
検査結果 平成30年度

69.0%

26.4%

4.7%

11条検査結果

不適正

適正

2

63.9%

20.4%

15.7%

7条検査結果

適正

不適正

概ね適正

検査基数 4,803基 検査基数 67,346基

（一社）愛知県浄化槽協会実施分

概ね適正


グラフ1

		適正
11条検査		適正
11条検査

		概ね適正		概ね適正

		不適正		不適正



不適正

適正

法定検査実施基数

割合％

11条検査結果

46459

0.69

17752

0.264

3135

0.047



H26

		

				法定検査結果(H26年度・愛知県浄化槽協会） ホウテイケンサケッカネンドアイチケンジョウカソウキョウカイ

						7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ										7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ

						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ

				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,706		1,068		948		41,202		13,097		2,521		44,908		14,165		3,469				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,412		989		826		42,891		14,197		2,663		46,303		15,186		3,489

				割合％ ワリアイ		64.77%		18.66%		16.57%		72.51%		23.05%		4.44%		71.8%		22.6%		5.5%				割合％ ワリアイ		65.3%		18.9%		15.8%		71.8%		23.8%		4.5%		74.0%		24.3%		5.6%





H26

		



法定検査実施基数

割合％

7条検査結果

適正
64.8%

概ね適正
18.7%

不適正
16.5%



H27

		



法定検査実施基数

割合％

11条検査結果

適正
72.5%

概ね適正
23.1%

不適正
4.4%



Sheet2

		

				法定検査結果(H27年度・愛知県浄化槽協会） ホウテイケンサケッカネンドアイチケンジョウカソウキョウカイ

						7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ										7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ

						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ

				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,412		989		826		42,891		14,197		2,663		46,303		15,186		3,489				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,412		989		826		46,459		17,752		3,135		49,871		18,741		3,961

				割合％ ワリアイ		65.3%		18.9%		15.8%		71.8%		23.8%		4.5%		71.3%		23.4%		5.4%				割合％ ワリアイ		65.3%		18.9%		15.8%		69.0%		26.4%		4.7%		76.8%		28.8%		6.1%
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法定検査実施基数

割合％

7条検査結果

適正
65%

概ね適正
19%

不適正
16%



Sheet3

		



法定検査実施基数

割合％

11条検査結果

適正
72%

概ね適正
24%

不適正
4%



		





		






グラフ1

		適正
7条検査		適正
7条検査

		概ね適正		概ね適正

		不適正		不適正



適正

不適正

概ね適正

法定検査実施基数

割合％

7条検査結果

3069

0.639

982

0.204

752

0.157



H26

		

				法定検査結果(H26年度・愛知県浄化槽協会） ホウテイケンサケッカネンドアイチケンジョウカソウキョウカイ

						7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ										7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ

						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ

				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,706		1,068		948		41,202		13,097		2,521		44,908		14,165		3,469				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,412		989		826		42,891		14,197		2,663		46,303		15,186		3,489

				割合％ ワリアイ		64.77%		18.66%		16.57%		72.51%		23.05%		4.44%		71.8%		22.6%		5.5%				割合％ ワリアイ		65.3%		18.9%		15.8%		71.8%		23.8%		4.5%		74.0%		24.3%		5.6%
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法定検査実施基数

割合％

7条検査結果

適正
64.8%

概ね適正
18.7%

不適正
16.5%
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法定検査実施基数

割合％

11条検査結果

適正
72.5%

概ね適正
23.1%

不適正
4.4%



Sheet2

		

				法定検査結果(H27年度・愛知県浄化槽協会） ホウテイケンサケッカネンドアイチケンジョウカソウキョウカイ

						7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ										7条検査 ジョウケンサ						11条検査 ジョウケンサ						合計 ゴウケイ

						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ						適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ		適正 テキセイ		概ね適正 オオムテキセイ		不適正 フテキセイ

				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,069		982		752		42,891		14,197		2,663		45,960		15,179		3,415				法定検査実施基数 ホウテイケンサジッシキスウ		3,412		989		826		42,891		14,197		2,663		46,303		15,186		3,489

