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平成 13 年度 第４回合流式下水道改善対策検討委員会 議事録 

日時：平成 14 年 1 月 15 日（火）17:00～19:30 

場所：霞山会館 会議室「松，竹の間」 

 

出席者 

 委員長  東洋大学国際地域学部教授             松尾 友矩 

 委 員  前 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  山口大学名誉教授                 中西  弘 

 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  東京都下水道局計画調整部長            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       中山課長補佐（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等について 

・合流式下水道の実態調査結果について、主な意見は次のとりである。 

 

C：今回のモニタリングの結果を取りまとめた中で、新たに分かる事はあるのか。累積降雨

量、最大降雨強度、遮集雨水量等、様々な要素と CSO の最大濃度がどのように関係してい

るのか今ひとつ分からない。全部を説明するだけの要素が分かっていないと言うことだと

思われるがどうか？ 

 

C：過去の調査結果からは、累積降雨量が多くなると雨水によって排除される下水道系内の

負荷が減ってくるから、同じ最大降雨強度でも累積降雨量が多くなると、濃度は減る傾向

が見られる。今回のモニタリング調査の成果は、放流先で CSO の影響がいつまでつづくの
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かの実態調査を行った点に価値があり、世界的に見ても例がない。 

 

Q：各グラフの比率の意味は？ 

A：都市によって様々な値となったため、各都市の晴天時の濃度を１として CSO や放流先

水質などの最大濃度を示したものである。 

 

Q：今回に調査結果について、過去の流出率などから流量を推計して CSO の影響を負荷量

の形として整理できないか？流出率等の検証の意味合いもある。 

A：合理式ではピーク流出量で抑えているため、総流出量とは意味合いが異なってくること

から、負荷量での評価は難しい。 

A：今回の調査結果について、負荷量についても推計を行ったが、相関性が見られなかった。

これは、流量の観測精度が悪いためと考えられる。 

 

C：水質を問題にする場合は、ピーク流量より負荷量を対象とすべきである。今までの下水

道設計はピークを対象とすればよかったが、これからは、ピークだけでは済まなくなって

くるのかも知れない。 

 

C：各排水区域で降雨と降雨のインターバルの期間でのデータは今回の資料では不明である。

基本的なスタンスとしては累積した汚濁物質が壁（管渠内）に付くとかどこかに溜まる訳

であるから、この点を考慮する方法がデータの中から見つかるようであれば、その考え方

があった方がよい（例、降雨前が１０時間の場合、あるいは１００時間の場合で流出する

濃度がどの程度変わるかなど）。 

 

C：都市において代表的な降雨の選び方が難しい。最も影響の大きな雨があるのか、強度が

強いのかなど、どれが地域の代表的な雨になるのか、議論が残ると思われる。排水区域の

特性についても同様に、具体的にどのような事が区域の特性なのか、ある程度限定的に見

ておかないと、実態調査結果の評価が難しくなる。限られた考え方でも構わないから、ど

の要素を代表的な地域特性、代表降雨としたのか定義付けを明確にする必要がある。管内

の堆積状況、降雨の規模など、ある程度モデルを想定して、排水区域特性、選定する降雨

などの条件を検討しておく必要がある。 

 

C：降雨強度や確率年なども考えてみるとヒントになる。１００年に１度の雨のデータより、

毎年、頻度の高い雨のデータが良いと思われる。 

 

C：CSO 対策の目標は「年間総流出負荷量を削減する」「越流回数を何回にする」などの対

応となる。１００年に１度の降雨は対象外である。あまり大きな雨でないにも関わらず、
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下水道からの越流水があり、しかも若干長引く傾向の降雨が一番問題である。そのため、

ターゲットとする状況を定めておく必要がある。 

 

C：対象とする降雨や排水区域の特性については、マニュアルを作成する際に考慮する事を

考えている。 

 

３）合流式下水道改善対策に係る事項の検討結果について 

・合流式下水道改善対策に係る事項の検討結果について、主な意見は以下の通りである。 

 

