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１．合流式下水道改善対策検討委員会設置要領 
（１）設置趣旨 
 古くから下水道の普及に取り組んできた大都市等においては、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を採用してきた。 
 合流式下水道の整備区域では、大雨の時に雨水と汚水が混合したものの一部を未処理で河川など

に放流することとなるので、こうした排水に含まれる有機物、窒素及び燐等の汚濁負荷による公共

用水域への影響が懸念されるとともに、水道水源の水質悪化や海水浴場等のレジャー環境の悪化を

招くおそれがある。 

 このため、雨天時における合流式下水道からの未処理放流等による河川や海域における汚染状況

について実態を把握するとともに、可能な限り未処理放流等に含まれる汚濁負荷を可能な限り削減

するための対策を講じる必要がある。 
 したがって、合流式下水道の改善を緊急的・総合的に進めるため、学識経験者、関係省庁、地方

公共団体が参画する合流式下水道改善対策検討委員会を設置する。 
 本委員会の審議を踏まえ、合流式下水道改善計画の早急な策定を促進しつつ放流先の水域の水利

用状況に応じた施設整備や発生源対策等の総合的で計画的な合流式改善対策を推進する。特に対策

の緊急性の高い箇所については、緊急改善対策を推進する。 

 
（２）検討委員会検討事項 
 ○合流式下水道の実態（施設の状況、雨天時放流の状況、放流先の水質等への影響） 
 ○合流式下水道改善対策の手法と効果 

 ○合流式下水道の改善目標（緊急改善対策目標と長期的目標） 
 ○合流式下水道の改善対策の在り方（施設改善の対策、ソフト面の対策、連携手法） 
 

（３）合流式下水道改善対策検討委員会名簿 
    委員長    東洋大学教授              松尾 友矩 

 委 員    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 

           摂南大学教授              金子 光美 
           山口大学名誉教授            中西  弘 
           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 

           東京都下水道局計画調整部長       大矢 爽治 
           川崎市建設局理事・下水道建設部長    曾根 庸夫 
           大津市河川下水道部次長         山西  徹 
    特別委員   海上保安庁警備救難部環境防災課長    野中 治彦 

           環境省水環境部水環境管理課長      仁井 正夫 
           東京都環境局環境改善部参事       小島 高志 
    旧特別委員  東京都環境局環境改善部長        長谷川 猛 

 
事務局    国土交通省都市・地域整備局下水道部 

           財団法人 下水道新技術推進機構 
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２．合流式下水道改善対策検討委員会議事録 
２．１ 第１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 6 月 18 日（月）17:30～20:00 

場 所：霞山会館 

 

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  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 環境省環境管理局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          野中 治彦 

 特別委員 東京都環境局環境改善部長              長谷川 猛 

 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  曽小川 下水道部長（国土交通省） 

  委員紹介  江藤 研究第１部長（推進機構） 

２．委員長挨拶 松尾委員長 

３．議 事 

【Ｑ】：質問，【Ａ】：解答，【Ｃ】：意見 

１）本委員会の設置主旨の説明 

２）合流式下水道の現況と課題の説明 

３）東京都クイックプランの説明 

【Ｃ】：合流式下水道の改善を議論する前に排水基準の議論が必要である。海外の基準と比

べ，日本の基準は甘いため，見直す必要がある。また，親水用水に対する基準も甘

い。病原性微生物について，大腸菌群と糞便性大腸菌群の２項目のみではなく影響

を評価するため他の指標が必要である。 

クリプトスポリジウム等病原性微生物の対策については，水道・下水道で役割分担

を行うことも検討する必要がある。 
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【Ｃ】： 合流式下水道の問題は昭和 50 年代以前から指摘されており，最近になって注目

