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第３３回下水道技術検定多肢選択式問題正答一覧



問１  次は、下水道法に規定する下水道法の目的について述べたものです。 

   内にあてはまる語句の組合せとして最も適当なものはどれですか。 

 

 この法律は、 Ａ の策定に関する事項並びに公共下水道、 Ｂ 及び 

 Ｃ の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて 

 Ｄ 及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資 

することを目的とする。 

 

    Ａ        Ｂ      Ｃ        Ｄ 
 
（１） 流域別下水道   流域下水道  都市下水路  都市の健全な発達 

    整備総合計画    
 

（２） 流域別下水道   終末処理場  管渠     都市の健全な発達 

    整備総合計画    
 
（３） 下水道整備構想  流域下水道  都市下水路  国土の均衡ある発展 
 
（４） 下水道整備構想  終末処理場  管渠     国土の均衡ある発展 

 

問２  次は、下水道法に規定する公共下水道に係る事業計画に定めるべき事項を

示したものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置 

（２） 工事の着手及び完成の予定年月日 

（３） 排水施設の配置、構造及び能力並びに予定処理区域 

（４） 当該公共の水域に係る水の利用の見通し 

 

問３  次は、下水道法に規定する公共下水道管理者が公共下水道の供用を開始し

ようとするときに、公示しなければならない事項について述べたものです。最

も不適当なものはどれですか。 

（１） 供用を開始すべき年月日 

（２） 供用を開始しようとする排水施設の名称 

（３） 供用を開始しようとする排水施設の位置 

（４） 下水を排除すべき区域 



問４  次は、水質汚濁防止法に規定する排出水について述べたものです。最も不

適当なものはどれですか。 

（１） 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、

当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしな

ければならない。 

（２） 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者

は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、そ

の結果を記録しておかなければならない。 

（３） 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者

は、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を市町村長に届

けなければならない。 

（４） 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において

排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 

 

問５  次は、環境基本法に規定する公害について示したものです。最も不適当な

ものはどれですか。 

（１） 放射性物質による障害 

（２） 土壌の汚染 

（３） 地盤の沈下 

（４） 悪臭 

 

問６  次は、悪臭防止法に規定する特定悪臭物質を示したものです。最も不適当

なものはどれですか。 

（１） アンモニア 

（２） トルエン 

（３） 硫化水素 

（４） ホルムアルデヒド 



問７  次は、騒音規制法に規定する特定施設を示したものです。最も不適当なも

のはどれですか。 

（１） 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が７．５キロワット以上のもの

に限る。） 

（２） アスファルトプラント（混練機の混練重量が２００キログラム以上のもの

に限る。） 

（３） コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混

練容量が０．０５立方メートル以上のものに限る。） 

（４） 金属加工機械（製管機械） 

 

問８  次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する事項について述べた

ものです。最も適当なものはどれですか。 

（１） 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おう

とする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 

（２） 一般廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該一般廃棄物処理施設を

設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな

い。 

（３） 都道府県は、産業廃棄物の処理をその事務として行うことができない。 

（４） 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて、当該業を行おうとする区域内に

おける一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを

運搬し、及び処分しなければならない。 

 

問９  次は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する事項について述べた

ものです。最も適当なものはどれですか。 

（１） 廃棄物には、液状のものは含まれない。 

（２） 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、汚泥は産業廃棄物ではない。 

（３） 廃テレビジョン受信機に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、

特別管理一般廃棄物である。 

（４） 放射性物質は廃棄物である。 



問１０ 次は、最初沈殿池での汚泥の引抜きについて述べたものです。最も不適当

なものはどれですか。 

（１） 引抜き汚泥の濃度は、引抜き初期に高く、時間の経過とともに低下する。 

（２） 汚泥は、断続的に引抜くのが普通である。 

（３） 一般に、夜間は昼間に比べて汚泥発生量は多くなるので、汚泥の引抜き間

隔を短くする。 

（４） ＳＳ濃度の高い汚泥を引抜くことが要求される場合には、１回あたりの引

抜き時間を短くし、引抜き回数を増やす。 

 