				割合％ ワリアイ		63.9%		20.4%		15.7%		71.8%		23.8%		4.5%		71.2%		23.5%		5.3%				割合％ ワリアイ		65.3%		18.9%		15.8%		71.8%		23.8%		4.5%		71.7%		23.5%		5.4%
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法定検査実施基数

割合％

7条検査結果

適正
65%

概ね適正
19%

不適正
16%
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法定検査実施基数

割合％

11条検査結果

適正
72%

概ね適正
24%

不適正
4%



		





		







法定検査結果（H30）の内訳

14.1%
2.6%
2.8%

4.7%
21.3%

25.2%
34.8%

44.8%

１１条検査結果・不適正の内訳（H30) 不適正3,135基

送風機停止、送風量不足

消毒剤無し

保守点検未実施、回数不足

清掃未実施、回数不足

接触剤、ろ材等固定不良

ポンプ稼働不良

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

その他（送風機設置不良、漏水等）

重複あり

（1,091件）
（790件）

（667件）
（148件）
（88件）
（81件）

（442件）

（1,403件）


グラフ1

		0.0438829787		0.0305851064		0.2194148936		0.4986702128		0.9055851064



（33件）

(681件)

(375件)

(165件)

(23件)

その他（ポンプ不良、特殊な排水の流入等）

嵩上げ不良

消毒剤無し

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

保守点検未実施

７条検査結果・不適正の内訳（H30）　不適正752基



Sheet1

		

				7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				1		保守点検の回数																747		54.0%

				2		74．処理水と消毒剤の接触状況																326		23.6%

				3		73．消毒剤の有無																262		18.9%

				4		07．嵩上げの状況																24		1.7%

				5		44．放流管渠(路)の水流の状況																6		0.4%

				6		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.2%		1.3%

				6		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																3		0.2%

				8		09．雨水の流入状況																2		0.1%

				8		21．消毒設備の固定状況																2		0.1%

				8		27．送風機の設置状況																2		0.1%

				8		29．ポンプの稼働状況																2		0.1%

				12		11．その他の特殊な排水の流入状況																1		0.1%

				12		30．送風機の稼働状況																1		0.1%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																1		0.1%

				12		43．流入管渠(路)の水流の状況																1		0.1%

																				合計 ゴウケイ		1,383

																				不適正基数 フテキセイキスウ		826

				11条検査結果・不適正の内訳（H27年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				1		30．送風機の稼働状況																1,106		27.3%

				2		73．消毒剤の有無																1,014		25.1%

				3		保守点検の回数																750		18.5%

				4		清掃の回数																550		13.6%

				5		29．ポンプの稼働状況																92		2.3%

				6		14．接触剤、ろ材、担体等の固定及び保持状況																82		2.0%

				7		74．処理水と消毒剤の接触状況																65		1.6%

				8		21．消毒設備の固定状況																58		1.4%		387

				9		27．送風機の設置状況																48		1.2%

				10		04．漏水の状況																47		1.2%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.8%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.7%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.6%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.6%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.5%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.4%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.3%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.3%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.2%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.2%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.1%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.1%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.1%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.1%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.1%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.1%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%

																						4,046

																				不適正基数 フテキセイキスウ		2,663





H26

		

						7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				5		その他（放流ポンプ不良、雨水系の流入等） タホウリュウフリョウウスイケイリュウニュウトウ																20		1.7%		2.1%		2,940

				4		嵩上げ不良 フリョウ																14		1.0%		1.5%

				3		消毒剤無し ナ																271		18.7%		28.6%

				2		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																305		21.0%		32.2%

				1		保守点検未実施 ミジッシ																877		60.4%		92.5%

						合計 ゴウケイ																1,453

						基数 キスウ																948

				11条検査結果・不適正の内訳（H27年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				8		その他（送風機設置不良、漏水等） タソウフウキセッチフリョウロウスイトウ																387		35.0%		14.5%		387

