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1) 法 
下水道法（昭和 33年法律第 79号）をいう。 

2) 施行令 
下水道法施行令（昭和 34年政令第 147号）をいう。 

3) 施行規則 
下水道法施行規則（昭和 42年建設省令第 37号）をいう。 

4) 流総計画 
下水道法第２条の２第１項に規定する「流域別下水道整備総合計画」をいう。 

5) 流総指針  
 「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説」（平成１１年版、社団法人 日本下水

道協会）をいう。 
6) 削減目標量 

下水道法第２条の２第２項に規定する「削減目標量」をいう。 
7) 削減方法  
 下水道法第２条の２第４項に規定する特定終末処理場について定められた窒素又は燐

に係る削減目標量を達成するための方法をいう。 
8) 特定終末処理場 
 下水道法第２条の２第４項に規定する「特定終末処理場」をいう。 

9) 高度処理終末処理場 
 下水道法第２条の２第４項に規定する「高度処理終末処理場」をいう。 

10)個別処理方式  
 特定終末処理場に対して定められた窒素又は燐に係る削減目標量について、その削減
目標量の全てを、自ら高度処理を実施することにより削減する方式をいう。 

11) 共同負担方式  
高度処理を効率的に行うことができる特定終末処理場を管理する地方公共団体が、他

の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして自らの削減目標量を超えて削

減する方式をいう。 
12) 高度処理共同負担制度  

他の地方公共団体の削減目標量の一部を肩代わりして削減する地方公共団体の申出に

より、共同負担方式により削減を実施する制度をいう。 
13) 計画放流水質  
 下水道法施行令第５条の６第２項に規定する「計画放流水質」をいう。 

14) 計画処理水質 
   流総計画の最終年次における計画処理水質であり、下水道の施設整備と下水道以外の

汚濁負荷対策をあわせて実施した場合に、流総計画の対象水域の将来水質が水質環境基

準を達成するよう定める。 
 
15) 水質環境基準 
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下水道法第２条の２第１項で規定する「水質環境基準」をいう。 
 
注）高度処理共同負担制度の法令上の取り扱い 
 高度処理共同負担制度とは、費用負担を受けて高度処理を実施する地方公共団体が、自ら

の処理区域内の下水を処理する（自らの事務を実施する）ものであり、費用を負担する地方

公共団体の処理区域内の下水を処理するものではないため、地方自治法第２５２条の１４に

規定する事務の委託を受けることや事務の一部を共同処理することとは性格を異にするもの

である。 
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第１章 総則 
 第１節 適用 

本ガイドラインは、特定終末処理場を管理する地方公共団体が、高度処理共同負担制度の

活用等削減目標量を達成するために必要な対策を立案し、事業計画を策定し、円滑な事業を

行うためのガイドラインである。 
〈解説〉 
 平成 17年 6月に下水道法の一部が改正され、閉鎖性水域における高度処理の積極的な推進
のために、流総計画のうち一定の要件に該当する水域又は海域を対象水域として策定される流

総計画に記載される全ての終末処理場に対して、窒素又は燐に関する削減目標量が定められる

こととなった。 
 これに伴い、特定終末処理場を管理する地方公共団体は、削減目標量を達成するため自ら削

減するか、全部又は一部を他の地方公共団体が管理する高度処理終末処理場に肩代わりしても

らうか、について検討し、事業計画を定める必要がある。 
 本ガイドラインは、特定終末処理場を管理する地方公共団体が、高度処理共同負担制度をは

じめとして削減目標量を達成するための効率的な削減方法について検討し、円滑な事業を行う

ためのガイドラインである。 
 
第２節 高度処理共同負担制度の対象施設 

 高度処理共同負担制度の対象となる終末処理場は、窒素又は燐についての水質環境基準が

定められた閉鎖性水域に係る流総計画において削減目標量が定められた特定終末処理場であ

る。 

〈解説〉 
 窒素又は燐の水質環境基準が定められた閉鎖性水域に係る流総計画は表 1-3-1の通りである。
このうち、施行令第２条の２で定める要件に該当する水域及び海域についての流総計画では、

終末処理場ごとの削減目標量を定めなければならない。 
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表 1-3-1 窒素又は燐の水質環境基準が定められた閉鎖性水域に係る 

策定済又は策定中の流総計画 
都道府県 流総計画
北海道 函館海域、常呂川・網走川
青 森 陸奥湾 
岩 手 北上川 
宮 城 仙塩 
福 島 ［阿賀野川］、［新田川等］ 
茨 城 利根川、那珂川・久慈川、［霞ヶ浦］ 
群 馬 利根川 
埼 玉 中川、荒川 
千 葉 利根川、東京湾 
東 京 多摩川・荒川等 
神奈川 東京湾 
石 川 梯川・大聖寺川、犀川・大野川 
長 野 信濃川、天竜川、［木曽川］ 
岐 阜 木曽川・長良川、庄内川、［揖斐川］ 
静 岡 浜名湖 
愛 知 渥美湾等、知多湾等、名古屋港海域等 
三 重 中南勢水域、四日市・鈴鹿水域、英虞湾水域、東紀州水域、［木津川上流水域］ 
福 井 若狭湾 
滋 賀 琵琶湖［淀川・大阪湾］ 
京 都 若狭湾西部、大阪湾・淀川 
大 阪 大阪湾 
兵 庫 播磨灘、大阪湾 
奈 良 紀ノ川、大和川、［木津川］ 
和歌山 紀ノ川、有田川・紀中地先海域、田辺湾 
鳥 取 ［斐伊川］ 
島 根 斐伊川 
岡 山 児島湖、旭川・吉井川、［備讃瀬戸］ 
広 島 黒瀬川、江の川、［広島湾］、［燧灘］、［備讃瀬戸］ 
山 口 平生湾、［光地先水域］、［広島湾西部水域］、［周防灘］ 
徳 島 吉野川 
香 川 備讃瀬戸、［播磨灘］、［燧灘］ 
愛 媛 重信川、［燧灘］ 
高 知 浦戸湾 
福 岡 矢部川、［博多湾］、［周防灘］、［有明海］ 
佐 賀 伊万里湾、［有明海］ 
長 崎 伊万里湾、有明海、長崎湾、［諌早湾］、［大村湾］ 
熊 本 八代海、［有明海］ 
大 分 別府湾、豊後水域、筑後川、［周防灘］ 
鹿児島 鹿児島湾、八代海、川内川 
合計 ６１［２７］ 

※ ［ ］書きは新たに計画策定中の流総計画（平成 1９年３月現在）。 
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 第３節 関係主体の役割 

 窒素又は燐についての水質環境基準が定められた閉鎖性水域に係る流総計画の関係主体

（国、地方公共団体）は、当該流域における各特定終末処理場の削減目標量を達成するため

に法令に定められた事務を行うとともに、関係主体それぞれの役割を適切に果たすことに努

める。 

〈解説〉 
 窒素又は燐についての水質環境基準が定められた閉鎖性水域に係る流総計画に関わる主体

（国、地方公共団体）は、当該流域内の各特定終末処理場の削減目標量を達成するため、法令

に定められた事務を行うとともに、以下のような役割を適切に果たすよう努めることが必要で

ある。 
<国の役割> 
・流総計画を２以上の都府県にまたがる水系について策定する場合、各都府県間における環

境基準達成に関する基本方針（許容汚濁負荷量の都府県間配分）について、必要に応じて、

国が調整を行う。（流総指針第１章総論６－５参照） 
・複数の都府県にまたがる水域を対象とした流総計画に記載された特定終末処理場について、

高度処理共同負担制度を採用した事業計画を策定する際には、共同負担方式を採用した場

合の閉鎖性水域への水質の影響等について、必要な助言を行う。 
＜地方公共団体の役割＞ 
①都道府県について 
・都道府県は、窒素又は燐についての水質環境基準が定められた閉鎖性水域について、流総

計画を策定する。（法第２条の２） 
・都道府県は、流総計画策定者として、高度処理共同負担制度の活用等により効率的に削減

目標量の達成ができるよう、特定終末処理場を管理する地方公共団体に働きかける。 
・都道府県は、他の特定終末処理場の削減目標量の全部又は一部を肩代わりする高度処理終

末処理場を管理する地方公共団体からの申出を受けて、当該申出に係る窒素含有量又は燐

含有量の削減方法等を流総計画に記載する。（法第２条の２） 
・高度処理共同負担制度に関する検討に際しては、特定終末処理場を管理する地方公共団体

が制度を活用しやすくなるように、各特定終末処理場に関する情報（高度処理共同負担制

度を採用する意思のある特定終末処理場、各高度処理終末処理場の高度処理費用単価な

ど）を当該地方公共団体に提供する。 
②特定終末処理場を管理する地方公共団体について 
・特定終末処理場を管理する地方公共団体は、流総計画に定められた削減目標量を達成する

ために必要な削減方法の検討等の対応を迅速に行うよう努める。 
・流総計画に定められた削減目標量を達成することが、個別処理方式では困難又は非効率な

地方公共団体は、高度処理共同負担制度を活用することにより、削減目標量の達成に努め

る。 
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第２章 削減目標量を達成するための検討 
第１節 検討手順 

特定終末処理場を管理する地方公共団体は、削減目標量を達成するために、その削減方法

を検討し、検討の結果、高度処理共同負担制度により事業を実施する旨の申出が当該地方公

共団体からあった場合、都道府県は、その内容を流総計画に記載し、その内容が適正な場合

は変更するものとする。 
〈解説〉 
 流総計画の策定手続と高度処理共同負担制度をはじめとする削減目標量を達成するための

事業の実施手続との関係を図 2-1-1に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

関係都府県及び
関係市町村の意見聴取

国土交通大臣
協議・同意

環境大臣
協議

原案作成

下水道管理者Bが下水道管理者Ａ
の削減分を肩代りをする旨の申出

国土交通大臣
協議・同意

都道府県

下水道管理者
B

下水道管理者
A

環境大臣
協議

流総計画への記載（変更）

関係都府県及び
関係市町村の意見聴取

高度処理共同負担制度の
実施手続き

適合審査

Aの事業計画
策定・変更

補助金の申請

Bの事業着手

AのＢに対する負担金
の支払い

Bの終末処理場の
設置又は改築

Bの事業計画
策定・変更

国土交通大臣・都道府県知事による
事業計画の認可

国土交通大臣の
補助金の審査

※１

※１

※１

※２

広域閉鎖性水域に係る流総計画の場合。

※２ 下水道管理者Ａの事業計画の変更を伴わ
ない場合もある。

流総計画の変更手続き

：本ガイドラインが対象としている部分

共同負担方式に係る
協議・同意

高度処理共同負担制度を実施する場合

流総計画原案への
記載

流総計画の策定
（処理場別に窒素又は
燐の削減目標量の設定）

 
 

図 2-1-1 高度処理共同負担制度の手続き 
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 第２節 検討事項 

