともに、散気管が水平に保持される

ようにする。気泡の上がり方に偏りや減少等の異常が認められ、散気管に目詰まりがあ

った場合には、必要に応じて散気管の洗浄、修理、交換等を行う。③移送装置  移送

量を測定し、適正に保持されるように調整する。また、装置内に付着堆積した汚泥など

を除去する。④付属機器類  ポンプ、送風機などの付属機器類は、駆動及び作動の状

況、機能の状況を点検するとともに、仕様書に従った保守点検作業を行う。送風機は 
浄化槽への空気配管を外した場合に名盤に記載された吐出風量が出ること、配管をつな

いだ場合の実風量を測定し機能の状況を確認する。 
２）間欠ばっ気槽（間欠ばっ気方式、窒素除去型）①間欠ばっ気槽  槽内の水位上昇

及びその形跡の有無、スカム及び堆積汚泥の生成状況、ばっ気攪拌状況などを点検し、

死水域の形成や異常な水位の上昇などが生じないように必要な措置を講じる。また、槽

内液のＤＯ濃度、ＭＬＳＳ濃度及びＰＨを測定し、ＤＯ濃度については、ばっ気開始直

後で槽内均等におおむね０ｍｇ／Ｌ程度、ばっ気停止直前で槽内均等におおむね１ｍｇ

／Ｌ以上、ＭＬＳＳについてはおおむね窒素除去に必要な最小限の濃度～１５，０００

ｍｇ／Ｌ、ＰＨについてはおおむね中性に保持されるように、ばっ気攪拌条件、余剰汚

泥の移送量、ばっ気／ばっ気停止時間比の調整など必要な措置を講じる。ただし、膜面

洗浄に必要なばっ気量以下に減じてはならない。②ばっ気装置  （５）生物反応槽１）

ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の②を参照すること。③移送装置   （５）生物反応槽１）

ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の③を参照すること。④ばっ気／ばっ気停止のタイマー       

ばっ気／ばっ気停止時間を確認し、ばっ気／ばっ気停止時間比が適正に保持されるよう

に調整する。⑤付属機器類  （５）生物反応槽１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の④を

参照すること。 
３）脱窒槽、硝化槽（硝化液循環方式、窒素除去型）①脱窒槽  槽内の水位上昇及び

その形跡の有無、スカム及び堆積汚泥の生成状況、攪拌状況などを点検し、死水域の形

成や異常な水位の上昇などが生じないよう必要な措置を講じる。また、槽内液のＤＯ濃

度及びＭＬＳＳ濃度を測定し、ＤＯ濃度については槽内均等におおむね０ｍｇ／Ｌ程度、

ＭＬＳＳについてはおおむね所定の濃度～１５，０００ｍｇ／Ｌに保持されるように、

循環量、攪拌条件、余剰汚泥の移送量の調整など必要な措置を講じる。②攪拌装置  攪

拌装置の運転状況を点検し、攪拌装置に異物などが付着しないようにする。③（膜分離）

硝化槽  槽内の水位上昇及びその形跡の有無、スカム及び堆積汚泥の生成状況、ばっ



気攪拌状況などを点検し、死水域の形成や異常な水位の上昇などが生じないよう必要な

措置を講じる。また、槽内液のＤＯ濃度、ＭＬＳＳ濃度及びＰＨを測定し、ＤＯ濃度に

ついては槽内均等に１ｍｇ／Ｌ以上、ＭＬＳＳについては窒素除去に必要な最小限の濃

度から～１５，０００ｍｇ／Ｌ、ＰＨについてはおおむね中性に保持されるように、循

環量、ばっ気攪拌条件、余剰汚泥の移送量の調整など必要な措置を講じる。ただし、膜

面洗浄に必要なばっ気量以下に減じてはならない。④ばっ気装置  （５）生物反応槽

１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の②を参照すること。⑤循環装置  循環量を測定し、

循環比が適正に保持されるように調整する。また、装置内に付着堆積した汚泥などを除

去する。⑥移送装置  （５）生物反応槽１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の③を参照す

ること。⑦付属機器類  ５）生物反応槽１）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）の④を参照す