Q：簡易シミュレーションのグラフ（図－５，６）の中で、モデル地区の都市が入ってる場

合と入っていない場合があるが、この理由は？ 

A：都市を入れていない理由は特にないが、図－５，６は年間降水量と越流回数で整理した

結果であり、都市名が入っていないグラフはある程度範囲でカテゴリー分類して示してい

る。最後のとりまとめの時に再度整理したい。） 

 

Q：簡易シミュレーションにおける雪の影響の取り扱いは？ 

A：簡易シミュレーションはアメダスデータを用いて行っており、雪と雨を分離することが

出来ない。そのため、簡易シミュレーションでは、そのままのデータを使用して解析して

おり、越流回数などが大きめの解析結果となっている。 

 

Q：詳細なシミュレーションでも同様に雪の影響は考慮されていないのか？ 

A：現在、詳細なシミュレーションを実施している都市が限られており、今回選定したモデ

ル都市はたまたま積雪地帯ではない都市でのモデルによる試算結果となっている。 

 

Q：貯留・浸透を具体的な下水道側の施策として取り組む際の困難性や可能性について、自

治体側はどのような意見なのか？  

A：下水道の計画論上、住民の協力がどの程度得られるかは簡単には言えない点がある。元々、

下水道法で網を掛けて、合流地区では全ての雨も下水道に収容することを住民には従って

もらい整備を進めてきた経緯がある。その方針を明確に計画上での位置付けを転換し、進

めていく必要がある。実際、転換を行う際には、建築指導の問題や様々なしくみが必要で

あり、今後、具体にしくみを作りながら、確実性を確認し、取り組んでいくことになる。

東京都としては、建築行政は区が行っており、都と区が連携してしくみを作っていく方向

である。簡単にできるとは言えないが、効果が非常に大きい事も認識しており、取り組ん

でいく方向で考えている。 

A：川崎市の場合，人口密度も非常に高く，超過密都市となっており，一戸あたりの敷地面

積も小さいため，例えば３ｍ３の貯留槽等を設置するのは，現状では，難しい状況となって
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いる。従って，分流化も貯留・浸透にしても，住宅の建て替え時に行うことになるので，

４０年程度のスパンで考えないと難しい。また，建築部局と協力しながら，補助金など支

援の面も含め，制度化や条例化を行う必要がある。  

川崎市では合流改善に当たって，自然排水区については，多摩川や鶴見川への放流が潜

り堰となっており，貯留施設による対応では川の水の逆流に対して制御が困難であること

から，解決方法として，分流化を考え，検討に入った段階である。分流化に際しても宅内

排水設備をもう一度分流化にやり直す事となるため，かなりの事業スパンになると考えて

いる。 

A：大津市については、川崎市と同様な考え方で、建て替え時期に理解して頂き、設置して

行くのが実状である。計画上で正確な数値として見込むのは難しい状況である。 

 

C：消毒に対する資料はよくまとまっているという印象で、大腸菌は現在の法の中での 3,000

個/ml になるかもしれないが、基準の見直しも必要との記述もあり、それなりに評価したい。

消毒のまとめ（A3 ペーパー）については、分からない部分があり、例えば、「海では 100

時間で不検出」については、必ずしも大腸菌が 100 時間で死滅する訳ではなく、温度によ

っては、異なってくる事もある。一つの例としては、いいのかもしれないが、100 時間経っ

たら必ず無くなるものではない。また、クリプトについては、「畜産排水に起因するもの」

と断定的に記述されているが、必ずしも畜産排水とは限らない。「水浴場が具備すべき病原

性微生物の基準」でアメリカについては州単位で決定されているのでは？また、貯留に関

しては、水を貯めると蚊が発生する事が考えられが、蚊の発生に対する文献などはないの

か？厚生省では余分な水を取り除く事による蚊の発生の予防を行ってきている。水を貯め

ることによりユスリカや人に害を与える蚊の発生など新たな問題を引き起こす懸念がある。 

 