 特定終末処理場に定められた削減目標量を達成するための削減方法について、以下の事項

を検討する。 
１）個別処理方式に関する検討 

1-1）基礎資料の収集整理 
1-2）目標とすべき処理水質の整理 
1-3）高度処理導入計画に関する検討 
1-4）実施可能性の評価 

２）共同負担方式に関する検討 
2-1）肩代わり負荷量の算定 
2-2）目標とすべき処理水質の算定 
2-3) 取引条件の提示 
2-4) 対象終末処理場の設定 
2-5）協議の場の設置 
2-6）高度処理導入計画に関する検討 
2-7）費用配分 
2-8）成立条件の評価 

 

〈解説〉 
 削減方法の検討では、まず個別処理方式によることを検討する。具体的には、当該特定終末

処理場の事業計画書や流総計画書などの基礎資料を収集整理した上で、目標とすべき処理水質

を満足する高度処理方式及びその高度処理方式を導入するために要する設置費用と維持管理

費用を算出し、当該特定終末処理場に最も適切な高度処理導入計画を作成する。作成した高度

処理導入計画について、用地制約や導入コストの観点から事業の実施可能性を評価する。  
共同負担方式に関する検討では、まず削減目標量の全部又は一部を肩代わりしてもらう特定

終末処理場を管理する地方公共団体は肩代わりしてもらう負荷量（以下、「肩代わり負荷量」

という。）を算定し、肩代わりする特定終末処理場を管理する地方公共団体は自らの削減目標

量に肩代わり負荷量を加えた上で目標とすべき処理水質を算定する。この取引条件のもと地方

公共団体間の協議の場を設置する。その上で目標とすべき処理水質を満足するために最も適切

な高度処理導入計画をそれぞれの地方公共団体が検討する。 
 さらに、関係地方公共団体間の共同負担方式における施設整備に係る費用配分を行い、全て

の地方公共団体において高度処理共同負担制度の採用前後における高度処理費用の削減が確

認されれば、この事業は成立する。 
 その後、関係地方公共団体間の同意に基づいて、削減目標量の全部又は一部を肩代わりする

旨を肩代わりする地方公共団体が都道府県に申出を行う。都道府県は、関係都府県及び関係市

町村の意見聴取等の法令上の流総計画策定手続に従い流総計画に削減方法の内容を記載する。 
流総計画への記載を受け、流総計画と事業計画の適合審査の後、共同負担方式に係る事業計

画が認可される。肩代わりする特定終末処理場を管理する地方公共団体は補助金申請を行い、
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施設の設置又は改築が行われる。肩代わりしてもらう終末処理場側は負担金の支払いを行う。 
 
  

 削減目標量を達成するための削減方法の検討手順を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削減目標量を達成するための検討手順 

１）個別処理方式に関する検討
1-1）基礎資料の収集整理
1-2）目標とすべき処理水質の整理
1-3）高度処理導入計画の検討

①処理方式の設定
②施設計画案の立案
③高度処理費用の算出
④施設計画案の選定

1-4)実施可能性の評価

終末処理場に
窒素又は燐の削減目標量の設定

2-8）成立条件の評価
（共同負担方式の適用前後で
負担額が減少するか）

減少する

2-7）費用配分

減少しない

【Ａ処理場（肩代わり してもらう処理場）】

【Ｂ処理場（肩代わりする処理場）】

不成立

2-6）共同負担方式の適用後の
高度処理導入計画の検討
①処理方式の設定
②施設計画案の立案
③高度処理費用の算出
④施設計画案の選定

2-2）目標とすべき処理水質の算定

2-6）共同負担方式の適用後の
高度処理導入計画の検討
①処理方式の設定
②施設計画案の立案
③高度処理費用の算出
④施設計画案の選定

３）申出

事業計画の認可 事業計画の認可

５）国庫補助金の申請

終末処理場の設置又は改築負担金の支払い

※１ 個別処理方式については、削減目

標量が設定されるすべての終末処
理場において個々の検討を行う。

※１

２）共同負担方式に関する検討

有り

無し

※２

※２

個別処理方式による高度処理費用

2-5）協議の場の設置

2-4）取引対象終末処理場の有無

2-3）取引条件の提示

2-1）肩代わり負荷量の算定
①共同負担方式の適用後の
処理水質の設定

②肩代わり負荷量の算出

４）流総計画への記載

【Ａ処理場（肩代わりしてもらう処理場】 【Ｂ処理場（肩代わりする処理場】

【Ａ処理場（肩代わりしてもらう処理場】 【Ｂ処理場（肩代わりする処理場】
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第３章 個別処理方式に関する検討 
 第１節 検討事項 

 個別処理方式に関する検討手続は以下の通りである。 
１）基礎資料の収集・整理 
２）目標とすべき処理水質の整理 
３）高度処理導入計画の検討 
①処理方式の設定 
②施設計画の立案 
③施設計画に対応する高度処理費用の算出 

   ④施設計画案の選定 
４）実施可能性の評価 

〈解説〉 
 個別処理方式による高度処理導入計画の策定では、削減目標量の達成に向け、流総計画で定

められた計画処理水質を満足するための処理方式、施設計画、高度処理費用（建設費、維持管

理費、用地費）について検討するとともに、その実施可能性を評価する。 
 なお、個別処理方式による高度処理導入に要する費用は、共同負担方式について検討する際、

比較に用いる額となる。そして、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場との共同負担方

式の採用を検討する際には、共同負担方式による場合に各特定終末処理場が負担すべき費用が、

個別処理方式による場合にかかる費用より額が少ない場合に限り、高度処理共同負担制度を活

用した事業として成立することになる（４章１１節参照）。 
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 第２節 基礎資料の収集・整理 

 個別処理方式の検討に当たっては、以下の資料が必要である。 
①削減目標量に関する資料 
②対象となる特定終末処理場に関する資料 
③処理水質に関する資料 
④費用関数等に関する資料 

〈解説〉 
①削減目標量に関する資料について 
 当該特定終末処理場に定められた削減目標量及び計画処理水質の把握のために以下の資料

を用意すること。 
・当該水域の流総計画（計画書、計画説明書） 
 ・対象となる終末処理場の放流先の公共用水域に関する排水基準 等 
②対象となる特定終末処理場に関する資料について 
 当該終末処理場の施設概要や施設諸元等の把握のために以下の資料を用意すること。 
 ・対象となる特定終末処理場の全体計画書、事業計画書、現有施設の諸元 
 ・図面（一般平面図、縦断図、水位図） 
③処理水質に関する資料について 
 計画処理水質を満足するための高度処理方式の設定のための基礎資料として、以下の資料を

用意すること。 
・対象処理場の流入水質、放流水質（現況・将来）に関するデータ 
 ・必要に応じて高度処理を行っている、処理場への流入水質や施設規模が類似した終末処理

場   
の処理水質等のデータ 

④費用関数等に関する資料 
 高度処理費用の算定を簡便化するために、以下の資料を用意すること。 
・高度処理方法の費用関数等に関する資料 

 
 第３節 目標とすべき処理水質の整理 
 個別処理方式を採用した場合に、当該特定終末処理場が目標とすべき処理水質は、流総計

画に記載されている計画処理水質である。 
〈解説〉 
 対象特定終末処理場が個別処理方式により削減目標量を達成する場合、流総計画計画書第３

表（表 3-3-1参照）の摘要に記載されている計画処理水質が目標とすべき処理水質となる。 
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表 3-3-1．流域別下水道整備総合計画書の第３表処理施設の記載例 
第3表　処理施設

名称 位置
予定処
理区の
名称

処 理 方 法
処理能力
(m3/日)

放流先の
名称及び
位置

A1処理場 A町 計画一日最大汚水量 （m3/日） 36,000
A川左岸 計画一日平均汚水量 （m3/日） 30,000

計画処理水質(mg/L) BOD 日最大 10
36,000 T-N 210 T-N 210 T-N 0 Q橋下流 COD 日最大 12

COD 日平均 8
T-N 日最大 12

T-P 15 T-P 15 T-P 0 T-N 日平均 8
T-P 日最大 0.8
T-P 日平均 0.5

計画流入水質(mg/L) BOD 日平均 200
COD 日平均 140
T-N 日平均 35
T-P 日平均 4.0

A2処理場 A町 計画一日最大汚水量 （m3/日） 24,000
A川右岸 計画一日平均汚水量 （m3/日） 20,000

計画処理水質(mg/L) BOD 日最大 10
24,000 T-N 140 T-N 140 T-N 0 U橋下流 COD 日最大 12

COD 日平均 8
T-N 日最大 12

T-P 10 T-P 10 T-P 0 T-N 日平均 8
T-P 日最大 0.8
T-P 日平均 0.5

計画流入水質(mg/L) BOD 日平均 200
COD 日平均 140
T-N 日平均 40
T-P 日平均 3.5

B処理場 B町 計画一日最大汚水量 （m3/日） 180,000
B川左岸 計画一日平均汚水量 （m3/日） 150,000

計画処理水質(mg/L) BOD 日最大 10
180,000 T-N 1,050 T-N 1,050 T-N 0 P橋下流 COD 日最大 12

COD 日平均 8
T-N 日最大 12

T-P 75 T-P 75 T-P 0 T-N 日平均 8
T-P 日最大 0.8
T-P 日平均 0.5

計画流入水質(mg/L) BOD 日平均 200
COD 日平均 140
T-N 日平均 38
T-P 日平均 3.0

摘    要

削減方法

削減目標量
（kg/日)

削減目標量の
一部に相当す
るものとして
他の終末処理
場において削
減される放流
水の窒素含有
量又は燐含有
量（kg/日)

当該終末処理
場において削
減される放流
水の窒素含有
量又は燐含有
量
（kg/日)

S１処
理区

S２処
理区

S３処
理区

循環式硝化脱窒法に
凝集剤を添加,
急速濾過法を併用

循環式硝化脱窒法に
凝集剤を添加,
急速濾過法を併用

循環式硝化脱窒法に
凝集剤を添加,
急速濾過法を併用

 
 

 第４節 個別処理方式による高度処理導入計画の検討 

3-4-1．施設計画案の立案 
 流総計画に定められた計画処理水質を達成できるように、下水処理施設の施設計画を立案

する。 
１）処理方法の設定 
 下水処理施設全体において、流総計画に定められた計画処理水質を達成できるように、

処理方法を選択する。 
２）施設計画案の検討 
 施設計画の検討においては、全ての系列で同一の処理方法とする他、高度処理施設を

系列単位で配置するなど、いくつかの施設計画案を立案する。 
〈解説〉 
①処理方法の設定 
処理方法の設定に当たっては、施行令第５条の６第１項第３号に基づき同号の表の上欄に掲

げる計画放流水質の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる方法または当該方法と同程度
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以上に下水を処理することができる方法とする必要がある。 
なお、計画放流水質を定める際には、以下の事項について留意する。 
・放流先の状況を考慮すること 
 放流先の公共用水域について定められている水質環境基準やその他の水質目標、利水な

