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自 次

鉱 業

分類 頁

131 採石，砂採取 "・・・・・・............. 5 243 各種紙類・パルプ 13 

245 11 13 

食料品 249 11 13 

181 牛乳，果汁， 5 

清涼飲料の一部 vl 化学工業

ハム，ソーセージ 262 化学工業 15 

あん，肉類 263 11 15 

182 缶詰，冷凍食品 ・.......・・....・・. 7 264 合成繊維 18 

言
183 漬物 ...........................・..... 7 265 塗料，界面活性剤他 18 

184 調味料 -・・・・・・・・・.................・曲・ 7 266 産薬品・試薬 19 

186 糖類 ......・・・・・・・・・..・・・・・・・・・・・・・・・・司 8 271 石油製品 20 

187 パン菓子 -・・・・.................司 4・..晶. 8 272 11 20 

188 アルコール飲料 ....・・・・・・・・ e・・・・. 8 283 工業用ゴム製品 20 

清涼飲料

酒類 四 窯 業

189 飼料 -・・・・・・・・..................・・.........・・ 9 306 黒鉛 20 

191 植物油脂 -・・......................... 9 理 鉄鋼業

192 豆腐，佃煮 10 313 製鋼及び圧延業 20 

193 コロック， うどん 10 314 伸穂・鋼管 20 

316 鍛鏑・鋳鍋 21 

E 繊維・染色

202 織物 10 医 非鉄金属

重
204 11 10 322 非鉄金属 21 

206 染色整理 11 323 11 21 

209 カーペッ ト・・・・・・・・...................13 324 11 21 

325 11 21 

N -6 キE 332 金属製品製造 22 Zコ

222 フレノ、フ 13 333 /1 ............. 22 

334 Fノ 22 

V 紙・パルプ 335 /1 22 

241 各種紙類・パルプ…………. 13 339 、 /1 22 

242 /1 13 341 一般機械器具製造 23 



分類
頁

342 一般機械機具製造 23 X亜 サービス業

347 11 23 751 旅館 27 

349 11 23 806 公園 27 

351 電気機械器具製造 23 809 水族館 27 

352 11 23 

354 11 23 軍J 医擦業

357 11 23 881 病院 27 

359 11 23 

361 輸送用機具機械製造 24 XV ;膏掃業

363 11 24 894 し尿処理ごみ焼却 27 

369 11 24 895 産業虞棄物処理 28 

899 11 28 

X 卸売業

401 卸売業 25 XV1 教育・団体

914 学校 30 

E 運輸・通信
試験研究機関 30 

601 国有鉄道 25 949 住宅団地 30 

盟 電気・ガス・水道・熱供給業 XVll その他のサービス業

711 ガス業 25 952 と畜業 30 

721 上水道業 25 

722 工業用水道業 25 

723 下水道業 26 

-2-



冨主な業種別散布図(実測例)
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盟換算式および相関係数業種別実現j億

業 種
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計主な製品名
m3

/ 日 ε寝苦鵡71号/ι

131 鉱物土石の ガラス原料 4180 撰集剤による虻躍 0.1-0.1 y=0.09¥l1 1.87x 

粉砕等処理業 (珪砂) γ=0.635 

CV7，I=0.41 cvx=0.336 

l:H 砂、じやり 砕 石 650 遠心分離処理 3.7-4.8 y=2.8十0.564x

採取業 撰集斉IJvてよる処理 ァ=0.588

cvy=0.096 cvx=0.170 

181 乳製品製造業 牛 手L 1400 長時間パッキ 4.0-6.0 y=0.99十1.45x'

188 清涼飲料製造業 果汁飲料 r=0.914 

181 畜産食料品事嵯諜 豚枝肉、 450 活性汚泥 3号-98 y=1l.8十1.46x

スモークハム γ=0.849 

181 畜産食料製造業 しゅうまい、ぎ 400 活性汚泥 5-16.6 y=1.53十1.36x

工うざ、フライ γ=ω77 

181 乳製品製造業 牛乳、コーヒー 650 活性汚泥 7-17.6 y=1.64十1.47x

γ=0.9¥l2 

181 乳製品製造業 牛乳、加工乳 420 F床水没形 3.4-18 y=2.36十1.01x

接触曝気 ァ=0.911

181 畜産食料 ノ、ム、ソーセージ 800 活性汚泥処理 10-40 y=7.0十0.955x

ァ=0.823

181 乳製品製造業 牛乳、乳飲料 1500 活性汚泥処理 9.0-35.2 y=2.Q十1.90x

γ=0.967 

181 乳製品製造業 市手いアイスクリーム 1500 活性汚泥 今-6 y=1.29十1.16x

188 清涼飲料製造業 果 汁 凝集沈澱 ァ=0.915

1In 食料品製造業 市乳内アイスクリーム 2200 スクリーン 6-9 y=2.8十1.00x

生クリーム ラグーン r=0.73 

181 畜産食料品製造業 プレスハム 1100 活性汚泥 7-12 y=1.22十1.41x

ソーセーシ γ=0.851 

181 肉製品製造業 鶏肉屠体 500 活性汚泥処理 12.9-20.4 y=5.05十0.955x

ァ=0.924

181 乳製品 牛乳加工 360 散水F床形 26.1-73.4 y=4.64十1.54x

アイスクリーム ァニ0.953

181 乳製品製造 牛乳アイスクリーム 800 散水F床形 23ひ-62.3 y=2.96十1.42x

清涼飲料製造 清涼飲料 ァ=0.889

5-



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計
m

3
/ 日 の装宝訪幅m多/乙

181 肉製品製造業 プレスハム 600 活性汚泥 8今-38.1 y=-o.:>'5十1.40x

ソーセージ類 γ=0.966 

181 乳製品製造業 牛乳 550 活性汚泥処理 16.2-48.5 y=-B.21十2.08x

乳飲料 ァ=0.977

果汁飲料

181 乳製品製造 牛乳、乳製品 400 スクリーン→曝気 4.6-7.1 y=2.60十α854花、

r=0.940 

181 食品製造 あ八類さらしあん 600~750 曝気、スクリーン 2ひ-65 y=-1.3:>.十1.40x

煉り盤、香辛類 活性汚泥処理 ァ=0.965

181 乳製品製造 牛手」アイスクリーム 500 生物処理 5.2-16 y=-0.77十1.84x

乳製品 (ラングーン) γ=0.986 

181 乳製品製造 牛乳、乳製品 500 活性汚泥処理 25-43 y=15.0十1.01x

アイスクリーム、 γ=0.801 

生クリーム

181 と畜、食品加工 ハム、ソーセージ 1000 活性汚泥処理 4.6-9.0 y=-1.59十2.73x

冷凍食品 スクリーン病昌浮上 ァ=0.932

分難、活性炭処理

181 肉製品製造業 ハム類 3400 活性汚泥 9.8-16.6 y=14.56-o.236x 

ソーセージ類 アエー 0.059

181 乳製品製造業 牛 乳 1000 活性汚泥 4.1-9.0 y=4.67十0.25x

脱脂粉乳 ァ=(1186

181 畜産食料品製造 鶏 肉 800 接触曝気法 14.5-39.8 y=5.57十1.28x

ァ=0.904

181 と畜場 牛、琢、枝肉 800 活性汚泥 9.9-22.1 y=5.60十α89x

952 ァ=0.703

181 畜産食品製造業 ハム、ソーセージ 1400 活性汚泥 10-16.6 y=-1.10十1.6:>'x

と畜場 ァ=0.948

181 乳製品及び冷凍 アイスクリ也、氷菓 350 スクリーン 6.シ-15 y=0.38十1.40x

調理食品製造業 浮上分離 r=0.97:>' 