問１１ 次は、処理場の流入水量が少ない初期段階の運転管理について述べたもの

です。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 定期的に流入ゲート操作による沈砂池内のフラッシングを行う。 

（２） 反応タンクへ不必要なＳＳ分が流入するのを防ぐため、最初沈殿池での滞

留時間を極力長くする。 

（３） 主ポンプの運転水位と停止水位の間隔を適正にとり、始動―停止が頻繁に

なりすぎないよう留意する。 

（４） 旋回流式の反応タンクでは、初期運転時にＭＬＤＯ制御を行うと旋回流速

が得られなくなることがあるので十分に注意する。 

 

問１２ 次は、硝化について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 硝化細菌は、アンモニア酸化細菌と亜硝酸酸化細菌に区分される。 

（２） １ｇのアンモニア性窒素が硝酸性窒素に酸化されると、３．５７ｇのアル

カリ度が生成する。 

（３） １ｇのアンモニア性窒素が硝酸性窒素に酸化されるのに、４．５７ｇの酸

素が必要である。 

（４） ＢＯＤの酸化分解と硝化反応を同一タンク内で行う場合には、硝化細菌を

系内に保持することに注意しなければならない。 



問１３ 次は、各下水処理方式の特徴について述べたものです。最も不適当なもの

はどれですか。 

（１） 好気性ろ床法は、ろ床に捕捉されたＳＳを洗浄により最初沈殿池に戻し除

去する。 

（２） 回転生物接触法は、回転する円板の一部を水没させ、円板の表面に生物層

を形成させる方法である。 

（３） 回分式活性汚泥法は、一つの反応タンクで流入、反応、沈殿、排出を行う

方法である。 

（４） ステップエアレーション法は、流入水を反応タンクに分割流入させ嫌気好

気運転を行う方法である。 

 

問１４ 次は、標準活性汚泥法の反応タンクの管理について述べたものです。最も

不適当なものはどれですか。 

（１） 返送汚泥量は、反応タンクの流入下水量に対して、一般的に５～１０％が

標準とされている。 

（２） ＭＬＳＳ濃度は、１，５００～２，０００ｍｇ／ℓを標準とする。 

（３） 返送汚泥量が２４時間一定の場合、ＳＶの測定は、流入水量が多い一定の

時間帯に毎日１回以上行うのが望ましい。 

（４） 反応タンク流出口の混合液のＳＶをもってＭＬＳＳを推測する方法がある。 

 

問１５ 次は、下水処理の水質管理について述べたものです。最も不適当なものは

どれですか。 

（１） 嫌気性消化を採用している場合、汚泥処理過程で発生する返流水中の窒素、

りん、ＣＯＤが高くなる場合がある。 

（２） 硝化反応が進行した場合は、処理水のｐＨが上昇する場合がある。 

（３） 流入下水は、一般に中性又は微アルカリ性を示すが、管きょ内で堆積汚泥

が腐敗すると、ｐＨが通常の値から低下することがある。 

（４） 藻類の繁殖が著しいときに、溶存酸素（ＤＯ）が過飽和になる場合がある。 



問１６ 次は、下水処理施設の設計や運転管理に用いる指標とその内容について述

べたものです。組合せとして最も適当なものはどれですか。 

 

    指  標               内  容 

（１）溶存酸素(ＤＯ)    反応タンク内の酸化還元電位を示し、処理の状況を 

          把握する指標。 
 
（２）ＢＯＤ－ＳＳ負荷   流入水のＢＯＤとＳＳが最初沈殿池にかける負荷の 

          割合を示す指標。 
 
（３）固形物滞留時間    流入水の反応タンクにおける流入から流出までの時 

（ＳＲＴ）     間を表す指標。 
 
（４）水面積負荷      流入水量を池の表面積で除した値であり、沈殿池の 

          設計及び運転管理に用いる指標。 

 

問１７ 次は、水質管理のための試料採取における留意事項について述べたもので

す。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 専用の採取口から試料を採取するときは、採取管内にたまっている内容物