どの水利用の状況を十分に把握し、留意する。 
・科学的な方法を用いること 
 放流先の水量、水質等について、現地調査を含め十分なデータを収集するとともに、流

域から発生する汚濁負荷量を適切に算定し、これらに基づいて行った汚濁解析結果に留意

する。 
・法令による規制値等を確認すること 
 施行規則第４条の３第１号に規定する計画放流水質を定める場合の上限値や水質汚濁

防止法第３条に規定する排水基準の値等を確認する。 
・流総計画と整合性が図られていること 
流総計画が定められている場合には、計画放流水質と流総計画に示された計画処理水質

の整合性がとれている必要がある。 
 なお、計画放流水質を実際に設定するにあたり不明な点等がある場合は、都道府県や国土交

通省の担当部局に相談の上、定めることとする。 
②施設計画案の検討 
既設の高度処理方式により確保できる処理水質、既存施設の改造の難易や用地制約などを踏

まえて、系列単位で異なる処理方式とすることも検討する。この場合、当該終末処理場全体と

して、目標とする計画処理水質を満足しなければならない。 
施設計画案の検討においては、以下の項目について内容を整理する。 
〈主な検討項目〉 
①系列単位の処理方式 
②各系列の施設諸元：反応槽の寸法、処理水量、滞留時間 
③付属設備（例：凝集剤添加設備、急速ろ過設備、有機物添加設備など）の設備諸元 
④処理施設の図面等：一般平面図、水位図及び構造図 など。 

 

3-4-2．高度処理費用の算出 
 高度処理費用として、施設計画案によった場合に必要となる建設費及び維持管理費等を算

出する。 
 建設費及び維持管理費の算出は、原則として概略設計の上算出するものとするが、当該地

域の特性を考慮した費用関数を作成し、これを用いてもよい。 
〈解説〉 
高度処理費用（建設費、維持管理費、用地費）の算出に当たっては、原則として、概略設計

を行って算出することが望ましい。 
ただし、概略設計に拠ることが困難である場合は、高度処理施設の費用関数を用いて算定し

てもよい。高度処理施設の費用関数は、流総指針にその一部が記載されているので、参考にさ
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れたい。 
高度処理費用は、高度処理の導入に係る費用から二次処理に要する費用を控除した高度処理

相当分の費用が対象となる。 
〈建設費〉 
・現有水処理施設の改造費用 
・新規水処理施設の設置費用 
・付帯設備（凝集剤添加設備、急速ろ過設備、有機物添加設備 等）の設置費用 
・場内ポンプ施設の改造費用及び設置費用 
・汚泥処理施設の改造及び設置費用 
〈維持管理費〉 
・動力費 
・薬品費 
・保守点検費 
・試験費 
・燃料費 
・汚泥処分費 
・修繕費 等 
〈高度処理相当分の算出方法〉 
 高度処理の導入に要する費用から、二次処理に要する費用を控除する方法には、以下の

方法がある。 
・二次処理分を別途算出し、全体費用から差し引く方法 
・削減負荷量の割合に応じて分割する方法 
・流総指針に示された費用関数を用いる方法 

３）用地費等の取り扱い 
高度処理の導入を行うにあたり、不足用地の買収などが必要な場合がある。この場合に必要

となった用地費などは高度処理費用に含めて算出する。 
 

3-4-3．施設計画案の選定 
施設計画案の選定に当たっては、経済性に優れた施設計画案を選定する。 

〈解説〉 
 施設計画案の選定に当たっては、立案した施設計画案について、費用比較を行い、経済性に

優れた施設計画案を選定する。施設計画案の費用比較に当たっては、建設費、維持管理費及び

用地費等を勘案したトータルコストで比較する（第４章第１１節参照）。 
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第５節 実施可能性の評価 

  個別処理方式による高度処理導入計画の実施可能性は、以下の事項等を勘案して評価する。
 ①改築工事中における大幅な機能停止の可能性 
 ②現有施設用地内での導入可能性 
 ③増設するための用地確保の難易 
 ④高度処理費用の単価比較 

〈解説〉 
①改築工事中における大幅な機能停止の可能性 
 好気性ろ床法など、高度処理化ができない処理方式を採用している特定終末処理場が、高度

処理施設を建設するためには、全面的な改築工事が必要となる。また、二次処理レベルの水処

理施設が用地全面に既に建設済みの特定終末処理場でも、高度処理を導入するためには、一部

の系列を停止する必要が生じる。よって、高度処理の導入にあたり通常の下水処理を継続して

行うことについての支障の有無を評価する必要がある。 
 
②現有施設用地内での導入可能性 
 現有の施設用地に高度処理施設が配置できない場合は、他に施設用地を確保する必要が生じ

る。この場合、他に施設用地を確保するための費用が必要となり、結果的に高度処理費用が増

加することとなるため、現有の施設用地内に高度処理施設が配置可能か否か評価する必要があ

る。 
 
③増設するための用地確保の難易 
 他に施設用地を確保する必要が生じた場合、例えば、遠隔地でなければ用地確保が困難であ

る場合、下水送水管の敷設費用が必要となる。また、用地取得に時間がかかる場合は、速やか

な高度処理の導入が困難となる場合がある。よって、この場合施設用地の確保が容易か否かを

評価する必要がある。 
 
④高度処理費用の単価比較 
 策定された高度処理導入計画に係る処理単価を他の特定終末処理場等と比較した場合に、そ

の処理単価が割高である場合、処理単価が低い他の特定終末処理場に共同処理方式により肩代

わりしてもらった方が経済的である可能性がある。そこで、流総計画に定められた特定終末処

理場を対象に、各特定終末処理場の個別処理方式による高度処理導入計画に係る処理単価を算

出して、各特定終末処理場の管理者は比較を行うよう努める。この場合、都道府県から情報収

集することも重要である。 
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第４章 共同負担方式に関する検討 
 第１節 目的 

 共同負担方式による高度処理共同負担制度は、削減目標量が定められた特定終末処理場を

対象に、当該流域全体の窒素又は燐に関する水質環境基準を達成維持するために必要な高度

処理を効率的に実施することを目的とする。 

〈解説〉 
 湾や湖沼等の閉鎖性水域においては、水質改善が進んでおらず、赤潮の多発、魚介類のへい

死等水環境や生態系への影響が見られる。そのため、終末処理場から放流される下水の窒素又

は燐を削減する高度処理の推進が必要である。 
 下水道の事業計画は、当該水域に関して定められた流総計画に適合している必要があり、流

総計画において高度処理が位置付けられた特定終末処理場を管理する地方公共団体は高度処

理を下水道事業計画に定め、計画的に高度処理の整備を推進しなければならない。 
 平成１７年６月には下水道法が改正され、高度処理の推進のための流総計画制度の見直しが

行われた。これにより、特定終末処理場毎の削減目標量及び削減方法を明確化するとともに、

削減目標量を自らの高度処理により達成することに加え、より経済的と判断できる場合には、

費用を負担して他の地方公共団体に高度処理を実施してもらう高度処理共同負担制度による

手法（高度処理の肩代わり手法）も可能となった。これにより流域全体で高度処理を効率的に

推進し、より早期に、より低コストに水質改善が図られることが期待される。 
 

ＴＴ
下水道管理者Ａ下水道管理者Ｂ

（当該高度処理施設をＡとＢの共同施設とみなして国庫補助）

高度処理を実施しない

●Ａの汚濁負荷削減をＢの高度処理により達成

●ＡはＢの高度処理に係る費用のうち自ら削減すべき
　汚濁負荷量に相当する分を負担

ＴＴ
下水道管理者Ａ下水道管理者Ｂ

（当該高度処理施設をＡとＢの共同施設とみなして国庫補助）

高度処理を実施しない

●Ａの汚濁負荷削減をＢの高度処理により達成

●ＡはＢの高度処理に係る費用のうち自ら削減すべき
　汚濁負荷量に相当する分を負担

 
図 4-1-1 高度処理共同負担制度のイメージ 
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 第２節 共同負担方式の検討のポイント 

 共同負担方式を検討する際のポイントは以下の通りである。 
①肩代わりは窒素又は燐を対象とし、肩代わり負荷量は肩代わりしてもらう特定終末処理

場に定められた窒素又は燐の削減目標量の範囲内に限定される。 
②肩代わりは、同一の流総計画に規定された特定終末処理場間に限定される。 
③窒素又は燐の河川における流出率を原則 1.0とする。 
④既存終末処理場の計画放流水質を現状より悪化させないことを原則とする。 
⑤適用前後において、各主体の費用負担の軽減が見込まれなければならない。 
⑥肩代わりは、事業計画に応じて段階的に行うことができる。 

〈解説〉 
①について 
 共同負担方式は、流総計画に定められた窒素又は燐についての削減目標量を達成するための

方法の一つとして位置付けられる手法である。従って、窒素又は燐が対象であり、例えばＢＯ

ＤやＣＯＤは共同負担方式の対象にならない。また、複数の高度処理終末処理場に肩代わりし

てもらうことも可能であるが、肩代わり負荷量の合計は肩代わりしてもらう特定終末処理場に

定められた窒素又は燐の削減目標量を超えてはならない。 
 
②について 
 共同負担方式は流総計画に定められた水質環境基準を達成するために実施される。従って、

同一の流総計画に規定された特定終末処理場間でのみ肩代わりを行うこととなる。ただし、同

じ流総計画に定められた特定終末処理場であっても、同じ地方公共団体が管理する特定終末処

理場間においては、共同負担方式を実施することはできない。 
 
③について 
 窒素又は燐の流出率は、流総計画の検討の際に用いる流出率を採用することになるが、これ

までの流総計画における検討結果を踏まえ、窒素又は燐の流出率を原則 1.0 として検討する。
なお、この設定は、汚濁負荷量の取引に流出率を持ち込むと肩代わり分の取引量がこの数値に

大きく左右されること、また、各河川における窒素又は燐の流出率の算定が難しく、共同負担

方式の条件を不安定にする要因となることなどに配慮したものである。 
 
④について 
 共同負担方式を適用する場合には、原則として既存の特定終末処理場の計画放流水質を現状

より悪化させないよう十分配慮し、肩代わり負荷量を算出する。 
 放流先及びその下流域にある河川、湖沼及び海域の水質環境基準の達成に支障がある場合な

どは、肩代わりは認められない。 
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⑤について 
 高度処理共同負担制度の目的の一つに、地方公共団体に高度処理の積極的な推進への経済的

