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合流式下水道の改善対策に関する基本的な考え方 （案） 

 

 

１．合流式下水道の改善対策に関する基本的な方向 

１．１ 合流式下水道の現状と課題 

早くから下水道の普及に取り組んできた都市では、公衆衛生の向上のほか、浸

水防除を速やかに行うため、汚水と雨水を同一の管きょで排除する合流式下水道

方式を採用しており、その結果早期の整備が進められたことによって、公共用水

域の水質改善に相当の役割を果たしてきた。 

しかし、合流式下水道の整備区域では雨天時に雨水と汚水が混合した下水の一

部が未処理で河川や海域に放流されるため、雨天時に合流式下水道の自然吐口や

ポンプ施設から未処理で排出される下水（以下「未処理下水」という。）による放

流先での水質の悪化や、この水域における水の利用者に対する公衆衛生上の影響

や生態系への影響が懸念される。 

現在、下水道法に基づく下水道施設からの放流水の水質検査については雨水の影

響の少ない日に採取することとしており、また、水質環境基準の達成状況を調査す

る公共用水域の常時監視についても水域が通常の状態にある場合を前提として評

価している。また、下水道施設からの放流水に係る水質基準については、水質汚濁

防止法に基づく排出水に係る排水基準が存在するものの、同法においては現在特定

施設として下水道終末処理施設のみが指定されていることから、終末処理施設を有

する事業場と一体と見なせない自然吐口やポンプ施設からの未処理下水について

は水質汚濁防止法に基づく排出水には該当しないため排水規制が適用されないこ

ととなっている。 

これまで、雨天時の未処理下水の調査や対策が必ずしも十分に進められてこな

かったこともあり、下水道管理者や環境関係機関において、未処理下水の放流状

況や影響について必ずしも十分に把握されてこなかった。 

しかしながら、東京都お台場海浜公園において、合流式下水道から流出したと

見られる白色固形物の漂着等が社会的問題になっており、平成１３年夏に国土交

通省下水道部、海上保安庁及び全国１３地方公共団体が合同で合流式下水道の雨

天時放流水緊急実態調査を実施し、その結果、未処理下水による放流先への影響

が明らかになっている。 

国内では、近年、都市周辺の水域において下水道整備等の取組で一定の水質改

善が図られたことにより、レクリエーション利用による水辺への人々の回帰がみ

られ、未処理下水による水環境の悪化が顕在化しやすい環境になっている。 

政府では、平成１３年１２月、内閣官房都市再生本部において、水質汚濁が慢
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については、極力、廃止または影響を回避しうる地点への移動を基本とする。

施設の構造上、廃止または移動が困難な吐き口にあっては、未処理放流等を抑

制し、放流先への影響を極力低減するために十分な対策を講ずることとする。 

② 特に病原性微生物等による公衆衛生上の影響への配慮が必要な水域における

ポンプ施設については、原則として消毒を行うものとする。但し、この際には、

放流先の生態系に十分配慮しつつ、対策手法を検討する。 

 

３．合流式下水道の改善対策の推進に関する基本的事項 

３．１ 下水道施設及び放流水域の調査の実施 

合流改善計画を策定する際には、下水道施設の現況、未処理放流等の実態とと

もにそれに起因する放流水域への影響を十分に把握するものとする。これらの十

分な調査結果をもとに、放流水域の状況を踏まえて計画を立案することが不可欠

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画立案段階における調査は、未処理放流等による放流水域への影響と改

善対策による未処理放流等の改善効果や放流先の改善効果等の効果を予測するた

め、対象とする流域における降雨、放流水量、放流水質、放流水域における水質、

底質、水利用への影響、景観への影響、生物生息環境への影響等について、詳細

に調査することが望ましい。 

調査の実施にあたっては、放流水域の状況をよく勘案して計画的な調査の実施
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に努めるべきである。ただし、未処理放流等の実態や、放流水域の状況等につい

て実測により逐一把握することは多くの場合困難なため、必要に応じてシミュレ

ーションモデルを活用することでその影響等を推定することが有効である。 

 

