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国都下企第７４ 号 

平成１６年３月２９日 

 

各都道府県知事 殿 

各指定都市市長 殿 

 

              国土交通省都市・地域整備局長 

 

 

下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行について 

 

 

 下水道法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第４３５号）が平成１５年９月

２５日に公布され、また、下水道法施行規則の一部を改正する省令（平成１６年国土交通

省令第１２号）、下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令（平成１６年

国土交通省令・環境省令第１号）、下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正

する省令（平成１６年国土交通省令・環境省令第２号）、下水道法施行令の一部を改正する

政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令（平成１６年国土交通省令第１３号）

及び下水道法施行令第五条の五第一号の国土交通大臣が定める排水管の内径の数値及び排

水渠の断面積の数値を定める件（平成１６年国土交通省告示第２６２号）が平成１６年３

月１２日に公布され、それぞれ平成１６年４月１日から施行されることとなるが、これら

の法令の適正な運用に当たっての留意点を下記に示すので、事務執行上の参考とされたい。 

 なお、都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市を除く。）に対しても、この旨

の周知についてよろしくお願いする。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

 １ 公共下水道等の構造基準の制定 

   公共下水道又は流域下水道の事業計画の認可の基準として、その構造が下水道法（以下

「法」という。）第７条（法第２５条の１０において準用する場合を含む。）の技術上の基

準に適合していることが求められているが、この技術上の基準を定める政令はこれまで未

制定であった。地方分権の流れの中で、地方分権推進委員会の「地方分権推進委員会第２

次勧告」（平成９年９月３日）において「国は、地方公共団体が国の合意（又は同意）又

は許認可等を受けなければならないこととされている場合には、地方公共団体から求めら

れた合意（又は同意）又は許認可等をするかどうかを法令の規定に従って判断するために

必要とされる基準を定めるものとし、定めた場合には、行政上特別の支障がある場合を除

き、これを公表しなければならない。」とされているところであり、地方分権改革推進

会議の「事務・事業の在り方に関する意見」（平成１４年１０月３０日）においても「下
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水道施設基準について、性能規定として基準を制定する。」とされたところである。 

 このようなことから、下水道法施行令（以下「令」という。）第５条の３から第５条

の７として公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準（以下「構造基準」とい

う。）を新たに規定したものである。 

２ 新たな政策課題への対応 

  (1)  

合流式下水道で整備された区域では、雨天時に下水の一部が未処理で河川、海域

等に放流されるため、放流先の水質保全上問題が大きく、糞便性大腸菌等による公

衆衛生面での影響も懸念されることから近年大きな社会問題となっている。 

 このようなことから、合流式下水道の改善対策を緊急かつ確実に進めるために、

必要とされる構造基準及び雨水の影響が大きい時の放流水の水質の技術上の基準を

新たに規定したものである。 

(2)  

 窒素、燐等の栄養塩類が蓄積しやすい湖沼及び閉鎖性海域では、窒素及び燐の環

境基準の達成率がまだ十分ではなく、河川等においても、放流先の水域での水利用

の観点からより高度な放流水質が要求される場合があるため、要求される水質に応

じて通常の二次処理以上の高度な処理が必要となっている。 

 このようなことから、計画放流水質という新たな概念を導入し、下水道管理者が

放流先の状況等を考慮して計画放流水質を自ら定め、当該計画放流水質の区分に応

じた処理方法を選定することとするとともに、放流水の水質の技術上の基準（以下

「放流水質基準」という。）に窒素及び燐を追加する等の見直しを行ったものである。 

(3)  

 下水汚泥の処理については、ダイオキシン類等の有害物質の発生を極力抑制する

など、生活環境の保全及び人の健康の保護の観点から適切に行うことが必要である。 

このようなことから、汚泥処理施設の構造基準及び維持管理の基準を新たに規定

したものである。 

(4)  