				7		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																65		5.9%		2.4%

				6		接触剤、ろ材等固定不良 フリョウ																82		7.4%		3.1%

				5		放流ポンプ稼働不良 ホウリュウフリョウ																92		8.3%		3.5%

				4		清掃未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																550		49.7%		20.7%

				3		保守点検未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																750		67.8%		28.2%

				2		消毒剤無し ナ																1,014		91.7%		38.1%

				1		送風機停止、送風量不足 テイシソウフウリョウブソク																1,106		100.0%		41.5%

						合計 ゴウケイ																1,106

						基数 キスウ																2,663

				9		27．送風機の設置状況																48		0.9%

				10		04．漏水の状況																47		0.9%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.6%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.6%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.5%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.4%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.4%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.3%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.3%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.2%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.2%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.2%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.1%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.1%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.1%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.1%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.1%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.1%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%

																						5,204

						基数 キスウ																2,663





H26

		



その他（放流ポンプ不良、雨水系の流入等）

嵩上げ不良

消毒剤無し

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

保守点検未実施

７条検査結果・不適正の内訳（H27）　不適正826基



H27

		



その他（送風機設置不良、漏水等）

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

接触剤、ろ材等固定不良

放流ポンプ稼働不良

清掃未実施、回数不足

保守点検未実施、回数不足

消毒剤無し

送風機停止、送風量不足

１１条検査結果・不適正の内訳（H27)　不適正2,663基



Sheet2

		

						7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				5		その他（ポンプ不良、特殊な排水の流入等） タフリョウトクシュハイスイリュウニュウトウ																33		1.7%		4.4%		2,498

				4		嵩上げ不良 フリョウ																23		1.9%		3.1%

				3		消毒剤無し ナ																165		13.5%		21.9%

				2		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																375		30.7%		49.9%

				1		保守点検未実施 ミジッシ																681		55.8%		90.6%

						合計 ゴウケイ																1,221

						基数 キスウ																752

				11条検査結果・不適正の内訳（H27年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				8		その他（送風機設置不良、漏水等） タソウフウキセッチフリョウロウスイトウ																387		35.0%		14.5%		387

				7		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																65		5.9%		2.4%

				6		接触剤、ろ材等固定不良 フリョウ																82		7.4%		3.1%

				5		放流ポンプ稼働不良 ホウリュウフリョウ																92		8.3%		3.5%

				4		清掃未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																550		49.7%		20.7%

				3		保守点検未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																750		67.8%		28.2%

				2		消毒剤無し ナ																1,014		91.7%		38.1%

				1		送風機停止、送風量不足 テイシソウフウリョウブソク																1,106		100.0%		41.5%

						合計 ゴウケイ																1,106

						基数 キスウ																2,663

				9		27．送風機の設置状況																48		0.9%

				10		04．漏水の状況																47		0.9%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.6%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.6%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.5%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.4%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.4%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.3%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.3%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.2%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.2%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.2%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.1%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.1%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.1%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.1%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.1%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.1%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%

																						5,204

						基数 キスウ																2,663





Sheet2

		



その他（ポンプ不良、特殊な排水の流入等）

嵩上げ不良

消毒剤無し

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

保守点検未実施

７条検査結果・不適正の内訳（H27）　不適正826基



Sheet3

		



その他（送風機設置不良、漏水等）

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

接触剤、ろ材等固定不良

放流ポンプ稼働不良

清掃未実施、回数不足

保守点検未実施、回数不足

消毒剤無し

送風機停止、送風量不足

１１条検査結果・不適正の内訳（H27)　不適正2,663基



		





		






グラフ1
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重複あり

（1,091件）

（790件）

（667件）

（148件）

（88件）

（81件）

（442件）

その他（送風機設置不良、漏水等）

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

ポンプ稼働不良

接触剤、ろ材等固定不良

清掃未実施、回数不足

保守点検未実施、回数不足

消毒剤無し

送風機停止、送風量不足

１１条検査結果・不適正の内訳（H30)　不適正3,135基



Sheet1

		