181 乳製品製造業 牛乳、乳製品 650 スクリーン 5.3-24 y=-0.35十1.67x

接触曝気 ァ=0.916

181 乳製品製造業 牛乳、バター 500 浮上分離 10.2-38.4 y=-0.8十1.70x

活性汚泥 ァ=0.966

6 -



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計
rri

1
/ 日 の衰動幅mr;/乙

182 食料品製造業 各種缶詰 576 活性汚泥処周 6.7-25.1 y=0.305十1.56x

清涼飲料 ァ=0.973

182 水産系静品集盟業 焼板かまぼ乙 800 曝 気 6.2-11.5 y=-0.31十1.86x

ケーツング詰 活性汚泥処理 ァ=0.876

かま ft:ζ ラングーン

182 冷凍水産食品 子持ちししゃも 900 好気性消化 15.9-297.9 y=7.24十0.95x

製造業 r=0.978 

183 漬物製造業 漬 物 200 活性汚泥処理 6ひ-13.2 y=0.3十1.34x

ァ=α9

183 食料品製造業 ジャム 目。。 活性汚泥処理 12.8-26.4 y=2.7十1.48x

シユース r=0.929 

シロソブ

183 食料品製造業 水煮メンマ 300 接触曝気処理 11.6-29.9 y=3.05十1.07x

水煮ぜんまい ァ=0.978

71<煮わらび

183 食料品製造業 ぶどう缶詰 1100 スクリーン 2.8-115.0 y=1.l5十1.02x

栗 缶 さロ土ロ 浮上分離処理 ァ=0.997

みかん缶詰等 活性汚泥処理

183 缶詰冷凍食品 白桃缶詰 400 曝気、スクリーン 6.2-99 y=5.15十1.61x

製造業 調理缶詰 活性汚泥 γ=0.93詰

184 調味料製造業 天然調味料 400 接触酸化 21.3-104 y=8.6十1.66x

r=0.918 

184 調味料製造業 しょう f由
4100 活性汚泥 号-20.6 y=4.39十0.88x

γ=0.901 

184 調味料製造業 しょう油
2500 

活性汚泥 8-20.5 y=3.06十0.97x

γ=0.928 

184 調味料製造業 み そ 430 F床水没形 18.3-46.0 y=l.拡1十1.44x

ァ=0.987

184 調味料製造業 粉末みそ、粉末 900 空気又は酸素に 3ひ-88.0 y=1.49十1.66x

しょう f由 よる曝気 ァ=0.956

粉末畜肉エキス

184 調味料製造業 醤 f由 4295 撰集沈殿 7-47 y=4.53十1.l0x

但し測定
活性汚泥 γ=0.922 

場所は
2871 

184 調味料製造業 醤 f由 1200 活性汚泥処理 3シ-50 y=0.19十1.23x

ァ=0.894

-7-



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法{直

簡易COD計
m

3
/ 日 の変動幅m多/乙

184 醤油製造業 醤 油 600 活性汚泥 10号-37.0 y=4.95十1.89♂

r=0.953 

184 調味料製造業 ミソ、ソース、酢 650 スクリーン 16.合-39.4 y=-11十1.47x

自舌系排水 ラングーン γ=0.904 

186 砂糖製造業 精製糖 3100 活性汚泥 1.&-11 y=2.6十0.942x

含精密 ァ=0.92

187 パン、菓子製造業 パン、菓子 1600 活性汚泥 7~8.7 y=5.72十10.4x

γエ 0.293 

187 パン、菓子製造業 パン、和洋菓子 1490 活性汚泥処理 15.5~24.8 y=3.67+山 i
γ=0.671 

cvy=0.142 cvx=0.115 

188 清涼飲料製造業 果汁飲料 1400 長時間パ y キ 4.ひ-6.8 y=0.99十1.45x

181 乳製品製造業 牛 乳 ァ=0.914

188 飲料製造業 原料用アルコーノレ 300 活性汚泥 15.4~1 7.7 y=15.4十0.09x

192 ぶどう糖製造業 液状ぶどう糖 ァ=0.226

CEY=_()._O46 

188 飲料製造業 コーラ、ジュース 800 活性汚泥 &-10.6 y=1.86十1.65x

ァ=0.811

188 飲料製造業 エタノーノレ 1000 活性汚泥 11~2 2.3 y=2.85十1.0x

γ=0.951 

188 酒類製造業 ウイスキー、プラン 1230 ラソグーソ 6.ひ-30 y=-1.37十1.65x

デー、果実酒、ジン γ=0.993 

188 清涼飲料製造業 炭酸果汁飲料 1400 活性汚泥 5.7~89.2 y=-O.詰十1.7x

ァ=0.985

188 ピーノレ製造業 ピーノレ 5300 スクリーン 14.号-34.0 y=-14.3十25.2x

活性汚泥 γ=0.925 

188 飲料製造 果汁清涼飲料 300 活性汚泥処理 2~30 y=1l.7十0.238x

γ=0.240 

188 飲料製造 清涼飲料 600 活性汚泥処理 号-20 y=4.8十0.562♂

γ=0.737 

188 清涼飲料製造業 果 汁 1500 活性汚泥 4~6 y=1.29十1.16x

181 乳製品製造業 市乳アイスクーム 凝集沈毅 r=0.915 

-8-



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計
m3

/ 日 の蛮動鞍喝/ι

188 清涼飲料製造業 コカ・コーラ、ス 2150 活性汚泥 5-9 y=2.9十0.98x

フヲイト、ファンタ γ=0.88 

188 清涼飲料水 清涼飲料 500 活性汚泥処理 4.7-22.9 y=1.7十1.52x

製造業 シロップ γ=α941 

188 清涼飲料製造業 清涼飲料水 600 活性汚泥処理 5.8-11.3 y=1.9十1.13x

r=0.952 

188 蒸溜酒混清酒 ウイスキー、プラン 700 ラグーン 6.号.....10.4 y=1.1十1.32x

製造業 デ一、 リキューノレ ァ=α960

188 食料品製造業 清酒、味淋、焼 1000 活性汚泥 27.号-45.1 y=6.42+0. 93x 

酎 γニα980

188 食料品製造業 清酒、味淋、焼 1130 活性汚泥 8.0-14.5 y=5.45十0.52x

酎 r=0.843 

188 清酒製造業 清 酒 20 F床水皮形 5.少.....26.0 y=2.17十1.39x

γ=0.880 

188 清涼飲料製造業 炭酸飲料 857 スクリーン 7.8-9.3 y=4.15十0.194x

PH処理 γ=0.128 

活性汚泥 (団子状)

