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平成 13 年度 第 2 回合流式下水道改善対策検討委員会 議事録 

 

日 時：平成 13 年 8 月 24 日（月）10:00～12:00 

場 所：霞ヶ関ビル 東海大学交友会館 「朝日」の間 

 

出席者 

 委員長  東洋大学国際地域学部教授             松尾 友矩 

 委 員  独立行政法人産業技術総合研究所環境管理研究部門    

            域間環境評価研究グループ主任研究員  石川 公敏 

 委 員  摂南大学工学部経営工学科教授           金子 光美 

 委 員  国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長  中村 栄一 

 委 員  東京都下水道局施設管理部長            大矢 爽治 

 委 員  川崎市建設局理事・下水道建設部長         曾根 庸夫 

 委 員  大津市河川下水道部次長              山西  徹 

 特別委員 環境省水環境部水環境管理課長           仁井 正夫 

 特別委員 海上保安庁警備救難部環境防災課長補佐       中山 泰（代理出席） 

 特別委員 東京都環境局環境改善部参事            小島 高志 

 事務局  国土交通省都市・地域整備局下水道部 

 事務局  （財）下水道新技術推進機構 

 

１．開会挨拶 宮原研究第１部長 

２．資料確認 宮原研究第１部長 

３．議事 

議事に対して、Q は質問、A は解答、C は意見である。 

１）前回議事録の確認 

２）合流式下水道の実態調査結果について 

（１）合流式下水道の雨天時下水に関する調査（土木研究所）の説明 

・過去の土木研究所における調査結果について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：合流下水のサンプリングは 5 分間隔でなのか。 

A：基本的に晴天時は 30 分、雨天時は 5 分間隔でサンプリングを行っている。 

 

Q：サンプリングは、降雨と連動させて行っているのか。 

A：降雨が観測された時点で直ちにサンプリングを始めており、流量が雨水の流出の影響を

ほとんど受けていていない段階からのサンプリングである。 
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C：今回のモニタリング調査とどの程度合っているのか比較するのは非常に興味がある。 

 

（２）合流式下水道越流水（ＣＳＯ）関係モニタリング結果概要の説明 

・今回のモニタリングに関する調査について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：概要書の図の中で、越流期間が表示されているが、表示されている時間帯だけ越流した

のか。 

A：その通りである。 

 

Q：河川を対象としたデータで越流が終了した後も大腸菌群数が上昇したり、越流が終わっ

ているはずなのに出てきているような傾向見られるのは、どういった解釈ができるのか（例

えば、名古屋の 6/30 の結果）。 

A：名古屋に関しては、調査を行った雨水吐き口から下流の調査地点の 4.5km の範囲に他

の CSO（17 箇所）が存在しており、その関係もあると考えられる。 

 

Q：京都市の結果も同様なのか。 

A：京都市の場合は、都市河川であり、越流水そのものを計っていると言ってよい結果であ

る。 

 

Q：雨が降って越流期間後のデータの挙動はどう解釈できるのか。 

A：雨そのものが流域内の全ての汚濁負荷を運んできており、若干タイムラグがあって、水

質が高い部分が残っているが、グラフの時間軸をもう少し長い範囲まで伸ばすと晴天時の

状態へ戻っていくと考えられる。 

 

Q：対象河川に川の水（自流水）はあるのか。 

A：名古屋の場合は、川の水（自流水）ではなく、雨天時の越流水や上流域の道路排水が入

ってきている状況である。 

 

C：お台場など越流水が水質に与える影響の問題も出てきており、今後東京都全体としてこ

の問題に取り組んでいく方針であり、連絡会を組織し、先ず実態調査を行い、クイックプ

ラン等の対策の促進など検討していく事を考えている。また、この件については、本日（8/24）

午後にプレス発表を行う予定である。 

 

Q：川崎市でポンプの越流水に塩素を注入しているが、注入率はどうか。 

A：ポンプ放流が始まって 1 時間は 10mg/l、その後 3 時間までは 5mg/l、その後は 3mg/l
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である。 

 

Q：塩素を注入しているのは川崎市のみか。 

A：今回の調査では川崎市のみである。 

 

C：今回のモニタリング調査結果は非常に興味深いものがある（例えば、地域特性と水質の

挙動がよく分かる点など）。しかしながら、全般的に濃度が高いというのが感想である。 

 

Q：この調査結果の値と環境基準が守れているかどうかと言ったレベルでの議論では、どう

いった観点で考えればいいのか。環境基準は低水時の水質であり、雨天時には守らなくて

もいいのか。 

A：生活環境項目にかかる環境基準は日平均値になっているが、当てはめ水域にかかる年間

を通じての評価では低水流量相当で 75％値を用いることで評価を行うこととなっている。

一方、モニタリングについては年間のスケジュールの中で行っているが、豪雨時にはモニ

タリングを避ける傾向があり、降雨の程度にもよるが、豪雨時のデータは基本的にふくま

れない。環境基準の考え方はある程度の流量時に水質を維持することを目的に生活環境項

目について考えている。今回の雨天時の調査結果が恒常的なものなのかで評価は変わって

くるが、現実として今のモニタリングの中の 75％値で評価していくこととなるため、豪雨

時の水質で年間の評価が左右されることは少ない。 

 