されてきている。未処理放流等のデータがなくブラックボックスだったため，表面

化しなかった経緯がある。抜本的な対策は分流化であるが，費用的に難しい。 

米国においてもニクソン時代に合流式下水道の改善が政策の目玉となっている。 

合流式下水道の改善による汚濁負荷の流出の問題は，相当，改善可能と考えられる。 

【Ｃ】： 海の視点から見ると，合流式下水道からの汚濁負荷は相当大きいと考えている。 

  東京都のモニタリングは濁度計のみで大丈夫なのか？水質的な視点が抜けている。 

現在，河川の流量，降雨量などのデータを用いた合流式下水道の理論的な解析は

可能であるが，越流水の水質や負荷量のデータが無いためブラックボックスである。

まずはデータを取って，情報の公開を行うことが必要である。 

情報の公開についても，越流水のデータや合流式下水道改善対策の目的が不明確

で，住民への告知が不十分なため，クイックプランの目的を住民が理解していない

のではないか。 

合流式下水道の改善対策の効果を示すにも，スクリーン目幅を 50mm から 25mm

に変更した時に夾雑物がどれだけ削減できるのか等施策の具体的な効果，必要な費

用値などの水質のデータがないと議論ができない。 

今のクイックプランでは現況が分からない。 

【Ｃ】： 豪雨の場合には濁度計でのモニタリングが現実的である。濁度計をモニタリング

に使用するに当っては，濁度と他の水質項目との比較をしている。 

【Ｃ】： 水質汚濁防止法に基づく常時監視に係る公共用水域の測定計画については，晴天

時をターゲットとしており雨天時については調査時期の対象としていないので，環

境サイドもデータがないはずである。 

合流式下水道の改善を進めるには以下の問題点を整理することが課題。 

①水質汚濁防止法に基づく排水基準の問題：未処理放流等の違反 

②雨天時における公共用水域の水質の状況が実際のところ不明：モニタリングの実

施→雨天時の汚濁負荷は下水道のみに由来せず一般的な雨天時負荷が相当ある。 

③病原性微生物に関するリスクの考え方 

④住民に対する情報公開をどの時点で行うのか議論が必要。可能な限り公開するこ

とが望ましいが，どこまで可能なのか検討する必要がある。 

【Ｃ】： ノンポイント汚濁負荷と下水道の仕分けがどこまでできるのかがポイントである。 

合流式下水道から雨天時に未処理放流等が排出しないためには下水道にできるだ

け雨水を入れないことが重要であり，そのため，浸透や合流式下水道の分流化が対

策となる。 

都市の雨をどのようにマネージメントするのか議論が必要である。 

合流式下水道の改善を行うためには，遮集管の増強のみでは解決にならないため，

実態を十分に把握した上で議論する。 
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【Ｃ】：海上保安庁もこれまで雨天時における公共用水域の実態は把握し切れていない状況

である。しかしながら，ある地点の環境基準を一部上回っていると言う情報は得て

いる。今後は実態調査を行っていきたいと考えている。 

【Ｃ】： 現況では雨が降った直後の隅田川では，夾雑物が多く流れているが，晴天になる

と直ぐに回復している。また，汚濁の状況については雨によってマチマチである。 

合流式下水道は雨水の排除について，暫定的に急いで導入された経緯があり，米

国の例にならって，合流式下水道を改善する政策を作成することも良いのではない

か。 

【Ｑ】：東京都に対して，地域の事情も有ろうが，対策が遅れている理由の解析と今後の対

策は？ 

【Ａ】：理由の解析は総括的に行っていない。対策としては，クイックプランを策定し，緊

急的に行う方向。晴天時における中小河川の晴天時は改善されているが，雨天時に

中小河川できょう雑物が付着しているなどの課題があり，まず見える部分の対策を

急ぎ，また，消毒についても可能な所から導入していく。 

 

４）モニタリング計画に対する説明 

【Ｑ】：ポンプ場からの放流水について未処理放流水を対象としているのか？ 

【Ａ】：ポンプ場は生下水を対象。今回，簡易処理は対象としていない。 

【Ｑ】：研究レベルでは土研などが過去に実態調査を行っているのでは？それらのデータを

整理すると越流汚濁負荷量を把握する事は可能なのでは？ 

【Ｃ】：土研のデータを公開し，負荷量の算定に活用は可能である。今回の調査の目的は放

流先の影響を把握することも含まれており，これらは過去に調査していない。 

【Ｑ】：放流負荷量の実態，放流先の状況の把握など今回のデータと過去のデータと比較し

てみては？ 

【Ｃ】：油，洗剤などの使い方や無リン化など状況が違うため，比較には注意が必要である。 

【Ｑ】：雨続きの期間はモニタリングの意味があまりないのでは？過去のデータとの比較は

重要である。 

【Ａ】：無降雨期間，４時間を目安としている。今回 13 都市で実態のモニタリングを行う

ことは意義があると考えている。 

【Ｃ】：雨水の影響について，ランドサットのデータなど，その他のデータを参考資料とし

て集め，河川の流量，水温などのデータと合わせて整理し，議論すると良いのでは。 

【Ｑ】：余力があればクリプトの測定はできないか？合流，分流でどの程度排出されるのか

推定はできないか？ 

【Ｃ】：都市の状況を見て検討する。 
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５）今後の進め方の説明 