インセンティブを付与することが掲げられる。そのため、地方公共団体が高度処理共同負担制

度を採用する場合は、削減目標量を達成するための高度処理費用の負担の軽減が絶対条件とな

る。 
 
⑥について 
 高度処理共同負担制度は、流総計画の目標年度を対象に検討されるものである。しかしなが

ら、当該特定終末処理場に定められた削減目標量の全てを達成する前の段階においても、肩代

わりを行うことは可能である。 
削減目標量の達成に向け、計画的かつ円滑に高度処理を推進するためには、肩代わりを反映

させた段階的建設計画を事業計画に定めることが望ましい（「下水道の事業計画等に関する事

務の簡素化等について」平成9年3月28日付け建設省都下企発第11号別添２ニ６イ(1)参照）。 

肩代りをする高度処理終末処理場の段階的整備の考え方について

下水道管
理者Ｂの
既存施設

◇高度処理を行う下水道管理者Ｂの自らの削減目標量の達成と併せて、下水道管理者Ａの削減目標量の一部に相当する

（現況年度） （１回目の改築）

［事業計画の変更］

（２回目の改築）

［事業計画の変更］

（流総計画の目標年度）

Ｂの削減目標
量を達成する
ための施設

Ｂの削減目標量
を超えて、Ａの削
減目標量の一部
に相当する窒素
含有量又は燐含
有量を削減する
ための施設

下水道管
理者Ｂの
既存施設

（流総計画）

流総計画の目標年度までの段階的整備フロー

一部を超えて、削減

Ｂの削減目標量の
一部を超えて、削減

Ｂの削減目標量の一
部に相当する窒素含
有量又は燐含有量を
削減する施設

Ｂが負担
する費用

Ａが負担
する費用

下水道管
理者Ｂの
既存施設

Ａの削減目標量の一
部に相当する窒素含
有量又は燐含有量を
削減する施設

Ｂの削減目標量の

下水道管理者
Ｂの１回目の
改築後の施設

Ｂが負担
する費用

Ａが負担
する費用

Ａの削減目標量の一
部に相当する窒素含
有量又は燐含有量を
削減する施設

Ｂの削減目標量の一
部に相当する窒素含
有量又は燐含有量を
削減する施設

（n回目の改築後）

Ｂの削減目標
量を達成する
ための施設

Ｂの削減目標量を
超えて、Ａの削減目
標量の一部に相当
する窒素含有量又
は燐含有量を削減
するための施設

下水道管
理者Ｂの
既存施設

Ｂの削減目標
量を達成する
ための施設

Ｂの削減目標量を
超えて、Ａの削減目
標量の一部に相当
する窒素含有量又
は燐含有量を削減
するための施設

下水道管
理者Ｂの
既存施設

窒素含有量又は燐含有量を削減するために、 以下のとおり高度処理終末処理場を段階的に整備することとなる。

 
図 4-2-1．肩代わりする高度処理終末処理場の段階的整備の考え方 
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 第３節 検討事項 
 共同負担方式の適用にあたっては、以下の流れで検討し、その可否を判断する必要がある。

１）肩代わり負荷量の算定（肩代わりしてもらう終末処理場について） 
２）目標とすべき処理水質の算定 
３）取引条件の提示 
４）対象特定終末処理場の選定 
５）協議の場の設置 
６）高度処理導入計画の検討（肩代わりする終末処理場について） 
①処理方式の設定 
②施設計画案の立案 
③高度処理費用の算出 
④施設計画案の選定 

７）費用配分 
８）成立条件の評価 
 

〈解説〉 
 共同負担方式に関する検討では、まず共同負担方式の対象となる特定終末処理場を見いだす

ことが必要である。共同負担方式に係る終末処理場の組み合わせには、肩代わりする負荷量を

肩代わりできるだけの処理規模を有することや十分な用地を確保していることなど、選定条件

に照らし合わせて設定する必要がある。 
対象となる終末処理場が設定されると、関係地方公共団体間が協議できる場を設置して、費

用配分などの協議を必要とする事項について決定する必要がある。 
 共同負担方式による高度処理導入計画の策定では、まず対象特定終末処理場の間で肩代わり

する負荷量を算定する。次に、肩代わりする終末処理場について、流総計画で定められた計画

処理水質を満足するための削減目標量と肩代わり負荷量分を加えた負荷量を削減するために、

目標とすべき処理水質を算定する。 
 共同負担方式の適用後の高度処理導入計画では、肩代わりしてもらう終末処理場では、個別

処理方式による場合より緩やかな処理水質を達成し、肩代わりする終末処理場では適用前の計

画より厳しい処理水質を達成するような高度処理方式を選定し、建設費や維持管理費などの高

度処理費用を算出する。いくつか立案された施設計画案の中から、最も適切な施設計画案を選

定する。 
 共同負担方式に係る費用を関係地方公共団体間で配分する（４章１０節参照）。 
全ての当事者にとって、共同負担方式の適用により高度処理費用負担が軽減される場合に当

該方式が成立する。 
 

 19



 

 第４節 肩代わり負荷量の算定 
4-4-1．特定終末処理場の排出負荷量の総量の算定 
 各対象特定終末処理場の計画処理水質と計画一日平均下水量をもとに、それぞれの排出負

荷量を算定し、それらを合計して、対象特定終末処理場が当該水域に排出できる負荷量の総

量を算出する。 
〈解説〉 
以下に、特定終末処理場の排出負荷量の総量の算出例を示す。 

表 4-7-1．対象終末処理場からの排出負荷量の総量の算出例 

 計画一日平均 計画処理水質 排出負荷量 

処理場名 下水量  
(m3/日) 

Ｔ－Ｎ 
(mg/L) 

Ｔ－Ｐ 
(mg/L) 

Ｔ－Ｎ 
(kg/日) 

Ｔ－Ｐ 
(kg/日) 

Ａ処理場 4,000 7.2 0.52 29 2 
Ｂ処理場 17,820 7.2 0.52 128 9 

合計 21,820 7.2 0.52 157 11 

注）計画処理水質（Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ）は、日間平均値である。 
 

【適用前（個別処理方式で高度処理を行う場合）】 

Ｂ処理場（肩代わりする処理場） A処理場（肩代わりしてもらう処理場）
計画一日最大下水量 m3/日 計画一日最大下水量 m3/日

計画一日平均下水量 m3/日 81% （日平均／日最大） 計画一日平均下水量 m3/日 80% （日平均／日最大）

処理方法 処理方法

計画処理水質 T-N 7.2 mg/L 計画処理水質 T-N 7.2 mg/L

下 T-P 0.52 mg/L T-P 0.52 mg/L 上

流 計画排出負荷量 T-N 128.3 kg/日 計画排出負荷量 T-N 28.8 kg/日 流

基 T-P 9.3 kg/日 T-P 2.1 kg/日 基

【流出負荷量（kg/日）】 準 準

T-N T-P 点 点

適用前 157 11 ○ 対　　象　　水　　域 ○

適用後

過不足

嫌気無酸素好気法＋有機
物添加＋凝集剤添加＋急
速ろ過法

嫌気無酸素好気法＋有機
物添加＋凝集剤添加＋急
速ろ過法

22,000 5,000

17,820 4,000

窒素及びリンの流出率は、1.0とする。

図 4-4-1．対象特定終末処理場の排出負荷量の総量の算出例（イメージ図） 
 

4-4-2．肩代わり負荷量の算定【肩代わりしてもらう終末処理場について】 
 肩代わり負荷量とは、肩代わりしてもらう特定終末処理場において、共同負担方式の適用

前後で生じる処理水質の差による汚濁負荷量の差分である。 
  肩代わり負荷量 ＝ （適用後の処理水質－適用前の処理水質）×計画一日平均下水量

 
※「適用前の処理水質」は、個別処理方式の場合に達成すべき計画処理水質である。

※「適用後の処理水質」は、共同負担方式を適用した後に達成すべき計画処理水質である。

※「計画一日平均下水量」は、当該計画最終年次における日平均水量である。 
〈解説〉 
●適用後の処理水質について 
  適用後の処理水質は、既存終末処理場の計画放流水質を悪化させないことを原則とする。 

 20



 

特に、肩代わりしてもらう側の適用後の処理方法が標準活性汚泥法のように放流水の窒素

又は燐を制御することが困難な処理方法の場合、適用後の処理水質の設定に十分注意を払う必

要がある。 
適用後の処理水質を設定する場合は、処理水質の実績を踏まえて、より確実な処理水質を設

定するように努める。この場合、実績処理水質の妥当性について十分に確認する必要がある。 
〈実績処理水質の妥当性を評価する方法（例）〉 
① 既存処理施設に関する評価方法 
・処理水質は、年間の平均値とする。 
・連続する１年間以上の処理水質の値を用いる。 
・流入水量は設計値の 1/2以上とする。 
・流入水質、放流水質の測定頻度は月２回以上とする。 

② 新規処理施設に関する評価方法 
新規処理施設の処理水質は、近隣処理場の流入水質や負荷変動等との類似性を確保

した上で、①の既存処理施設に関する評価方法に準じて算定する。 
表 4-4-2．実績処理水質の評価方法例 

評価項目 既存処理施設 新規処理施設 

測定箇所 当該処理施設 近隣処理施設 

測定期間 連続する１年間以上 連続する１年間以上 

流入水量 設計値の 1/2 以上 設計値の 1/2 以上 

水質の条件 当該箇所の水質 一般的な流入水質、負荷変動
等との類似性を確保 

測定頻度 日間平均：月２回以上 日間平均：月２回以上 

流入水質 

測定項目 水温,ｐH,BOD,SS,T-N,T-P 水温,ｐH,BOD,SS,T-N,T-P 

測定頻度 日間平均：月２回以上 日間平均：月２回以上 放流水質 

測定項目 水温,ｐH,BOD,SS,T-N,T-P 水温,ｐH,BOD,SS,T-N,T-P 

 

当該処理方法についての処理水質の実績が得られない場合は、流総指針に示された「表 4-2 
単位処理プロセスを組み合わせた高度処理方法とその処理効率」(p.115)を参考とすることがで
きる。 
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 第５節 目標とすべき処理水質の算定【肩代わりする特定終末処理場について】 

 肩代わりする特定終末処理場が共同負担方式の適用後に目標とすべき処理水質は、流総計

画に定められた計画処理水質に対応する排出負荷量から肩代わり負荷量を差し引いた排出負

荷量に対応する処理水質である。 
 ・適用後の目標とすべき処理水質 
   ＝ （ 適用前の計画排出負荷量 － 肩代わり負荷量 ） ÷ 計画日平均水量 
ここに、適用前の計画排出負荷量 ＝ 適用前の目標処理水質 × 計画日平均水量 

〈解説〉 
 図 4-5-1に、肩代わりする特定終末処理場が目標とすべき処理水質の設定方法を示す。 

処理水量の合計

処理水質

←肩代わりしてもらう処理場の適用後の目標処理水質

←肩代わりする処理場の適用後の目標処理水質
（高度処理レベル２）

適用前の目標処理水質（高度処理レベル１）

肩代わりして
もらう処理場の
計画一日平均
下水量

肩代わりする処理場の
計画一日平均下水量

肩代わりする負荷量

肩代わりする負荷量

等量

 
図 4-5-1 肩代わりする特定終末処理場が目標とすべき処理水質の設定方法 

 