C：大腸菌の「100 時間で不検出になる」については、分かりやすい事例の１つとして記載

した。他の同様な調査を行った文献では、異なった結果を得ているが、資料に書ききれな

いため、一つの例として紹介した。クリプトについても畜産以外から発生する場合もある

が、分かりやすい例として紹介した。最終的な報告書で、他の事例をあげられる範囲で整

理したい。消毒の基準について、アメリカの排水基準は州単位で決められているが、水浴

場の基準については、EPA の推奨した例と思われる。今後、確認して報告する。 

 

C：日本の水浴場の基準は「可」のみしか記載されていないが、他にも数ランクの水浴場の

基準もあるため、アメリカや欧州と同様な形式で記述して頂きたい。消毒の議論はいろい

ろあるが、消毒の実施個所の部分で、最終的に消毒箇所をポンプ場に限定するのは、ここ

で説明されている理由ではおかしいのではないか？ 

ポンプ場と自然吐きの流量の大小関係が画一的に決まっている訳ではない。冒頭で消毒が

必要な箇所を決めてしまったら、ポンプ場か、自然吐きかで論理の組立が違ってくるもの
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ではない。一方で、消毒はある意味で毒物を注入する話であるため、きちんとした管理が

できる場所が不可欠であり、自然吐きのような流量管理が出来ない所に適用できるかの問

題があることはわかる。結論は否定しないが、説明の仕方を検討する必要がある。 

 

C：雨水の地下浸透については、環境サイドとしても推奨し、行っている所であるが、今ま

では、位置付けが湧水の保全対策に限られている。雨水の地下浸透を合流式下水道の改善

対策のひとつとして位置付ければ、これによって東京湾の水質が改善されるというのは、

やや迂遠な印象は与えるが、新たに位置付けが加わる事になり、いい事である。条例でも

雨水浸透等による地下水の保全について計画を作ることも出来ることになっているが、そ

の位置付けは、地盤沈下防止対策に限られている。雨水の地下浸透が様々な対策として位

置付けられて推進されればいいのでは。 

 

C：最終的には消毒実施個所は本案に落ち着くものと思われるが、P3 に示しているような

具体にここまで取りあげるのはまだ早く、前段までで止めて頂きたい。 

 

C：貯留するとボウフラの発生がある点や浸透させると地下水位が上昇し建物が浮き上がる

などの問題が発生するなど、対策によりリアクションが発生する可能性がある点について

も注意事項として考えておく必要がある。 

 

４）合流式下水道の改善対策に関する基本的な考え方について 

・合流式下水道の改善対策に関する基本的な考え方について、主な意見は以下の通りであ

る。 

 

C：シミュレーションモデルの利用の形態がまだ有効に利用されていない印象を受ける。事

前の評価、どのような事が重要かの予測、どのような影響があるのかの予測や、その結果、

生物も含めてどの系にどの程度影響するのかの評価もモデルである。モデルの活用が目的

や最終結果ではなく手段としてモデルを広い意味で使うと言った観点を全面に出して、モ

デルの活用でいろんな事が出来ることを認識して頂きたい。 

 

Q：直感的に越流回数が 30 回は、30 日と思われて、１ヶ月も出るようなイメージを与える。

これは、多すぎるように思われるが、実態はどうなのか？半減しても 30 回以上の越流回数

が結構あるのか？ 

 

A：全国での簡易シミュレーションにおける現況の解析結果の中央値では遮集雨水量が少な

い所では雪の影響で過大に評価している部分もあるが、70 回以上となっている。また、簡

易シミュレーションは排水区単位の評価なので個々の吐き口の評価となっていないが、実
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態として相当多い状況である。こういった状況から、当面、まずは半減（30 回）を目指す

こととしている。また、このレベルは負荷削減で分流式下水道並みの対策を行った場合に

近い対応関係にあり、まずは特に多い所を半減することを目標としている。 

 

C：「半減」は非常に努力したイメージを受けるが、「30 回」では、まだ 30 回もあるのかと

いう印象もある。目標としては、まだ緩いという感じを受ける。 

 

C：「半減（30 回）」という表現にしては。 

 