を排出後に採取する。 

（２） 開水路及び管きょで採取するときは、なるべく水深の中層部で採取し、幅

の広い開水路では、流心で採取する。 

（３） 生汚泥等のように濃度の変化するものは、平均と想定される時刻の１回の

採取で代表試料とする。 

（４） 自動採水装置は、試料採取の頻度を上げることができるとともに、混合試

料の採取が容易にできる。 



問１８ 次は、ＢＯＤについて述べたものです。   内にあてはまる語句の組合

せとして最も適当なものはどれですか。 

 

  ＢＯＤは、水中に含まれる Ａ による汚濁の指標で、溶存酸素が存在し 

 Ｂ ℃で Ｃ 日間という条件下で好気性微生物の働きによって分解され

るときに消費される酸素量を表している。 

 

      Ａ      Ｂ      Ｃ 

（１） 有機物質    １５      ５ 

（２） 有機物質    ２０      ５ 

（３） 無機物質    １５      ７ 

（４） 無機物質    ２０      ７ 

 

問１９ 次は、活性汚泥法における異常現象の原因について述べたものです。最も

不適当なものはどれですか。 

（１） 反応タンクでの硝化作用が活発なときは、汚泥に付着した気泡により最終

沈殿池で汚泥が浮上することがある。 

（２） 過剰にエアレーションすると、フロックが破壊され、活性汚泥が解体する

ことがある。 

（３） ＳＶＩが著しく低下すると、最終沈殿池での活性汚泥の界面が上昇し、汚

泥が流出することがある。 

（４） 水温上昇期の硝化細菌の増殖により、ＭＬＤＯが急激に低下することがあ

る。 



問２０ 次は、水質試験項目の内容について述べたものです。最も適当なものはど

れですか。 

（１） 透視度は、膜を通過する水の単位面積あたりの度合いを意味し、膜の性能

を評価する指標である。 

（２） アルカリ度は、水中又は汚泥中に含まれているアルカリ分を、これに対応

する炭酸カルシウムの濃度で示したもので、硝化反応で生成され、脱窒反応

で消費される。 

（３） 塩化物イオンは、処理水を塩素消毒したのちに残留する塩素を表し、その

濃度は塩素消毒の運転管理の目安となる。 

（４） 大腸菌群は、グラム陰性、無胞子の短かん菌で、乳糖を分解して酸とガス

を発生する細菌群をいい、大腸菌群数は衛生上の安全性を確認するための指

標である。 

 

問２１ 次は、重力式汚泥濃縮タンクの運転管理上の要点について述べたものです。

最も不適当なものはどれですか。 

（１） 投入汚泥固形物濃度が高いと、見掛け粘性抵抗が高くなり濃縮性は悪くな

る。 

（２） 汚泥界面の位置が高いと、固形物回収率が高くなる。 

（３） 固形物負荷が高いと、固形物回収率が低くなる。 

（４） 固形物滞留時間が必要以上に長いと、汚泥が腐敗し浮上する。 

 

問２２ 次は、嫌気性消化タンクの運転管理について述べたものです。最も適当な

ものはどれですか。 

（１） 投入汚泥量が多過ぎて消化日数を確保できない場合は、アルカリ性発酵が

優勢となって、ｐＨ上昇によるメタン発酵阻害をきたすことがある。 

（２） 消化を促進し、スカム発生を防止するために、二段消化を行なっている場

合、二次タンクは十分にかくはん・混合する必要がある。 

（３） メタン生成菌は、温度変化に鋭敏で、短時間の温度低下でもガス発生量が

急激に減少することが多いので注意しなければならない。 

（４） 浸入水として海水が流入する処理場では、硫化水素の発生が抑制される。 



問２３ 次は、嫌気性消化タンクで発生した消化ガス及びその管理について述べた

ものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 消化ガスは、タンクの覆がい上部に設置されたガスドームのガス捕集管で

捕集し、脱硫装置を経てガスホルダーに蓄えられる。 

（２） 消化ガスの主成分は、メタン６０～６５％、二酸化炭素３３～３５％程度

である。 

（３） メタンは、無色で不快臭のある可燃性ガスである。 

（４） 脱硫装置には、成形脱硫剤式、水洗浄式、アルカリ洗浄式等がある。 

 