				7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				1		保守点検の回数																747		54.0%

				2		74．処理水と消毒剤の接触状況																326		23.6%

				3		73．消毒剤の有無																262		18.9%

				4		07．嵩上げの状況																24		1.7%

				5		44．放流管渠(路)の水流の状況																6		0.4%

				6		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.2%		1.3%

				6		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																3		0.2%

				8		09．雨水の流入状況																2		0.1%

				8		21．消毒設備の固定状況																2		0.1%

				8		27．送風機の設置状況																2		0.1%

				8		29．ポンプの稼働状況																2		0.1%

				12		11．その他の特殊な排水の流入状況																1		0.1%

				12		30．送風機の稼働状況																1		0.1%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																1		0.1%

				12		43．流入管渠(路)の水流の状況																1		0.1%

																				合計 ゴウケイ		1,383

																				不適正基数 フテキセイキスウ		826

				11条検査結果・不適正の内訳（H27年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				1		30．送風機の稼働状況																1,106		27.3%

				2		73．消毒剤の有無																1,014		25.1%

				3		保守点検の回数																750		18.5%

				4		清掃の回数																550		13.6%

				5		29．ポンプの稼働状況																92		2.3%

				6		14．接触剤、ろ材、担体等の固定及び保持状況																82		2.0%

				7		74．処理水と消毒剤の接触状況																65		1.6%

				8		21．消毒設備の固定状況																58		1.4%		387

				9		27．送風機の設置状況																48		1.2%

				10		04．漏水の状況																47		1.2%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.8%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.7%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.6%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.6%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.5%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.4%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.3%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.3%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.2%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.2%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.1%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.1%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.1%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.1%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.1%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.1%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%

																						4,046

																				不適正基数 フテキセイキスウ		2,663





H26

		

						7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				5		その他（放流ポンプ不良、雨水系の流入等） タホウリュウフリョウウスイケイリュウニュウトウ																20		1.7%		2.1%		2,940

				4		嵩上げ不良 フリョウ																14		1.0%		1.5%

				3		消毒剤無し ナ																271		18.7%		28.6%

				2		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																305		21.0%		32.2%

				1		保守点検未実施 ミジッシ																877		60.4%		92.5%

						合計 ゴウケイ																1,453

						基数 キスウ																948

				11条検査結果・不適正の内訳（H27年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				8		その他（送風機設置不良、漏水等） タソウフウキセッチフリョウロウスイトウ																364		35.8%		14.4%		387

				7		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																60		5.9%		2.4%

				6		放流ポンプ稼働不良 ホウリュウフリョウ																78		7.8%		3.1%

				5		接触剤、ろ材等固定不良 フリョウ																79		7.7%		3.1%

				4		清掃未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																462		45.5%		18.3%

				3		保守点検未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																723		71.2%		28.7%

				2		消毒剤無し ナ																1,001		98.5%		39.7%

				1		送風機停止、送風量不足 テイシソウフウリョウブソク																1,016		100.0%		40.3%

						合計 ゴウケイ																1,016

						基数 キスウ																2,520

				9		27．送風機の設置状況																48		1.0%

				10		04．漏水の状況																47		1.0%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.7%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.6%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.5%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.5%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.5%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.4%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.3%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.3%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.2%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.2%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.1%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.1%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.1%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.1%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.1%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.1%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%

																						4,881

						基数 キスウ																2,663





H26

		



その他（放流ポンプ不良、雨水系の流入等）

嵩上げ不良

消毒剤無し

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

保守点検未実施

７条検査結果・不適正の内訳（H27）　不適正826基



H27

		



その他（送風機設置不良、漏水等）

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

放流ポンプ稼働不良

接触剤、ろ材等固定不良

清掃未実施、回数不足

保守点検未実施、回数不足

消毒剤無し

送風機停止、送風量不足

１１条検査結果・不適正の内訳（H27)　不適正2,663基



Sheet2

		