Q：30 回の数値の点で、図－７で今回検討したモデル都市で E,F 市以外は現状の越流回数

（60～100 回）が全国平均ではないサンプルを選定したのか？たまたま選んだ都市が結果

的にこうなったという事か？ 

A：詳細なシミュレーションが行える、また、行えるだけのデータが揃っている都市は現状

では限られており、集められるデータを元に、整理した結果が図－７となっている。図は

簡易シミュレーションとモデル都市との対応関係を示している。実態として下水道管理者

が各吐き口からの越流回数を把握していない事が前提で、分かり得る範囲で実態はどうな

のかということを検証するため、詳細シミュレーションがより真値に近いとの仮定の元で

の議論となっている。資料の冒頭でも 60～100 回の越流回数と断定的に表現しているが、

それ自体がどうなのか十分把握されていないのが現状である。 

 

C：モデルとの関係について、図－７などの表現は、幅がある解析結果を中央値で示すとク

リアーに収まり、解析結果の幅が分からなくなってしまう。モデルの解析結果を信頼限界

の幅で示し、全国の都市の値がどの範囲で収まっている事を示す方が、モデルとしてはい

いと思われる。中央値のみでは、非常にクリアーに一致するが、基本的には大きな幅があ

り、モデルの特性を理解する意味でも幅を持って表現した方が親切である。 

 

C：越流回数が変わってくるのは、ある意味でバラツキにつながってくる。とりまとめの書

きぶりについては、検討していくが、基本的には、年間降水量のバラツキや施設の現在の

能力によって、全国的に見ると非常に大きな差が生じている。 

 

C：改善の目標について、分流式下水道並みを当面 10 年間で行うのは、東京都の場合は困

難であり、重要影響水域の考え方を組み合わせる中で、10 年などの年数を設定するという

考え方を取る方が、必要度などの意味合いも含めて現実的であるため、目標の設定の際に

考慮して頂きたい。 

 

Q：東京都の場合、全て重要影響水域に含まれるのでは？ 
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A：最終的には予算を確保して、みなさんに理解して頂く点では、重要影響水域と考えたい

が、プライオリティを考慮して進めて行かざるを得ない面もあり、実現困難な事を記述し

ても意味がないと考えている。 

 

C：「合流改善の推進に向けた関係機関等の体制の整備」について、平成 14 年度からの合流

改善の新規事業の創設以外にも、今後、継続的に事業が進捗するよう予算の範囲内におい

て、国の財政的なフォローアップ・バックアップをお願いしたい。 

 

C：事業期間を 10 年から 20 年にすると、インパクトが薄くなるし、越流回数 30 回もイン

パクトが薄くなっているような印象を感じているので、よく調整していただきたい。貯留・

浸透が場合によっては、ボウフラの発生などの問題があるかもしれないが、東京ドームや

国技館、個人宅で雨水の貯留・利用を行っており、これまでにかなり多くの経験があると

考えられ、どんな事を行っているのか、また、浸透についても、地下水の上昇に対してど

う考えるかなど、対策を行うことによる複合的な影響についても考える必要がある点を記

述するなどのフォローをしておく必要がある。さらに、放流水の水質基準値で簡易処理水

の目標水質が明確になっていないため、いろんな技術開発を行う際にもどのレベルを目標

とするのかハッキリしていないと思われる。処理場からの放流水は水濁法の対象となって

くるため、事業者の責任は重くなってくるが、簡易処理の放流水質基準は下水道側でも明

確になっておらず、環境省では簡易処理の排水基準をどう解釈しているのか、また、実際

に装置を導入する場合に、簡易処理のレベルの設定をどうするのかが問題になってくると

思われる。そのため、放流水の指標と同時に簡易処理のレベルをどう考えるべきかを合わ

せて議論しておく必要がある。全て高級処理を行うと膨大な費用もかかり、全体のコスト

の問題が出てくると思う。排水基準の問題と下水道法の規定の問題を詰めておく必要があ

るのではないかと思われる。 

 

C：具体的にはよくまとまっている印象である。基本的には合流式下水道の改善と言うこと

であるが、下水道の先進都市は合流式、後発都市は分流式で整備され、また、先進都市は

普及率も高く、下水道の方向が水質保全に向いており、ある意味では下水道先進都市の持

っている宿命であり、先進都市の理解が必要である。具体的な作業は実用的に行われるよ

うな形で工夫されると思われる。下水道は水道の使用量に大きく関係しており、将来、上

下水道問題として解決が課題にあると考えていく必要がある。 

 

