
絶縁

No. 年月日 備考

1 2008.11.30

2 2008.12.7

3 2008.12.12

4 2009.1.11

5 2009.2.3

6 2010.9.7

7 2011.10.4

8 2013.3.25

9 2014.3.17

10 2015.2.9

11 2016.2.15

12 2016.2.15

13 2016.12.29

14 2017.1.17

15 2019.2.25

16 2019.2.25

17 2019.12.9

18 2020.1.27

衛生ポンプ設備管理台帳

設備番号 P-CW521 設置場所 地下機械室

名称 No.1&No.2飲料水系揚水ポンプ 設置台数 ２台交互運転

宗像ユリックス本館

型式 50MS3M（バランスディスク形） 形式 ３層誘導電動機(1K)

種類 多段渦巻ポンプ 定格出力 3.7kw

口径 50φmm 定格電圧 3Φ400V

水量 250 l/min 定格電流 7.6A

揚程 35mAq 極数 4poles

回転数 1750rpm E  ins.class 

所要動力 3.7kw 同期回転数 1710rpm

製造番号 P7887497.1(No.1) 制御方式

製造年月 1987 製造番号 70203061/66

製造者名 荏原製作所 製造年月

ベアリング(負荷側) 吸込　6207ZZ 製造者名 荏原製作所(東芝)

ベアリング(反負荷側) 吐出　6306ZZ ベアリング(負荷側) 6207ZZ

防振架台 エバラ　DB-4 ベアリング(反負荷側) 6206ZZ

パイプサイレンサー

備考：　グランドパッキン寸法34×54×9.5　（ポンプ吸込側3本・吐出側4本）

          カップリングゴム寸法M14×4ケ  　　カップリングボルト：SCLAB-Y214

          グランドパッキン：日本バルカー工業　7202W　　　　日本ピラー工業：♯6502L

修理・改修・代替の内容 業者名

ポンプ吐出側グランドパッキン3本取替（No.1揚水ポンプ） 共栄

カップリング（継手）ゴム取替（No.2揚水ポンプ） 共栄

カップリング（継手）ゴム取替（No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込側グランドパッキン3本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吐出側グランドパッキン4本取替(No.2揚水ポンプ） 共栄

カップリング（継手）ゴム取替（No.1揚水ポンプ） 共栄

カップリング（継ぎ手）ボルト交換（ゴム含む） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.2揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.2揚水ポンプ） 共栄

2009年2月5日

ポ

ン

プ

本

体
電

動

機

付

属

設

備

軸受け用タービン油：ダフニータービンオイルK2213,2種,ISO VG-46

No.1ポンプカップリングボルト交換（ゴム含む） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.2揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

ポンプ吸込・吐出側グランドパッキン7本取替(No.1揚水ポンプ） 共栄

No.1,2ポンプカップリングボルト交換（ゴム含む） 共栄

ポンプモータベアリング交換（No.1,2ともに） 西電興産



19 2020.8.11 テフロンへ変更

20

21

絶縁

No. 年月日 備考

1 2006.12.18

2 2008.11.29

3 2008.12.5

4 2010.9.7

5 2011.2.17

6 2011.9.5

7 2012.12.17

8 2013.3.18

9 2013.12.24

10 2014.12.28

11 2015.2.9

12 2015.11.16

13 2016.2.15

型式 80MS2M（バランスディスク形） 形式 ３層誘導電動機(1KK)

平成21年2月5日

設備番号 P-WW522 設置場所 地下機械室

名称

種類 多段渦巻ポンプ 定格出力 7.5kw

口径 80φmm 定格電圧 3Φ400V

水量 500 l/min 定格電流

揚程 35mAq 極数 4  poles 

回転数 1750rpm B  ins.class 

所要動力 7.5kw 同期回転数 1730rpm

ポ

ン

プ

本

体

70324352/60

メタル(負荷側)