 近年、都市化の進展に伴う人口及び資産の集積、集中豪雨の増加等により、都市

部における浸水被害が甚大となってきている。このような背景のもと、都市部にお

ける総合的な浸水被害の防止のための対策を推進するため、特定都市河川浸水被害

対策法（平成１５年法律第７７号）が平成１５年６月に公布され、今後、雨水貯留

浸透施設の重要性が一層高まるものと見込まれる。 

 このようなことから、貯留施設に係る事業計画の変更について認可を必要とする

とともに、下水道施設の構造基準として雨水を地下に浸透させる場合についても規

定したものである。 

(5)  

 ビルの地下等において汚水を一時的に貯留する排水設備については、構造上の問

題から悪臭が発生している場合がある。 

このようなことから、排水設備の臭気対策に係る構造基準を新たに規定したもの
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である。 

 

 

第二 改正の概要 

 １ 令第５条及び第１７条の６関係 

 貯留施設に係る事業計画の変更は、認可を要しない軽微な変更とされていたため、

認可権者が確認することができなかったが、貯留施設は、浸水被害の防止のための対

策及び合流式下水道の改善対策において重要な役割を担うものであることから、これ

に関して認可権者が的確に把握する必要がある。このようなことから、主要な管渠を

補完する貯留施設の配置等の変更について認可が必要であることを明確にすることと

した。 

 この改正に伴い、下水道法施行規則（以下「施行規則」という。）別記様式第２、第

３及び第１５の公共下水道事業計画書等において、貯留施設調書を新たに追加するこ

ととした。 

 

２ 令第５条の３関係 

 公共下水道又は流域下水道の構造基準について、本条に統括的な規定を置いたもの

であり、施設ごとに必要な基準を令第５条の４から第５条の７までの各条において規

定することとした。 

なお、これらの構造基準は、必要最低限遵守すべき事項を性能規定として定めてい

ることに留意されたい。 

 

３ 令第５条の４関係 

 令第５条の４は、公共下水道又は流域下水道の排水施設（これを補完する施設を含

む。）及び処理施設（これを補完する施設を含む。）に共通する構造基準を規定するこ

ととした。 

(1)  

公共下水道又は流域下水道を構成する施設は、自重、水圧、土圧、地震の震動等

に対して十分に安全で耐久力のある構造とすることが求められることから、堅固で

耐久力を有する構造とすることとした。 

  (2)  

公共下水道又は流域下水道の施設は、下水及び地下水と接していてもその機能を

発揮できる構造とする必要があることから、耐水性の材料で造ることとした。 

また、地下水の汚染等を防ぐため、排水施設及び処理施設から下水が漏れ出さな

い構造とする必要があり、さらに施設の機能を適正に保つために地下水の浸入を極

力避ける構造とする必要があることから、継手を水密性とする等の漏水及び地下水

の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていることとした。 

 一方で、浸水被害の防止等の観点から雨水の浸透を積極的に推進することが

望ましい地域もあることから、雨水を排除すべきものについては、多孔管、浸
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透ますその他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる

こととした。 

  (3)  

 下水が滞留し嫌気状態になりやすい部分では、下水から発生する硫化水素が原因

となり下水道施設が腐食を受けやすいことから、このような部分にあっては、ステ

ンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又はコンクリートを合成樹脂等により

被覆すること等の腐食を防止する措置が講ぜられていることとした。 

 

４ 令第５条の５関係 

 令第５条の５は、排水施設（これを補完する施設を含む。）の構造基準を規定する

こととした。 

  (1)  

    下水には異物が混入することもあり、排水管の内径及び排水渠の断面積が十分で

ない場合には、これら異物による閉塞も考えられることから、閉塞が生じないよう

排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らない大き

さとすることとした。 

 国土交通大臣が定める数値としては、技術的知見等から、排水管の内径は 100mm

（自然流下によらない排水管にあっては、30mm）、排水渠の断面積は 5,000mm2 とし

た。 

 また、排水管の内径及び排水渠の断面積は、計画下水量に応じ、排除すべき下水

を支障なく流下させることができるものとした。 

  (2)  

 管渠の勾配が急である部分等では、流下する下水の水勢により管渠が損傷するお

それがあることから、減勢工の設置、管渠の段差接合等の水勢を緩和する措置が講

ぜられていることとした。 

  (3)  