表 4-5-1．肩代わりする終末処理場が目標とすべき処理水質の算出例 
 計画一日平均 排出負荷量 目標とすべき処理水質 

処理場名 下水量 
(m3/日) 

Ｔ－Ｎ 
(kg/日)  

Ｔ－Ｐ 
(kg/日) 

Ｔ－Ｎ 
(mg/L) 

Ｔ－Ｐ 
(mg/L)  

（排出総量） 21,820 157 11 － － 
Ａ処理場 4,000 80 6 20 1.5 
Ｂ処理場 17,820 77 5 4.3 0.3 
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【適用前】
Ｂ処理場（肩代わりする処理場） A処理場（肩代わりしてもらう処理場）
計画一日最大下水量 m3/日 計画一日最大下水量 m3/日

計画一日平均下水量 m3/日 81% （日平均／日最大） 計画一日平均下水量 m3/日 80% （日平均／日最大）

処理方法 処理方法

計画処理水質 T-N 7.2 mg/L 計画処理水質 T-N 7.2 mg/L

下 T-P 0.52 mg/L T-P 0.52 mg/L 上

流 計画排出負荷量 T-N 128.3 kg/日 計画排出負荷量 T-N 28.8 kg/日 流

基 T-P 9.3 kg/日 T-P 2.1 kg/日 基

【流出負荷量（kg/日）】 準 準

T-N T-P 点 点

適用前 157 11 ○ 対　　象　　水　　域 ○

適用後

過不足

【肩代わりする負荷量】

T-N 51.2 kg/日

T-P 3.9 kg/日

【適用後】
Ｂ処理場（肩代わりする処理場） A処理場（肩代わりしてもらう処理場）
計画一日最大下水量 m3/日 計画一日最大下水量 m3/日

計画一日平均下水量 m3/日 計画一日平均下水量 m3/日

処理方法 処理方法

目標処理水質 T-N 4.3 mg/L 計画処理水質 T-N 20 mg/L

下 T-P 0.3 mg/L 【肩代わりする負荷量】 T-P 1.5 mg/L 上

流 目標排出負荷量 T-N 77.1 kg/日 T-N 51.2 kg/日 計画排出負荷量 T-N 80 kg/日 流

基 T-P 5.3 kg/日 T-P 3.9 kg/日 T-P 6 kg/日 基

【流出負荷量（kg/日）】 準 準

T-N T-P 点 点

適用前 157 11 ○ 対　　象　　水　　域 ○

適用後 157 11
過不足 0 0

22,000 5,000

17,820 4,000
嫌気無酸素好気法＋有機
物添加＋凝集剤添加＋急
速ろ過法

嫌気無酸素好気法＋有機
物添加＋凝集剤添加＋急
速ろ過法

22,000 5,000

17,820 4,000
修正バーデンフォ法＋有
機物添加＋凝集剤添加＋
急速ろ過法

標準活性汚泥法＋凝集剤
添加

窒素及びリンの流出率は、1.0とする。

窒素及びリンの流出率は、1.0とする。

 
図 4-5-2 肩代わりする特定終末処理場が目標とすべき処理水質の算出例（イメージ図） 

 
第６節 取引条件の提示 
 共同負担方式を採用しようとする地方公共団体は、取引条件を提示し、共同負担方式の取引相

手の条件に合致する他の地方公共団体を探す。 

〈解説〉 
  提示すべき取引条件としては、肩代わりしてもらいたい地方公共団体の場合は、希望する

肩代わり負荷量及び個別処理方式の場合に要する高度処理費用である。また他の地方公共団

体が削減目標量達成のために行うべき高度処理を肩代わりして実施することを望む地方公共

団体の場合には、肩代わり可能な削減量等が考えられる。 
三大湾など対象流域が広域にわたる場合における共同負担方式の取引相手としては、共同

負担方式の採用後の流域内の河川等における負荷の偏在化を回避するために、同一の河川を

放流先とする特定終末処理場間での取引が望ましい。仮に、取引相手が別の河川を放流先と

する場合には、適用後の肩代わりの結果が放流先及びその下流域の水質環境基準点における

水質的影響を評価し、下流域の水質環境に配慮する。なお、これらの検討の際には流総計画

の策定主体である都道府県による検討と情報提供が重要である。また、三大湾において複数

の都府県にまたがる検討となる場合には、「下水道流域管理検討協議会1」の活用が考えられ

                                                  
1 「下水道流域管理検討協議会」は、流総計画及び高度処理共同負担事業制度の適切な運用とその他の下水道に関する流域管理の推進を目的として、流総計画、高度処
理共同負担事業及びその他の流域管理に必要な意見、情報交換及び相互調整を行う場として設置される協議会である。国土交通省（本省、地方整備局、国土技術政策総

合研究所）、都府県、政令市、日本下水道事業団等から構成されており、平成 18年 9月現在で、東京湾、伊勢湾及び大阪湾の三大湾流域で設置されている。 
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る。さらに、共同負担方式の取引相手を探すときには、他の終末処理場との処理単価の大小

関係などを十分考慮する必要がある。 
 
第７節 対象特定終末処理場の選定 

 共同負担方式は、肩代わりしてもらう特定終末処理場と肩代わりする特定終末処理場をそ

れぞれ管理する地方公共団体間の合意で実施される。共同負担方式の取引対象となる特定終

末処理場の選定にあたっては、以下の点に留意する必要がある。 
１）肩代わりしてもらう特定終末処理場の主な適用理由 
 肩代わりしてもらう特定終末処理場としては、次に掲げる場合などに該当し、高度処理の

導入が困難な状況にあるものが考えられる。 
①既に処理場施設が概成しており、さらにより高度な処理施設を設置する用地がない場合

②高度処理に変更できない処理方式（好気性ろ床法など）を採用している場合 
③終末処理場の規模が小さく、肩代わりしてもらう方が経済的に有利となる場合 
２）肩代わりする終末処理場の選定条件 
 肩代わりする終末処理場の選定にあたっては、以下の点などを考慮する。 
①肩代わり分の負荷削減が可能な処理規模を有していること 
②施設用地が十分にあること 
③施設の改築・増設等の予定がされていること 
④改造や運転方法の変更により処理効率を向上させられること  

〈解説〉 
 肩代わりしてもらう終末処理場が共同負担方式を適用する主な理由には、用地制約や現在採

用している処理方法から高度処理の導入が困難であることなどが考えられる。このような場合、

個別処理方式による、新たな用地取得や高度処理を導入するための処理施設の全面改修は多額

の費用を必要とするため、個別処理方式に比べ共同負担方式を適用する方が経済的に有利とな

る場合が考えられる。 
 共同負担方式では、水量のやりとりは行わないため、自らが削減すべき削減目標量に、肩代

わり分も含めて負荷削減できるだけの処理水量が必要である。また、肩代わり分も含めた負荷

削減には、当初予定している高度処理方式よりさらに高度な処理方式の導入が必要になること

から、この高度処理施設を配置できるだけの施設用地が十分にあることが必要となる。さらに、

施設用地に既に処理施設が概成している場合には、施設計画の変更に対する自由度が少なくな

ることから、肩代わりをすることが容易でない場合がある。そのため、肩代わりする終末処理

場には、未利用の空き用地があると、施設計画の自由度が高まる。ただし、既に処理施設が用

地全体に建設されている終末処理場でも、今後処理施設の改築や増設等の予定があって既設の

用地を共同負担方式用の用地として活用できる処理場や、改造や運転方法の変更により処理効

率が向上し余裕分を肩代わりに回すことができる処理場は、肩代わりする終末処理場となり得

る。 
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第８節 協議の場の設置 
 共同負担方式を採用する地方公共団体の設定にあたっては、関係地方公共団体が協議を行

う場を設け、協議を行うものとする。 

〈解説〉 
共同負担方式の適用に関する関係地方公共団体間の主な協議内容として、以下の事項が考え

られる。 
・共同負担方式の検討条件（肩代わり負荷量など） 
・肩代わりする終末処理場の施設計画案 
・費用配分の対象となる高度処理費用 
・費用配分の方法 
・各主体の費用負担額 等 

 
 第９節 高度処理導入計画の検討 

4-9-1．施設計画の立案 
 共同負担方式の適用後の処理水質を目標とすべき処理水質に適合するために、下水処理施

設の施設計画を立案する。 
①処理方式の設定 
 「3-4-1の①処理方式の設定」に準ずる。 

②施設計画案の検討 
 「3-4-1の②施設計画案の検討」に準ずる。 

〈解説〉 
 施設計画の立案にあたっては、以下の点に配慮する。 
・管理対象となる全ての水質項目（ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，Ｔ－Ｎ，Ｔ－Ｐ）を目標とすべ

き処理水質に適合させるために発生する過剰削減分（いわゆるオーバーシュート分）を極

力減らすように配慮し、施設計画の変更に伴い増加する事業費を最小限に止めるように配

慮する。 
・肩代わりする処理場では、肩代わり負荷量分の除去能力を確保するために、系列単位で高度

処理方式の導入を検討する。 
パターン１）全ての系列で同一の処理方式を採用するパターン 
パターン２）系列単位で異なる処理方式を採用するパターン 
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※処理水質濃度の大小関係

処理レベル０＞処理レベル１＞処理レベル２

 

図 4-9-1．所与の処理水質を満足するための施設計画のパターン例 

 25



 

・系列単位で処理方式が異なる場合であっても、全体として目標とする処理水質を満足さ

せること。 
〈検討例〉 
パターン１）全ての系列で同一の処理方式を採用するパターン 

●標準法からA2Ｏ法に変更する場合

【現有施設】 【高度処理施設に係る施設計画】
○計画一日最大下水量 11,000 m3/日 ○計画一日最大下水量 22,000 m3/日 日平均/日最大

○計画一日平均下水量 8,800 m3/日 ○計画一日平均下水量 17,820 m3/日 81.0%
○標準活性汚泥法：HRT＝8h ○標準法→嫌気無酸素好気法：HRT＝12hr

①既設の反応槽 ①既設反応槽の改造 ②反応槽の増設

【標準活性汚泥法】 【嫌気無酸素好気法】 【嫌気無酸素好気法】
池巾 6.2 m 池巾 6.2 m 池巾 6.2 m
長さ 60.0 m 長さ 60.0 m 長さ 60.0 m
深さ 5.0 m 深さ 5.0 m 深さ 5.0 m
池容量 1,860 m3/池 池容量 1,860 m3/池 池容量 1,860 m3/池
池数 2.0 池/系列 池数 2.0 池/系列 池数 2.0 池/系列
系列 1.0 系列 系列 1.0 系列 系列 2.0 系列
HRT 8.0 hr HRT 12.0 hr HRT 12.0 hr
日最大 11,160 m3/日 日最大 7,440 m3/日 日最大 14,880 m3/日