３．２ 合流改善に必要な施設整備及び維持管理 

３．２．１ 計画的な合流改善の実施 

 合流式下水道を有する各都市では、今後、当面の目標に即して必要な対策を実

施していくこととなるが、施設の現状や年間降雨の状況等により、必要な対策は

都市ごとに異なる。また、これに要する期間は当面の対策が概ね１０年以内、長

期的な対策はさらに長い期間を要することとなる。 

このため、合流式下水道を有する全ての下水道管理者は、「３．１ 下水道施設

及び放流水域の調査の実施」に示す調査の結果に基づき、合流改善計画をまず策

定し、このうち下水道施設の設置に係る事項については速やかに事業計画に反映

し、さらに認可権者が適切な審査を行うことで、計画的で実効性のある合流改善

を実施すべきである。 

また、合流改善計画の策定に当たっては、長期的な改善対策とも整合した効率

的な計画とすべきである。 

国は、認可権者が「２．合流式下水道の改善の目標に関する事項」に掲げる改

善目標に照らして事業計画が妥当か審査を行うのに必要な下水道施設の構造基準

及び下水道施設の配置や能力の考え方等の規定を定めるべきである。また、本計

画に基づき実施される合流改善に係る事業については、その緊急性に鑑み必要な

支援に努めるものとする。 

 

３．２．２ 合流改善へ向けた施設整備等に係る留意事項 

 合流改善は処理区域の地域特性や事業の形態を考慮して行う必要があり、下水

道管理者は、以下の点に留意して合流改善に係る施設整備を進めるべきである。 

① 合流式下水道の管理者は合流改善計画に基づき施設の整備等を行う際には、

その効果や費用等を勘案し、計画期間内に行う事業実施の優先順位を明確にす

る。 

② 将来的に合流改善の手戻り等の非効率が生じないよう、関連する事業との調

整等に努める。具体的には、合流式下水道の処理区域内における未整備区域や、

改築予定の区域については、計画策定時に分流化の可能性について検討する。 

③ 地形や既存施設等の状況から、やむを得ず合流式を保持しつつ施設の設置や

改築を行う場合には、雨水滞水池等を同時に整備する等、一定の降雨に対して

は未処理放流等が発生しないような対策を併せて実施する。 

④ 市街地再開発事業等の面的な都市開発が行われる際には、良好な都市空間形

成の観点からも、合流区域の分流化、雨水の貯留・浸透の徹底等、抜本的な対

策を同時に講ずるよう努める。こうした区域では下水道管理者は当該都市開発
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の主体等と密接な連携のもとに対策が進められるよう努める。 

なお、国はその他の関係者と協力して、都市開発事業にあわせて円滑に合流

改善が行われるよう、必要な事業制度や支援措置について早急に検討を行うべ

きである。 

⑤ 合流改善は、「２．２ 当面の改善対策のあり方」に掲げる目標が早期に達成

されるよう排水施設に関連する事業と、終末処理場に関連する事業を一方に偏

ることなく整合させて実施する。 

⑥ 整備時期の違い等により処理区域の中に合流式と分流式が混在する場合に、

分流式の汚水管又は雨水管が直接下流の合流管に接続すると未処理放流等によ

る影響がいっそう大きくなるおそれがあることから、分流区域における雨水は

合流式の管渠を経由することなく公共用水域に放流するとともに、汚水につい

ても分離して終末処理場に送るような構造とする。 

⑦ 合流式の流域関連公共下水道が流域下水道に接続されている都市については、

流域関連公共下水道管理者と流域下水道管理者が協議して両者で連携しつつ、

流域下水道全体の処理区域で当面の改善目標を達成しうる合流改善を図る。 

⑧ 簡易水処理施設については、高速凝集沈殿等の新しい処理技術の導入や既存

の水処理施設を活用し、汚濁負荷量の削減に努める。 

 

３．２．３ 下水道施設の適切な維持管理の実施 

当面の目標の達成のためには、合流改善へ向けた施設整備と併せて、下水道管

きょや雨水滞水池等貯留施設の堆積物の除去、きょう雑物除去施設の点検等、施

設の機能を十分に発揮させるための適切な維持管理が必要不可欠である。 
また、下水道管渠、排水ポンプや貯留施設等の既存ストックを最大限活用する

観点からは、通信システムを活用して様々な降雨パターンに対して降雨量や管内

水位等を監視しながらゲートやポンプ等を適切に制御する、リアルタイムコント

ロール方式の管理にも取り組むよう努めるべきである。 
さらに、下水道管渠内におけるきょう雑物は、下水道に接続する事業場や家庭

排水からの油も発生原因の一つとしてあげられる。事業場に対しては条例に基づ

き油の排出防止を図るための除害施設の設置を励行するとともに、一般住民を対

象とした油の下水道への排出抑制の啓発活動を推進すべきである。 

 