【Ｃ】：モニタリングは先ず実施することが重要である。また，今回のデータの解析が必要

である。 

【Ｃ】：合流改善に正面から立ち向かうことに敬意を表する。ただ頑張るだけでなく，目標

と期間，方法，情報などの公開について明確に設定したうえで取り組むべき。 

【Ｃ】：川崎市として，モニタリングを行うことで滞水池や貯留管の効果の検証を行って行

きたいと考えている。 

【Ｃ】：大津市は昨年から合流改善に着手しており，本委員会の動向，方向性を考慮して改

善に取り組む意向である。 

【Ｃ】：国土交通省として，今回の関係者の議論の踏まえ，合流式下水道の改善について本

格的に取り組んでいく方向である。 

【Ｃ】：分流化に対する意見として，都市の雨水の問題から分流化では解決できない場合も

あり，地域の特性を考慮し，最適な排除方式の検討を行う必要がある。 

【Ｃ】：都市では排除方式の見直しの時期に来ており，本委員会はそのきっかけになれば，

と思っている。また，100 年後の下水道を見越して，委員会では議論したいと考えて

おり，水利用，流域を考慮した議論が必要である。各委員の率直な意見を期待して

いる。 
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２．２ 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）合流式下水道の未処理下水に関する調査（土木研究所）の説明 

【Ｑ】：合流下水のサンプリングは 5 分間隔でしょうか？ 

【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。 

【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）未処理下水関係モニタリング結果概要の説明 

【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？ 
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【Ａ】：その通りです。 

【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，雨天時の未処理下水や上流域の道路

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。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】：川崎市でポンプの放流水に塩素を注入しているが，注入率は？ 

【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

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
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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。 

【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口からあるレベルや頻度を超

えた未処理下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？ 

【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。 
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【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，対策を講じていけばいいのでは。 

 

（３）合流式下水道改善の技術開発についての説明 

【Ｑ】：現況の未処理下水の夾雑物，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】：今回の資料は未処理下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。 
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【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 

【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
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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。 

【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，都市の雨天時の未処理放流等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 
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２．３ 第３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 11 月９日（金）14:30～16:30 

場所：（社）日本下水道協会 第一会議室 

 

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  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        濱田対策官（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 

・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】：未処理下水が希釈されて影響が少なくなる方向なのか，後半でも問題があるのか。 

【Ａ】：データとして数が少なく，今回の調査結果から，明確な差異は言及できない。しか

しながら，東京都の調査結果からは希釈の効果は小さい状況となっている。また，

雨の傾向などの分析も必要である。 

 

【Ｑ】：東京都の調査結果で希釈の効果が少ないのはポンプ場の特徴が出ていると考えられ

るのか。 
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【Ａ】：雨水吐き室を対象とした名古屋の事例と比較して見ると，未処理下水や放流先の

BOD,SS などの調査結果からポンプ場の特徴と考えられる点も見られる。 

 

【Ｑ】：河川の場合，「流況」や「比較的長い時間」等のオーダー（具体的な数値）はどれ

くらいなのか。 

【Ａ】：大腸菌については，海域や感潮域等では，降雨終了２４時間後でも晴天時のレベル

に戻らないという結果と，今回の調査では２日後でも戻らないというケースも得ら

れている。 

 

【Ｑ】：大腸菌などは対数で表示しているが，そのままの値で見れば，かなり希釈効果が見

られるのではないか。 

【Ａ】：もう少し時間を掛けて分析を行いたい。 

 

【Ｑ】：水温は調査しているのか。 

【Ａ】：採水時に合わせて計っている。 

 

【Ｑ】：冬場と夏場では大腸菌の下がっていく傾向が違うのではないか。 

 

【Ａ】：冬に調査を行っていないのが実情である。また環境基準点の水質調査結果と比較し

ても，明確な違いは判らない状況である。 

 