（累計） 7,440 m3/日 （累計） 22,320 m3/日

過不足水量 -14,560 m3/日 過不足水量 320 m3/日
日平均/日最大

日平均下水量 6,000 m3/日 日平均下水量 11,820 m3/日 79.4%
（累計） 6,000 m3/日 （累計） 17,820 m3/日

【処理水質】 【処理水質】
T-N 7.2 mg/L T-N 7.2 mg/L
T-P 0.52 mg/L T-P 0.52 mg/L

【系列別排出負荷量】 【系列別排出負荷量】
T-N 43.2 kg/日 T-N 85.1 kg/日
T-P 3.1 kg/日 T-P 6.1 kg/日

【排出負荷量のチェック（累計）】 【排出負荷量のチェック（累計）】 平均水質
T-N 43.2 kg/日 T-N 128.3 kg/日 7.2 mg/L
T-P 3.1 kg/日 T-P 9.3 kg/日 0.52 mg/L

目標平均水質

7.2 mg/L
0.52 mg/L

※標準法からＡ2Ｏ法に変更すると、HRTが8→12hrとなるため、既設の
反応槽では容量が不足するので、反応槽の増設が必要となる。

＋

 
パターン２）系列単位で異なる処理方式を採用するパターン 

●標準法から循環変法、Ａ2Ｏ法と修正Ｂ法に変更する場合

【現有施設】 【高度処理施設に係る施設計画】
○計画一日最大下水量 11,000 m3/日 ○計画一日最大下水量 22,000 m3/日 日平均/日最大

○計画一日平均下水量 8,800 m3/日 ○計画一日平均下水量 17,820 m3/日 81.0%
○標準活性汚泥法：HRT＝8h ○標準法 →循環式硝化脱窒法：HRT＝10.5hr

→嫌気無酸素好気法：HRT＝12hr
→修正バーデンフォ法：HRT＝16hr

①既設の反応槽 ①既設反応槽の改造 ②反応槽の増設 ②反応槽の増設

【循環式硝化脱窒法】 【嫌気無酸素好気法】 【修正バーデンフォ法】
池巾 6.2 m 池巾 6.2 m 池巾 6.2 m 池巾 6.2 m
長さ 60.0 m 長さ 60.0 m 長さ 60.0 m 長さ 60.0 m
深さ 5.0 m 深さ 5.0 m 深さ 4.0 m 深さ 6.8 m
池容量 1,860 m3/池 池容量 1,860 m3/池 池容量 1,488 m3/池 池容量 2,530 m3/池
池数 2.0 池/系列 池数 2.0 池/系列 池数 2.0 池/系列 池数 2.0 池/系列
系列 1.0 系列 系列 1.0 系列 系列 1.0 系列 系列 1.0 系列
HRT 8.0 hr HRT 10.5 hr HRT 12.0 hr HRT 16.0 hr
日最大 11,160 m3/日 日最大 8,503 m3/日 日最大 5,952 m3/日 日最大 7,589 m3/日

（累計） 8,503 m3/日 （累計） 14,455 m3/日 （累計） 22,044 m3/日

過不足水量 -13,497 m3/日 過不足水量 -7,545 m3/日 過不足水量 44 m3/日
日平均/日最大

日平均下水量 6,900 m3/日 日平均下水量 4,800 m3/日 日平均下水量 6,120 m3/日 80.6%
（累計） 6,900 m3/日 （累計） 11,700 m3/日 （累計） 17,820 m3/日

【処理水質】 【処理水質】 【処理水質】
T-N 10 mg/L T-N 7.2 mg/L T-N 4 mg/L
T-P 0.5 mg/L T-P 0.52 mg/L T-P 0.3 mg/L

【系列別排出負荷量】 【系列別排出負荷量】 【系列別排出負荷量】
T-N 69.0 kg/日 T-N 34.6 kg/日 T-N 24.5 kg/日
T-P 3.5 kg/日 T-P 2.5 kg/日 T-P 1.8 kg/日

【排出負荷量のチェック（累計）】 【排出負荷量のチェック（累計）】 【排出負荷量のチェック（累計）平均水質
T-N 69.0 kg/日 T-N 103.6 kg/日 T-N 128.0 kg/日 7.2 mg/L
T-P 3.5 kg/日 T-P 5.9 kg/日 T-P 7.8 kg/日 0.44 mg/L

目標平均水質

7.2 mg/L
0.52 mg/L

＋ ＋

 
図 4-9-2．高度処理導入の施設計画案の例 
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4-9-2．高度処理費用の算出 
 「3-4-2．高度処理費用の算出」に準ずる。 

〈解説〉 
 共同負担方式を検討する際の高度処理費用の算出に当たっては、原則として概略設計を行っ

て算出することが望ましいが、費用関数を用いて算出を行っても十分に検討が可能な場合につ

いては、関係地方公共団体間の合意を前提として費用関数を用いて算出することも可能である。 
 

4-9-3．施設計画案の選定 
 「3-4-3．施設計画案の選定」に準ずる。 

 
第１０節 費用配分 

 共同負担方式の費用配分は、経済合理的な費用配分方法であることが必要である。 
 基本的には、以下の方法で行う。 
〈費用配分の方法〉 
①高度処理終末処理場において、高度処理共同負担に関わる施設を区分する。 
 ②共同負担方式に関わる施設について、窒素を除去する施設と燐を除去する施設に分類し、

高度処理費用を窒素除去分と燐除去分に配分する。 
 ③高度処理終末処理場において達成すべき削減目標量のうち、当該特定終末処理場自らの

削減目標量と他の特定終末処理場の肩代わり分の削減量の割合を算出し、費用配分のた

めの負担割合とする。 
 ④窒素を除去する施設に要する費用は、窒素に関する負荷削減割合により主体間で配分す

る。 
 ⑤燐を除去する施設に要する費用は、燐に関する負荷削減割合により主体間で配分する。

 なお、高度処理費用を窒素又は燐の除去分の配分に関する考え方や比率、過剰削減分の費

用配分の方法等については、関係地方公共団体間で協議して決定することとする。更に、こ

れらについては、協定等により取り決めを行うことが望ましい。 

〈解説〉 
１） 窒素又は燐の負荷削減割合による費用配分方法の説明 

Ｂ処理場の費用負担分

Ａ処理場の費用負担分

Ｂ処理場の
費用負担分

Ａ処理場の
費用負担分

高度処理終末処理場の高度処理費用

Ｎの削減に係る部分 ＋ Ｐの削減に係る部分

Ａ処理場分

Ｂ処理場分

Ｂ処理場が
削減する
Ｎの削減量

Ｂ処理場分

Ａ処理場分

Ｂ処理場が
削減する
Ｐの削減量

自らの
削減目標量

肩代わり分

肩代わり分

自らの
削減目標量

図 4-10-1 費用配分の考え方 
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２）過剰削減分の取り扱い 
 高度処理方式を系列毎に変えて配置しても、多少過剰に負荷削減する分が生じる。この過剰

削減分の費用負担の方法については、関係地方公共団体間で協議して決めることが望ましい。 
例えば、上記の費用配分方法を用いると、過剰削減分は、結果的に削減負荷量の割合に応じ

て配分されることになる。 
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〈検討例〉 
１）肩代わりするＢ終末処理場の高度処理用のＮＰ分割 

表 4-10-1 肩代わりするＢ終末処理場の高度処理用のＮＰ分割 

（単位　建設費：百万円、維持管理費：百万円/年）

費目 金額 Ｎ除去分 Ｐ除去分

建設費 水処理施設（修正ﾊﾞｰﾃﾞﾝﾌｫ法） 82% 18% 配分比率
既設改造費 611 499 112
増設費 1,827 1,493 334
合計 2,438 1,992 446

凝集剤添加設備 0% 100% 配分比率
設置費 40 0 40

有機物添加設備 100% 0% 配分比率
設置費 40 40 0

急速ろ過設備 50% 50% 配分比率
設置費 1,496 748 748
金額 4,014 2,780 1,234

配分比率 69% 31%
維持管理費 水処理施設 82% 18% 配分比率

既設改造費 8.5 6.9 1.6
増設費 26.0 21.2 4.8
合計 34.5 28.2 6.3

凝集剤添加設備 0% 100% 配分比率
設置費 11.7 0.0 11.7

有機物添加設備 100% 0% 配分比率
設置費 6.8 6.8 0.0

急速ろ過設備 50% 50% 配分比率
設置費 15.9 7.9 7.9

68.9 42.9 25.9
62% 38%  

〈参考：高度処理方式別のＮＰコスト分割の考え方〉 
表 4-10-2 高度処理方式別のＮＰコスト分割の配分比率 

　水処理施設

処理方法

反応槽 T-N ○ 1.00
T-P × 0.00
T-N ○ 1.00
T-P × 0.00
T-N ○ 1.00
T-P × 0.00
T-N ○ 1.00
T-P × 0.00
T-N ○ 0.68 窒素＝(B+C/2)/Ｆ×費用

T-P ○ 0.32 りん＝(A+C/2)/Ｆ×費用

T-N ○ 0.82 窒素＝(B+C/2+D+Ｅ)/Ｆ×費用

T-P ○ 0.18 りん＝(A+C/2)/Ｆ×費用

T-N × 0.00
T-P ○ 1.00

付帯設備 T-N × 0.00
T-P ○ 1.00
T-N ○ 1.00
T-P × 0.00

注１）反応槽の増設あるいは改造費用のＮＰコスト分割は、各種反応槽の滞留時間の比率で分割する。
注２）窒素及び燐の同時除去法の配分比率は、各種反応槽の滞留時間で配分する。
　　　・反応槽の滞留時間Ｆ＝嫌気槽Ａ＋無酸素槽ⅠＢ＋好気槽Ｃ＋無酸素槽ⅡＤ＋再曝気槽Ｅ
　　　・嫌気無酸素好気法　嫌気槽A=1.5hr、無酸素槽B=7.4hr、好気槽C=7.5hr　【標準設計】
　　　・修正バーデンフォ法　嫌気槽A=1.5hr、無酸素槽B=6.1hr、好気槽C=3.0hr、
　　　　　　　　　　　　　　無酸素槽ⅡD=4.8hr、再曝気槽E=1.0hr　【標準設計】
注３）凝集剤添加設備に係る費用は、リン除去に係る設備として計上する。
注４）メタノール添加設備に係る費用は、窒素除去に係る費用として計上する。

循環式硝化脱窒法

硝化内生脱窒法

ステップ流入式
多段硝化脱窒法

高度処理
ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｲｯﾁ法

嫌気無酸素好気法

凝集剤添加設備

有機物添加設備

修正バーデンフォ法

嫌気好気活性汚泥法

水質
項目

NP除去
の区分

配分
比率

費用の分割
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２）主体間の費用配分例 
 

表 4-9-3 主体間の費用配分例 
Ｂ処理場における機能分担割合
●処理能力 m3/日 22,000 m3/日
●計画一日平均下水量 m3/日 17,820 m3/日