３．３ 情報の公開、住民等との協力・連携 

 合流式下水道では、その対策に長期間を要するとともに、施設の能力を上回る

大雨に対しては未処理放流等を余儀なくされるなど、一般に雨天時の水域への影

響は相当長期にわたることとなる。また、対策の実施には多くの資金を必要とし、

議会、下水道使用者等の理解なしには、対策の着実な実施は困難である。下水道

管理者は、こうした合流改善の特性を踏まえて、下水道施設の改善事業と併せて

以下の措置を講じ、対策を着実に推進するとともにより有効なものとするよう努
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めなければならない。 

３．３．１ 未処理放流等に関する情報の提供 

合流式下水道の改善の必要性についての認識を関係者間で共有し、着実に改善

を進めるため、未処理放流等の現状（頻度、水量・水質及びその影響等）や、改

善計画、計画に基づく対策の実施状況、その結果としての放流水域の改善状況等

について積極的に情報公開を行うべきである。 

特に、未処理放流等により何らかの影響が予想される水域にあっては、下水道

管理者は放流先の水利用者等の関係者や流域の住民に対して必要な情報を提供

するものとする。また、放流水域の影響については、必要に応じて環境部局、海

上保安庁等の関係機関と協力して評価・分析することが望ましい。 

さらに、未処理放流等によって放流水域には下水道管理者の予期し得ない影響

も考えられることから、上記以外の水域にあっても、これらの情報を極力公表す

べきである。 

 

３．３．２ 流域住民、ＮＰＯ等との連携 

未処理放流等に起因する放流水域への影響は、河川等の水域の管理者以外に、

放流先付近の住民や、水利用者、河川環境に関する活動を行うＮＰＯ等が実態を

把握していることが多い。下水道管理者は、これらの主体に対しては「３．３．

１ 未処理放流等に関する情報の提供」の情報提供に努めるとともに、水域への

影響把握、対策による効果の把握等に関する協力体制の構築に努めるべきである。

また、河川等の清掃活動における連携や、改善対策に関する普及啓発活動におけ

る協力等、流域住民、ＮＰＯ等との連携に努めることも重要である。 

 

３．３．３ 住民等との役割分担による対策の推進 

合流改善は、施設の貯留・遮集能力を増強するだけではなく、下水道への雨水

の流入を抑制することも有効な対策である。このため下水道管理者は、施設の増

強、改善と併せて、住民等の協力のもとで、早期に各戸での貯留、浸透が進めら

れるよう努めるべきである。特に、合流式下水道の処理区域における面的な都市

開発等が行われる場合等、計画的な対応が行われることが望ましい。 

また、民地に設置されたこれらの施設が長期的にその機能を担保しうるよう、

施設の設置、管理に関する地権者との協定の設置等、行政側からの働きかけを行

うことが望ましい。 

さらに、現在の合流改善や未処理下水の放流の状況や、合流改善を行うため相

当の費用を要すること、各戸の貯留・浸透施設の設置、屋根からの雨水排水系統

と下水道排水施設との分離及び市街地における清掃等の住民等の取り組みを行う

ことが整備に係る費用の軽減に資することを、議会や住民に対して広く周知する

ことも効果的である。 
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３．４ 合流改善による効果の評価 

３．４．１ 施設機能の確認のためのモニタリングの実施 

合流改善の当面の目標達成のためには、合流改善計画に基づいた合流改善の着

実な実施とともに、施設が適切に機能していること及び適切に維持管理されてい

ることが必要である。 

下水道管理者は、合流改善施設の適切な構造の確保及び適切な維持管理により

水質保全機能が発揮されているかを確認するため、雨天時放流水のモニタリング

を通じて、当該下水道施設から排出される汚濁負荷の削減効果を確認することが

必要である。また、未処理放流の回数等の実態について把握することも必要であ

る。さらに、下水道管理者は晴天時と同様に検査の結果から施設の維持管理状況

について判断し、必要に応じてその適正化に努めることが必要である。 

 なお、施設機能の確認のための検査は、恒常的に継続するものであり、機能の

確認が行える範囲の中で極力簡易な方法で実施することが望ましい。 

 