188 清涼飲料製造業 果実飲料、生活 4000 スクリーン 11.......18 y=-1.9()-十1.79x

排水、地下水 活性汚泥曝気 Tニ0.935

188 食料品製造業 ジュース、滑涼飲料 1800 スクリーン 37.φ匂 94.5 y=6.2十1.07x

生活排水 活性汚泥 γ=0.994 

189 食料品製造業 フイッシュ、ソリュ 2400 水洗 31-85 y=5.59十1.90x

フシレ、吸着飼料 電気集塵 r=0.989 

191 植物油脂製造業 植物油、油粕 7120 力旺浮上分書観斑 15.0-28.7 y=9.36+0.717X 

γ=0.83 

cvy=0.146 cvx=0.216 

191 植物油脂製造業 米・サラダ油 2200 加圧浮上十中和 4.企-24.2 y=4.2十1.19x

十凝沈 r=0.98 

191 植物油脂製造業 なたね油、大豆 1700 浮上分脅鱒撲北見 号.....8.8 y=0.39十1.48x

油、油かす ァ=0.768 

191 植物油脂製造業 食用とめ油 3065 浮上分離 6-247 y=2.27十o.S9x

ァ=0.942

-9-



業 種 主な製品名
排水量

主な処用方法
指定計測法値

簡易COD計
m3

/ 日 の変動輯祝多/l

191 植物油脂製造業 食料油脂 650 浮上分離処理 2 3.9~7 1. 7 y=4.7十1.31.x

凝集剤Uてよる姐正里 γニ0.¥.169

活性炭Vとよる処理

191 植物油脂製造業 サラタ下血綿実油 660 浮上分離処理 7.7~9 1.3 y=2.1十1.17x

ノ〈ーム油 γ=0.996 

191 植物油脂製造業 植物油 6647 浮上分離処理 5~9 y=τ7-0.05x 

脱脂大豆 ァ=-0.()61 

191 植物油脂製造業 天ぷら油 3000 活性汚泥処理 3.&--14.9 y=1.84十0.845x

散水F床 ァニ0.900

191 植物油脂製造業 食用f胡旨、脱脂油 1160 凝集剤処理 5.4~17.5 y=-0.4十1.11x

油脂肪酸 活性汚泥 γ=0.934 

192 ぶどう糖製造業 液状ぶどう糖 300 活性汚泥 15.4~1 7.7 y=15.4十0.09x

188 欽料製造業 原料用アルコール r=0.226 

192 その他の 豆腐、油揚 420 凝集処理 14~59 y=5.84十1.03x

食料品製造業 循環F床法 γ=0.926 

192 イースト製造業 イースト 2000 活性汚泥処理 2 2 6.2~7 1 4.7 yニ25.8十1.29X

マヨ不一ズ ァ=0.986

バタークリーム

192 豆腐、油揚 豆腐、油揚 200 活性汚泥 シ~77 y=1.20十1.29x

製造業 厚揚、ひるうず γ=0.978 

193 惣菜製造業 佃煮、珍味、煮豆 300 活性汚泥処理 25.~4 1.8 y=5.37十1.43x

インスタント食品 γニα761

193 冷凍食品製造業 コロッケ、 うどん 350 曝気、 スクリーン 5.~16.9 y=0.16十1.78x

活性汚泥 ァニ0.971

202 毛紡績 毛糸、ウーノレトソプ 5170 亜ニチオン酸ナトリ 18.号~48.0 y=2.51十1..55x

ワム、処理後沈澱 γ=0.892 

204 毛織物業 毛織物 310 高速散水炉床 24.7~9 4.0 y=5.97十1.46x

γ=0.983 

お04 織物業 塩ピレザー 1000 活性汚泥処理 1 0.4~4 7.2 y=3.5十1.26x

合成皮革 浮上分離処理 γ=0.986 

204 織物業 洗染綿織物 7400 活性汚泥 10.4-114.9 y=10.26十α959x

ァ=0.937

」ー
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排水量 指定計演!法値

司司

業 種 主な製品名 主な処理方法 簡易COD計
m3

/ 日 の笈動幅喝/乙

~06 染色整理業 メリヤス生地加工 2600 田転円板 20.1-148 y=11.5十1.74x

染色整理 ァ=0.904

206 染色整理業 メリヤス生地染色 850 凝集加圧浮上 38.2";"67.9 y=6.2十1.4x

ァ=0.897

206 染色整舟ー業 綿糸染色加工 400 活性汚泥← 85.8-167 y=23十1.3x

凝集沈澱 γ=0.718 

~06 綿、スフ、合繊 プリント 2650 活性汚泥処理 217-280 y=92十0.997x 

264 織物染色 γ=0.885 

整理業 cvx=0.102 

206 染色整理業 無地染製品 3800 活性汚泥処理 31.8-127 y=12.7十1.20x

r=o.979 

206 繊維染色 合繊編織物 4500 凝集剤Uてよる虹提 106-178 y=55.8+0.947 x 

整理業 ァ=0.732 

206 般物‘メリヤス メリヤス 28000 凝集剤による舵毘 23.4-78.4 y=7.78十1.23x

機械染色整理業 活性汚泥処理 γ=0.937 

~06 メリヤス、レース 綿ニ‘γ ト 2500 浮上分離処理 42.2-85.0 y=13.4+1.32x 

染色整理業 エステノヤ/綿ニ白ソト F床水没形 γ=0.821 

アクリルニーソト

206 染色整理業 メリヤス 750 活性汚泥処理 58.3-127.0 y=12.6十1.66x

ニット γ=0.962 

206 綿状績維の ポリエステ/V，アク I.!OO- 6.φ-42.5 y=2.82十1.39x
， 

染色業 リJv，レーヨン、 400 Tニ0.912

ナイロン、ウーノレ

206 染色整理業 綿、クレープ、布、 1800 活性汚泥 47.か-85.6 y=l1.1十1.28♂

肌着、ナイト、ア ァ=0.888

ワトウエア

206 メリヤス、レース メリヤス、レース 4806 凝集剤活性汚泥 35.7-105.3 y=-95十1・714E l 

染色整理業 染色整理 r=0.963 

206 染色整理 カーテンレース 350 接触曝気法 60-180 y=-32.7+2.29.x 

婦人ニヴト服地 r=0.754 

206 染色整理 繊維染色 1詰00 凝集沈毅 80-250 y=21.6十1.51x

r=0.863 

206 染色整理 糸染(ナイロン) 1100 酸化 PH.吏盟 50-150 y=32.2十L24x

浮上撰集 r=0.785 

'
a
A
 



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計
ば/日 の斐霊訪幅沼多/乙

206 染色整理 綿化合繊染色 1000 活性汚泥 7 ひ~13 0 y=21.9十1.14.x;

ァニ0.¥)13

206 染色整理 織物繊維漂白 4500 凝集斉IJ沈澱 54-108 yニ 1.4十1.:36x

接触曝気法 ァ=0.llo6

206 染色整理業 糸の染色加工 700 活性汚泥処理 27.9-42.4 y=6.2十1.1l7x

ァ=0.871

206 メリヤス染色 メリヤス製品 1200 凝集剤レてよる処理 手~49.9 y=-3.1十1.93x

整理業 浮上分離処理 γ=0.967 

活性炭による虹既

206 繊維製品 タオノレ 900 浮上介離処理 29.7-180.4 円 2.8十1.75x I 
生地整理業 ァ=0.!l56

λ 

206 その他繊維工業 タオノレ、シーツ 400 活性汚泥処毘 69.1-111.4 y=-0.8十1.43x

ァ=0.934

206 繊維雑品 タオノレ、シーツ 1780 F床水没形 17-29 .y=15.!l十1.12x

染色整理業 接触曝気法 ァ=0.970

206 染色整理業 綿、ギンガム 1600 活性汚泥 57-75 y=3.50十1.33x

F'/Uギンガム他 γ=0.923 

:ょ06 染色整理業 染色整理 2200 活性汚泥 3 少~93 y=-0.67十1.35♂

r=0.937 

206 染色整理業 綿及化繊糸の 900 凝集剤 22-84 y=16.8十1.27x

精練漂白染色 活性汚泥 ァ=0.960

206 染色整理業 綿混紡糸の 2000 PH処理 7.4-17.5 y=12.0十1.27X

染色糸 ァ=0.962

206 綿状澱維 チース・謀白 500 浮上分離 66.ひ~154.0 y=16.3十1.21x

糸染色整理業 各種糸染色加工 凝集剤 ァ=0.961

206 染色整理業 学生服地 850 接触酸化 75.2-143.0 y=13.3十1.20x

婦人服地 凝集加圧浮上 r=0.976 

206 染色整理業 織物手伝よび綿糸 3000 凝集浮上処理 75.2-143.0 yニ 10.6十1.21x

の染色加工品 活性汚泥処理 γ=0.957 

206 染色整理業 綿及び化合繊 650 活性汚泥処理 77.2-213.0 y=3.43十1.46x

物の染色整理 浮上分離処理 ァ=0.909

- 12一



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易COD計
rn

3
/ 日 の震動幅沼多/乙

~06 繊維て業 綿合繊 1500 活性汚泥処理 27.9~7 2.7 y=6.92十1.34x

(染色業) 染色加工品 凝集処理 ァ=0.958

206 繊維工業 デニム用経糸の 1100 活性汚泥 32.ひ-68.7 y=-6.~9十1.49x

染色加工糸 r=0.928. 