ること。 
（６）膜分離装置１）吸引ろ過方式  機器の作動状況とあわせて膜透過水の外観を点

検するとともに、膜の透過水量及び吸引圧を測定し、通常６カ月毎に膜の薬品洗浄を実

施しながら、膜の透過性能が長時間保持できるように維持管理を行う。２）サイフォン

ろ過方式  機器の作動状況とあわせて膜透過水の外観を点検するとともに、膜の透過

水量及び水位差を測定し、通常６カ月毎に膜の薬品洗浄を実施しながら、膜の透過性能

が長時間保持できるように維持管理を行う。３）重力ろ過方式  機器の作動状況とあ

わせて膜透過水の外観を点検するとともに、膜の透過水量及び水頭差を測定し、通常６

カ月毎に膜の薬品洗浄を実施しながら、膜の透過性能が長時間保持できるように維持管

理を行う。４）膜の洗浄①薬品洗浄  膜モジュールは常に活性汚泥混合液中に浸漬さ

れており、気泡による膜表面の洗浄や間欠吸引など、膜の目詰まりを防止するための

様々な工夫がなされているが、ろ過の過程で有機物などにより徐々に目詰まりは進行す

る。小型の膜型浄化槽では、安全性と維持管理回数を勘案し、通常６カ月に１回の頻度

で定期的に薬品洗浄を行う。また、それ以外にもろ過水量が目標値を下廻った場合やろ

加圧の上昇から判断して、次回保守点検時まで透過水量が維持できないと判断した時は、

同様の方法で膜の洗浄を行う。②水洗浄  薬品洗浄は膜の目詰まりに有効であるが、

例えば、ばっ気不良により膜面に汚泥が付着した場合などには水洗浄が効果的である。

膜モジュールを取り出す構造のものは、流入開口部に材木などを渡した上に取り出し、

上部から散水、付着汚泥を洗い落とす、膜毎に取り出せる構造のものは、「膜の交換」

の手順で取り出し、スポンジなどで水洗する。５）膜の交換  膜の交換は、膜の破損

が確認された場合及び薬品洗浄を行っても目標のろ過圧また透過水量にまで回復せず、

処理に支障のある場合に実施する。通常、この期間は３～５年と想定されるが、膜の充

填面積や実使用水量により変動するので、洗浄時のろ過圧力の回復状況や透過水量メー

ターの値を参考に交換時期を判断する。膜の交換は取扱説明書によるものとする。 
（７）汚泥貯留設備  膜分離活性汚泥方式では、使用開始時又は清掃後からばっ気槽

などの生物反応槽内において所定のＭＬＳＳ濃度の範囲内であれば、余剰汚泥を蓄積で



きる。このような生物反応槽内での蓄積に加えて専用の汚泥貯留槽や一次処理設備に余

剰汚泥を移送することとなっている。１）余剰汚泥を汚泥濃縮貯留槽などへ移送し貯留

するタイプの浄化槽  余剰汚泥を汚泥濃縮貯留槽などへ手動で移送する浄化槽の場

合、汚泥貯留設備の汚泥蓄積状況と反応槽のＭＬＳＳ濃度及びその増加速度を把握し、

適正なＭＬＳＳ濃度の維持と清掃時期の判断を行う。従って、保守点検時には水道使用

量や家族構成の変化などを調査し、以前のデータと比較することで次回までのＭＬＳＳ

濃度の増加を予測し、適正な汚泥の移送量を決定する必要がある。清掃時期に関しては

通常６ケ月に１回とするが、明らかに貯留能力を超えていると判断される場合は清掃時

期とする。２）余剰汚泥を夾雑物除去槽などへ移送し貯留するタイプの浄化槽  余剰

汚泥を夾雑物除去槽などへ移送する浄化槽の場合、反応槽の汚泥濃度及び夾雑物除去槽

の汚泥蓄積状況を確認して移送量の適否と清掃時期の判断を行う。移送はある時期から

反応槽の汚泥濃度に応じて常時移送するタイプ、３ケ月に１回の保守点検の時に必要な

量を移送するあるいは循環の経路を切り替えるタイプなどがある。保守点検時には、移

送量や移送頻度などを調整することで反応槽のＭＬＳＳ濃度を適正に保つ様にする必

要がある。清掃時期に関しては通常６ケ月に１回とするが、明らかに貯留能力を超えて

いると判断される場合は清掃時期とする。３）汚泥調整方法  汚泥調整は通常の３ケ

月に１回の維持管理、６ケ月に１回の清掃に合わせて行う。活性汚泥の濃度調整につい

ては、各機種の保守点検方法に従う必要がある。なお、ＭＬＳＳ濃度はＭＬＳＳ計で測

定し、適正なＭＬＳＳ濃度を保つよう対処する。 
（８）消毒槽  沈殿物の生成状況及び消毒の実施状況を点検し、消毒剤の補充など必

要な措置を講じる。また清掃が必要であると判断された場合に清掃する。ただし、沈殿

物が生成し、かつ放流水に濁りが認められるときは、膜の破損の有無を点検し、必要に

応じて修理交換を行う。また、非常用配管に汚水が流れた痕跡の有無を点検し、痕跡が

認められた場合には、その洗浄を行うとともに、一次処理装置、膜モジュールなどの点

検結果から原因を明らかにし、必要な措置を講じる。 
（９）警報装置の確認  警報装置の作動状況を点検し、適正に作動するように必要な

措置を講じる。 
（１０）水質管理  各単位装置流出水や反応槽内の水質を測定し、各単位装置の稼動

状況、負荷状態などを把握し、処理機能が十分に発揮されるように必要な措置を講じる。 
（１１）保守点検の記録  保守点検の記録表は、点検の結果に基づいて行った調整、