Ｂ処理場における適用後の負荷削減
負担区分 Ｂ処理場分 Ａ処理場分 合計 備考

水質項目 単位 二次処理後 削減分 適用前 適用前 削減分 適用後 削減分

計画処理水質 Ｔ－Ｎ mg/L 15.0 -7.8 7.2 7.2 -2.9 4.3 -10.7

Ｔ－Ｐ mg/L 2.00 -1.48 0.52 0.52 -0.22 0.30 -1.70

排出負荷量 Ｔ－Ｎ kg/日 267 -139 128 128 -51 77 -190

Ｔ－Ｐ kg/日 36 -26 9 9 -4 5 -30

削減割合 Ｔ－Ｎ ％ 73 27 100

（構成比） Ｔ－Ｐ ％ 87 13 100

建設費 Ｔ－Ｎ 百万円 2,032 748 2,780

Ｔ－Ｐ 百万円 1,074 160 1,234

合計 百万円 3,106 908 4,014

維持管理費 Ｔ－Ｎ
百万円
　　/年 31.4 11.6 42.9

Ｔ－Ｐ
百万円
　　/年 22.6 3.4 25.9

合計
百万円
　　/年 54.0 14.9 68.9

負担割合 Ｔ－Ｎ 2.7 1

Ｔ－Ｐ 6.7 1

【A処理場の導入後の単独分】

建設費 合計 百万円 0 15 15

維持管理費 合計
百万円
　　/年 0.0 3.3 3.3

：

：

 
※ 肩代わりをするＢ処理場の二次処理水質は、当該終末処理場の実績処理水質等を 

勘案して設定する値である（上記例では、T－Ｎ15.0、T－P2.0として設定）。 
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 第 1１節 成立条件の評価 

 共同負担方式の成立条件は、同方式適用前の各主体の高度処理導入に要する費用に比べて、

適用後の費用負担が全ての主体において軽減されていることとする。 
 適用前後における費用比較は、建設費、用地費、維持管理費等のトータルコストで評価す

る。なお、適用後の費用は、肩代わりにより生じる負担額などを考慮して算定する。また、

第３章第６節を準用して共同負担方式による高度処理導入計画の実施可能性を評価する。 

〈解説〉 
 共同負担方式が成立する条件としては、全ての当事者において、適用前の高度処理導入に要

する費用より、適用後の費用負担が軽減されていることである。適用後の負担費用が高くなる

場合は、共同処理方式によらず、個別処理方式によるほうが経済的である。 
 適用前後における費用比較については、高度処理方法の違いにより、建設費は安価であるが、

維持管理費が高い処理方法や、建設費が高く、維持管理が安価な処理方法があるため、建設費、

維持管理費等のトータルコストで比較することが重要である。トータルコストの算定に当たっ

ては、「下水道事業における費用効果分析マニュアル（案）」（平成 18年 11月改訂、社団法人
日本下水道協会）を参照のこと。 

 
（参考）費用比較の計算の考え方 
 施設計画案の費用比較に当たっては、建設費、維持管理費（ｎ年分）等のトータルコストで

比較する。 
〈トータルコストの算出方法〉 
 ・トータルコスト ＝ 建設費＋用地費等＋維持管理費（ｎ年分）＋肩代わりによる負担額

※

 ここに、建 設 費：高度処理施設の改造費用・増設費用・改築更新費用、付帯設備の設置

費用・改造費用・改築更新費用、汚水ポンプの改造費用・増設費用・

改築更新費用、汚泥処理施設の増設費用など。 
      

維持管理費：動力費、薬品費、保守点検費、試験費、燃料費、汚泥処分費、修繕費 
                   ｎ
     維持管理費（ｎ年分） ＝ Σ｛Ｂk／(１＋ｉ)k-1｝ 
                   k=1 

             Ｂk：ｋ年目の維持管理費、ｉ：割引率 
用 地 費：処理施設の増設のために、購入する必要が生じる用地の費用 

※  共同負担方式により高度処理を肩代わりする高度処理終末処理場についてトータルコ

ストを算出する場合には、肩代わりしてもらう地方公共団体が負担する費用を差し引くこ

とに留意する。 
なお、負担額を複数年にわたって支払う場合は、維持管理費と同様に現在価値に換算し 
た上でトータルコストを算出する。
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第５章 申出の手続き 

 第１節 申出の手続き 
他の地方公共団体の削減目標量の全部又は一部に相当する窒素又は燐の削減を肩代わりしよ

うとする地方公共団体は、当該他の地方公共団体の同意を得て、必要書類を添付の上、都道

府県に申し出を行う。（法第２条の２第４項） 

 
〈解説〉 
１）申出の流れ 
 窒素含有量又は燐含有量についての終末処理場毎の削減目標量及び削減方法に関する申出

の流れを図 5-1-1に示す。 
 
 
 
 
 

・下水道整備に関する基本方針

・下水を排除し処理すべき区域に関する事項

・下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項

・下水道整備事業の実施順位に関する事項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-1-1．申出の流れ 
 
２）申出に必要な書類について 
 ①申出書（参考資料１参照） 
②共同負担方式により、高度処理を肩代わりする高度処理終末処理場および肩代わりしてもら 
う他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し 
③共同負担方式により高度処理を行うことに関する申出に係る他の地方公共団体の同意文書

（参考資料２参照） 

・窒素含有量又は燐含有量についての終末処理場ごとの削減目標量及び削減方法

○流域別下水道整備総合計画の変更（法第２条の２第９項）

閉鎖性水域に係る流域別下水道整備総合計画 （都道府県が策定）

意見聴取（法第２条の２第６項）
（二以上の都府県に跨る場合は第７項）

・申出に係る窒素、燐の削減方法

・高度処理終末処理場の管理に要する費用の予定額

・他の地方公共団体による費用の負担に関する事項

同意
（法第２条の２第７項）

協議
（法第２条の２第８項）

（二以上の都府県に跨る場合のみ）
国土交通大臣

環境大臣

必
ず
定
め
る
事
項

費用を負担する
他の地方公共団体のために
窒素、燐を削減する旨を申出
（法第２条の２第４項）

申出により記載
（法第２条の２第５項）

法第２条の２第４項の他の地方公共団体

同意
（法第２条の２第４項）

１

協議
（法第条２の２第７項）

２

３

４

５

６

７

同一の
法第２条の２
第２項第２号
の区域

他の地方公共団体のために
窒素、燐を削減する地方公共団体
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第６章 流総計画への記載 

申出を受けた都道府県は、当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量の削減方法、当該高度処理

終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額及び当該他の地方公共

団体による費用の負担に関する事項を流総計画に記載することができる。（法第２条の２第５項）

〈解説〉 
１）流総計画への記載様式 
 流総計画への記載様式を表 6-1-1に示す。 

表 6-1-1 流総計画の記載様式 
様式第一（第一条関係） 
（第３表）処理施設 

削減方法 名称 位置 予 定 処
理 区 の

名称 

処理 
方法 

処 理 能 力

(単位 立方
ﾒｰﾄﾙ/日) 

削減目標

量（単位

ｷﾛｸﾞﾗﾑ /
日） 

当該終末処理場

において削減さ

れる放流水の窒

素含有量又は燐

含有量（単位

キログラム／

日） 

削減目標量の一部に

相当するものとして

他の終末処理場にお

いて削減される放流

水の窒素含有量又は

燐含有量（単位 キロ

グラム／日） 

放流先の

名称及び

位置 

摘要

          
備考 

１ 「位置」の欄は、市町村名を記載すること。 

２ 「処理方法」の欄は、令第５条の６第１項第３号の表の下欄に掲げる方法その他の下水を処理する方法の名称を記載すること。 

３ 「削減目標量」及び「削減方法」の欄は、令第２条の２に規定する要件に該当する公共の水域又は海域について定められる場合に記載すること。 

４ 法第２条の２第４項の規定による申出があつた場合は、同条第５項に規定する事項を別表に記載すること。 

５ 「放流先の名称及び位置」の欄は、放流先の名称については河川等の名称を記載し、放流先の位置については左右岸の別及び水質基点、主要な支川合流点又は主

要な取水点との上下流関係を明らかにして記載すること。 

６ 「摘要」の欄は、計画下水量並びに整備計画年度の最終年次における放流水の予定水質（計画処理水質）及び処理施設において処理すべき下水の予定水質（計画

流入水質）を記載すること。 

（別表） 
法第２条の２第４項の規定による申出に係る高

度処理終末処理場 
左欄の申出に同意した他の地方公共団体が管理する特

定終末処理場 
名称 当該高度処

理終末処理場

を管理する地

方公共団体の

名称 

当該申出

に係る放流

水の窒素含

有量又は燐

含有量（単位

キログラム

／日） 

当該高度処

理終末処理場

の設置、改築、

修繕、維持その

他の管理に要

する費用の予

定額（単位 百

万円） 

摘要 名称 当該特定

終末処理場

を管理する

他の地方公

共団体の名

称 

削減目標量の一

部に相当するもの

として左欄の申出

に係る高度処理終

末処理場において

削減される放流水

の窒素含有量又は

燐含有量（単位

キログラム／日） 

当該高度処理終

末処理場の設置、改

築、修繕、維持その

他の管理に要する

費用の予定額のう

ち、当該他の地方公

共団体が負担する

額（単位 百万円）

 

摘要

          
 
２）都道府県が記載しない場合としては、以下の場合などが考えられる。 
  ・申出を受けた削減方法では削減目標量の達成が削減が技術的に困難であると認められる場

合 
  ・放流先の水質環境基準の達成に支障がある場合 など。 
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第７章 その他の留意事項 
 高度処理共同負担制度に関するその他の留意事項を以下に示す。 
１）高度処理共同負担制度に係る協定の解消や変更について 
①関係地方公共団体間の合意があれば、高度処理共同負担制度に係る協定の解消や変更が可能

である。ただし、高度処理共同負担制度に係る協定の解消や変更を行った場合には、都道府

県は速やかに流総計画の記載変更を行う。 
②流総計画が変更になった場合は、必要に応じて高度処理共同負担制度に係る協定を見直す。

２）同一の地方公共団体が管理する複数の終末処理場の計画処理水質の設定について 
①同一の地方公共団体が管理する複数の終末処理場間の削減目標量の配分にあたり、計画処理

水質に差を付ける場合は、流総計画において削減目標量を算定する際に行う。 
３）共同負担方式による高度処理実施後の処理水質の管理について 
①実施後における処理水質の管理は、原則として、計画放流水質で行う。 
②実施後の処理水質の管理は、関係地方公共団体間の協定等により、取り決めを行い、共同負

担方式による高度処理を適正に管理するよう努める。 
〈解説〉 
１）について 
 高度処理共同負担制度に係る協定の解消及び変更は、原則として、関係地方公共団体間の合意

