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【添付資料1　事業予定地】

事 業 予 定 地
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H27年度中に杭、建屋、機械、配管等を含む
解体工事が完了する。解体後は場内土または
客土により現況地盤+200レベルとなる。

・・・解体工事区域

各施設の解体工事（H27年度実施）について

【添付資料1　事業予定地】



基盤岩が浅層より
分布する区域

基盤岩が浅層より
分布する区域

沖積層が
分布する区域

S62 No.1

NO.1
(76.08-25.35)

S62 No.2
NO.2
(47.86-8.16)

S62 No.3
NO.3
(47.12-7.15)

H26 No.1

【添付資料2　地質調査結果】



出典：(仮称)大磯町リサイクルセンター建設に伴う測量地質調査業務委託　報告書



出典：(仮称)大磯町リサイクルセンター建設に伴う測量地質調査業務委託　報告書
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【添付資料3　事業予定地周辺ユーティリティ】

事業予定地周辺ユーティリティ

構内第1柱（電力引込）

上水取合点
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【添付資料 4】本施設に適用する主な条例及び基準等 

≪廃棄物処理全般≫ 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(2) ごみ処理施設性能指針 

(3) ごみ処理施設整備の計画・設計要領（社団法人 全国都市清掃会議） 

(4) 廃棄物処理施設整備実務必携（社団法人 全国都市清掃会議） 

(5) その他関係法令・規則・通達、規格、基準等 

≪環境保全基準≫ 

(1) 環境基本法 

(2) 大気汚染防止法 

(3) 水質汚濁防止法 

(4) 騒音規制法 

(5) 振動規制法 

(6) 悪臭防止法 

(7) 土壌汚染対策法 

(8) 神奈川環境基本条例 

(9) 神奈川県自然環境保全条例 

(10) 神奈川県環境影響評価技術マニュアル 

(11) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 

(12) 神奈川県迷惑行為防止条例 

(13) 光害対策ガイドライン（環境省） 

(14) その他関係法令、規則、基準等 

≪機械・電気関係≫ 

(1) 電気事業法 

(2) 電気用品安全法 

(3) 電気工事士法 

(4) 電気通信事業法 

(5) 有線電気通信法 

(6) 公衆電気通信法 

(7) 高圧ガス保安法 

(8) 計量法 

(9) 電気関係報告規則 

(10) 日本工業規格 （JIS） 
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(11) 日本電気規格調査会標準規格（JEC） 

(12) 日本電機工業会標準規格 （JEM） 

(13) 日本電線工業会規格 （JCS） 

(14) 電気設備学会標準規格 

(15) 電気設備技術基準・内線規定 

(16) 電気設備に関する技術基準を定める省令 

(17) 工場電気設備防爆指針 

(18) 日本照明器具工業会規格 

(19) 高調波抑制対策ガイドライン 

(20) クレーン等安全規則及びクレーン構造規格 

(21) 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(22) 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(23) 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

(24) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(25) 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(26) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

(27) 電気設備工事共通仕様書（国土交通省） 

(28) 機械設備工事共通仕様書（国土交通省） 

(29) 機械設備工事一般仕様書（日本下水道事業団） 

(30) 電気設備工事一般仕様書（日本下水道事業団） 

(31) 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（建設省告示第1536 号） 

(32) 低周波音問題対応の手引き書 

(33) その他関係法令、規制、規格、基準等 

≪土木建築関係≫ 

(1) 道路法 

(2) 消防法 

(3) 都市計画法 

(4) 水道法 

(5) 浄化槽法 

(6) ガス事業法 

(7) 電波法 

(8) 河川法 

(9) 建築基準法 

(10) 道路構造令 

(11) 自動火災報知設備工事基準書（総務省消防庁監修） 
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(12) 日本工業規格及び鋼構造設計規準 

(13) 鉄筋コンクリート構造計算規準 

(14) 建築基礎構造設計指針 

(15) 溶接工作基準（日本建築学会） 

(16) 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省住宅局建築指導課監修） 

(17) 土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課監修） 

(18) 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(19) 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（国土交通省大臣官房技術参事官通達） 

(20) 舗装設計施工指針（社団法人 日本道路協会編） 

(21) 構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課） 

(22) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(23) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(24) 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(25) 建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(26) 公共建築工事積算基準 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) 