修理及び交換作業の内容が明らかになるような様式とする。その様式は、点検すべき事

項をその都度考えなくてもよいように、チェックリストの様式を兼備するとともに、点

検結果は集計しやすいような表現とする。 
２．２清掃 
（１）基本的考え方  清掃には清掃業者が行う汚泥搬出の伴う清掃と、保守点検にお

いて行う単位設備の保守のための清掃とがある。保守点検における清掃には、汚泥を一



次処理などの汚泥の貯留設備へ移す作業も含まれる。保守点検と清掃の連携をとり、実

態に則した維持管理を確保することが重要であることは言うまでもない。 
（２）流入管渠及び放流管渠  付着物や沈殿物の生成状況に応じて付着物などを引き

出し、その後洗浄、掃除などを行う。なお、付着物などの引き出しを行う場合には、管

渠などの変形及び破損の有無を確認する。 
（３）一次処理装置  清掃時期は、使用開始日あるいは前回の清掃日から６ケ月後と

し、また保守点検後１週間の期間内に実施する。それ以外であっても流出水の浮遊物質

の増加など、著しく水質が悪化し、二次処理装置の機能に支障が生じるおそれがあると

認められた場合は清掃時期と判断する。１）沈殿分離槽  ろ材押さえ上部のスカムや

底部のし渣、堆積汚泥を全量引き抜き、槽内及びろ材を洗浄した後、槽内水など（ろ材

内及び壁面や流入管などの洗浄水を含む）を全量引き出すとともに、内部設備などの変

形及び破損の有無を確認し、所定の水位まで水張りを行う。２）嫌気ろ床槽  スカム

や底部のし渣、堆積汚泥を全量引き抜き、槽内を洗浄した後、槽内水など（壁面や流入

管などの洗浄水を含む）を全量引き出すとともに、内部設備などの変形及び破損の有無

を確認し、所定の水位まで水張りを行う。３）ばっ気スクリーン型分離槽  貯留部の

蓄積状況に応じて沈殿物を引き抜き、滞留部、貯留部及びスクリーンを洗浄した後、槽

内水など（スクリーン及び壁面や流入管などの洗浄水を含む）を全量引き出すとともに、

内部設備などの変形及び破損の有無を確認し、風量及びばっ気状態の調整が出来る所定

の水位まで水張りを行う。４）流量調整槽  スカムや底部のし渣、堆積汚泥が認めら

れた場合は、適正量引抜く。清掃時期は、汚泥、夾雑物の流入が認められ、流量調整の

機能に影響がある場合である。 
（４）生物反応槽  １）ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）  活性汚泥などの蓄積状況に応

じて汚泥などを適正量引き出す。なお、汚泥などの引き出しを行う場合には、内部設備

などの変形及び破損の有無を確認し、水道水などを用いて所定の水位まで水張りを行う。

２）間欠ばっ気槽（間欠ばっ気方式、窒素除去型）  （４）生物反応槽①ばっ気槽（Ｂ

ＯＤ除去型）を参照すること。３）硝化槽、脱窒槽、（硝化液循環方式、窒素除去型）  

（４）生物反応槽①ばっ気槽（ＢＯＤ除去型）を参照すること。 
（５）汚泥貯留設備  １）余剰汚泥を汚泥濃縮貯留槽などへ移送し貯留するタイプの

浄化槽  清掃は６ケ月に１回以上行う。原則として、汚泥処理設備のスカム及び蓄積

された汚泥は全量を引き抜き、槽内を水で、洗浄後、洗浄水も全量引き抜く。また、清

掃後は必ず所定の位置まで水張りを行う。２）余剰汚泥を夾雑物除去槽などへ移送し貯

留するタイプの浄化槽  清掃は６ケ月に１回以上行う。原則として、汚泥処理設備の

スカム及び蓄積汚泥は全量を引き抜き、槽内を水で洗浄後、洗浄水も全量引き抜く。た

だし、貯留設備が他の単位装置を兼ねている時は、その装置の清掃方法に従う。この時、

バキュームホースで内部機器を破損しないよう注意する。また、清掃後は必ず所定の位

置まで水張りを行う。３）汚泥調整方法  汚泥調整は通常の３ケ月に１回の維持管理、



６ケ月に１回の清掃に合わせて行う。ＭＬＳＳ濃度の調整については各機種の維持管理

方法に従う必要がある。なお、ＭＬＳＳ濃度はＭＬＳＳ計で測定し、適正なＭＬＳＳ濃

度を保つよう対処する。引き抜き箇所及び量などについては各装置毎に異なるのでその

装置の維持管理要領に従う。 
（６）消毒槽  スカム・沈殿物が認められた場合には、スカム・沈殿物を全量引き出

す。なお、汚泥などの引き出しを行う場合には、内部設備などの変形及び破損の有無を

確認し、水道水等を用いて所定の水位まで水張りを行う。 
（７）清掃の記録  清掃の記録表としては、清掃作業の内容とあわせて内部設備など

の変形及び破損の有無が明らかとなるような様式とする。 