 大量の下水が短時間に管渠に流入した場合等には、急激な水位上昇によって管渠

内の空気が圧縮され、マンホールのふたが飛んだり、施設が損傷するおそれがある。

このようなことから、暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により

気圧が急激に変動する箇所においては、排気口の設置、圧力開放型浮上防止用ふた

の設置等により気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていることとした。 

  (4)  

 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他

管渠の清掃のため人が出入りする必要がある箇所には、マンホールを設けることと

した。 

  (5)  

 ます又はマンホールにふたを設置しないと、人が落下するおそれがあるこ

と等から、ます又はマンホールには、ふたを設けることとした。また、汚水を排除

すべきます又はマンホールについては、雨水の浸入を防ぐ必要があることから、密
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閉することができるふたを設けることとした。 

  (6)  

合流式下水道では、雨天時に下水の一部が未処理で河川、海域等に放流されるた

め、放流先の水質保全上問題が大きく、その改善対策を緊急かつ確実に進める必要

があることから、必要な構造基準として雨水吐の構造基準を定めることとした。 

なお、雨水吐については、改正前の令第１２条においては定義なしに用いられて

いたが、今回、雨水吐の構造基準を定めることに伴い、法令上の定義を明確にする

こととした。 

   ①イについて 

     雨水吐に流入する下水の量が、計画した遮集容量（以下「計画遮集容量」とい

う。）以下の場合にはこれをすべて遮集し、また、計画遮集容量を超える下水が流

入する場合には計画遮集容量に相当する量の下水を遮集し、この量を超える下水

のみを放流する構造とする必要がある。また、合流式下水道を改善する計画にお

いては、令第６条第２項に規定する放流水質基準に適合するよう各雨水吐の計画

遮集容量を定める必要がある。このようなことから、雨水吐に流入する下水を計

画に即して遮集し、及び放流させ、令第６条第２項に規定する放流水質基準に適

合させるため、適切な高さの堰の設置その他の措置が講ぜられていることとした。 

   ②ロについて 

     下水に含まれるオイルボール等のきょう雑物が流出した場合には、放流先の水

質等に影響を及ぼすおそれがあることから、雨水吐にはきょう雑物の流出を最少

限度のものとするように、スクリーンの設置その他の必要な措置が講ぜられてい

ることとした。 

 

５ 令第５条の６関係 

令第５条の６は、処理施設（これを補完する施設を含む。）の構造基準を規定するこ

ととした。 

  (1)  

 処理施設は、臭気の発散により施設内の作業環境及び近隣の生活環境に対して影

響を及ぼすおそれがあることから、必要に応じ脱臭施設、臭気を拡散させない

ためのエアカーテン等の設置等の臭気の発散を防止する措置が講ぜられてい

ることとした。 

  (2)  

 屋外にある処理施設は、風等による波立ち、エアレーション等により下水

が飛散し、近隣の生活環境に対して影響を及ぼすおそれがあることから、必

要に応じ覆いの設置その他下水の飛散を防止する措置が講ぜられていること

とした。 

  (3)  

 水素イオン濃度、大腸菌群数及び浮遊物質量については、令第６条第１項第１号

から第３号において放流水質基準が一律に定められていることから、水処理施設は、
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放流水がこれらの基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること

とした。 

(4)  