~Oö 染色整期加工 司ンヂゴ先染 700 活性汚泥 39.1-74.4 y=2.47十1.29x

ァ=0.805

206 繊維工業 綿デニム 230 凝集介離 3.2-7.6 y=0.24十1.39x

染色整理加工 織物 活性炭処理 γ=0.967 

。一

206 染色整理 化合繊服地の 960 凝集沈澱処理 78.8-187.5 y=20.65十1.26x

染色加工 γ=0.908 

~06 繊維加工 湿式繊維板 520 浮上分離 9.1-12 y=4.81十0.69x

インシュレーショ 活性汚泥処理 r=0.648 

ンボfード

~06 染色整開業 タオノし用原糸の 1700 F床水没形 9-79 y=-1.90十1.55x

漂白染色糊付 接触曝気法 ァ=0.977

206 染色整用業 タオノレ用原糸の 8900 活性汚泥 24-93 y=-8.79十1.97X

漂白、染色楊付 γ=α951 

~06 染色整賄業 タオノレ用原糸の 4800 活性汚泥 28-157 y=10.4十1.66x

漂白染色糊付 ァ=0.970

209 繊維工業 カーベヴト 1900 活性汚泥法 50-100 y=3τ6十0.278x

γ=0.113 

209 じゅうたん、その他 カーペット 650 活性汚泥処理 15.6-65.4 y=l.l十1.36x

繊維装床 ワイノレトレ 凝集剤レてよる処理 ァ=0.984

敷物製造業 キクソト

209 フエノレト不織布 不機布 300 F過処理 14-128 y=2.8十1.53x

製造業 浮上分離 γ=  0.963 

222 合板材料 フνハフ 450 PH処理 5-15 y=0.361十1.573x

凝集剤 ァ=0.897

241 紙パノレフ.製造業 BKP、DP 36000 スクリーン 77.2-99.8 y=32.36十α80x

上質紙他
遠心分離活性汚

ァ=0.797
泥F過処理
凝集剤Kよる処理

241 紙パノレフ.製造業 洋紙力0:::日~パノレフ. 17300 活性汚泥 49.7-67.7 y=30.17十0.59x

ァ=0.516
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易 COD計
m3

/ 日 の愛動幅m多/乙

242 機械すき 和洋紙 1300 凝集斉IJによる但見 5.7-47 y=2.8十1.80x

和紙製造業

242 紙製造業 中芯原紙 2850 浮上分離 2 ()--.-7 5 y=5.88十1.13x

凝集剤 ァ=α93'2

242 紙製造業 印刷紙、包装紙 4000 浮上分離、凝集 41-68 y=12.3十0.955x

剤、沈澱分離 ァ=0.941

記42 板紙製造業 内装用段ボーノレ aooo 浮上分離処理 37.5-131 y=6.0.3十1.20x

原紙 γ=0.958 

242 板紙製造業 防水原紙 985 活性汚泥処理 15.2-25.3 y=6.1十0.902x

撰集剤vcよる処理 ァ=0.956

242 洋紙製造業 雑種紙 12000 説集剤Kよる知連 1 3.()--'-4 2.4 y=O.l十1.46x

ァ=α965

詰42 機械すき和紙 ちり紙 4800 曝気、凝集斉IJ 64-94 y=26.4十Q.99x

製造業 トイレヅトベハー 活性汚泥 ァ=0.858

242 板紙製造業 裏白テソ7
0*".ーノレ 14205 凝集浮上処理 46.2-69.1 y=25.5十0.799x

γ=0.644 

y=1.43 cvγ= 

cvx=O.14 。12
242 板紙製造業 チソプポ ノレ 7500 凝集沈殿 22シ-88.0 y=1.88十1.46x

γ=0.953 

242 紙製造 和紙、京花 紙 1500 PH処理 11-76 y=τ7十1.25x

ティ yシュベーノ〈ー 凝集部j沈毅 アニα950

242 紙製造 F 紙 14400 凝集剤 15.1-58.5 y=12.2十1.08x

γ=0.987 

242 機械すき和紙 イ山貨紙 7000 浮上分離 4.6-13.0 yニ 2.91十1.50x

製造 ァ=0.800

242 機械抄 トイレソト、タオル 7000 浮上分離、説集 22.6-52.8 y=-1.61十1.72x

和紙製造業 ベノご一、方書紙、 剤、活性汚泥 cvx=0.188 

紙綿

日42 紙製造業 工業用絶縁紙 9000- 凝集剤 12.1~5 9.6 y=2.50十1.:35x

一般化繊紙、プJ) 9500 凝集沈澱法 γ=0.984 

ント原紙、マニラ紙

242 紙製造業 方書紙 4000 浮上分離 20.2-125.0 y=1l.9十1.53x

紙綿原紙 γ=0.992 

-14-



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
揺定計測法値

簡易 C 0 D計<mY臼) の変動指伊砂定)

242 機械抄き トイレットベ→之ー 80000 凝集斉IJ 31今-72.3 チ=22+1β4x

和紙製造業 ちり紙 活性汚泥 r=0.991 

243 段ボール製造業 段ボール用原紙 3100 浮上介離処理 58.4-107.7 y=-18.3-十1.76x

γ'=0.944 

243 製紙業 ちり紙 1800 凝集剤十てよる処理 76.6-187.9 y=12.9-十1.28x

7ペニ0.970

245 紙製造 カートン・ティシュヰノこー 1230 撰集斉IJ処理 2ひ-54 チ=4.09-←1.64x

(家庭用紙) r=0.94 0 

249 紙加工品 トイV>， ト・ペーパー 8000 凝集沈澱 54.7-130.6 ヂ=31.4+0.74x

製造業 ちり紙 γ'=0.823 

262 無機化学製品 シリカタル・サイロイド 2600 凝集剤Kよる処理 0.7-2.9 y=0245+2.0x 

製造業 r=0.938 

262 無機化学製品 1)ン酸堪類 600 凝集剤Kよる処理 2.6-142 y=1.7 }十1.10x

製造業 活性炭 γ=0.991 

262 無機化学工業 フArzk素酸 3074 凝集剤による処理 4.号-10.9 チ=2.かト0.994x

薬品製造業 フッイヒ)Jレミニワム r=0.967 

フッ化ナトリウム

262 無機顔料 炭酸かいニウム 1600 疑集弗j 5-48 y=3J2十0.94x

製造業 r=0.969 

262 無機顔料 軽微性炭酸j]Jレ見s)ム 424 自然、沈留処理 3-86 y=-0.6 5+2.3 2x 

製造業 r=0.958 

262 化学工業 海水マクネツア 24000 PH処理 O.号-1.1 y=0.9 91 -0.09 4x 

硫マグ肥料
ヂ=-0.283

αy=包O=A84z CVy 
0.32 =0.22 

262 化学工業 酸化第二鉄 450 ，画、ー' 0.6-1.3 y=0.20 7+1J lx 

ァ=0.921 

262 塩製造業 食塩 103920 PH処理 0.6-6.2 ゲ=0.861+0.602x

γ=0.710 

262 無機化学工業製品 活性炭 714 沈降分離処理 2シ-42.8 y=4.26-ト0.774x

製造業 二硫化炭素 r=O.9 40 

262 無機顔料 磁性材料 2000 凝集沈駿 0.4-1.1 y=0.4&十0.76x

製造
γ=0.5 51 

Cy=Yz1.τ970z 39CY=y 028 

圃国幽ー!.-
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法 の指変定動計幅測沼法多/値iつ簡易 C0 D計
(rriγ日1

262 無機化学工業製晃 二硫化炭素 1550 凝集剤処理 7号-236 y=OJ 2-f-107x 

製造業 γ=0.9 4 6 

262 化学工業 濃硫酸他 】4400 除害塔 2.()-.....4.4 ダ=1.43-十0.55x

無機 (中和槽〕 r=0.794 

102 非鉄金属

262 化学工業 水酸化アノレミ等 600 PH処理F過 2.2-36 y=1.0 4十1.47x

無機 クイ酸アノレミ 凝集斉IJ処理 γ.=0.986 

ナナノレミン

262 化学工業 食塩他 4000 動力沈降 2.シ-9.0 y=1.35十0.814x

無機 砂P過逆洗 γ=0.905 

-一

262 化学工業 苛性ソータL・塩酸 11600 PH処理 4.1-180 チ=2.70+1.38x

無機 次亜塩素酸ソーダ 亜研酸ソーダ担墨 ゲニ0.994

曝気

262 化学工業 各種触媒 2500 凝集剤 2.2-3.9 y=0.6+1.1 2x 

γ=0.9] 6 

263 有機fじ学工業製品 トノレエン 1600 凝集批按+垣車F擁 167-673 y=20.4+0.8 9x 

製造業 ハイトbキノン触媒 十中和 ，，=0.953 

263 有機化学工業製品 塗料 800 活性汚泥 10 ()-""'1 8 9 y=1.2+1.24x 

265 塗料・製造業 フエノーノレ樹脂 r=0.933 

263 有機化学工業 アセト酢酸下手イド 700 凝禦椴←澗宣明じ 87少-267 y=2 4.4+0.8 7 x 

製品製造業 ァ=0.954

263 合成染料製造業 合成染料 450 臨むく庁十虜関lFe 12.1-230 y=一76十1.54x

γ=0.973 

263 有機化学工業 可塑剤 1200 事草案剤による虻日里 21.8-1860 y=-9.7+1.90x 

製品製造業 活性汚泥処理 r=0.986 

263 合成染料製造業 合成染料 409 高速勧rKlF'床法 8.1-114.6 y=3.2十1.60x

γ=0.892 

263 合成染料製造業 蛍光漂白剤 800 活性汚泥処理 1 52.7-4 60.9 y=33.与ト1.09x

染料中間物 r=0.980 

263 脂肪族素 酢酸、ピニー)V，.vマー 1600 78.5-128.1 y=25.&十0.998x

中間物製造業 ァ=0.859

263 合成染料製造業 染料中間物 800 活性汚泥処理 55.0-97.5 y=1 1.7+0.88 Ox 

感圧染料 事草案剤による主躍 r=0.953 

油溶性染料

n
h
U
 



業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易 C0 D計(m~l白〕 の変動l百(略伝

263 有機顔料製造業 有機顔料 487 活性汚泥処理 17.2-24.5 y=l1.2+0.5 9 4x 

接触曝気法 r=0.893 

263 合成染料製造業 顔料 640 活性汚泥処理 4.6-34.7 y=0.4+ 1.8 8x 

合成樹脂着色剤 加圧浮上処理 r=0.998 

263 有機化学製品 エテルエーテノレ 200 中和.生物処理 27-65 y=6.0 1+1.4 (a; 