３．４．２ 放流水の指標の考え方 

  下水道法において、下水道施設の水質保全機能を確認するための指標として、

放流水質基準を位置づけている。この基準は、雨水の影響が少ない時を前提とし

て終末処理場の放流水の定常的な水質管理の指標として位置づけられている。 
しかしながら、「２．２ 当面の改善対策のあり方」のとおり降雨時についても

合流式下水道が汚濁負荷削減等の面から一定の水質保全機能を果たすことを目標

としており、合流改善の実施により、降雨期間内において終末処理場のみならず

全ての下水道施設の吐口から排出される放流水に含まれる汚濁負荷量が、下水道

施設に流入する下水量に応じて削減されているか確認できる放流水の管理指標を

新たに設定する必要がある。 
この新たな指標は、降雨という非定常的な現象に対応して流出する変動の極め

て大きな汚濁負荷量を適切に評価しうる指標である必要がある。また、下水道管

理者が全ての吐口等に全ての降雨時に検査を行うことは実務上困難であることか

ら、水質検査の対象箇所や水質検査の対象時期について明確にする必要がある。 
水質検査の対象箇所は、放流水質、放流水量等の面から見て、未処理下水等の

採水箇所として自然吐き口やポンプ施設、終末処理場内の水処理施設や簡易水処

理施設について処理区域毎に代表的な箇所を選定して行うものとする。 
水質検査の対象降雨は、未処理放流等が確実に見込まれる降雨のうち、放流水

が雨水により希釈されずに放流水域に影響を与えるおそれがあり、汚濁負荷削減

の目標を達成しているか確認できる平均的な降雨（総降雨量１０～３０mm 程度

に相当）について数降雨を選択する。 
非定常的な雨天時放流水の管理指標の対象となる項目については、合流改善の

実施により削減が確実に見込まれ、かつ降雨時のノンポイント起因の流入により

水質が著しく変動しないＢＯＤを対象とする。 
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３．４．３ 雨天時の終末処理場における基準について 
終末処理場からの放流水について、降雨の影響が少ない時と同様に定常的な放

流水質管理が可能な項目が存在すること及び水質汚濁防止法または条例に基づく

排水規制が行われていることを踏まえ、放流水質基準の適用について以下のとお

りとする。 
① 簡易水処理施設も含めた終末処理場からの放流水については、水質汚濁防止

法または条例に基づく排水規制が適用されるため、当該規制が適用される項目

に定められる排水基準について遵守することを放流水質基準として位置づける。 
② このうち水処理施設については4、降雨時に水質管理が困難になる窒素含有量

や燐含有量を除き、降雨の影響が少ない時と同様に定常的な放流水の水質管理

が可能であることから、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、水素イオン濃度

及び大腸菌群数について降雨の影響が少ない時の放流水質基準を準用して位置

づける。 
 

３．４．４ モニタリング等の調査結果の評価と活用 

  現在、雨天時における水環境中の汚濁物質の挙動については不明確な点が多く、

わが国におけるこれらの調査事例は極めて限られている。また、未処理放流等に

よる影響についても同様に不明確な点が多い。このため、下水道管理者は、河川、

環境等の関係部局において実施されたモニタリング結果等を収集するとともに、

自ら実施したモニタリングやシミュレーション等の調査結果は積極的に公開する

とともに、関係機関との情報交換が図られるよう努めるべきである。 

  さらに、国等においては、各機関における調査結果、研究結果の継続的な蓄積

に努め、合流改善のあり方、目標の考え方等を適宜見直すとともに、シミュレー

ションの活用も含め具体的なデータの把握法についてガイドラインの提示など情

報提供に努めるべきである。 

 

４．その他合流式下水道の改善に関する重要事項 

４．１ 合流改善に必要な技術の重点的開発 

 合流改善を的確かつ効率的に進めるためには、今後、必要な技術の重点的な開

発等が必要である。合流式下水道では、水量・水質ともに変動の極めて大きい非

定常状態に適応しうる制御技術が求められる。特に、排水施設の吐口や、簡易水

処理施設における下水の効率的な消毒技術、簡易水処理施設における高効率・高

性能な処理技術、流出量予測等と連動した施設のリアルタイムコントロール技術

等、効率的な合流改善に向けて重点的な開発が求められる技術が存在する。この

ような合流改善に係る技術について、産学官が共同して早急な開発が進められる

                                            
4 終末処理場からの放流のうち、水処理施設から放流される放流水については、雨天時におい
ても窒素・燐等を除き、晴天時と同様の処理性能が期待できることから、晴天時の放流水質を
準用して適用することとしたもの。簡易水処理施設については、P.2 の脚注 2 参照。  
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よう、必要な体制の整備が図られるべきである。 

 