 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量については、放流先の状況等

に応じて求められる放流水の水質が異なることから、求められる水質に応じた処

理方法で処理することができる構造とすることが必要である。 

 このようなことから、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量

又は燐含有量に係る水質であって、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は

海域の状況等を考慮して公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定める水質を

計画放流水質として定義した上で、水処理施設は計画放流水質の区分に応じた方

法により下水を処理する構造とすることとした。 

 なお、「適合」とは、放流水の水質の日間平均値の年間を通じての最大値が計画

放流水質を超えないことである。 

 計画放流水質の区分については、現在の水処理施設の技術水準を考慮して、生

物化学的酸素要求量については 15mg/L、窒素含有量については 20mg/L、燐含有量

については 3mg/L 以下を上限とする範囲の中で、下水の放流先の状況等を考慮し

て必要とされる水質の組み合わせとして 14 通りの区分を設定することとした。 

計画放流水質は、生物化学的酸素要求量については必ず定める必要があるが、

窒素含有量及び燐含有量については下水の放流先の状況等を考慮して必要に応じ

定めることとした。 

計画放流水質は、水処理施設の構造の前提であることから、施行規則別記様式

第２第４表及び第１５第４表の処理施設調書に処理方法とともに記載することと

した。 

処理方法については、有機物（生物化学的酸素要求量として表示）を除去する方

法として標準活性汚泥法を、有機物及び窒素（窒素含有量として表示）を除去する

方法として循環式硝化脱窒法を、有機物及び燐（燐含有量として表示）を除去する

方法として嫌気好気活性汚泥法を、有機物、窒素及び燐を除去する方法として嫌気

無酸素好気法をそれぞれ基本的な処理方法として規定するとともに、より高度に有

機物を除去する方法として急速濾過法を併用する方法を、より高度に窒素を除去す

る方法として有機物を添加して処理する方法を、より高度に燐を除去する方法とし

て凝集剤を添加して処理する方法をそれぞれ組み合わせることにより、14 通りの区

分に対応した代表的な一又は二の処理方法を規定することとした。 

なお、処理方法については新技術の開発等にも配慮し、表中に記載している方法

と同程度以上に下水を処理することができる方法も含むこととしており、表に掲げ

る方法以外の方法を採用する場合の取扱いについては、別途通知により示すことと

している。 

(5)  

汚泥処理施設においては、濃縮、消化、脱水、焼却、溶融等の処理を行う際に、

燃焼ガス等の排気、脱水ろ液等の排液又は脱水汚泥、焼却灰、溶融スラグ等の残さ
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い物が生じる。 

このようなことから、これらの排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又

は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられてい

ることとした。 

 

６ 施行規則第４条の２関係 

  (1)  

計画放流水質については、放流水の水量及び河川、湖沼、海域等の放流先の水量

又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含

有量を科学的な方法を用いて算出した数値として定めることとした。 

令第５条の６第１項第４号において、計画放流水質の区分の上限値は、生物化学

的酸素要求量については 15mg/L 以下、窒素含有量については 20mg/L 以下、燐含有

量については 3mg/L 以下としており、これを踏まえて、計画放流水質を定める際に

は上限値が存在することを明示することとした。 

「科学的な方法」とは、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

に基づき放流先の状況、放流先に与える放流水の相対的な影響の大きさ等に応じた

解析手法を用いて汚濁解析を行うことである。 

また、放流水について水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）等に基づく

水質の基準が設定されている場合には、当該基準を満足するように計画放流水質を

定める必要がある。 

なお、計画放流水質を定める際には、放流先の水質環境基準等の既存の水質目標

値を考慮するとともに、利水者等の関係者、有識者等から広く意見を聴取した上で

値を算出することが望ましい。 

  (2)  

流域別下水道整備総合計画（以下「流総計画」という。）は、下水道の整備に関す

る総合的な基本計画であることから、流総計画が定められている場合においては、

計画放流水質を当該計画において定められた水処理施設の構造と整合性のとれたも

のとすることとした。 

なお、流総計画を定めた時点から水質環境基準に変更が生じている場合等におい

ては、速やかに流総計画の見直しを行うべきであるが、流総計画の見直しには時間

を要する場合も想定される。したがって、このような場合にあっては、最新の状況

に基づいて計画放流水質を定めることとする。 

また、流総計画がまだ定められていないが関係地方公共団体の間で削減されるべ

き汚濁負荷量等について調整が済んでいる場合は、その内容を踏まえて計画放流水

質を定めることが望ましい。 

 

７ 令第５条の７関係 

令第５条の７は、構造基準の適用除外について規定することとした。 
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令第５条の４から第５条の６においては、公共下水道又は流域下水道の構造基準を

規定したが、工事を施行する際に仮の施設として建設される施設及び非常災害のため

に必要な応急措置として建設される施設については、一時的に供用されるものである

ため構造基準を適用することは適当でないことから、このような施設については、令

第５条の４から第５条の６までの規定を適用除外とすることとした。  

 