Q：水濁法の観点から越流水の水質は規制対象となるのか。 

A：法的な適用としては、水濁法は特定施設を含む事業場からの水（排出水）が規制対象と

なる。ポンプ場など特定施設が全くない所は、現在の特定施設指定のもとでは水濁法上の

排出水には該当せず、高濃度の排水が良い悪いの議論は別にして、水濁法の上からは、現

在は規制の対象とはならない。 

 

C：簡易処理が十分に出来ているのかが今後下水処理場側としては問題となる。3Q 遮集が

いいのか、3Q が来たときに処理場が十分に対応出来ているのかが問われることとなる。 

 

Q：今回は処理場の簡易処理のモニタリングは行っていないのか。 

A：今回は対象としていない。 

 

C：遮集量を増やして処理場へ持ち込んだ場合、処理場側の責任は高くなる。その放流水が

オイルボールなどの問題の原因になっている場合は、規制の対象となる。 

 

C：現在の水濁法の適用関係と水環境の保全上の観点は別問題である。 
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Q：昭和 46 年の水質保全局長の通達と今回の見解はどのように整理されるのか。 

A：局長通知も排出水を対象に記されており、対象の水が排出水になるかならないのかの問

題だと考えている。特定事業場からの排水を規制の対象としており、その起源がポンプ場

なのか終末処理場の処理水なのかは問うていない。今の水濁法が特定事業場から排出され

る水を規制する枠組みをとっている事に伴う規制としての整理であり、水環境を守る立場

から、雨天時であれ雨水吐きからあるレベルや頻度を超えた放流水が放流先の水環境に対

して影響を与える事に対して是認する話しではない。 

 

C：水濁法にかかる特定施設の名称の付け方や対象の流量範囲も問題になっており、行政も

今後、雨天時の水質問題まで踏むこんで対応していくことも必要になると考えられる。広

い意味で流域で雨天時の水質管理へ踏み込んで行くことがポイントとなる。広い循環を考

えながら、都市の中の人間活動が負荷したもの（大腸菌やオイルボールなど）が出るのは

なるべく抑えることを考えるべきであり、雨の問題を環境管理側の立場として議論する必

要がある。 

 

Q：河川や干潮域などのバックグラウンドのベースのライン（幅）の認識はどうなのか。 

A：グラフで示している晴天時の範囲は調査期間中、雨が降っていない時のデータを２回取

っており、そのレンジを表している。また、放流先の選定は、環境基準点がある都市は、

そのポイントまたは近傍、ない都市は特徴的と考えられる地点を選定した。 

 

Q：基本的な考え方は希釈拡散という論理が一義的であるが、今回のモニタリングの結果か

ら、今後、放流量と放流先の関係を関数式等を作っていく予定なのか。 

A：今回、河川の流量、雨水吐きからの越流量は、把握していない。これらの関係を明らか

にするには、非常に複雑な装置、多大な費用がかかるため、今後の課題と考えている。 

 

C：今回の調査結果の大腸菌群数は水浴場の基準と比較しても、かなり高い値となっている。

海外の水浴場の基準でも 20～100 個/100ml 程度であり、疫学調査やリスク計算された値で

も数 10～数 100 個 100/ml が泳げるかどうかのボーダーラインである。ただし、そう言っ

た場所で泳いだ時の影響がどの程度なのか、どう評価されるのかは難しい所であるが、先

進国と言われる所は、泳いでもお腹を壊さないという前提に立つと、今回の調査結果は非

常に高い値である。値が高い事を念頭に置いて、今後、さらに調査を行い、ステップバイ

ステップで、対策を講じていったらいいのでは。 

 

３）合流式下水道改善の技術開発についての説明 

・技術開発について、主な意見は以下の通りである。 
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Q：現況の越流水の夾雑物、固形物、溶解成分などの組成比は分かるのか。組成比が分かれ

ば技術開発のウェイトのかけ方が分かってくる。 

A：夾雑物に関しては、以前、建設省で下水中の成分の調査を行ったデータがある。溶解分

と固形分の比については、詳細な調査結果はないが、SS 成分や BOD、COD 負荷量などの

データから換算して、推定が可能なデータはある。 

A：以前、土研でろ過前後の下水のデータを収集した調査結果はある。時間によって変わっ

てくるが、ファーストフラッシュの部分では固形物性の非常に高いウェイトを占めている

が、１ミクロン以上の比率は降雨の状況や晴天期間などによって、大きく異なっている。

そのため、組成比率は常に変化していると考えた方がよいと思われる。 

 

C：組成比が変化をしているのは当然であるが、技術適用を考える上で、様々な状況に対し

て、確率論的な話しがない。技術対応を一般論で論じる場合と、現実論で論じる場合、観

点がかなり違ってくるため、この点を念頭に置いておかないと議論が発散してしまう。 

 