製造番号 P7887498.1(No.2).2(No.1) 制御方式

製造年月

修理・改修・代替の内容 業者名

No.1,No.2（吸込側・吐出側）グランドパッキン取替 共栄

          グランドパッキン：日本バルカー工業　7202W

軸受け用タービン油：ダフニータービンオイルK2213,2種,ISO VG-46

No.2揚水ポンプオイル交換 共栄

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換

No.2揚水ポンプ　オイル交換・継手ゴム取替 共栄

No.1揚水ポンプ　オイル交換・継手ゴム取替 共栄

No.1揚水ポンプカップリングゴム交換 共栄

共栄ビル

No.1,2揚水ポンプオイル交換 共栄

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換 共栄ビル

No.1,2揚水ポンプオイル交換

ポンプ吐出側バルブ（GV）交換 森田設備

衛生ポンプ設備管理台帳 宗像ユリックス本館
作成者：

No.1&No.2雑用水系揚水ポンプ 設置台数 ２台交互運転

吸込側 6308ZZ 製造者名 荏原製作所(東芝）

製造年月

1987 製造番号

メタル(反負荷側) 吐出側 6309ZZ ベアリング(負荷側) 6306UU

電

動

機

製造者名 荏原製作所

6308UU

パイプサイレンサー

備考：　グランドパッキン寸法40×60×9.5　　（ポンプ吸込側3本・吐出側3本）

          カップリングゴム寸法M14mm×6ケ　　　　　カップリングボルト：SCLAB-Y214

付

属

設

備

防振架台 エバラ　ＤＢ－５　 ベアリング(反負荷側)

No.2揚水ポンプオイル交換 共栄ビル

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換 共栄ビル

No.1,2揚水ポンプオイル交換 共栄

共栄

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換 共栄



14 2016.10.17

15 2016.12.29

16 2018.2.22

17 2019.2.25

18 2019.2.25

19 2020.8.11

20 2020.8.24

作成者：

No.1,2揚水ポンプオイル交換 共栄

No.1,2揚水ポンプオイル交換 共栄

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換 共栄

No.1,2揚水ポンプオイル交換 共栄

No.1,2揚水ポンプグランドパッキン交換 共栄

No,1,2揚水ポンプ吐出側バルブ交換 森田設備

No,1,2揚水ポンプ吸込側バルブ交換 森田設備



No. 年月日 備考

1 2005.5.23

2 2014.1.6

3 2014.7.25

4

5

6 2013.5.27

7 2010.8.3 宗像市管轄

8 2001.10.25

9 2014.5.4

10 2015.4.29

11 2015.5.18 12期ー6改修工事

12 2015.6.17

13 2016.4.20

14 2016.6.28

15 2016.11.08

16 2016.11.08

飲料水水槽管理台帳 宗像ユリックス本館 2002年9月1日

設備番号 受水槽：T-CW501 設置場所 高置水槽：T-H511

名称 飲料水水槽 設置台数

原水の種類 浄水（市水） 種類（NO.2） 滅菌用薬注定量ポンプ共

通

事

項

水槽の用途 飲料水 形式 DCLPW-60-ATCF-HWJ

給水方式 高置水槽方式 吐出量 60ｍL/min

種類 ＦＲＰ床置き型 吐出量調節 ストローク長1-300/min

形式 ＦＺ－１８－Ａ タイプ ソレノイド駆動式

容量 15m3 1.0MPa

寸法 2.0m*3.0m*3.0m 定格電圧 1φ100～240V

設置場所 地下機械室（屋内） 平均消費電力 18W

製造番号 ２４Ｊ－００１６ 製造番号 147Ｗ0552

製造者 積水工事（株） 製造者 タクミナ

最大電流 2.5A

種類（NO.1） 滅菌用薬注定量ポンプ

種類 ＦＲＰ床置き型 形式 PZD-61-CL-HWJ

ＦＪ－６－Ｂ１ 吐出量 60ｍL/min

容量 4m3 吐出量調節

形式

寸法 1.5m*2.0m*2.0m 最高ストローク 300rpm

設置場所 大Ｈ高置水槽室（屋内Ｒ階） 最高吐出圧力 1.0MPa

製造番号 定格電圧 1φ100～240V

製造者 積水工事（株） 平均消費電力 18W

製造番号 06AP0259

製造者 タクミナ

付

属

部

品

最大電流

修理・改修・代替の内容 業者名

No.2高置水槽飲用水排水バルブ取替（漏水の為） 共栄ビル

飲用水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ次亜注入口ﾁｬｯｷ弁本体交換(No.1,2) 共栄ビル