４．２ 合流改善の推進に向けた関係機関等の体制の整備 

合流式下水道の未処理放流等による公共用水域への影響の把握や、合流改善の

効果の検証については、下水道管理者は、環境部局、河川管理者、港湾管理者等

との緊密な協力・連携体制を確立して行うべきである。また、下水道管理者はこ

れらの関係機関に対して、合流改善の方針、進捗状況等について逐次、情報提供

を図るべきである。 

さらに、国においては、下水道部をはじめとした国土交通省内各関係部局、海

上保安庁とともに環境省等の関係機関と協力して、都市における合流改善の実施

状況等について、今後とも継続的にフォローアップを行い、当面の目標に照らし

て下水道管理者が合流式下水道に対して総合的かつ重点的な対策を講じているこ

とを常に確認すべきである。仮に十分な対策が進められていない都市が認められ

る場合には、当該都市において総合的な対策が的確に講じられるよう、関係省庁

が連携しつつ、各関係法令に基づき的確な対応がとられるよう当該都市に対して

指示する等の措置を講ずることも検討すべきである。 
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性化している大都市圏の「海」の再生を図る1ことが決定され、また、東京湾、伊 

勢湾及び瀬戸内海において、合流式下水道の改善も含めた汚濁負荷量の削減を内

容とする第５次総量削減基本方針が策定されところである。さらに、平成１４年

１月、ＯＥＣＤ対日環境保全成果レビューにおいても合流式下水道の改善につい

て計画的に取り組むべきことが勧告されたところであり、合流式下水道の改善が

国内外から強く要請される状況となっている。 

こうしたことから、未処理下水や簡易水処理施設2からの放流水（以下、「未処

理放流等」という）による影響を抑制するための合流式下水道の改善対策（以下

「合流改善」という。）の早急な実施が必要である。 

 

１．２ 改善対策の基本的な方向 

 合流改善には、分流化、遮集管渠の増強、雨水滞水池の設置、きょう雑物除去

施設の設置等の様々な手法が存在するが、その多くは相当の整備期間や費用がか

かることから、長期的に見て行うべき対策と当面行うべき対策を整理したうえで

計画的に合流改善を実行することが重要である。 

 下水道は、速やかな下水の排除による浸水防除の役割を有している。大雨の際

には、合流式下水道でも速やかな下水の排除を優先する必要があり、このような

状況では未処理放流等は避けられない。こうしたことから、合流改善は、施設整

備と併せて、未処理放流等やそれによる放流先の影響の把握とこれらの情報を住

民や関係者に提供する等の対策を併せて行うべきである。 
 合流式下水道を採用する全ての都市の下水道管理者は、それぞれの施設の状況、

放流先の水域の状況を十分に把握した上で、以下に掲げる方針に則り、合流改善

を実施すべきである。 

① 合流改善は、都市雨水を水質・水量両面で管理する対策の側面を有している

ことから、都市雨水対策と整合を図りつつ対策を検討する。 
② 長期的には、未処理放流等を極力無くすため、汚水と雨水を分離する「雨の

管理」を行うことを目標とする。 

③ 全ての都市が緊急的に行うべき当面の合流改善は、「汚濁負荷量の削減」、

「公衆衛生上の安全確保」、「きょう雑物の削減」、について目標（以下「当面の

目標」という。）を設定して行う。 

④ 水質保全を図ることが重要であり、かつ雨天時の未処理放流により特に影響

を受けやすい水域では、吐口の廃止・移動やポンプ施設における消毒など、対

                                            
1 都市再生プロジェクトの第三次決定(H13.12.4)では、水循環系の再生（海の再生）として、「水
質汚濁が慢性化している大都市圏の「海」の再生を図る。先行的に東京湾奥部について、地方
公共団体を含む関係者が連携して、その水質を改善するための行動計画を策定する。」とされた。
本プロジェクトの陸域対策としては、合流改善は高度処理と並んで主要な施策として位置づけ
られることが想定される。 
2 簡易水処理施設････雨天時に終末処理場において通常の水処理施設で処理することができな
い汚水を処理する施設。 
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策の強化を検討する。 