C：今回の資料は雨天時越流水がある事を前提とてして、その対策の技術開発を記述してあ

るが、本来は、合流式下水道システムそのものをどうするのかを議論するのが本筋だと感

じる。 

 

C：処理する事を前提としているが、その前に河川との適切な役割分担や雨水の浸透などを

含めて考えて頂きたい。また、消毒については塩素が基本と考えられるが、塩素では様々

な化合物が生成され、周辺環境に影響が考えられることから、消毒剤などを使用する場合、

生態系への影響を最小限にとどめる方策を考える必要があり、この点を踏まえて十分に検

討して頂きたい。 

 

Q：消毒で紫外線を消しているのはなぜか。 

A：紫外線についても検討対象とする。 

 

C：SS が多い場合、紫外線は限界が高いと思われるが、一応、技術としてリストアップし

ておく。 

 

４）諸外国および国内における合流式下水道改善に関する取り組みについての説明 

５）合流式下水道の改善対策の方向性についての説明 

・改善に対する取り組み、改善対策の方向性について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：おおよその方向性はしめされているが、透水性舗装などを用語として盛り込むことは可
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能なのか。 

A：最終的に方針を検討していく中で、考えていきたい。 

 

C：貯留等についても、地下へ巨大貯留槽を作るイメージであるが、街中の水辺、親水公園

などと含めて計画するとか、緑の計画に含めて考えていくとか、具体化に対して、様々な

メニューがあると思われる。 

 

Q：具体的に改善対策を進めて行く時、各都市は、財政的に非常に厳しい状況であるため、

水質的な事より、行政判断で目標設定を行い取り組む事になると思われるが、国として具

体的な仕組みをどのように考えているのか。重要影響水域の設定は、プライオリティ上非

常に重要であるが、例えば、東京都の場合は、水浴場や水道の取水源等は該当しないため、

重要影響水域の設定については、増やす方向で検討して頂きたい。 

A：水濁法の観点からではなく、下水道法の中、または政令等によることでより現実的な手

当になると考えている。具体的な事については、更に検討したいと思っている。来年度の

予算要求の関係では、緊急的な対応を取る箇所も出てくる可能性もあるため、改善計画の

策定や具体的な緊急的な対応を行う事についても、補助対象とし、自治体の財政負担を軽

減する措置を取りながら、緊急に対策を進める方向で考えている。 

 

C：非常に結構な案であり、是非推進して頂きたい。我が国の排水基準、環境基準、微生物

関係の基準は世界的に見ても甘い水準であるため、対象項目などの目標値を設定する場合、

将来更に厳しい基準が出てくる事を想定し、出来るだけ低い値を目標値として頂きたい。 

 

C：住民参加等のソフト対策としても、具体的にはどう進めるのかなど、一つ一つの言葉の

具体化することの難しさが響いてくる。地域行政ともっと密接なコネクションが必要であ

り、言葉としては理解しやすいが、短期目標なども５年ではできないなど、具体化するの

は難しいというのが、感想である。また、様々な評価（小さいスケールでの環境の修復な

ど）を行うには、公表されているバックグランドのデータが不足している。雨量などの流

量データは出てくるが、オーバーフローしたデータは出てこない。スポット的な評価では、

これらのデータは非常に重要である。そのため、データの公表の問題や短期の問題、長期

の平均的な概念の問題等、密接に関係しており、モニタリングデータの収集方法と公表方

法が重要になってくる。 

 

C：大都市は水浴場や水道水源も無いが、親水公園なども水に触れる観点から、水浴場と同

じ事であり、この点も踏まえて重要影響水域の取り扱いを考えて頂きたい。また、特定の

場所が目に見えて綺麗になる対策を書き込んで頂きたい。 
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C：東京都のお台場のオイルボールがきっかけであり、その意味では、東京都は大元で先ず

やって欲しい。分流式にすると全て解決する訳ではなく、分流式の雨水の問題は残ること

になり、都市の雨天時の排水の問題を合わせて検討する必要がある。分流雨水のファース

トフラッシュの実態調査も今後行い、都市、人間活動の影響を抑える方向で下水道の機能

を幅広く検討して行く機会になっていけばいいと期待している。 

 

C：川崎市では、分流式下水道並みを目標で議会、住民に理解されている。そのため、分流

式下水道並みも十分議論して頂きたい。 

 

C：処理場からの簡易処理水の対策を早急に考えていきたい。 

 

C：長期的には分流化や質の面を含めた雨水管理の一環としての合流改善を位置付けている

が、腰を据えた形で取り組んで頂きたい。「３．改善目標と対策」にもう少し具体的に記述

されても良いのではないかと言う印象である。「５．原則によりがたい…」の部分は、現実

的には分かるが、基本方針の記述という段階で強調するのは、昔からの問題の繰り返しに

なってしまいかねない危惧を持ってしまう。 

 

６）今後の予定について 

次回の委員会は、スケジュールを調整し決定する。 

 

以上 