No.2飲用水薬注ポンプ本体交換 宗像管工事

（No.2薬注ポンプ下部継手を変更）

脱泡継手→ホース継手タイプへ部分変更

飲用水用高置水槽内の接合ボルト交換(No.1,2) 小田設備

北ゾーン全体用量水器本体交換 宗像管工事

ボールタップ（20A（3/4B))材質BCダブルアクション 不明

No.1飲用水次亜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出量変更（ストローク50→100、パルス4→5へ） 共栄ビル

No.1,2飲用水次亜ポンプ注入量設定変更（ストローク（spm)３０→４０へ） 共栄ビル

No.1,2高置水槽二次側仕切弁(100A)交換 森田設備開発

ケミカルタンク本体更新 小田設備

No.1,2次亜ﾎﾟﾝﾌﾟ設定変更（ストローク）35→40へ 共栄ビル

No.1,2次亜ﾎﾟﾝﾌﾟ設定変更（ストローク）40→45へ 共栄ビル

No.2次亜ポンプ下部継手部品交換 共栄ビル

No.1,2次亜ﾎﾟﾝﾌﾟ設定変更（ストローク）45→40へ 共栄ビル

受

水

槽

最高吐出圧力

高

置

水

槽

2.5A



17 2017.4.16

18 2018.6.4

19

No. 年月日 備考

1 2006.12.18

2

3 2009.3.9

4 2001.11.16

5 2001.10.25

6 2001.10.25

7 2015.5.18 12期ー6改修工事

8 2020.5.25

9

10

11

12

No.1,2次亜ﾎﾟﾝﾌﾟ設定変更40spm、8.0mL/minへ 共栄ビル

宗像ユリックス本館

No.2受水槽排水バルブ取替修理 協和管工

作成者：

水槽の用途 雑用水 形式

2002年9月1日

名称 雑用水水槽 設置台数

雑用水水槽管理台帳

給水方式 高置水槽方式 吐出量

種類 ＦＲＰ床置き型 吐出量調節

形式 ＦＱ－４０－Ａ

容量 35m3 最高吐出圧力

寸法 2.5m*4.0m*4.0m

設置場所 地下機械室（屋内） 平均消費電力

製造番号 ２４Ｊ－０７１７ 製造番号

製造者 積水工事（株） 製造者

種類 ＦＲＰ床置き型

形式 ＦＪ－１２－Ａ１

寸法 1.5m*4.0m*2.0m

容量

設置場所 大Ｈ高置水槽室（屋内Ｒ階）

製造番号

製造者 積水工事（株）

修理・改修・代替の内容 業者名

水槽壁隅部補強アングル部より漏水の為、防水処理

アングル取替（No.2受水槽側） 宗像管工・積水工事

管理棟ＷＣ雑排水用ゲートバルブ交換（AC208機械室内）

受水槽電極棒取替（ステンレス１本） 不明

給水用定水位弁（ＦＭバルブ）交換（サイズ10K-80A) 不明

ボールタップ（20A（3/4B))材質BCダブルアクション 不明

No.1,2高置水槽二次側仕切弁(100A)交換 森田設備開発

No.1雑用水受水槽排水バルブ交換 協和管工

設備番号 受水槽：T-WW502 設置場所 高置水槽：T-H512

共

通

事

項

原水の種類 浄水（市水）

付

属

部

品

種類 なし

受

水

槽

定格電圧

高

置

水

槽

9m3



13

14

15

作成者：



No. 年月日 備考

1 2004年 改修工事

2 2015.11.16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

排水ポンプ設備管理台帳
設備番号 P-D601 設置場所 地下機械室ピット(No.1冷温水機西側床）

名称 地下機械室湧水ピット揚水ポンプ 設置台数 ２台交互運転

型式 DNJ型 形式

種類 水中汚水型 定格出力

口径 65φmm 定格電圧 3φ400V

水量 500 l/min 定格電流

揚程 12mAq 極数

絶縁

所要動力 2.2kw 同期回転数

回転数

製造番号 制御方式

製造年月 製造番号

製造者名 荏原製作所 製造年月

ベアリング(負荷側) 製造者名

ベアリング(反負荷側) ベアリング(負荷側)

防振架台 ベアリング(反負荷側)