問２４ 次は、ベルトプレスろ過機について述べたものです。最も不適当なものは

どれですか。 

（１） ろ過速度とは、供給汚泥をろ布幅１ｍあたり、毎時脱水して得られる脱水

汚泥の固形物量をいう。 

（２） ろ布の走行速度が速すぎると脱水汚泥の含水率は高くなる。 

（３） ろ布緊張圧を高めすぎると、脱水汚泥のはく離性は低下するが、ＳＳ回収

率は改善する。 

（４） ろ布の寿命は、汚泥性状や運転条件にもよるが、一般に３，０００～ 

５，０００時間程度である。 

 

問２５ 次は、脱水機への供給汚泥の性状と脱水性について述べたものです。最も

不適当なものはどれですか。 

（１） ＴＳ（蒸発残留物）（％）は、一般に高い方が脱水性がよい。 

（２） ＶＴＳ（強熱減量）（％）は有機物量であり、一般に高い方が脱水性がよ

い。 

（３） ｐＨは、脱水性にはほとんど関係ない。 

（４） Ｍアルカリ度は、一般に値が低い方が脱水性がよい。 



問２６ 次は、事業場排水の処理に用いる中和法について述べたものです。最も不

適当なものはどれですか。 

（１） 使用する薬剤の選択については、排水量、製造工程で使用される酸又はア

ルカリの種類・濃度等に応じて、経済性、反応速度、取扱いの容易さ等を考

慮して検討する必要がある。 

（２） ソーダ類は、水によく溶けるので、取扱いやすく、自動制御も容易である。 

（３） アルカリ性排水の処理で使用される中和剤としては、硝酸、酢酸等の水溶

液が一般的である。 

（４） 炭酸ガスをアルカリ性排水に吹き込むと炭酸が酸としてｐＨ調整剤の働き

をするが、炭酸そのものの溶解度が制限となり酸性になりすぎるおそれが少

なく、管理が容易である。 

 

問２７ 次は、ＢＯＤの高い工場排水について述べたものです。最も不適当なもの

はどれですか 

（１） 多量の浮遊性有機物が下水管きょに流入すると、管底に堆積し、管きょを

閉塞させることがある。 

（２） 排水の溶解性有機物負荷量が高いと、下水処理場では、最初沈殿池の沈殿

汚泥量が増加し、汚泥処理の負担が増す。 

（３） 排出源として、食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業な

どがある。 

（４） 処理方法として、活性汚泥法などの生物処理法がある。 

 

問２８ 次は、シアン排水の処理方法を示したものです。最も不適当なものはどれ

ですか。 

（１） アルカリ塩素法 

（２） 電解酸化法 

（３） 凝集沈殿法 

（４） イオン交換樹脂法 



問２９ 次は、除害施設における主な処理方法について述べたものです。最も不適

当なものはどれですか。 

（１） よう素消費量の高い排水の処理には、中和法が用いられる。 

（２） 油類の処理には、浮上分離法が用いられる。 

（３） シアンの処理には、錯塩法が用いられる。 

（４） りんの処理には、フォストリップ法が用いられる。 

 

問３０ 次は、カドミウムの処理について述べたものです。   内にあてはまる

語句の組合せとして最も適当なものはどれですか。 

 

 カドミウムは、一般に Ａ 域では Ｂ イオンとして溶解しているが、 

中性又は Ｃ 域では難溶性の金属水酸化物を形成する。これに Ｄ 剤等 

を加えて除去する。 

 

      Ａ     Ｂ     Ｃ      Ｄ 

（１） アルカリ性   陽   酸   性   中 和 

（２） アルカリ性   陰   酸   性   凝 集 

（３） 酸   性   陽   アルカリ性   凝 集 

（４） 酸   性   陰   アルカリ性   中 和 

 

問３１ 次は、ダイオキシン類について述べたものです。最も不適当なものはどれ

ですか。 

（１） 下水処理施設で一部除去できることが知られている。 

（２） 排出源としては、製紙・パルプ製造業、廃棄物焼却施設がある。 

（３） 処理方法として、オゾン＋紫外線照射方式がある。 

（４） 水に溶けにくく蒸発しやすい。 



問３２ 次は、沈殿池について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（１） 最初沈殿池では、微生物フロックを主体とする、比重の小さいＳＳを沈降