８ 令第６条関係 

  (1)  

改正前の令第６条第１項は、処理方法の区分に応じて基準値が定められていたが、

公共用水域の水質の保全という観点からは、放流先の状況に応じて基準値が定めら

れるべきであることから、下水道管理者が計画放流水質として定めるべき生物化学

的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量に係る水質に適合する数値を基準値として

定めることとした。また、放流先の状況にかかわらず遵守すべきその他の水質項目

については、一律基準を定めることとした。 

基準値として、水素イオン濃度については水素指数 5.8 以上 8.6 以下と、大腸菌

群数については 3,000 個/cm3以下と、従前どおりの値で規定することとした。浮遊

物質量については、現在の水処理施設の技術水準を考慮すると、水処理方法にかか

わらず一定水準の除去が可能であることから、一律基準として 40mg/L 以下と規定す

ることとした。 

 また、窒素含有量及び燐含有量については、水質項目として今回新たに追加され

たものである。 

 なお、新たに令第６条第２項として合流式下水道の雨水の影響が大きい時の放流

水質基準を規定したことに伴い、令第６条第１項を雨水の影響の少ない時の基準と

して位置づけることとした。 

(2)  

合流式下水道の改善対策を緊急かつ確実に進めるため、新たに合流式下水道の雨

水の影響が大きい時の放流水質基準を定めることとした。 

雨水の影響が大きい時における合流式下水道からの放流水の水量及び水質の変動

を勘案すると、個々の吐口からの放流水の水質に対し改善目標を定めることは適切

でないことから、改善目標の考え方を合流式下水道から排出される汚濁負荷量の年

間の総量の削減とし、放流水質基準により目標の達成状況を適切に評価できるよう

規定することとした。 

このようなことから、放流水質基準は、合流式の公共下水道（流域関連公共下水

道を除く。）の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流

式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で

表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値に対し

適用することとした。すなわち、雨水の影響が大きい時における処理区（流域下水

道にあっては、流域下水道処理区）内の各吐口からの放流水の平均水質に対して放

流水質基準を適用することとなるものである。 
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「雨水の影響が大きい時」とは、雨水の流入による水量の増加による影響が大き

い時であり、具体的には雨水吐においては雨水吐の吐口から下水の放流が生じる時

であり、処理施設においては流入水量の増加に伴い通常とは異なる運転方法により

水処理が行われている時である。 

改善目標の趣旨からは、合流式下水道から排出される汚濁負荷量の年間の総量を

把握することが望ましいが、雨水の影響が大きい時のすべてについて水質検査を行

うことは現実的でない。このようなことから、一定の範囲内にある降雨による雨水

の影響が大きい時の放流水の平均水質が雨水の影響が大きい時の放流水の年間の平

均水質とほぼ等しくなるという既往の知見を踏まえ、少ない検査回数であっても改

善目標の達成状況を適切に判断できるよう、放流水質基準を適用する降雨の範囲を

限定し、これを下水の水質の検定方法等に関する省令において規定することとした。 

基準値については、合流式下水道の改善対策の実状を踏まえ、改善目標を「合流

式下水道から排出される生物化学酸素要求量で表示した汚濁負荷量の年間の総量を

当該合流式下水道を分流式下水道に置き換えた場合と同程度以下とすること」とし

ていることから、当該改善目標が達成されていればこれを超えることがない数値と

して 40mg/L 以下と規定したものである。したがって、各下水道管理者が合流式下水

道を改善する計画を策定するに当たり、このような趣旨を踏まえ改善目標を設定す

ることが必要である。 

 

９ 下水の水質の検定方法等に関する省令関係 

(1)  