パイプサイレンサー

No.1,2ポンプ本体、電極棒、電極端子台更新 ミノル設備工業

宗像ユリックス設備 2020年1月改

宗像ユリックス設備 2015年11月改

オイル交換・分解清掃（取り外し・再取付・試運転含む）

作成者：

排水ポンプ設備管理台帳

ポ

ン

プ

本

体
電

動

機

そ

の

他

修理・改修・代替の内容 業者名

設備番号 P-D602 設置場所 地下機械室行き北階段室ピット



No. 年月日 備考

1 2015.11.16

2 2020.1.20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ポ

ン

プ

本

体

型式 50DN6.75

種類 水中汚水型 定格出力

所要動力 0.75ｋｗ 同期回転数

3φ400V

1.8A

製造番号 P19779652.1 制御方式

揚程 10m 極数

P19779652.2

製造年月 2019.12

製造者名 荏原製作所

ベアリング(負荷側)

ベアリング(反負荷側)

修理・改修・代替の内容 業者名

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ本体（２台） 森田設備

名称 地下電気室湧水ピット揚水ポンプ 設置台数 ２台交互運転

0.75kw

口径 50φmm 定格電圧

水量 200 l/min 定格電流

電

動

機

形式

2

回転数 絶縁 E種

そ

の

他

No.1,2ポンプ本体、電極棒、電極端子台更新 ミノル設備工業

作成者：

排水ポンプ設備管理台帳 宗像ユリックス設備2020年1月改

設備番号 P-D603 設置場所 東ゾーン便所床下ピット

名称 東ゾーン床下湧水ピット揚水ポンプ 設置台数 ２台交互運転

ポ

ン

プ

本

体

型式 50DN6.75

電

動

機

形式 FDS



No. 年月日 備考

1 2016.3.7

2 2020.1.20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2P
ポ

ン

プ

本

体
電

動

機

種類 DNJ型 定格出力 0.75ｋｗ

口径 50φmm 定格電圧 3φ400V

吐出量 200 l/min 定格電流 1.8A

全揚程 10m 極数

絶縁 E

製造番号 P19779654.1 最高周囲温度 40℃

P19779654.2

製造年月 2019.12

製造者名 荏原製作所

「消耗部品」

メカニカルシール：15φ（１年または6000時間で交換）

（２～５年に１回でオーバーホール）

修理・改修・代替の内容 業者名

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ本体（２台）・保持器・電極交換 宗像管工事

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ本体（２台） 森田設備

作成者：

排水ポンプ設備管理台帳 宗像ユリックス設備 2015年3月改

設備番号 P-D604 設置場所 図書機械室床下ピット

名称 図書便所湧水ピット揚水ポンプ 設置台数 ２台

ポ

ン

プ

本

体

型式 50DN6.75

電

動

機

定格出力 0.75kw

種類 非自動形汚水雑排水用 定格電圧 3φ400V

口径 ５０A 定格電流 1.8A



No. 年月日 備考

1 2015.3.12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ポ

ン

プ

本

体 電

動

機

水量 200L/min 極数 ２P

全揚程 10m 絶縁階級 E

回転数

所要動力 0.75ｋｗ

製造番号 P14778361.1～61.2

製造年月 2015.2

製造者名 荏原製作所

そ

の

他

修理・改修・代替の内容 業者名

ポンプ本体交換（２台） 小田設備

作成者：

排水ポンプ設備管理台帳 宗像ユリックス設備 2009年3月改

設備番号 P-O605 設置場所 地下機械室内（冷却水防錆タンク前）

名称 奈落床下ピット湧水揚水ポンプ 設置台数

ポ

ン

プ

本

体

型式 50SQG62.2B

電

動

機

種類 ３相誘導電動機

種類 自吸式渦巻型 定格出力 2.2kw

口径 40φmm 定格電圧 ３φ400V

水量 200L/min 定格電流 5.0A



No. 年月日 備考

1 2015.11.16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ポ

ン

プ

本

体
電

動

機

揚程 18m 極数 4　poles

回転数 1800rpm 絶縁 F ins.class 

所要動力 2.2kw 同期回転数 1755rpm

製造番号 P15744103 制御方式

製造年月 2015.11 製造番号 15040093974

製造者名 荏原製作所 製造年月 2014

ベアリング(負荷側) 6305ZZ 製造者名 荏原製作所(東芝)