C：計画論をもう一度考える部分になってくる。水道、下水道を含め、水循環、水システム、

水環境や生活の利便性をどう組み合わせながら考えるべきか、と言う広い問題に最終的に

は行き着く所である。この点について、本委員会の論点が分散・拡散しない程度に冒頭や

まとめで少し触れておく必要がある。 
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C：全般的にかなり書き込まれており、個別の要素はまとまっている印象を持っている。合

流式の問題は、かなり以前から関係者では意識として持っていたが、普及拡大が優先であ

り、プライオリティをあげて来られなかった経緯があると考えている。合流改善の重要性

を適正に評価し、それに応じて予算措置を行うと言った、担保措置、枠組みをどれだけき

ちんと作れるかと言うことではないか思われる。一般的には担保措置としては、環境省サ

イドでは規制を掛ける話もあるし、終末処理場のみでなく、ポンプ場を特定施設に追加す

る議論もありうる。一方で、全くの天然現象を扱うような部分が規制に馴染むのかという

議論は当然出てくる。この方針においては、ある意味で改善を着実に進める枠組みを織り

込んでおくことを希望している。そのためには、きちんと合流式の現状を把握・公開し、

改善の計画を明確に出し、毎年住民にも議会にもオープンな形でフォローして行き、かか

る費用の正当性を訴えていくしかないと思っている。 

今の合流式の一番の問題は、自然吐き口の越流回数などは管理者でも把握できていない状

況であり、半減を目標としても、それをどうやってフォローやウォッチしていくのか、説

得力がある形で手法を出していかないと、目標を示しても計画の進捗状況が世の中に素直

に受け取られないとのではないか。是非、的確に現状を把握し、改善効果を把握する指標

にある程度踏み込んだ形で内容をとりまとめ、情報を媒介とした形で着実に計画を推し進

めるような構造にこの方針を持っていければありがたいと思っている。松尾先生から質問

のあった水濁法の扱いについては、簡易処理水の放流水の基準は、水濁法の立場からは、

簡易処理であろうと高級処理であろうと、特定事業場からの排出水であり規制に入る。国

レベルでは一律排水基準のレベルであり、上乗せの条例をかける時に、高級処理、簡易処

理のプロセスを区分けして書くか書かないか、いわゆる上乗せ排水基準の作り方の話にな

る。現時点でも終末処理場と言う特定事業場から出てくる排出水には一律排水基準はかか

っており、上乗せがより厳しくなれば、置き換えられる。簡易処理水の水質を調べている

かどうかは別にして簡易処理そのものが水濁法の適用外と言う話はない。 

 

C：簡易処理のデータはほとんど取っていないのではないかと思われる。 

 

C：最近、環境部門でも、効果がどこに現れているのか、メリットがどこにあるのかが問わ

れている時代である。そういう面では、詳細な調査やシミュレーションは結構な事である

が、具体的に対策を行い、どこに効果が現れているのか問われており、長期的に地道に行

う事も重要だが、どこに効果があるのかハッキリ目に見えてこないと困る事もある。その

ため、具体的なものも出来るような形でまとめて頂きたい。 

 

C：下水道部内でも事業期間の 10 年の問題は議論しているが、東京都等の大都市の問題は

あるが、それ以外の中小都市における合流区域の面積などの状況を勘案すると、概ね 10 年
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が妥当であると考えている。 

 

C：合流改善で終わってしまっては困る。もっと長期的な方向へ動いていく所を合わせて進

めないと、合流改善、30 回で終わってしまっては、残念であり、長期的な目標からズレて

しまう。もう少し先の見通しをどこかに含めて強調し、当面の対策が主目的にならないよ

うな配慮して頂きたい。 

 

５）その他 

技術開発プロジェクト、合流式下水道緊急改善事業の創設、都市再生プロジェクトなどの

紹介 

 

６）今後の予定について 

第５回委員会は日程を調整し、後日連絡させて頂く。 

 

以上 