 令第６条第２項の規定により測定する場合における試料の採取方法等を新たに規

定することとした。 

雨水吐の吐口からの放流水については、降雨の状況等により放流水の水量及び水

質が変動することから、放流水の平均的な水質を算定できるようその変動を考慮し

て二以上の試料を採取することとした。 

処理施設に係る吐口からの放流水については、流入水量の増加に伴い、簡易処理

等の通常とは異なる運転管理を行っている時において、放流水の平均的な水質を算

定できるよう放流水の水量及び水質の変動を考慮して二以上の試料を採取すること

とした。 

採取した試料を混合し、測定する場合においては、混合する試料の量を採取時の

流量比に合わせる等により、雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質

と等しくなるよう試料を混合することとした。 

(2)  

令第６条第２項に規定する雨水の影響が大きい時の放流水質基準が適用される降

雨として、降雨量が 10mm 以上 30mm 以下の降雨を規定することとした。 

なお、「降雨量」とは、一降雨の総降雨量のことである。 

降雨の観測は、原則として、令第６条第２項の規定により測定する処理区内で行

うこととし、当該処理区内に複数の観測地点を設けた場合にはそれらの降雨量の平
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均値を用いることとする。 

(3)  

汚濁負荷量の総量及び放流水の総量の測定方法として、雨水吐に係る吐口、処理

施設に係る吐口及び貯留施設のそれぞれについての汚濁負荷量及び放流水の量を足

しあわせることとした。 

汚濁負荷量を算定するためには、各吐口からの放流水の平均的な水質を把握する

必要があり、第３条の２に規定するとおり、放流水の水量及び水質の変動を考慮し

て試料の採取を適切に行う必要がある。 

式中のＣは、雨水の影響が大きい時に貯留施設で貯留した下水を処理施設で処理

した場合の放流水の水質であるが、貯留した下水を処理した場合の放流水のみを対

象とする水質の測定は困難であることから、雨水の影響の少ない時の処理施設から

の放流水の水質で代替することとした。なお、この値については令第１２条第１項

の水質検査結果を用いることとする。 

(4)  

水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における汚濁負荷量の総量及び放流

水の総量を推計する方法を規定することとした。 

水質検査を行わない雨水吐の吐口からの放流水の水質は、吐口ごとに水質検査を

行う雨水吐の水質のうち類似のものであると認められる測定値を用いることとした。 

また、水質検査を行わない雨水吐の吐口からの放流水の量を推計する場合には、

雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下

水の総量から水質検査を行った吐口からの放流水の総量を差し引くことにより、水

質検査を行わない吐口からの放流水の総量を求め、これに当該雨水吐の吐口が受け

持つ下水排除面積の割合を乗ずることとした。 

 

１０ 令第８条関係 

 ビルの地下等で汚水を一時的に貯留する排水槽について、その容量が必要以上に大

きい場合等においては、汚水の滞留時間が長くなり汚水の腐敗が進行し、臭気が発生

する原因となる。このようなことから、第１１号において、排水槽に流入する汚水が

長時間滞留しないようその容量を適切な大きさとするなど、臭気の発散により生活

環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていることとし

た。 

 

１１ 令第１２条関係 

合流式下水道の放流水質基準を新たに令第６条第２項で定めたことから、令第１２

条第３項において、当該放流水質基準に対応した水質検査について規定することとし

た。 

放流水質基準を適用する降雨の範囲を限定することにより、少ない検査回数であっ

ても改善目標の達成状況を適切に把握できることを踏まえ、少なくとも年１回の測定

を行えばよいこととした。 
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水質検査の対象とする吐口については、汚濁負荷量の総量及び放流水の総量を測定

する必要があることから、すべての吐口において測定を行うことが原則であるが、放

流水の水質が類似であると認められる二以上の吐口については、それらのうち代表と

なる１箇所で測定すればよいこととした。雨水吐の吐口からの放流水の水質について

は、合流式下水道の改善対策の進捗状況等を勘案してその類似性について判断する必

要がある。 

 

１２ 下水の処理開始の公示事項等に関する省令関係 

令第１２条第３項の水質検査が下水の水質の検定方法等に関する省令で規定する降

雨の際に行われたものであることを確認するために、記録事項として、降雨の観測日

時及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量を追加することとした。 

なお、放流水の温度及び気温については、合流式下水道の改善対策に影響がないこ

とから記録は不要とした。 

 

１３ 令第１３条関係 

(1)  