ベアリング(負荷側) 6206ZZ03

そ

の

他

防振架台 ベアリング(反負荷側) 6205ZZ03

パイプサイレンサー エバラ　ＤＢ－２　 型式 IKH3

FORE FBKA21E

FRAME 100L

RETING S1

「消耗部品」

（ポンプベアリング）：6305ZZ

（モーターベアリング）：（負荷側）6306ZZ03 （反負荷側）6205ZZ03

修理・改修・代替の内容 業者名

ポンプ本体更新 ミノル設備工業

作成者：



型式

製造者名

ベアリング 負荷側

反負荷側

No. 年月日 備考

1 2004年3月11日

2

3

4

5

6

7

8

9 2011.10.30

10 2012.12.25

11

12

13

14

ボイラー管理台帳

設備番号 B／551 設置場所 地下機械室

名称 給湯ボイラー 設置台数 １台

宗像ユリックス本館

名称 真空式給湯ボイラ－

製造番号 400

（圧力容器適用除外品） 型式 MV - 25D - A

温水ヒ－タ型式 SV － 100 燃料 A 重油

製造者名 昭和鉄工（株）

最高使用水頭圧 50 mAq

燃料 A 重油 電源 3φ,　400Ｖ， 60Hz

最大油使用量 13.9 ℓ／h

給湯回路最大流量 70 ℓ／min.

差圧5 mH2O, 370 mmHg

ヒ－タ総出力 100,000 kcal／h

制御方式 バ－ナ ON-OFF 制御

製造番号 513 型式 YEFOUP － K

ファンモ－タ　（3相誘導電動機）

製造年月 62年 9月 出力 2Ｐ，　0.4 ｋＷ

製造者名 昭和鉄工（株） 電源 3φ,　400Ｖ， 60Hz

電流／回転数 0.9 A ／3400 ｒｐｍ

絶縁階級 E

伝熱面積 2.87㎡ 6203UU

6203UU

製造番号 D291267

流量メーター メーカー：オーバル 製造年月 1987

製造者名 日立

オイルプレヒ－タ－

型式／製造番号 OH - 025／5044

修理・改修・代替の内容 業者名

（消耗品）

本

　

体

GFS-EAD 5-18 kgf／cm2

NIPPON GEROTOR CO., LTD.

型式：　LS5076-20

燃焼室洗缶整備、オイルバーナー整備 昭和ネオス（株）

熱交換器取替、熱媒水補充・入替

マイコン取替、組替

バーナー部品取替（ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ・伝導軸・ﾊｲﾊﾟｰｲｸﾞﾅｲﾀｰ他）

缶体付属部品取替（真空ﾎﾟﾝﾌﾟ・２方弁・溶解栓他）

真空漏れリークチェック

　　　　　　　　ｽﾄﾚｰﾅﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾄﾚｰﾅ用Oﾘﾝｸﾞ）

燃焼調整

真空復旧、立ち上げ試運転調整

燃料用流量メーター電池交換、再取付、"0"カウンター開始 共栄ビル

2002年9月1日

付

　

属

　

設

　

備

オイルバ－ナ　（ガンタイプ）

バ－ナオイルポンプ

燃焼室内洗浄（設定：90℃OFF,70℃ON） 昭和ネオス（株）

オイルバーナー整備、部品交換

製造者名 200V／0.25 kW

製造者名 SHOWA

（ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟｶﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ、ﾀﾞｲｽﾀｯﾄ

ボイラー流量計バッテリー：3年に1回交換すること　　　（8時間動作/日で約8年）

燃焼確認、排ガス測定



15 2013.5.20～23

16 2017.6.3

17

作成者：

燃料用流量メーター電池交換、再取付、"0"カウンター開始 共栄ビル

貯湯槽配管漏水修理 小田設備



No. 年月日 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

貯湯槽管理台帳 宗像ユリックス本館 平成14年9月1日

設備番号 T-ST／552 設置場所 地下機械室

名称 給湯用 貯湯槽

種類 ステンレス(SUS444)製立型6圧力容器

本

体

容量 25 m3

型式

寸法 1,200φ × 2,100H、 板厚6t

給湯方式 ラインポンプ循環式

原水の種類 市水

水槽の用途 シャワ－等への給湯

製造番号

製造年月 1962年11月

製造者名 （株）小堀製作所

付属機器

水高計、温度計、マンホ－ル

修理・改修・代替の内容 業者名

作成者：