【Ｃ】：大腸菌群数は BOD が高いと増える場合もあるため，調査時のように BOD が高い

時の挙動は気になる点である。 

 

【Ｃ】：資料２の未処理下水の水質特性では，場所によってはファーストフラッシュが見ら

れない場合もある事を明確に記述した方がよいと考えられる（大阪市のマンホール

泥溜ピットの例もある）。また，箱崎ポンプ所のように希釈が期待できない場合もあ

り，書きぶりを工夫した方がよい。 

 

【Ｑ】：未処理下水の状況は場所の特性に依存すると考えられるため，河川，海域という放

流先による違い等の区分だけではなく，吐き口側の地域特性の違いも考慮したマト

リックス形式でまとめた方が理解しやすい。 

 

【Ａ】：データが得られれば，まとめていきたい。 
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【Ｃ】：濃度だけでなく大腸菌の絶対値（負荷量）の変動がどのようになるのかを調べられ

れば，もう少し分かりやすくなる。 

 

【Ｃ】：濃度ではなく負荷量の面から見るのも一つの方法である。貴重なデータであるため，

データを活かすようにまとめを工夫する（雨と流出負荷量，濃度と負荷量など）必

要がある。また，雨がある値を超えると道路にあったものが下水道に入ってくるな

どいろいろなケースを想定した上で検討する。 

 

【Ｃ】：調査結果の記述で，気温，風など様々な地域的条件があるため，断定的な表現は避

けるべきであり，書き方を検討して頂きたい（２日後には晴天時の状態に戻らなか

ったなど）。 

 

【Ｑ】：大腸菌が水域で増殖する観測データは一般的なものとしてあるのか。 

 

【Ａ】：文献はある。 

 

【Ｑ】：冬期の調査は行わないのか。 

 

【Ａ】：行わない方向である。 

 

３）合流式下水道改善対策の当面の目標について 

・当面の目標について，主な意見は以下の通りである。 

 

【Ｑ】：分流並みの定義は何か。 

 

【Ａ】：合流区域を分流式に置き換えた場合は，汚水は全て高級処理され，放流される。ま

た，雨水は分流式雨水の水質は過去の調査結果により平均水質約 20mg/l で放流される仮

定の基に削減負荷量を算出し，合流式区域で同じレベルにできる対策レベルを想定し検

討した。 

 

【Ｑ】：簡易シミュレーションについて，図１は１ポイントが１都市なのか。 

 

【Ａ】：１ポイントは１処理区として図示している。現況の遮集雨水量を基に越流回数，越

流時間を簡易シミュレーションにより算出した結果をプロットしたものである。 

 

【Ｑ】：吐き口毎でシミュレーションを行う必要があるのではないか。 
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【Ａ】：今回のシミュレーションでは１処理区単位で検討している。それぞれの処理区には，

多数吐き口がある場合があり，厳密なシミュレーションとなっていないが，それぞ

れの処理区の平均的な現象を抑えている程度の精度である。 

 

【Ｑ】：越流回数１００回以上と言うのは，ほとんどの雨で越流が生じている計算になって

いるのか。 

 

【Ａ】：降雨回数にもばらつきはあるが，平均降雨回数 130 回に対して，越流回数の平均は

60～80 回と考えれ，降雨に対する越流頻度はかなり高いものと考えられる。 

 

【Ｑ】：東京都の実態はどうか。 

 

【Ａ】：現在調査を行っている所であり，自然吐き口，ポンプ場で流域の大きさが違うので

一概には言えないが，ポンプ場の実績では，年間１００回前後の降雨で，３０～４

０回程度放流している。また，自然吐き口については，調査中であり不明である。 

 

【Ｃ】：他都市と比べ，東京のような大都市では単位汚水量も大きく，また，路面などから

の汚濁負荷も大きいため，分流式並み 90％以上の削減率は期待できないのではない

かと考えられる。 

 

【Ｑ】：図１にモニタリングを行った各都市の実例をプロットすると実態と全体のイメージ

を理解しやすい。 

 

【Ａ】：ポンプ場の越流回数については，アンケート調査から 60 回以上というポンプ場は

半分以上となっており，シミュレーション結果と概ね対応していると考えられる。

自然吐き口については，実際に観測したデータがほとんどなく，シミュレーション

によらざるを得ない状況である。 

 