があれば可能である。その場合、協定を解消あるいは変更し、削減目標量の全部または一部を自

ら削減した場合について、経済的に合理的であるといえることが必要である。 
 また、高度処理共同負担制度に関する事項が記載された流総計画そのものが見直しになった場

合は、関係地方公共団体間の合意の下に、各事業計画を見直し後の流総計画に適合するように変

更するとともに、高度処理共同負担制度に係る協定についても見直しを行うことが必要である。 
２）について 
 同一の地方公共団体が複数の終末処理場を管理している場合で、削減目標量の配分を変更する

ために終末処理場間の計画処理水質に差を付ける場合は、「窒素含有量又は燐含有量に係る終末処

理場ごとの削減目標量の設定の考え方について」（平成 18 年 6 月 22 日、国土交通省都市・地域
整備局下水道部流域下水道計画調整官事務連絡）に示す考え方に則って、流総計画において削減

目標量を算定し、計画に記載する必要がある。 
３）について 
 高度処理共同負担制度の枠組みは、計画処理水質に基づいたものである。計画放流水質は、計

画処理水質と整合が図られるものの、計画放流水質の設定には一定の要件（上限：窒素 20mg/ｌ
以下、燐 3mg/ｌ以下）があるため、計画放流水質の管理によって計画処理水質の達成を確認する
ことが困難な場合も考えられるため注意が必要である。 
よって、共同負担方式による高度処理の実施後に、その枠組みが適正に遵守されていることを

確認するために、関係地方公共団体が協力して処理水質の管理を行うことが重要である。そのた

め、事業実施後の処理水質の管理についても、協定等により取り決めを行うことが望ましい。例

えば、標準活性汚泥法のように放流水の窒素又は燐を制御することが困難な処理方法を適用後に

採用している特定終末処理場については対しては、当該特定終末処理場の削減目標量の一部を肩
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代わりしている地方公共団体が処理水質を測定できるよう、水質測定に要する費用についても高

度処理費用として盛り込むことを協定等で決定するなど、高度処理共同負担制度の適正な管理に

努めることが望ましい。 
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参考資料１          申 出 書（例） 

 
 

番   号 
年 月 日 

 
○○都道府県知事 殿 
 

申 請 者  印 
 
下水道法第２条の２第４項の規定により、関係書類を添え別紙のとおり、申請いたします。 
 
 

記 

 
・ 下水道法施行規則第１条の３第１項に規定された申出書に記載すべき事項 
   別紙のとおり 
 
・ 下水道法施行規則第１条の３第２項に規定された添付書類 
別紙のとおり 
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（別 紙） 
 

 記入事項 （記入例） 

（規則第１条の３第１項第１号） 

当該他の地方公共団体の名称 

○○市 

（規則第１条の３第１項第２号） 

当該高度処理終末処理場及び当該

他の地方公共団体が管理する特定

終末処理場の名称 

（当該高度処理終末処理場について） 

○○市公共下水道○○浄化センター（○○T） 

（当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場について） 

○○市公共下水道○○終末処理場（○○T） 

○○市公共下水道○○浄化センター（○○T） 

当該申出に係る放流水

の窒素含有量又は燐含

有量 

（単位 キログラム／

日） 

（窒素含有量） ○○ （キログラム／日） 

（削減方法）  ○○T：○○ （キログラム／日） 

 

（燐含有量）  ○○ （キログラム／日） 

（削減方法）  ○○T：○○ （キログラム／日） 

 

○○市公共下水道○○終末処理場（○○T） 

（規則第１条の３第１項第３号） 

当該申出に係る窒素含有量又は燐

含有量及びその削減方法 

 

削減目標量の一部に相

当するものとして上欄

の当該申出に係る高度

処理終末処理場におい

て削減される放流水の

窒素含有量又は燐含有

量（単位 キログラム／

日） 

（窒素含有量） ○○ （キログラム／日） 

（削減方法）  ○○T：○○ （キログラム／日） 

 

（燐含有量）  ○○ （キログラム／日） 

（削減方法）  ○○T：○○ （キログラム／日） 

 

（規則第１条の３第１項第４号） 

当該高度処理終末処理場の設置、改

築、修繕、維持、その他の管理に要

する費用の予算額 

（○○市公共下水道○○浄化センター（○○T）） 

○○○○（百万円） 

（規則第１条の３第１項第５号） 

当該他の地方公共団体による費用

の負担に関する事項 

（○○市公共下水道○○終末処理場（○○T）） 

○○○○（百万円） 
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参考資料２        同 意 書 （例） 

 
番   号 
年 月 日 

 
○○都道府県知事又は○○市町村長 殿 
※肩代わりをする地方公共団体 

 
○○都道府県知事又は○○市町村長 印 

※肩代わりをしてもらう地方公共団体 

 
 

 
下水道法第２条の２第４項に係る申出について、関係書類の内容を確認し、これに同意します。 
 

 
記 
 

・下水道法第２条の２第４項に係る申出に係る事項 
別紙のとおり 
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参考資料３．国庫補助について 
以下の条件を満たす場合には、地方公共団体が自ら実施すべき範囲を超えて高度処理を実施

する際の、当該範囲を超える高度処理終末処理場の設置又は改築にかかる費用を補助対象とす

る。 
・当該地方公共団体が、他の地方公共団体の実施すべき高度処理の負荷削減機能を肩代

わりして高度処理を行うことにより、他の地方公共団体が個々に高度処理を実施する場

合よりも、全体としての建設事業費及び国費の削減が図られること。 
・当該地方公共団体が設置する高度処理終末処理場について、負荷削減機能を肩代わり

される地方公共団体がそれに応じた費用を負担するものであること。 
 肩代わりを高度処理共同負担事業（国庫補助事業）として行う場合における高度処理終末処

理場の設置・改築費用についての補助率は、肩代わりを受ける地方公共団体の終末処理場の補

助率とする。 
 
〈解説〉 
高度処理共同負担事業の国庫補助については、令第２４条の２第１項第３号に示されている。 
【令第２４条の２第１項第３号】 
法第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る

高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載

されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場（当該高度処理終末

処理場に係る下水道と同じ同条第二項第二号の区域に係る下水道のものに限る。）につい

て定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について

定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減するために行う当該

高度処理終末処理場の設置又は改築（国土交通大臣が定めるものに限る。）に要する費用

（国土交通大臣が定める費用を除く。） 次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下

水道の区分に応じ、それぞれに定める額 
イ 公共下水道（特定公共下水道を除く。） 当該費用の額に二分の一（国土交通大

臣が定める費用にあっては、十分の五・五）を乗じて得た額 
ロ 特定公共下水道 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第四条第一項

若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した

額に三分の一を乗じて得た額 
ハ 流域下水道 当該費用の額に二分の一（国土交通大臣が定める費用にあっては、

三分の二）を乗じて得た額 
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図 5-1-1．国庫補助の算定方法 
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参考資料４．関係事務連絡            事 務 連 絡 
平成１８年６月２２日 

  
都道府県下水道担当課長 殿 
（地方整備局等経由） 
 

国土交通省都市・地域整備局下水道部 
流域下水道計画調整官 

 
窒素含有量又は燐含有量に係る終末処理場ごとの削減目標量の設定の考え方について 

 
下水道法第２条の２第２項第５号に規定する終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は

燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減目標量（以下「削減目標量」という。）を定めるた

めの具体的方法については下記のとおりとしますので、事務執行上の参考とされますようお願い

いたします。 
記 

１．削減目標量 
削減目標量は、流域別下水道整備総合計画（以下「流総計画」という。）の最終年次における日

平均計画処理水質と、これとは別に定める基準となる水質との差分に、最終年次における計画一

日平均下水量を乗じて定められる。また、削減目標量は、非負の値として定める。 
 
［削減目標量（kg/日）］＝（C0－C1）Q1／1,000 
C0：基準となる水質（mg/L） 
C1：最終年次における日平均計画処理水質（mg/L） 
Q1：最終年次における計画一日平均下水量（m３/日） 

削減目標量のイメージ 

 

 

負
荷
量

現状

削減目標量
（①－②）     

将来
（ 最終年次） 

① 　基準となる水質に計画一日
平均下水量を乗じて算出される
負荷量

② 　最終年次における日平均計画
処理水質に計画一日平均下水量
を乗じて算出される負荷量
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２．基準となる水質 
 基準となる水質は、下水道法に基づく事業計画に終末処理場の計画放流水質が定められている

場合には、当該計画放流水質及び現況の放流水の水質を踏まえ設定することとなるが、計画放流

水質を基本として設定することが一般的と考えられる。 
当該計画放流水質が定められていない場合は、流総計画の対象地域に現存する終末処理場から

の放流水の水質及び水質汚濁防止法に規定される排出基準等を勘案して設定する。 
なお、基準となる水質を設定するにあたっては、流総計画の最終年次における から

の放流水の水質が、基準となる水質を下回らなければならないことに留意することとする。 
 
３．流総計画の最終年次における日平均計画処理水質 
 終末処理場ごとの最終年次における日平均計画処理水質は、下水道の施設整備と下水道以外の

汚濁負荷対策をあわせて実施した場合に、流総計画の対象水域の将来水質が水質環境基準を達成

するよう定める。 
当該日平均計画処理水質を定める方法は、原則として以下のとおりとする。 

 
① 最終年次における下水道以外の汚濁負荷対策及び終末処理場ごとの計画一日平均下水量を設

定し、終末処理場からの放流水の水質を一律に低下させた場合に、流総計画の対象水域に定め

られたすべての水質環境基準を達成するような水質を、一律平均計画処理水質として算出する。 
  なお、流総計画の対象水域が二以上の都府県に跨る場合、当該水域に係る一律平均計画処理

水質の算出は、関係都府県もしくは国が行うものとする。 
 

終末処理場ごとの最終年次における日平均計画処理水質については、地方公共団体ごとに、

当該日平均計画処理水質に計画一日平均下水量を乗じた値の総和を計画一日平均下水量の総和

で除した値が、一律平均計画処理水質の値を上回らないように定めることを原則として、以下

の式を満足するよう設定する。 
Σ （［終末処理場ごとの最終年次における日平均計画処理水質］×［終末処理場ごとの計

画一日平均下水量］）／Σ ［終末処理場ごとの計画一日平均下水量］≦

 

③ ただし、高度処理の推進にあたって、②の方法が適当でないと認められ、流総計画に係るす

べての地方公共団体の合意が得られる場合には、これ以外の方法も可とする。 
 
④ 水質環境基準が定められた特定の水域に対して影響力の大きい終末処理場が特定され、かつ

流総計画に係るすべての地方公共団体の合意が得られる場合、当該終末処理場については、他

の終末処理場とは別に日平均計画処理水質を定めてもよい。 
  この場合、①の方法による一律平均計画処理水質は、当該特定の水域に定められた水質環境

基準を除いたすべての水質環境基準を達成するように算出することとする。 

終末処理場

② 

地方公共団体

地方公共団体 ［一律平均計画処

理水質］
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