						7条検査結果・不適正の内訳（H27年度826基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				5		その他（放流ポンプ不良、特殊な排水の流入等） タホウリュウフリョウリュウニュウトウ																41		1.7%		4.5%		3,046

				4		嵩上げ不良 フリョウ																19		1.3%		2.1%

				3		消毒剤無し ナ																245		16.4%		27.0%

				2		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																411		27.5%		45.3%

				1		保守点検未実施 ミジッシ																837		56.1%		92.3%

						合計 ゴウケイ																1,493

						基数 キスウ																907

				11条検査結果・不適正の内訳（H29年度2,663基） ジョウケンサケッカフテキセイウチワケネンドキ

				8		その他（送風機設置不良、漏水等） タソウフウキセッチフリョウロウスイトウ																442		14.1%		14.1%		387

				7		消毒剤接触不良、残留塩素未検出 フリョウザンリュウエンソミケンシュツ																81		2.6%		2.6%

				6		ポンプ稼働不良 フリョウ																88		2.8%		2.8%

				5		接触剤、ろ材等固定不良 フリョウ																148		4.7%		4.7%

				4		清掃未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																667		21.3%		21.3%

				3		保守点検未実施、回数不足 ミジッシカイスウフソク																790		25.2%		25.2%

				2		消毒剤無し ナ																1,091		34.8%		34.8%

				1		送風機停止、送風量不足 テイシソウフウリョウブソク																1,403		44.8%		44.8%

						合計 ゴウケイ																3,135		100.0%		100%

						基数 キスウ																3,135

				9		27．送風機の設置状況																48		0.6%

				10		04．漏水の状況																47		0.6%

				11		08．浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況																33		0.4%

				12		32．ばっ気装置の稼働状況																29		0.4%

				13		03．破損又は変形の状況																25		0.3%

				14		44．放流管渠(路)の水流の状況																23		0.3%

				15		15．ばっ気装置の固定状況																22		0.3%

				16		23．隔壁、仕切板及び移流管(口)の固定状況																18		0.2%

				17		47．原水ポンプ槽及び放流ポンプ槽の水位の状況																14		0.2%

				18		38．制御装置の稼働状況																13		0.2%

				19		39．調整装置の稼働状況																8		0.1%

				19		52．生物ろ過槽、担体流動槽の水位及び水流の状況																8		0.1%

				21		22．越流せきの固定状況																6		0.1%

				22		17．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況																5		0.1%

				23		26．流入管渠及び放流管渠の設置状況																4		0.0%

				23		35．循環装置の稼働状況																4		0.0%

				23		45．各単位装置間の水流の状況																4		0.0%

				26		13．ポンプ設備の固定状況																3		0.0%

				26		19．逆洗装置及び洗浄装置の固定状況																3		0.0%

				26		67．油脂類の流入状況																3		0.0%

				29		34．汚泥返送装置及び汚泥移送装置の稼働状況																2		0.0%

				29		36．逆洗装置及び洗浄装置の稼働状況																2		0.0%

				29		66．汚泥の流出状況																2		0.0%

				32		48．流量調整槽の水位及び水流の状況																1		0.0%

				32		62．消毒槽の汚泥の堆積状況またはスカムの生成状況																1		0.0%

				32		68．処理対象以外の排水の流入状況																1		0.0%
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						基数 キスウ																2,663
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その他（放流ポンプ不良、特殊な排水の流入等）

嵩上げ不良

消毒剤無し

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

保守点検未実施

７条検査結果・不適正の内訳（H29）　不適正907基
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その他（送風機設置不良、漏水等）

消毒剤接触不良、残留塩素未検出

ポンプ稼働不良

接触剤、ろ材等固定不良

清掃未実施、回数不足

保守点検未実施、回数不足

消毒剤無し

送風機停止、送風量不足

１１条検査結果・不適正の内訳（H27)　不適正2,663基
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