分離する。 

（２） 最終沈殿池では、下水中の有機物を主体とする比重の大きなＳＳを沈殿分

離する。 

（３） 小規模施設では、最初沈殿池を省略することはできない。 

（４） 標準活性汚泥法の場合、最初沈殿池の水面積負荷は、計画 1 日最大汚水量

に対して、分流式では３５～７０ｍ３/(ｍ２・日)を標準とする。 

 

問３３ 次は、標準活性汚泥法について述べたものです。最も適当なものはどれで

すか。 

（１） ＨＲＴは、１６～２４時間を標準とする。 

（２） 標準活性汚泥法のＢＯＤ－ＳＳ負荷は、オキシデーションディッチ法より

も小さい。 

（３） 標準活性汚泥法のＨＲＴの範囲内で、反応タンクの前段を嫌気状態にでき

るようにしておくと、バルキング対策として有効である。 

（４） 反応タンクの形状は、無終端水路とするのが一般的である。 

 

問３４ 次は、消毒施設について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 紫外線消毒装置で使用される紫外線ランプには、低圧、中圧の２種類のタ

イプがある。 

（２） オゾン消毒施設の場合、反応タンクからの未反応のオゾンを処理するため

に、排オゾン処理装置を設ける。 

（３） 塩素消毒施設の塩素注入率は、大腸菌群数が１ｃｍ３中３,０００個以下に

なるように定めなければならない。 

（４） 塩素消毒施設の混和設備における接触時間は、塩素注入後、３０分以上と

ることを標準とする。 



問３５ 次は、ポンプ場施設の運転管理について述べたものです。最も不適当なも

のはどれですか。 

（１） ポンプ場への流入下水量は時間的に大幅に変動するが、ポンプの運転は流

入下水量の増減のみではなく、沈砂池あるいはポンプますの水位の変動も条

件に入れて行う。 

（２） 雨水の流入するポンプ場では、豪雨の際、設備の安全を図るため、スクリ

ーン設備の運転を一時停止する。 

（３） 沈砂池の砂だまりに堆積する沈砂は、計画どおりの砂粒子のものばかりで

なく、流速の遅い沈砂池では砂以外に細かい浮遊物まで沈殿することがある。 

（４） 流入ゲートは、ポンプ場への流入下水量の制御、使用する沈砂池又は池数

の選択及び沈砂池の浸水防止等の目的で操作する。 

 

問３６ 次は、送風機設備について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（１） 風量調節弁により送風量を絞ると圧力損失が増加し、ブロワの吐出圧が上

昇して、消費電力が減少する。 

（２） 遠心式ブロワは、極端に送風量を絞った場合、サージング現象により振動・

騒音等が発生し、送風機の損傷につながる。 

（３） 遠心式ブロワは、定格風量より著しく風量が多くても、オーバーロードす

ることはない。 

（４） 容積形回転式ブロワは一般的に、回転数制御による風量調節が行われてい

るが、回転数を下げても効率は変化しない。 



問３７ 次は、下記条件から活性汚泥のＳＶI を求めたものです。最も適当なもの

はどれですか。 

 

 ＭＬＳＳ １，５００ｍｇ/ℓ 

 ＳＶ      ３０％ 

 

（１）    ５０ ｍℓ/ｇ 

（２）   ２００ ｍℓ/ｇ 

（３）   ５００ ｍℓ/ｇ 

（４） ２，０００ ｍℓ/ｇ 

 

問３８ 次は、下水処理施設の初期運転・管理について述べたものです。最も不適

当なものはどれですか。 

（１） ポンプますや分水槽では、浮遊物が沈殿堆積し、スカムが発生しやすいの

で、かくはん機などを利用して槽内をかくはんする。 

（２） 流入下水量が少ないので、主ポンプの運転は回転数制御を行ったとしても

断続的な運転となるのが一般的である。 

（３） 最終沈殿池で分離された沈殿汚泥は、十分に時間をかけて濃縮させてから、

反応タンクへ返送することが必要である。 

（４） 活性汚泥の育成方法には、流入下水から育成する方法と既存の処理場から

種汚泥を植種する方法がある。 

 