改正前の令第１３条第２号においては散水濾床を使用する処理方法についての維

持管理基準が規定されていたが、今後新設が見込まれないことを考慮して当該基準

を削除することとした。また、令第５条の６第１項第４号の構造基準において急速

濾過法を位置づけたことに併せ、急速濾過法についての維持管理基準を新たに規定

することとした。  

(2)  

汚泥処理施設については、令第５条の６第１項第５号において構造基準を規定し

ているが、適切な汚泥処理を行うためには適切な維持管理が行われることが不可欠

である。 

このようなことから、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境

の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定め

る措置を講ずることとした。 

 

１４ 令第１７条の９関係 

 これまで構造基準が定められていなかった都市下水路について、公共下水道又は流

域下水道の構造基準の規定を準用することとした。ただし、雨水吐及び処理施設は都

市下水路に想定されないことから、令第５条の５第１項第６号及び第５条の６は準

用しないこととした。 

 

１５ 施行規則別記様式第１、第２、第３及び第１５関係 

下水道法施行令の改正に伴い、施行規則別記様式第１の流域別下水道整備総合計画

書、施行規則別記様式第２の公共下水道事業計画書、施行規則別記様式第３の流域関

連公共下水道事業計画書及び施行規則別記様式第１５の流域下水道事業計画書につい
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て、所要の改正を行うこととした。  

 

１６ 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第２条関係 

(1)  

 既存の施設のうち構造基準に適合しない施設について構造基準を適用することは、

下水道管理者に過度な負担を強いることとなり適当でない。このようなことから、

下水道法施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）の施行の際現に存

する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令（以

下「新令」という。）第５条の４から第５条の６まで（第５条の５第６号に係る部分

を除く。）又は第１７条の９の規定に適合しないものについては、これらの規定（そ

の適合しない部分に限る。）は適用しないこととした。 

 なお、改正令の施行後に改築の工事に着手したものについては、新令の規定に適

合させることが可能であることから、これらの規定を適用することとした。ただし、

災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する

工事以外の工事により必要を生じたものについては、原形復旧が基本であること及

び他律的な要因によるものであることから、改正令の施行後に改築の工事に着手し

たものであってもこれらの規定は適用しないこととした。 

(2)  

 合流式下水道の改善対策を緊急かつ確実に進めるため、既存の雨水吐のうち新令

第５条の５第６号の規定に適合しないものであっても、一定期間の経過後に規定を

適用することとし、当該期間内に合流式下水道の改善対策を完了させることとした。 

 この規定は、改正令の施行の日から起算して１０年が経過した日から適用するこ

ととした。ただし、合流式下水道の処理区域の面積が特に大きい場合にあっては、

１０年間で改善対策を完了させることが困難と考えられることから、合流式下水道

の改善対策の残事業量等を勘案し、合流式の公共下水道（流域関連公共下水道を除

く。）の処理区域の面積が 1,500ha 以上、合流式の流域下水道に接続している合流式

の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が 5,000ha 以上であるものにあって

は、改正令の施行の日から起算して２０年が経過した日から基準を適用することと

した。 

 

１７ 改正令附則第３条関係 

 改正令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道のうち、標準散水濾床法に

より下水を処理するもの、高速散水ろ床法、モディファイド・エアレーション法その

他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は

沈殿法により下水を処理するものについては、その処理性能から判断して、改築を行

ったとしても処理方法そのものを変更しない限り、新令第６条第１項第３号に規定す

る浮遊物質量に係る放流水質基準を満たすことは困難である。このようなことから、

これらの施設に係る放流水質基準については、新令第６条第１項第３号の規定にかか

わらず、なお従前の例によることとした。 
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 ただし、下水の処理方法の変更を伴う改築については、新令の規定に適合させるこ

とが可能であることから、改正令の施行後に下水の処理方法の変更を伴う改築の工事

が完了したものについては、新令第６条第１項第３号の規定を適用することとした。 

 