製造業 ( T.P.P) (D.B.P) r=0.86】

263 有機化学製品 パラフエネーリジン 800 F過.凝集剤 1号-28 チエ13.3十0.511x

製造業 アセトアミノフエノーノレ 活性汚泥 r=0.676 

263 有機化学工業製品 塗料中間品 600 活性汚泥 2秒-75 y=-12.3十1.86x

製造業 塩ピ安定剤 γニ 0.869

263 化学工業 高級脂肪酸アマイド 720 活性汚泥 &-9 y=4.与十0.49x

高級脂肪酸エステノレ Tニ 0.34

263 有機化学製品 ヌ同止ニト口元パjン等 1300 活性炭処理 2.4-46.2 ゲ=0.47+1.16x 

無機化学製品 r=0.916 

製品 ハイポ等

263 無機化学工業 Fι-cv型 4000 PH処理 8や-235 y=13.99十0.21x

製品製造業
高温転化触媒

中芳晴醇説躍克曜 T-ニ0296
Z九一cu型
低温転化触媒

263 プラスチック ABS樹脂 6500 

凝活Eス肇怪Pク剤汚処に理泥よ処yる理沈殿

14.1-48.7 y=1.4件 1.34x

製造業 ァ.=0目.955

263 プラスチック ポリ塩化 7200 PH処理 2.号-44.0 3戸 0.23-十1.29x

製造業 ビニル樹脂 浮上分離 r=0.994 

撰集剤処理

263 合成ゴム製造業 SBRNBR 22500 凝集加圧浮上処理 27.1-92.8 y=8β8+5.33x 
BRノ、イスチン

曝気活性炭処理 γ=0.926 
ブタジレ y

ラテックス

263 有機化学工業 有機ゴム薬品 1000 PH処理 55シ-760 y=151:叫0.83x

製品製造業 加硫促進剤
F過浮上分離

r-コ0.974
活性炭
活性汚泥処理

263 有機化学工業 各種 5'500 PH処理 85.7-152.7 ゲニ80.'ひ十0.50x

製品製造業 農薬乳剤 F過処理 ナ=0.425

凝集斉IJ処理

263 ゴムホース製造 各種ゴおf、ース 350 PH処理 24-40 y=19.7十0.366x

沈降処理 r=0.8 0 1 

263 有機化学製品 陣化フエノーノレ 189 アルカリ塩素処理 53-580 ~=] 7時 0.950x

製造業 プロム酸塩類 F過処理 r=0.991 

ノラ・νl2C符吋立与'/ド (各.イ伴処理〕

- 17-



業 種 主な製品名 排水量
主な処理方法

指定計測法値
簡易 COD計(mY日〕 の変動幅(mcy1.

263 フ.ラスナyク製造業 アノレキド樹脂 6000 油水分離 2.1-98.0 y=3.12十1.12x

r=0.990 

263 有機化学工業 アセトヒツレピン酸 2800 ラングーン 9.4-28.5 3戸1.40十1.49x

r=0.868 

263 有機化学工業 セルロース・スポンジ 6500 曝気 2.9-16 y=2.0 6-←0.81x 

トヨフロン系 F過処理 r=0.955 

263 合成染料 塩酸知取るヅみレ 590 凝集剤 1.6-15.7 y=0.4十1.38x

るノアヤ・・1知泊三/ γ=0.996 

264 合成繊維染色 合繊加工系.染糸 4300 浮上分離処理 3.8-35.0 y=0.308-l-1βOx 

加工業 合繊九編生地 r=0.973 

264 レーヨン・合成繊維 ポリエステノレ繊維 25000 活性汚泥処理 20.シ-41.0 y=132十1.1lx ， 
プラスチック ポ1)ヱヌデブLクラヌチック. r=0.690 

不織布製造業 いヨン.タイヤコード

264 織物染色整理業 プ1)ント 2650 .活性汚泥処理 217-280 y=92十0.997x

206 (綿.スフ.合繊〕 r=0.885 

264 化学繊維 合成繊維 34800 活性汚泥 砂-22 ゲ=3.43+1.23x

製造業 ビニロン 7τO目734

264 レーヨン製造業 ビスコース.短繊維 112000 活性汚泥 19ひ-40.2 y=4.12+U 8x 

純ピスロース r=0.959 

265 塗料製造業 塗料 800 活性汚泥 100-189 y=1.2+1.24x 

263 右哲接化学工業製品 フエノーノレ樹脂 -，=0.933 

265 合成洗剤製造業 ア凡骨ノレ〈ンゼン 640 PH処理 4-14.9 ゲ=5.7与十0.58x

スノレオン酸 r=OJ 8 2 

265 界面活性剤 ごま油 3600 F過処理 24.0-128 y=l 2.8+1.8 5x 

植物油脂製造業 界面活性剤 浮上分離処理 γ=0.776 

撰集剤Kよる処理

265 界面活性剤 f白剤他 650 凝集沈殿 4ひ-120 y=4.18十1.34x

活性炭処理 r=0.886 

265 界面活性斉IJ 界面活性斉IJ 650 高速散水F床法 7.1-193.5 3戸2.4十1.38x

製造業 γ'=0.996 

265 塗料製造業 塗料全般 750 凝集剤 号-36 y='ー1.72十1.47x 

活性汚泥 r=0.984 

0
0
 

1
i
 



業 手重 主な製品名
排水量

主ヲょ処理方法 指定計測法値 簡易COD計(作品/8)
の衰動揺(mr;/.心

265 化学工業 トーノレf忠来事与も 浮上分離 3-22 y=-022十1.77x

塗料用樹脂 凝集斉iJ r=0.979 

界面活性斉IJ

265 化学工業 水酸化マ介、沖ム 3500 PH処理 1.4-24 タ=0.41+1.40x

無機化学 炭酸マク不均ム 凝集斉IJVLよる処理 ァ=0.868 

クイ酸マクネ沖ム

265 化学工業 酸化す不均i与 1600 PH処理 4.1-28 y=0.5 3+ 1.28♂ 

無機化学 沈殿処理 r=0.996 

265 界面活性剤 染料用分散剤 1300 自然決降 10.5-81.0 3戸 3.44+1.49x

製造業 r=0目993

266 医薬品.製造業 医薬品 1000 活性汚泥 1 1号-18.7 y=3.&十0.89x

r=0.87 

266 医薬品 試薬 2400 砂F過 3.5-54.9 y=1.87十0.99x

269 イ出工業品製造業 燃焼 γ=0.882 

266 医薬品製造業 人体用ホノレモン 380 活性汚泥 5.2-8.1 タ=0.04&十6.43x 

蛋自製剤 ヂ=-0.019

CVx=0.097% 

266 医薬品原末 医薬品 1500 活性汚泥処理 - 14.7-33.9 y=-2.7+1.76x 

製造業 r=0.923 

266 医薬品製造業 漢方製剤 800 活性汚泥処理 4.6-176.7 y=3.4+1J8x 

r=0.998 

266 医薬品製造 グリチミン 2080 活性汚泥 10号-84.5 チ=ー0.79-十2.59x

調味料製造 r=0.9 44 

266 匿薬品製造業 フトラフール 3000 高速散水炉床 13.4-35.6 y=l.8 5-十1.58x

~0.8 56 

266 医薬品製造業 プルラン酵素類 560 活性汚泥処理 2.8-4.5 
ダTニ=ニ-U.10・622孟十1.