問３９ 次は、オキシデーションディッチ法について述べたものです。最も不適当

なものはどれですか。 

（１） ＨＲＴが長いため、流量変動、水質変動及び水温の変化による処理水への

影響が少なく、安定した処理が期待できる。 

（２） 本法は低負荷運転のため、年間を通して、通常、硝化反応が進行する。 

（３） 酸素供給量の調整は、かくはん・エアレーション装置の場合、回転数、浸

漬深さ又は運転時間により行う。 

（４） 最終沈殿池の水面積負荷は、２０～３０ｍ３／（ｍ２・日）を標準とする。 

 

 



問４０ 次は、下記条件から照明用変圧器の容量を求めたものです。最も適当なも

のはどれですか。 

 

  総設備容量 １５０ｋＶＡ 

 需要率  ０．６ 

 余裕率  １．１ 

 

（１）   ８２ ｋＶＡ 

（２）   ９０ ｋＶＡ 

（３）   ９９ ｋＶＡ 

（４） １５０ ｋＶＡ 

 

問４１ 次は、保護継電器の整定について述べたものです。最も不適当なものはど

れですか 

（１） 受電用の過電流継電器は、電力会社の配電線過電流継電器と時限協調をと

り、事故の波及を構内にとどめるよう整定する。 

（２） 変圧器用の過電流継電器は、変圧器の過負荷耐量の保護ができるように整

定し、励磁突入電流で誤動作しないよう注意する。 

（３） 熱動形過負荷継電器の整定は、電動機の全負荷電流に合わせる。 

（４） 地絡過電流継電器では、機械保護の場合より人的保護の場合のほうを大き

な値に整定する。 

 



問４２  次は、自家発電設備における定期的な保守運転について述べたものです。

最も不適当なものはどれですか 

（１） 保守運転は、場内実負荷又は模擬負荷に切り替えて行い、負荷時の運転時

間は、３０分以上行うことが望ましい。 

（２） 場内実負荷運転は、運転に慣れる意味から、停電時に使用(送電)する負荷

を選んで運転するとよい。 

（３） 保守運転を行う場合は、受電側との連絡開閉器は、必ず閉路にしておく。 

（４） ディーゼル機関を無負荷で運転しなければならない場合、シリンダー内部

にカーボンが付着しやすい等の問題があるので５分程度の運転とする。 

 

問４３ 次は、重力濃縮の運転について述べたものです。最も不適当なものはどれ

ですか。 

（１） 汚泥中の有機分が低いほど沈降分離、濃縮性が悪化する。 

（２） 汚泥の濃縮効果を確保するため、汚泥界面が水面下２ｍを超えないように

運転管理する。 

（３） 汚泥の固形物滞留時間の長い重力濃縮では、水温の影響を受けやすい。 

（４） 分離液のＳＳは、濃縮汚泥固形物濃度とともに、濃縮工程における管理基

準となる。 



問４４ 次は、汚泥消化設備の運転管理について述べたものです。最も適当なもの

はどれですか。 

（１） 運転開始する前に、汚泥消化タンク内の窒素を追い出すため、タンク内の

空気を酸素ガスで置換する。 

（２） 汚泥消化タンクを数週間程度停止する場合には、汚泥の引抜は停止するが、

汚泥の投入及び加温は行う。 

（３） 消化ガスは発熱量が５，０００～１０，０００ｋＪ／ｍ３あり、そのまま

加温、焼却、内燃機関等の燃料として使用する。 

（４） 汚泥消化設備は、消化ガスの漏えいにより可燃性ガスが存在する危険場所

となるので、火気の取扱いに留意する。 

 