 １８ 改正令附則第４条関係 

 改正令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道については、改正令の施行

時において新令第５条の６第２項の計画放流水質が定められていないことから、生物

化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量に係る放流水質基準については、新令第

６条第１項第４号の規定にかかわらず、なお従前の例によることとした。 

 なお、改正令の施行後に改築の工事が完了したものについては、新令第６条第１項

第４号の規定を適用することとした。 

 ただし、災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は流域下水道に関する工事

以外の工事により必要を生じたものについては、なお従前の例によることとした。ま

た、公共下水道又は流域下水道のうち標準散水濾床法により下水を処理するもの、高

速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処

理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理する

ものであって当該下水の処理方法の変更を伴わないものについては、その処理性能か

ら判断して、同様になお従前の例によることとした。 

なお、現に存する公共下水道又は流域下水道であって改築を行わないものについて

も、政令改正の趣旨を踏まえ下水道管理者が放流水の水質を適切に管理するため自主

的に新令第５条の６第２項に基づく計画放流水質を定めることが望ましい。 

 

１９ 改正令附則第５条関係 

合流式下水道の改善対策を緊急かつ確実に行うため、新令第６条第２項の放流水

質基準についても改正令附則第２条第２項と同様の経過措置を設けることとした。 

ただし、改善対策の完了前であっても適切な維持管理を行い排出される汚濁負荷量

をできる限り削減する必要があることから、当該基準値が適用されるまでの間の暫定

的な基準値（70mg/L 以下）を適用することとした。 

 

２０ 改正令附則第６条関係 

改正令の施行の際現に存する排水設備のうち新令第８条第１１号の規定に適合しないも

のについてこの規定を適用することは、建築物の所有者等に対し過度な負担を強いるもの

となり適当でないことから、この規定は適用しないこととした。

ただし、改正令の施行後に汚水を一時的に貯留する排水設備の改築の工事に着手し

た場合には、新令の規定に適合させることが可能であることから、この規定を適用す

ることとした。 

 

２１ 改正令附則第７条関係 

散水濾床を使用する処理方法については、今後新設が見込まれないことから、改正
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前の令第１３条第２号に規定されていた散水濾床を使用する処理方法に係る維持管理

基準を削除することとしたが、引き続き散水濾床を使用する処理方法による終末処理

場は存在することから、当該終末処理場の維持管理基準については、改正前の令第１

３条第２号の規定が、なおその効力を有することとした。 

 

２２ 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定め

る省令関係 

令第５条の５第６号及び第６条第２項の規定を改正令の施行の日から起算して２０

年が経過した日から適用する場合における処理区域の面積又は面積の合計については、

改正令の施行時における面積又は面積の合計であることに留意されたい。 

 

第三 その他 

今般、汚泥処理施設について、令第５条の６第１項第４号において構造基準が、令第１

３条第６号において維持管理基準がそれぞれ定められたところであるが、これに関連して、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」

という。）の適用について以下のことに留意されたい。 

下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理についての廃棄物処理法の適用等については、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」（平成４年８月１３日衛環２３

３号）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」（平成４年８月２５

日建設省都下企発第３９－２号）をもって通知しているところであるが、この趣旨は次の

とおりである。 

１ 下水道管理者が自ら行う発生汚泥等の処理は、下水道法の発生汚泥等の処理の基準

（法第２１条の２並びに令第１３条の３及び第１３条の４）によるが、通常、下水道

管理者が行うことを想定していない発生汚泥等の保管及び積替えの行為については廃

棄物処理法に基づく処理の基準によること。 

２ 廃棄物処理法では、不法投棄及び不法焼却の行為を禁止する規定があるが、この規

定は下水道管理者の行為についても適用の対象となること。 

３ 下水道管理者が他人に委託して発生汚泥等の処理を行う場合には、廃棄物処理法が

適用されるものであること。 

４ 下水道管理者が自ら設置しようとする発生汚泥等の最終処分場については、廃棄物

処理法の設置の許可が必要であり、また、同法の構造、維持管理及び廃止に関する基

準が適用されるものであること。また、発生汚泥等の処分に関しては、下水道法の発

生汚泥等の処理の基準によるほか、廃棄物処理法に基づく処理の基準によること。 