96
x I 

注射用アルトース y=1.49x竺dJ4 。T:J:_戸 0.07

269 接着剤製造業 接着剤 1400 凝集沈巌+真空 53.6-261 y=41.&十l.lx

塗料ベース F過 r=0.914 

269 医薬品化学工業 試薬 2400 砂F過 3号-54.9 チ=1.87+0.99x

品製造業 燃焼 r=0.882 

Q
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業 種 主な製品名 排水量
主な処理方法

指定計測法{直
簡易COD計Cm/"8) d頭動幅(祝多/乙)

269 医薬品製造業 エイグjレパート 450 凝集活性汚泥 15~20.2 21=10.7十0.88x

合成香料 r=0.561 

271 石油精製業 LPG揮発油 1900 曝気ろ過 5.7~20.2 y=-1.2ひ十3.34

ナフサ燃料油 凝集剤処理 7亡二0.964

灯油軽油他 活性炭処理 2ひ-59

272 潤滑油製造業 程F骨油・アスフア 550 浮上凝集 21=ー2.84+1.49x

ノレト ろ床水没形 Tニ 0.984

接触曝気法

283 工業用ゴム ベアリング・シール 2000 PH処理 号-15 3戸一2.70+2.77x

好気性消化 γ=0.936 

283 工業ゴム製品 自動車産業用 3.000 浮上分離処理 0.~5.2 y=0.392+1.49x 

製造業 ゴム部 r=0.963 

302 セメント製品製査 軽量気泡コンク 1930 PH処理沈降 0.9~4.7 y=0.5争十1.32x

業 リート製品 7亡=0目915

306 黒鉛電極製造業 人造黒鉛電極 1850 PH処理 4.2~30.6 ゲ=1.05-十1.09x

凝集剤処理 r=0.978 

活性汚泥処理 1. 2~2.5 

313 電気炉による 鋼塊.鋳片およ 2500 ろ過処理 y=0.772.十1.01x

製鋼圧延業 び鋼材 凝集剤十てよる処 cvyニ 0.206 γニ 0.534

理 CVxcニ0.197 

313 鉄鋼業 鉄鋼製品 2940 ろ過及び浮上分 1.9~6.0 21=1.4 Z.十0.956x

異形棒鋼 離 r=0.941 

313 製鉄及び圧延業 一般構造用 200 ろ過処理 1.8~2.4 ゲ=1.3十0.636x

圧延鋼材形鋼 r=0.577 

2種 0.4 8 7 

313 主韓関及び圧延業 棒鋼.鋼片 2800 ろ過.摸窮てよる 3.~6.0 y=0.7+1.31x 

ァ'=0.881

314 鋼材製造業 小型条鋼 460 凝集沈殿 0.5 き~ 29.2 ゲ=019-十2.14x

間斑き】ザ注接濃ン度フ3持ル却五の市7.kみkltはラ
r=O目999

314 伸綜業 ピアノ糠ー硬鋼 2000 凝集処理 1~8.7 y=1.l4-十1.30x

線 r=0.986 

314 伸線業 ステンレス銅線 400 活性汚泥処理 2.号-10.3 y=1.l+1.20x 

撰集剤による吏毘 r=0.891 

nv 
q
L
 



主な製品名 排水量
主な処理方法 指定計測法値 簡易COD計業 種 (mY8) 

の要動福(mg-/.乙〕

3]4 伸線業 硬鋼糠 736 凝集剤処理 6.1.......10.8 y=25-十1.16x

363 自転車部品 自転車部品 ァ=0.879

製造業

314 伸線業 ワイヤーロープ 500 凝集斉IJKよる処理 4.2.......9.6 y=5目】+0.387x
銅線

浮上分離処理
γ=0.739 

空気又は酸素K
よる曝気

314 鋼管製造業 ステンレス鋼管 700 凝集剤による処理 10.φ-28.5 y=lJ+lJ Ox 

ァ=0.968

316 鍛工品製造業 可鍛鋳鉄製継手 400 凝集剤Kよる処理 6.9-17.5 3戸 3.&十0.908x

γ=0.793 

316 鉄鋼業 鋳鋼品鍛造用品 420 一 3.0-5.7 y=-O.4十1.67x

γ.=0.868 

3]7 可鍛鋳鉄 金具類 950 凝集剤Kよる処理 2.砂-15.6 3戸=-0.6-十2.07x

鋳物業 自転車部品 7そ=0.978

3]7 鋳鉄管製造業 鋳鉄管 3000 次車塩素酸処理 3.4.......4.5 3戸 4.4-0.192x 

浮上分離処理 ァ=ー0.136

cv:♂=0.124 

3] 7 銑鉄鋳物 インコ守ットクース 500 凝集沈殿 シ-6 yニ1.41+1.46x

製造業 一般鋳物 γ=0.780 

321 非鉄金属製造業 金銀銅 650 接触曝気 2.2.......7.5 yニゴO.24+1.28x

y.，ク 1)ーン γ.=0.938 

322 亜鉛鉄板 亜鉛鉄板 800 F過・凝集処理 3-11.8 チ=1.92+0.95x

製造業 r=0.923 

323 アノレミニウム ヲレミニウム押出形機 1281 F床水没形接触 3.8-10.8 ダニ0.4+1.78x

アノレミニウム合含 サッシ 曝気法 r=0.896 

瓦延業 道路資材

323 アノレミニウム アルミニウム箔 2400 回転F床形 12.号、“34.2 y=3.5-十1.01x

銅合金圧延業 アルミニウム程わ 回転円桓法 Tニ0.954

加工品

323 金属製品製造業 アルミニウム 500 PH処理 5.8-144.1 y=8.4与十4.84x

押出型機 浮上分離処理 r=0.984 

凝集再j処理

324 非鉄金属 鉛合金地金 217 F過活性炭処理 ら-31.6 ダニ1.89-十0.95x

製造業 r=0.983 
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値 簡易COD計

( rd/臼〉 傍場時吉国(mryが

324 非鉄金属鋳物 スチール・ダイカスト 1100 F過 6~6.2 3戸一2.36十2.25x

製造業 フ.ラスチック成克ぽ口 接触曝気 ァ=0.969

324 非鉄金属製造業 アルミニウぷユfカスト 380 F過処理 2.0~7.0 y=1.71+L20X 

製品 浮上分離処理 r=OB93 

325 電線ケーブノレ 銅線 848 次亜塩素酸処理 3.6~9.0 ダ=0叶 1.43x

製造業 電線 凝集斉IJによる処理 ァ=0.980

メy キ線

332 機械器具製造業 化学機械冷却塔 11 凝集剤による 20ー25 y=8.3&十L53x

σTu=6.61% r=0.775 

333 金属製品 給排水金具 800 F過.凝集剤 1.7~13.4 y=0.7+L21x 

製造業 ァ=0.977

334 金属製品 アノレミサッシ 6000 F過.lP床71<没 1 .4~2.3 y=1.35-十0.47x

製造業 カーテンウオーノレ r=0.469 

334 金属製品 アノレミサッシ 1000 凝集処理 2-11.1 y=L7 4+ 1.3 2x 

製造業 r=0.908 

334 建築用金属製品 アルミサッシ・トマ 1300 凝集斉iによる処理 10.0-24.2 ダ=6.9-←1.52x

製造業 7亡 0.736

335 金属表面処理業 ネーム・プレート 900 還元+イオン焚換 6.4~6 4.9 ダ=-0.1十1.12x

十焼集沈般 ァ'=0.984

335 アルミニウム加工 アルミ形成 1600 凝集沈殿 2.7~6.3 y=31+0.71X 

製品製造業 r=0.421 

335 溶融亜鉛・メッキ めっき 750 凝集処理 22-223 グ=5.54十U 9x

γニ 0.999

335 メッキ加工業 樹脂メッキ部品 900 F過処理 6.9-21.9 y=1.4忌ト1.05x

凝集剤による克直里 r=0.947 

335 金属打披 給水用鋼管継手 650 撰集剤tてよる虹斑 2-4 y=0.4+2.72X 

r=0.846 

335 金属表面処理業 サッシュ 430 凝集剤による虹躍 5.3-68.1 y='ー0.4+2.33x

ドア 7・=0.997

同圃圃圃圃圃園』同 一一一一一一一
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値 簡易COD計

(mYB) に接動幅(mrr<t)