(27) 建築設備設計基準・同要領（国土交通省） 

(28) 土木工事共通仕様書（神奈川県） 

(29) 建築物温暖化対策計画書制度：CASBEE かながわ（神奈川県） 

(30) 官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通省） 

(31) 建設廃棄物処理ガイドラインのマニフェストシステム 

(32) 神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

(33) その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 

≪その他運営関係等≫ 

(1) 労働基準法 

(2) 労働安全衛生法 

(3) 労働者災害補償保険法 

(4) 作業環境測定法 

(5) 建設業法 

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

(7) エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 

(9) 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

(10) 危険性又は有害性等の調査等に関する指針（労働安全衛生法） 

(11) みんなのバリアフリー街づくり条例 

(12) 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針 

(13) その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等 



-1- 

【添付資料 5】基本設計・実施設計図書一覧 

≪基本設計図書≫ 

1) 施設概要説明図書 

(1) 施設全体配置図 

(2) 全体動線計画 

(3) 各設備概要説明 

① 主要設備概要説明書 

② 各プロセスの説明書 

③ 独自な設備の説明書 

④ 処理不適物に対する運転説明書 

(4) 設計基本数値計算書及び図面 

① 物質収支 

② 用役収支（電力、水、燃料、薬品等） 

③ 容量計算、性能計算 

④ 負荷設備一覧表 

⑤ その他必要なもの 

(5) 準拠する規格又は法令等 

(6) 運転管理条件 

① 年間運転管理条件 

② 年間維持補修経費（20ヶ年分） 

③ 運転維持管理人員 

④ 予備品リスト 

⑤ 機器取扱に必要な資格者リスト 

(7) 労働安全衛生対策 

(8) 公害防止対策 

(9) 主要機器の耐用年数 

(10) 受注実績表 

(11) 主要な使用特許リスト 

(12) 主要機器メーカーリスト 

2) 設計仕様書 

(1) 設備別機器仕様書 

（形式、数量、性能、寸法、付属品、構造、材料、操作条件等） 
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3) 図面 

(1) 全体配置図及び動線計画図（1/500～1/1,000） 

(2) 各階機器配置図(1/200～1/400) 

(3) 断面図(1/200～1/400) 

(4) フローシート（ごみ、集じん、脱臭、給排水など） 

(5) 主要機器組立図 

(6) 電気設備主要回路単線系統図 

(7) 施設全体鳥瞰図 

(8) 施設立面図（東西南北） 

(9) 建築仕上表（各室面積、建築面積等を含む） 

(10) その他必要な図面 

4) その他必要な計算書、説明書等 

≪実施設計図書≫ 

設計仕様書 A4 版 [ 3 ]部 

図面類   見開き A1版 [ 3 ]部 

図面類   見開き A3版 [ 3 ]部 

1) プラント工事関係 

(1) 工事仕様書 

(2) 設計計算書 

① 物質収支 

② 用役収支 

③ 容量計算、性能計算、構造計算（主要機器について） 

(3) 施設全体配置図、主要平面、断面、立面図 

(4) 各階機器配置図 

(5) 主要設備組立平面図、断面図 

(6) 計装制御系統図 

(7) 電気設備主要回路単線系統図 

(8) 配管設備図 

(9) 負荷設備一覧表 

(10) 工事工程表 

(11) 実施設計工程表（各種届出書の提出日を含む） 

(12) 内訳書 

(13) 予備品、工具リスト 
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2) 建築工事関係 

(1) 建築意匠設計図 

(2) 建築構造設計図 

(3) 建築設備機械設計図 

(4) 建築電気設計図 

(5) 構造設計図 

(6) 外構設計図 

(7) 構造計画図 

(8) 構造計算書 

(9) 各種工事仕様書（仮設工事、安全計画を含む） 

(10) 各種工事計算書 

(11) 色彩計画図 

(12) 負荷設備一覧表 

(13) 建築設備機器一覧表 

(14) 建築内部、外部仕上表及び面積表 

(15) 工事工程表 

(16) その他指示する図書（建築図等） 
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【添付資料 6】完成図書一覧 

≪完成図書≫ 

1) 竣工図  [ 2 ]部 

2) 竣工図縮少版「A3 判」 [ 2 ]部 

3) 竣工原図及び CAD データ [ 2 ]部 

4) 仕様書（設計計算書及びフローシート等含む） [ 2 ]部 

5) 取扱い説明書 [ 2 ]部 

6) 試運転報告書（予備性能試験を含む） [ 2 ]部 

7) 引渡性能試験報告書 [ 2 ]部 

8) 単体機器試験成績書 [ 2 ]部 

9) 機器台帳（電子媒体含む） [ 2 ]部 

10) 機器履歴台帳（電子媒体含む） [ 2 ]部 

11) 打合せ議事録 [ 2 ]部 

12) 各工程ごとの工事写真及び竣工写真（各々カラー） [ 1 ]部 

13) その他指示する図書 [ 1 ]式 