問４５ 次は、汚泥脱水機について述べたものです。最も不適当なものはどれです

か。 

（１） ベルトプレスろ過機の公称処理能力は、余裕を持った値で設計されている

ので、維持管理上はこれより大きなろ過速度で運転できていることが望まし

い。 

（２） 遠心脱水機は、薬品を注入して調質した汚泥に重力加速度の１５，０００

倍以上の遠心効果を与え、脱水分離する。 

（３） スクリュープレス脱水機は、高分子凝集剤で調質された汚泥をスクリュー

とスクリーンの間に供給し、スクリューを回転することにより連続的に汚泥

の脱水を行う。 

（４） 多重板型スクリュープレス脱水機は、オキシデーションディッチ法等の反

応タンクから低濃度汚泥を直接引抜き、連続的に脱水処理ができる。 



問４６ 次は、流動焼却炉について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 

（１） 温室効果ガスの削減対策として、フリーボード部の燃焼温度を８００℃以

下とする。 

（２） 炉からの排ガスには臭気成分が含まれているため、排ガスの臭気対策を別

途考慮する必要がある。 

（３） フリーボード部の炉内圧は、燃焼ガスが点検口から吹き出るのを防ぐため、

常に負圧に保つ。 

（４） 流動媒体の蓄熱量が小さいため、短期間停止の場合の立上げ時であっても、

始動用バーナー運転が必要である。 

 

問４７  次は、ポンプ施設及び電動機の一般的な取扱いについて述べたものです。

最も適当なものはどれですか。 

（１） 立軸渦巻斜流ポンプを停止する場合は、吐出弁が全開であることを確認し

たのちに行う。 

（２） 予備ポンプは、劣化を防ぐため、試運転時以外は運転しない。 

（３） グランドパッキンを使用しているポンプでは、その部分を強固に締付け漏

水を防止する。 

（４） 巻線形誘導電動機のブラシは、一般に磨耗が規定値に達したときに取替え

ることが望ましい。 

 

問４８ 次は、ポンプ場施設の運転管理について述べたものです。最も不適当なも

のはどれですか。 

（1） 沈砂池除砂設備の除砂方法としては、機械的に連続して除砂することが望

ましいが、沈砂の発生量が少ないときなどは、断続的に行う。 

（２） 常時使用しないスクリーン設備は、少なくとも１年に１回、１０～１５分

程度、調整のため運転する。 

（３） ポンプ揚水能力以上の流入水量があった場合には、流量調整のために流入

ゲートの開度調整を行いポンプ設備を保護する。 

（４） スクリーンに付着したかすは、スクリーン前後の水位差ができないよう除

去する。 



問４９ 次は、管路施設の点検・調査について述べたものです。最も不適当なもの

はどれですか。 

（１） 点検及び調査では、巡回・点検によって発見された異常を、実態調査、詳

細調査により確認する。 

（２） 巡視・点検の周期は、個々の管路施設の過去の維持管理情報を基に設定す

る。 

（３） 定期点検は、計画的に実施し、点検にあたっては記録簿を作成する。 

（４） 視覚調査は、異常が確認されたときに実施する。 

 

問５０ 次は、管路施設の清掃及びしゅんせつについて述べたものです。最も不適

当なものはどれですか。 

（１） 管路施設の清掃は、閉塞や堆積が確認されてから実施するだけでなく、定

期的に実施することが望ましい。 

（２） 管路施設は、適宜清掃及びしゅんせつを行い、流下能力を確保することが

必要である。 

（３） 合流式下水道の吐き口からの雨天時における未処理放流水の放流汚濁負荷

を減少させるためには、管路施設の清掃及びしゅんせつは有効な手段の一つ

である。 

（４） 公道内にマンホールのある管きょを清掃する場合は、あらかじめ道路管理

者に届け出て道路占用許可を受ける。 

 

問５１ 次は、悪臭物質とその特徴を示したものです。最も適当なものはどれです

か。 

      悪臭物質         特  徴 

（１）  アンモニア      酸性、腐ったキャベツの臭い 

（２）  メチルメルカプタン  塩基性、刺激臭 

（３）  硫化水素       酸性、腐った卵の臭い 

（４）  硫化メチル      酸性、腐ったたまねぎの臭い 



問５２ 次は、下水道施設における悪臭防止のための維持管理上の注意事項につい

て述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 悪臭の発生源を収容する建物の扉、窓等をきちんと閉めておく。 

（２） 汚泥処理施設における汚泥の滞留時間を適切にし、長時間の滞留は避ける。 

（３） 沈砂池から発生するスクリーンかす、沈砂は長時間の仮置きは避け、適切

に処分する。 

（４） ますや管きょ内に土砂等が堆積したときは、ある程度の量が堆積してから

除去する。 

 