⑤ 合流改善にあたっては、地域の特性を踏まえて当面の目標を達成する道筋を

示した合流改善に関する計画（以下「合流改善計画」という）を策定し、この

うち施設の改善に係る事項については下水道法に定める事業計画（以下「事業

計画」という）に反映させ、速やかに対策に着手する。 

⑥ 合流改善計画の策定にあたっては、施設の状況や未処理放流等による周辺水

域の影響を十分把握するとともに合流改善による効果の予測に努める。 

⑦ 合流改善の実施や下水道施設の維持管理の実施による効果を把握するため、

継続的に未処理放流等の影響についてモニタリング行い、住民や関係者にこれ

らの情報を提供するよう努める。 

⑧ モニタリング結果や合流改善の状況等、必要な情報は、流域住民その他の関

係者に情報提供するとともに、各戸での貯留・浸透等への協力を要請する。 

⑨ 各都市の合流改善の内容が目標に照らして妥当であるか、また施設の機能が

発揮されているかを適切に判断するため、国は合流式下水道に係る施設の構造

や放流水管理に関する基準等の策定に努める。 

⑩ 当面の目標を達成した後も、下水道のあるべき将来像に考慮し、長期的な目

標の実現に向けて努める。 

 

２．合流式下水道の改善の目標に関する事項 

２．１ 長期的な改善対策のあり方 

２．１．１ 対策の基本的考え方 

合流式下水道の問題点は、雨水が下 

水管に流入することで家庭排水・事業 

場排水等を含む汚水や管渠内の堆積物 

が未処理で多数の自然吐口やポンプ施 

設から水域に放流される構造となって 

いる点にある。このため、合流改善の 

長期的目標としては、未処理放流等を 

極力抑制するとともに、簡易水処理施 

設の処理レベルの向上等による雨天時 

汚濁負荷の削減を主たる目標とすべき 

である。 

合流式下水道を採用している各都市 

にあっては、この目標達成へ向けて効 

果的な対策のあり方を検討することが 

必要である。例として合流式下水道の 

処理区域が比較的小さい都市や、既存 

水路等による雨水対策が比較的容易な 

図３－１ 戸建て住宅貯留浸透施設設置模式図
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都市、面的な都市開発が今後実施される地区を有する都市等にあっては、合流

式下水道の分流化を検討すべきである。また、合流式下水道のシステムを保持し

つつその改善を図る場合にあっては、施設能力の増強と併せて、各戸での貯留・

浸透施設の設置、透水性舗装等を相当レベルまで進めることにより、市街地への

降雨が極力合流式下水道へ流入しないような対策を徹底することが重要である。

なお、こうした対策は、都市の市街地再開発事業にあわせて実施することも効果

的である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１．２ ノンポイント汚濁対策としての合流改善 

 合流式下水道には、家庭排水、事業場排水の他にも、市街地等からのいわゆる

ノンポイント汚濁も流入することから、合流改善はノンポイントの汚濁負荷対策

としての役割も果たすこととなる。 

閉鎖性水域等において、水質環境基準を達成するためノンポイントの汚濁負荷

対策等が重要であり、雨水の質的管理の一環として合流改善が果たす役割も大き

い。こうした流域においては、流域別下水道整備総合計画に基づき、合流改善を

はじめとした下水道によるノンポイント汚濁負荷対策の実施に努めるべきである。 

 

２．２ 当面の改善対策のあり方 

合流改善については、長期的な目標を踏まえつつ、当面は緊急性や効率性の高

い対策を優先的に実施することが重要である。このため、当面の改善対策として

は、各都市における合流改善の残事業量及びその整備費用を考慮しつつ、概ね  

１０年以内で以下に掲げる改善目標を設定し、達成することとする。 

図３－２ 戸建て住宅貯留浸透施設設置模式図例（塩竈市パンフレットより）
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なお、改善目標は、放流先の水利用の変化や、水質環境基準の変更等、状況の

変化に応じて、適宜見直す必要がある。 

また、合流改善に関係する各主体は、当面の目標を達成した後も、下水道のあ

るべき将来像に考慮して、長期的な目標の実現に向けて努めるべきである。 

 

２．２．１ 汚濁負荷量の削減 

下水道施設から排出される汚濁負荷量の削減目標については、公共用水域の水

質保全という下水道の目的に鑑み、当該合流式下水道を分流式下水道と置き換え

た場合において排出する汚濁負荷量と同程度以下となることを目標として設定す

るものとする。この目標は具体的には下水道に流入する生物化学的酸素要求量（以

下「ＢＯＤ」という。）の総負荷量を、年間で概ね９０％以上又は雨天時で概ね６

５％以上削減して放流することに対応する。 

 

表３－１ 簡易シミュレーション、モデル都市におけるＢＯＤ分流並に必要な対策 
 簡易ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 

分流並削減率 年間 ９１％ 84% 87% 89% 96% 84% 84% 
 雨天時 ６６％ 75% 67% 83% 78% 53% 62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この目標に即した対策を行うことで、浮遊物質量については分流式下水