【Ｑ】：全都市を対象とした簡易シミュレーションの結果とアンケートで得られたポンプ場

の実態との関係が相対的に分かるようにプロットした資料となっていれば論議しや

すい。理解しやすさの程度を増すための資料作成をして頂くとありがたい。 

 

【Ａ】：整理して次回資料で提示したい。 

 

【Ｑ】：当面の対策目標について，公衆衛生の部分で残留塩素による放流先の生物への影響

へ注意が必要と記述されているが（資料 3-4），事例として，放流先へのインパクト
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がどの程度なのか海外の事例や文献などの調査を行ったのか。また，放流先の生態

系への影響は言葉としては簡単であるが，濃度，拡散，吐き口直下や下流側などの

問題など，短期的，長期的な様々な問題があり，現在の知見や今後の方針について

教えて頂きたい。 

 

【Ａ】：残留塩素の問題は十分な文献調査も出来ていない状況であり，次回委員会に向けて

調査を行う方針である。晴天時の例として，下水処理場の放流水が生物への影響が

考えられるとして，塩素消毒以外に紫外線やオゾン消毒を行っている事例もある。

雨天時は国内での実施例は少ないが，大牟田市で海苔養殖の関係でオゾン消毒を導

入し，雨天時のオゾン消毒の実験を行っており，次回委員会で事例を紹介する。 

   【その後の問い合わせの結果，大牟田市は施設整備が完了した段階であり，実験は 

未実施であった。】 

【Ｃ】：塩素消毒には塩素化合物の生成などの問題もあるため，消毒方法はどのような方法

が最適か長期的な視点から十分に（代替案を含め）調査検討する必要がある。 

 

【Ｑ】：川崎市の事例はどうか。 

 

【Ａ】：川崎市では海域へ放流するポンプ場に滞水池を設置し，塩素消毒を行っている。１

箇所のポンプ場でモニタリング調査を行っており，大腸菌はほとんど死滅する結果

が得られている。海域については水利用がほとんど無いため大きな問題はないと考

えられるが，多摩川，鶴見川などの吐き口については，現在研究中である。 

 

【Ｃ】：大腸菌関係の問題として，公衆衛生の（安全の）確保としては塩素消毒を行った方

が良い。3,000 個/ml は，排水基準の関係で法的な根拠から今回この値を採用するし

かないと考えられるが，長期的な視点で更に安全にするのであれば基準から見直す

必要がある。また，公衆衛生の安全の面から分流式の雨水についても消毒した方が

良いと考えている。塩素以外の方が生態系には良いが，定量的な評価は文献などで

も出来ていない状況である。自然生態系と人間の病気のどちらを取るのかの選択の

問題もある。モニタリングについては法令に定められているものだけでなく，公衆

衛生上の安全性への対応をどのように盛り込むのか，項目の検討，方法など検討し

ていく必要がある。消毒は出来れば紫外線，オゾンなどが生態系にはいいが，コス

ト的な面から，現況では塩素にならざるを得ないと思われる。また，神戸の事例と

して，震災の時に下水に直接（多量の）塩素を注入したが，放流先に対する影響は

ないとの報告も出されており，環境サイドも心配していなかった例がある。 
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【Ｃ】：管理目標として大腸菌 3,000 個/ml 以下であるが，多くの河川において環境基準は

クリアーしていない状況であり，全国的に見てこの目標ではアウトである。下水の

糞便性大腸菌の由来は屎尿関連は 1010個／人・日（家畜は 1011個／頭・日のオーダ

ー）であり，消毒をどのポイントで行うのが効果的なのかを検討する必要がある。

徳山湾の例として，原料の海水から臭素を取り出すために塩素を 30mg／l 程度注入

している工場排水の例があり，その排水の放流後の状況は，検討に値するのではな

いか。 

 

【その後，当該工場に問合せた結果，注入塩素の大部分は臭素と置換して（NaBr

が NaCl に置換）残留塩素 0.1～0.2mg／l の排水（240 万 m3／日）が海域に放流

されているということであった。】 

 