335 電気めっき業 亜鉛めっき 550 模集剤 72~450 y=-14.1+4.34x 

ニッケノレめっき 亜硫酸ナトリウム ァ.=0.938

335 鋼管製造業 電線管 350 空気又は酸素に 6~12 y=0.7 s+ 1.5 2x 

構造用鋼管 よる曝気 γ=0.950 

凝集剤

335 鉄鋼二次製品 めっき鉄鋼線 715 次亜塩素酸 2-4 y=2.69-十0.24x

製造業 亜気又は酸素K r=0.467 

よる曝気

335 アノレマイト加工業 アノレミ建材の 1248 凝集剤 2~4 y=1.l5十0.95x

表面処理.加工 P.H γ=0.98 

339 金属製品製造 LPG容器 170 凝集加圧浮上 4.8~3 2.8 チ=-4.32十2.l4x

r=0.99 0 

341 原動機製造業 内燃機関 500 凝集沈殿 4.6~114 y=8.55十2.46x 

γ=0.989 

342 機械製造業 トラクター 1500 活性汚泥 3.7~51 y=-5.69-十323x

コンノξイン F過 r=0.981 

347 一般産業用機械 チエンブロック 918 浮上分離 5.4~2 0 y=2.05十U2x

装置製造業 レバーフ.ロック 凝集剤 r=0.964 

349 軸受製造業 ホーノレ 1195 凝集剤による虻躍 4.8~2 9.4 y=-2.3-十2.62x

ベアリング 浮上分離処理 r=0.976 

349 軸受製造業 アーハーロープー 600 凝集加圧浮上 7.5~27.5 y=3.0&十1.66x

ベア 1):yグ 活性汚泥処理 r=0.970 

349 金属製品 ベアリング 450 活性汚泥 3 .4~.6 ゲ=22s+1.06x

製造業 r=0.613 

349 一般機械器具 各種ベア 1)ング 1500 活性汚泥 4.6-42.6 ゲニ2.91+2.63x

製造業 r=0.960 

351 電気器具 各種変圧器 400 浮上介離 4~2 1.2 ヂ=-0.57十22x

製造業 r=司0.962

351 電気機械器具 変圧器.小型モ一一 1300 凝集剤による処理 1.3-6.1 チ=02&十1.6x

製造業 ター 活性汚泥処理 7・=0.427

。T，x=021

一
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値

簡易 COD計
( mγ日〕 の変動信仰多/幻

351 電気機械器具 電動機.発電機 892 浮上分離処理 2.2~9.0 31=0.942十1.29x

製造業 制御盤

351 電気機械器具 ブラウン管 J2457 次亜塩素酸 3~5 31=2.62+0.7 1 x 

製造業 トランヅスタ P過 r=0.304 

357 

352 民生用電気機械 民生用電気器具 600 凝集剤十てよる処理 1.l~1 7.1 31=0.7十1.70x

器具製造業 活性斉IJvrよる処理 r=0.988 

354 プリント配線 工業用特殊機器 450 次亜塩素酸処理 4.2~9 2.3 31=-13.8与十4.33x

基板製造業 pH処理
アニ0.996F過知連

凝集斉腕斑

357 電子機器用 半導体 750 中和 1.2 1~5.6 1 yニ 0.66-十1.41x

部品製造業 ァニ0.802

357 電子部品製造業 半導体シリコン 4200 模集処理 3~25.2 y=1.73-十1.02x

ウエフア γ=0.99 

357 電子器用.通信機 圧着端子 420 F過 2.4~2 2 31='ー0.123-十1.57x

用部分品製造業 コネクター 活性汚泥 γエ 0.92】

357 電子機器用部品 ブラワン管 12457 次亜塩素酸 3~5 31=2.62+0.7 1 

製造業 トランヅスター p過 ァ=0.304

3]6 

359 電気機械器具 オイjlJ.:Jントロ吋νヲLグ 530 浮上分離処理 4.1~136 31=-3.7 ]十2.43x

製造業 ソレノイトコタイマー F過処理 γ=0.986 

ガコャ予Lゲ 接触曝気法

36] 自動車部品 自動車部品 750 凝集泣:巌十腐敗式 3.5 3~6.81 31=1.69-十1.04x

製造業 浄化槽 γ=0.905 

361 自動車製造業 自動車 4000 活性汚泥十 16.2~3 5.2 y=15.7+0.75x 

加圧浮上 r=0.771 

(π;::::] 8) 

361 自動車問付属品 自動車用オイノレ 90 浮上介離 1.8~4 1.0 31=-1.0 G-十1.85x

製造業 プレーキ 凝集斉IJ Tニ0.966

36] 自動車車体附随 乗用車，商用車 7200 凝集斉IJvrよる虻哩 5.8~13.4 y=2.07+1.25x 

車製造業 及びトラック系 活性汚泥処理 ァ=0.967

自動車ボデー

361 輸送用機械器具 船外材，二輪フ 460 撰集剤による紅白里 1.4~6.2 y=l.G-十1.45x

製造業 レーム，四輪部 活性汚泥Kよる
r=0.912 

処理
品塗装 接触曝気法
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業 種 主な製品名 排水量 主な処理方法 指定計測法値 簡易COD計
(ば/日〕 ¢要車市百田(沼多/乙〕

361 自動車部品 自動車部品 270 固定F床形 18.4-33.2 チ=-1.0】十1.56x

製造業 活性炭処理 r=0.911 

36] 機械器具 自動車部品 300 凝集F過 1.7-9.0 ダ=1.6&+0β9x

耳告吃JJ1止口
ァ=0.966

363 自動車部品製造業 自動車部品硬鋼 736 事瑛斉リ十てよる虻民里 6.1-10.8 3戸 2.5+136x 

314 伸線業 線 r=0.879 

369 産業用運搬車輔 コンテナー特苦主車輔 418 凝集斉1Jvc.よる提斑 33.7-54.9 y=l 6.7+ 1.0 3x 

製造業 鉄道分岐器 活性炭Kよる処理 r=0.693 

製造業

377 時計，部品 腕時計部品 295 活性汚泥 8-15.4 チ=1.37十1.38x

製造業 γ=0.914 

396 有機化学 発泡フ.ラスチック 100 浮上分離処理 10-50 y=1.46-十1.96x

γ=0.969 

401 商品卸売業 市場商品 480 活性汚泥 12-16.5 yニ4.48-十1.07x

r=O.8 60 

601 固有鉄道業 鉄道車輯修繕 1128 撰集剤による舵盟 6.2-24.2 y=1.7+ 1.37 x 

r=0.975 

7)] ガス業 都市ガス 酸化処理 2-6.0 ゲニ1.368+0.913x 

r=0.525 

7J1 ガス製造業 都市ガス 2400 凝集沈理主 3目5-5.7 y=3.66十0.121x

活性炭吸着 r=OJ 56 
σF3F012 
γ=1.29.x(Y x=019 

721 上水道業 上水及び工水 12000 凝集剤Kよる 1.2-15.2 y=0.J 04+1.69x 

722 工業用水道業
Tニ0.993

721 上水道業 上水 ー 2.7-61.4 yニー1.6(r十<-.J]x 

r=0.994 

721 上水道業 上水 1 471.5 沈殻 1.9-9.0 y=0.吾十1.39x

r=0.990 

721 上水道業 上水 5300 凝集剤Kよる脱 2目0-20.4 チ=026-←1.57x 

水F過 γ=0.995 
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法 指定計測法値 簡易COD計
(mγ日〕 崎重加直(m歩/乙〕

722 工業用水道業 工水及び 12000 凝集斉IJKよる 1. 2~1 5.2 y=OJ 04十1.69x

721 上水道業 上水 γ.=0.993 

722 工業用水道業 2510 活性汚泥 2.3~1 2.1 y=lJ 4+1J 7x 

γ=0.974 

723 下水道業 下水処理 7921 活性汚泥 7~11.7 y=4.09+0.81x 

r=0.945 

723 下水道業 下水処理 721 活性汚泥 5~9.8 y=-Oβ7+1.66x 

r=0.90 8 

723 下水道業 134000 活性汚泥 6.8~1 1.8 y=1.8 1十1.31x

r=0.859 

723 下水道業 11247 活性汚泥 7.2~16.7 y=2.3与十1.17x

ァ=0.846

723 下水道業 3033 活性汚泥 8.4~2 8.2 y=O.l 0&十1.76x

ァ，=0目952

723 公共下水道 68000 活性汚泥処理 9.5~3 0.7 3戸 2.02十1.53x

r=0.97 

723 下水道業 3000 活性汚泥処理 6.4~8.0 y=4.59+0.509X 

r=0.368 

cv y=0.0528 CVx=O目0525

723 公共下水道 活性汚泥処理 9.2~22.5 y=1.94十1.18x

ヂ=0.967

723 下水道業 76000 活性汚泥処理 44.7~1 04.0 y=7.9与←1.37x 

塩素滅菌 r=0.862 

723 下水道業 下水処理 8600 活性汚泥処理 6.2~8.9 3戸=1.7+1.17x 

γ=0.855 

723 下水道業 70000 スクリーン 1 0~12 y=4.4】+1.08x

活性汚泥 r=0.578 

CVず=6.04
723 汚水処理業 生活素排水 1200 活性汚泥 8~16 y=-4.6十2.0x

ァ=0.865
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業 種 主な製品名 排水量 主な処理方法
指定計測法値 簡易COD計