道と置き換えた場合において排出する汚濁負荷量と同程度以下となることが見込

める一方で、窒素化合物及び燐化合物については一定の削減が見込めるものの現

時点で分流式下水道と同程度に汚濁負荷量を削減することは困難であり、削減に

関する技術開発が必要である。 

 さらに、この改善対策のみでは水質環境基準等の達成が見込まれない地域にお

いては、対策に係る費用対効果を十分勘案しつつ、水質環境基準を達成するため

に必要な流域内の必要削減負荷量を発生源別に配分するため、流域別下水道整備

総合計画に基づき、必要削減負荷量のうち合流改善によるべき削減負荷量を定め

て目標を設定することとする。 

 
 
 
 

本表は、全国の合流式下水道区域を有する都市（１９２都市）における簡易シミュレーション結果及び幾

つのモデル都市における詳細なシミュレーション結果をもとに、合流式下水道の排出汚濁負荷を分流式と同

程度に制御することを目標とした場合の必要な対策をＢＯＤについて検討した結果である。 

分流式下水道の年間ＢＯＤ削減率（１－年間ＢＯＤ総流出負荷量／年間ＢＯＤ総流入負荷量）及び雨天時

ＢＯＤ削減率（１－雨天時ＢＯＤ総流出負荷量／雨天時ＢＯＤ総流入負荷量）は、それぞれ、全国の簡易シ

ミュレーションでは９１％、６６％、モデル都市のシミュレーションでは都市によりばらつきはあるが、そ

れぞれ、約８５～９５％程度、約５５～８０％程度であった。 

なお、この削減率を達成するために必要な合流式下水道の改善対策としては、全国の簡易シミュレーショ

ンでは遮集雨水量１ｍｍ／ｈｒ＋４ｍｍ貯留程度、モデル都市のシミュレーションでは、遮集雨水量１ｍｍ

／ｈｒ＋２～４ｍｍ貯留である。年間及び雨天時の削減率共に必要対策は同様であった。 

また、ＳＳ、ＣＯＤ、総窒素、総隣は、ＢＯＤに関して上記の分流並を達成する対策（遮集雨水量１ｍｍ

／ｈｒ＋２～４ｍｍ貯留程度）を実施した場合、分流並を達成する場合としない場合があるが、いずれの場

合も、遮集、貯留による合流式下水道改善対策により下水処理場での処理可能量が増大するため、全ての水

質項目につき年間削減率は向上する。 
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２．２．２ 公衆衛生上の安全確保 

公衆衛生上の安全確保に係る目標については、公衆衛生の向上という下水道の

目的に鑑み、未処理下水による病原性微生物等の公衆衛生上の課題を解消するた

め、未処理下水の放流を抑制する視点から設定するものとする。具体的には、合

流式下水道のそれぞれの処理区において、全ての吐口において未処理下水の放流

回数を少なくとも半減させることを目標とする必要がある3。この際、放流回数・

放流量の多い吐口など放流先に対する影響の大きい施設について優先的に対策を

講ずべきである。 

また、「２．３ 重点的な対策を実施すべき水域の考え方」に掲げる水域のうち、

放流先の水域における水利用等の状況から特に病原性微生物等による公衆衛生上

の影響への配慮が必要な水域にあっては、消毒剤の投入等の管理が可能であるポ

ンプ施設について、原則として消毒を行うものとする。なお、この際には、放流

先の生態系に十分配慮しつつ、対策手法を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 全国 192 都市における簡易シミュレーション結果及びモデル都市における詳細なシミュレー
ションの結果では、平均的な越流回数の下水道施設に対して越流回数を半減させるために必要
な対策は、1)に掲げる汚濁負荷量の削減目標（分流式と同程度まで削減）に必要な対策レベル
と概ね同等であった。 
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本図は、合流式下水道における雨天時未処理放流の回数（越流回数）がどの程度なのかを把握するため、
全国の合流式で整備されている処理区毎に、アメダスの降雨データを使い、簡易な推定計算（簡易シミュレ
ーション）をしたものである。 
年間の未処理放流の回数（越流回数）は、50 回～90 回の範囲に集中している。遮集量が大きければ、未処

理放流の回数（越流回数）が減少する傾向が見てとれる。なお、図中の A,B,C,D,E,F はある特定の都市であ
り、これら各都市毎に詳細なモデル計算をした結果である。 

図３－３ 遮集雨水量と越流回数 
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２．２．３ きょう雑物の削減 