問５３ 次は、騒音及び振動について述べたものです。最も不適当なものはどれで

すか。 

（１） 騒音及び振動は、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する騒

音及び振動源から１ｍの地点で規制される。 

（２） 市町村は、騒音及び振動について、条例で環境大臣が定める範囲内におい

て、より厳しい規制基準を定めることができる。 

（３） 騒音及び振動の規制基準は、区域及び時間の区分により定められている。 

（４） 騒音対策には、消音器の設置、遮音、防振等がある。 

 

問５４ 次は、下水道施設で大気汚染防止法の規制の対象となる主なばい煙発生施

設を示したものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 消化タンク加温用ボイラー 

（２） 送風機 

（３） 自家発電機 

（４） 汚泥焼却炉 



問５５ 次は、水質試験室における事故防止のための一般的な注意事項について述

べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

（１） 有毒ガスや可燃性ガスが部屋に充満しないよう換気に注意する。 

（２） 薬品類は、経済性を考慮してまとめて多量に購入し、整理整とんして所定

の保管庫に入れ施錠する。 

（３） 細菌試験を行うときには、衛生に十分注意し、消毒を怠らない。 

（４） 地震のとき、薬品が落下し、破損して事故を生じないように、危険性のあ

るものは固定しておく。 

 

問５６ 次は、酸素欠乏危険作業時における留意事項について述べたものです。最

も適当なものはどれですか。 

（１） 作業を行う場所の空気中の酸素濃度および硫化水素濃度は、作業後に測定

して、記録を３年間保存しなければならない。 

（２） 作業場所に下水や汚泥が溜まっている場合は、硫化水素が発生する恐れが

あるため、下水や汚泥を乱さないで濃度測定を行わなければならない。 

（３） 作業場所では、酸素濃度を１５％以上、かつ硫化水素ガス濃度を２０ｐｐ

ｍ以下に保つように換気しなければならない。 

（４） 酸素欠乏危険作業に従事する作業員には、空気呼吸器等の使用の方法等に

ついて特別教育等を受けさせなければならない。 

 

問５７ 次は、ポンプ場及び処理場施設での危険防止について述べたものです。最

も不適当なものはどれですか。 

（１） 点検作業で機械設備に手を触れる場合には、低速で運転するものであって

も必ず停止してから行う。 

（２） 機械設備を現場で点検や整備をする場合、原則として切替スイッチの設定

は遠隔操作にしてから行う。 

（３） 水たまりが多い場所で仮設ポンプや照明装置等を使用する場合は、必ず漏

電遮断器を使用する。 

（４） 避雷器を設置していても、雷鳴が激しい時は機器や配線に接近しない。 



問５８ 次は、下水道施設の受配電設備について述べたものです。最も不適当なも

のはどれですか。 

（１） 断路器は、特別高圧又は高圧の回路に使用する開閉器であり、負荷電流の

開閉を目的とするものである。 

（２） 遮断器は、保護継電器に応動して、短絡電流等を完全に遮断できるもので

なくてはならない。 

（３） 負荷開閉器は、緩慢に開閉するとアーク（電弧）が発生して刃を損傷し、

故障の原因となるので、素早く確実に操作する。 

（４） 変圧器は主回路の電圧を変成するものである。 

 

問５９ 次は、高圧ガスが充てんされているボンベの塗色とガスの種類について述

べたものです。最も不適当なものはどれですか。 

 

      ガスの種類     ボンベの塗色  

（１）   炭酸ガス        緑色 

（２）   塩素          白色 

（３）   水素          赤色 

（４）   アセチレン       褐色 

 

問６０ 次は、労働安全衛生法に規定する健康診断について述べたものです。最も

不適当なものはどれですか。 

（１） 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として医師によ

る健康診断を行わなければならない。 

（２） 事業者は、常時使用する労働者に対し２年以内ごとに１回、定期に医師に

よる健康診断を行わなければならない。 

（３） 事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、原則として

当該業務への配置替えの際及び６月以内ごとに１回、定期に医師による健康

診断を行わなければならない。 

（４） 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを

５年間保存しなければならない。 
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