Crr(/臼) に要動揺(mg/ρ

723 下水道業 生活排水 90000 活性汚泥 6.0~19.9 3戸1.12十1.12x

工場排水 r=0.7】6

723 下水道業 生活排水 42000 活性汚泥処理 5.2~9.8 y=0.50-十1.04x

r=0.875 

723 下水処理業 42000 スクリーン 2.1 ~4.8 y=1.】 2+1.12x 

活性汚泥 ァ=0.630

CVy=OJ79 

723 下水道業 下水処理 8486 破砕，活性汚泥 4.7~7.4 ヂニ0.7+1.21x

γ=0.932 

751 旅館業 500 活性汚泥 7. 7~1 3.3 y=0.7十1.1lx 

7・=0.933

806 公園遊園地 5.5~29 y=-1.35-十1.69x

γ=0.984 

809 水族館 800 凝集予刊による処理 4.8~8.0 3戸0.824+1.4 4x 

(し尿浄化槽〕 好気性消イ拠理 ァ=0.827

CVy=OJ 37 

881 病院 483 活性汚泥 5~7.2 y=4.33+0.45x 

r=0.568 

881 病院 200 散7J<iP床形 19~18 0 y=5.39-ト1.24x

r=0987 

881 病院 1000 天日乾燥 10~130 y=戸 OJ5チト1.70x

914 高等教育機関 活性汚泥 ァ=0.993

881 病院 研究検査試験 118 J 活性汚泥処理 3.3~2 2.0 チ==-OJ1+1.66x 

排水 浮上分離処理 ァ，=0目998

F過処理

881 病院 生活排水 430 活性汚泥処理 17.0~87.5 ダ=-3.8かト1.58x

r=0982 

881 病院 400 活性汚泥 1 2.0~9 9.4 y=1.4&十1.49x 

r=0.959 

894 し尿処理業 し尿処理 6500 嫌気性消化処理 8.0~3 5.9 y=-O.l+1.49x 

活性汚泥処理 r=0966 

- 27-



業 種 主な製品名
排水量 主な処理方法

指定計測法値 簡易COD計
(mグB) 0:$]動揺(mg/.ρ

894 し尿処理業 し尿処理 850 活性汚泥 1 0~1 7.9 :;=1.l去十1.16x

砂F過 r=0.804 

894 し尿処理業 し尿処理 3600 嫌気性処理 1.5~2 0.6 :;=3.8十0.83x

活性汚泥 7て=0.632

894 ごみ処理業 ごみ焼却 507 活性汚泥 7~1 7.1 yニ 1.64+1.17x 

r=0.695 

894 清掃業 304 活性汚泥 0~37 :;=1.4忌十0.700x

(ゴミ焼却〕 r=0.952 

894 清掃業 一 4600 活性汚泥 1 7.8~3 7.9 :;=-2β6十1.55x

(ゴミ焼却〕 r=0.883 

894 清掃業 都市ゴミ 1000 撰集剤Kよる処理 3.3~15.5 :;=1.0与←0.968x

(ゴミ焼却〕 活性汚泥 γ=0.984 

894 し尿処理業 480 活性汚泥処理 7.5~1 0.6. :;=9.94-0.192x 

γニ=-0.199 

CV:;=0.0934 cv必二一O.J36 

894 し尿処理業 2400 活性汚泥処理 4.4-44.0 :;=0.862十1.J2x 

r=0.974 

894 し尿処理業 1866 F過処理 2 8.4~48:5 3戸 9.3件 0.995x

凝集剤による処理 γ'=0.953 

894 し尿処理業 1200 凝集剤Kよる処理 2 5.3~7 1.4 :;=一0287十1.35x

活性汚泥却遅 γ=0.971 

894 し尿処理業 750 活性汚"if't:!Jl.盟 2.1~4.5 :;=1.4か←0.971x

γ，=0.8 5 2 

894 し尿処理業 1500 活性汚泥 7.1~16.5 :;=u}十1.l6x

オゾン r=0.950 

894 し尿処理業 660 遠心分離 29.2~59.6 :;=6.7+1.08x 

活性汚泥 r=0.74 0 

894 し尿処理業 し尿処理 750 好気性?角イt処理 8.0-13.5 ダ=1.7十1J9x

活性汚泥処理 r=0.793 

-28-



業 種 主な製品名 排水量 主な処理方法 指定計測法値
簡易COD計

(mY日) に要重掘り7fJ/'L) 

894 し尿処理業 し尿処理 1500 活性汚泥処理 30.3~4 9.1 y=ー0.&十1.54x

γ=0.8 91 

894 し尿処理業 2896 活性汚泥 1 3~16 3戸 8.9&十0.58x

接触曝気 r=0.806 

894 一般廃棄物 220 活性汚泥処理 14.~2 1.8 ダ=5.62'十0.962x

焼却場 r=0.910 

894 し尿処理業 生活排水 2098 活性汚泥 1 1.&--29.7 y=0.97+1.39x 

γ=0.976 

894 し尿処理業 生活排水 1135 活性汚泥 1 5.4~3 7.8 y=4.35-←1.50x 

γ=0.950 

894 し尿処理業 し尿 1600 活性汚泥処理 3 2.&--5 3.6 y=4.9-十0.96x

7ロ 0.513

894 し尿処理業 10000 沈砂，沈股→ 4.&--6.6 y=2.53-十0.738x

エアレーショ子税殿 r=0.730 

→塩素混和

894 し尿処理業 4500 活性汚泥 2.9~5.8 y=3.3かト2.87x

r=0.698 

R 94 し尿処理業 生し尿 900 活性汚泥 3 1.1~6 2.1 チ=4.48x1.59x

γ=0.9 4 5 

894 し尿処理業 2200 活性汚泥 30.~44.2 .15.8+1.03x 

γ=0.926 

894 し尿処理業 900 活性汚泥 7.7~2 2.9 y=0.ひ十1J4x

凝集荷:JI'Lよる γ=0.995 

894 し尿処理業 900 嫌気性消化 3 6.2~4 2.8 y=15.2-十0.84x

r=0.660 

CVy=429 σ7x=4.5% 

899 その他の保健 回収抽 544 F過 1 1ーシ-22.3 .10.4】7+0.665x

895 及び清掃業 浮上分離 r=0.7 0 1 

899 廃油処理業 廃油処理のため 350 凝集剤 1.~1 4.1 .11.3+0.738x 

895 油化分離 r=0.9 46 
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業 種 主な製品名
排水量

主な処理方法
指定計測法値 簡易COD計

(mY日〕 句題掘(祝r-乙)

9J4 高等教育機関 1900 天日乾燥 10-130 ダニー 0.159-十1.70x

881 病院 活性汚泥 r=0.993 

914 名城大学 356 浮上分離処理 8.4-105.0 yニ6.27十1.24x

ァ=0.848

9J4 試験研究機関 313 活性汚泥処理 3.8-19.9 31=-1.31十1.98x

アエ0.971

914 試験研究機関 洗浄施設排水 800 活性汚泥処理 4.8-15.2 y=O.l2+1.36x 

生活素排水 r=0.983 

949 住宅団地 住宅団地排水 662 長時間パッキ 5.3-15.3 31=-1.7+ 1.50 x 

ァ=0.825

952 と畜業 食肉 435 活性汚泥処理 3号-65 31=6.4十1.01x

γ=0.8 94 

952 と畜業 牛豚枝肉 800 活性汚泥 9.少-22.1 y=5.6ひ+0.89x

Tニ 0.703
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