きょう雑物の削減に係る目標については、公衆衛生の向上、健全な都市の発展

という下水道の目的に鑑み、未処理下水の放流を抑制することと併せてきょう雑

物の流出について防止することを目標として設定するものとする。 

このため、原則として全ての吐口において、きょう雑物の流出を防止すること

ができるよう適切に配慮された構造とするべきである。なお、大雨の際には、き

ょう雑物除去施設による下水の逆流、噴出等を回避するため、きょう雑物除去施

設が下水の流下阻害等を引き起こさない構造とすることも必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ 重点的な対策を実施すべき水域の考え方 

 公共用水域の状況によっては、雨天時における未処理放流等に特に影響を受け

やすい場合がある。下水道管理者は、水質保全を図ることが重要な水域でありか

つ未処理放流等による大きな影響が予想されるため重点的な対策が必要である水

域（以下、「重要影響水域」という）については、「２．２ 当面の改善対策のあ

り方」に示す当面の目標に関わらず、以下の各号に基づいて抜本的な対策を講じ

ることが必要である。 

 

 

対策別越流回数

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 2 4 6 8 10

貯留規模(mm)

越
流

回
数

（回
）

簡易シミュレーション(積雪地) 簡易シミュレーション(その他) 簡易シミュレーション(中央値)

A B D

E F

図３－４ 貯留規模と越流回数の関係 

本図は、合流改善対策として、仮に「未処理放流水の貯留」という手段を採った場合、その貯留の規模
によって、未処理放流の回数（越流回数）がどのようになってゆくのかを、簡易な推定計算で求めたもの
である。なお、本試算は遮集雨水量１ｍｍ／ｈｒ程度に加えて貯留対策を行なった場合の推定であ
る。 
この推定計算の結果の中央値（図中の青線）を注目してみると、貯留しない場合に年間 60 回以上越流

しているのに対し、貯留規模を４～5ｍｍとすれば、越流回数が 30 回程度まで減少させることができる
ことが判る。 
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２．３．１ 重要影響水域として対策を強化すべき要件 

 未処理放流等が行われる水域及びその下流域において、次の要件のうちいずれ

かを満たす場合にあっては、最優先で重要影響水域としての対策強化について検

討するものとする。 

① 水道水の取水口が存在する場合 

② 水浴場及び親水利用が可能な水辺等が存在する場合 

③ 人体への接触、摂取が見込まれる水利用がおこなわれている場合 

また、次の要件のうちいずれかを満たす場合にあっては、地域の状況に応じて

重要影響水域としての対策強化について検討することができる。 

④ 水域に貴重な生態系が存在し、未処理放流等による影響が懸念される場合 

⑤ 水域で水産動植物の確保を業として行っており、未処理放流等により影響が

懸念される場合 

⑥ 景観上特に配慮が必要な水域で、未処理放流等により影響が懸念される場合 

⑦ 特にその他の影響が懸念される場合 

 

２．３．２ 重要影響水域の設定の留意点 

 重要影響水域として対策の強化を検討する際には、以下の諸点に留意しつつ、

放流先の水域における希釈や拡散の効果、順流河川、感潮河川（水域）、海域、閉

鎖性海域の特性等を勘案して影響評価を行い、それぞれの水域において判断する

ものとする。特に水道水の取水口、水浴場、及び親水利用水域等については、公

衆衛生の観点から病原性微生物の影響評価と消毒の検討を行うことが重要である。 

① 自流量が少ない都市河川では、十分な希釈効果が期待できない場合が多く、

水利用先からの距離に関わらず、河川上流部の吐口等の影響を検討する必要が

ある。 

② 感潮河川（水域）では、潮汐によって流速や水位が変動し、吐口等の上流へ

も影響が及び、長時間影響を与えることも含めて検討する必要がある。 

③ 海域では、河川に比較して放流水の海域における希釈効果が高いものの、閉

鎖性の高い水域についてはその影響時間は数日間に及び、放流先の海岸の地形

等によりその影響範囲は異なるため、水域の状況に応じて慎重に検討する必要

がある。 

④ 同じ水域に対して複数の吐口等が存在する場合には、これらによる影響の総

合的、累積的な検討が必要である。 

 

２．３．３ 重要影響水域における対策の考え方 

 重要影響水域においては、「２．１．１対策の基本的考え方」に掲げる目標達成

と併せて、以下の諸点を踏まえた対策を実施すべきである。 

① 「２．３．１重要影響水域として対策を強化すべき要件」に掲げる水利用等

に対して支障となる未処理放流等の防止の観点から、影響が予想される吐口等