【Ｃ】：3-1 の対策の考え方で自然吐き口の現況（何回越流しているのか）を把握する事

と対策の効果を把握することが重要で，情報開示を原則として盛り込む必要がある。

目標として当面のみでなく分流並の先（長期）を見越した対策目標も必要であり，

ない場合は都市が動きにくいと考えられる。モニタリングも全吐き口を対象とする

のは非現実的なので，対象などを整理して示す必要がある。負荷削減は BOD のみ

の議論では不十分であり，閉鎖性水域も考え，N,P や場合によってはＣOD につい

ても検討が必要と考えられる。4-1 の当面の目標は年間負荷削減を 90％以上と言っ

た指標ではなく，もっと分かりやすい指標，フォロー出来る指標として欲しい。公

衆衛生の確保で 30 回の意味は絶対値なのか，長期的な目標の中の中間的な値（１

０年後に半減）なのか示す必要がある。絶対値である場合は現況とのフィッティン

グを十分に行う必要がある。消毒は人間に係わるのか，生き物に係わるのかで重要

度が違ってくる。 

 

【Ｃ】：消毒は以前から議論されて来ており，住宅地が水没したらやるべきだが，全てを消

毒して無菌状態にする必要はなく，それよりも長期的に下水から放流される量を減

らすべきである。全て下水道が引き受けて越流する量を減らすのでなく，情報開示

して他事業にも協力を求めることも必要である。何でも下水道でやるべきではなく，

できるところは貯留など流出抑制して雨水流入量を減らすべきである。 

 

【Ｃ】：事故（事件）が突発的に発生した際にどう考えるのか，割り切れるかにかかってい

る。日本では疫学的な調査を行っていないため，滅多に起きないことのリスクを認

めるかどうかの問題である。クリプトやサイクロスポーラなど今まで問題にならな

かった微生物の問題も出てきているため，水経由の感染症は厳しくしておいた方が

よいと考えられる。 
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【Ｃ】：水道でもそうだが，科学的レベル（知見）が上がれば上がるほど安全では無くなっ

ていく。前向きに考えていく必要はあるが，何でも下水道で責任を持つべきか，水

道との関連（何でも流す）から，下水道の本質を考えていく必要がある。 

 

【Ｃ】：都市に降った雨をどうするのかに絞って考えていくべきであり，旧来，雨の対処は

下水で行ってきたており，全ての水を集めようとしたため，このような問題が発生

している。高速道路でもやっているように浸透施設，浸透性舗装など流域で流出量

を減らす考え方が必要である。消毒に対しては水道水源，海水浴場など場所に応じ

た対策を行い，全部消毒する必要はない。基本的には越流回数，負荷量を削減する

事を目標とする。雨の問題に限って考えるべきであり，大腸菌・クリプト等リスク

の問題はあるが，急にあわてて全部対応する必要はない。 

 

【Ｃ】：議論した部分，していない部分が不明確になっている。観点はいいが，公衆衛生の

安全の確保は場所によっても異なる。考え方は同じでも全国一律の基準ではなく，

個々の事例に合わせて案を作るのも一つの方法である。事例（大きな問題）によっ

て違いが分かる報告書にする。 

 

【Ｃ】：雨の捉え方や大腸菌の問題は人によって考え方が違っている。行政サイドだけでな

く住民との連携も必要であり場所によってこういう問題があるなど，インターネッ

トのパブリックコメントや新聞により国の考え方をオープンにすべきである。対策

が 1mm/hr 遮集＋4mm 貯留では，いたる所に滞水池が出来てしまう事になり，分

流並みが分かるように記述すべきである。また，雨の捉え方や越流回数の定義も明

確にする必要がある。 

 

【Ｃ】：様々な関係があるので，関係機関との連携については，具体的に場を作る必要があ

る。下水道管理者として，意見を聞くだけでなく，役割分担（どこまでやらせるか）

も議論する場を設定すべきである。 

 

【Ｃ】：大腸菌 3,000 個/ml は最低限の処理レベルであり，重要影響水域はそれ以下とする

べきである。もっと安全にするため，お互いに連携を取り，例えば水道水中に炭疸

菌が発生した後の処理の問題なども議論する必要がある。 

 

【Ｃ】：今回の提案は，ややテクニカルな色合いが強いが，下水道でやらなければならない

ことに代わりはない。また，もう少しソフト面（対策）を含めた内容として整理す

べきではないか。海域等の大腸菌の挙動に関しては，東北大の大村先生が研究され

ており，参考にお聞きすると良いのではないか。 
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【Ｃ】：モニタリングは地域的な条件があるので，今回全国を対象に統一的に初めて基礎的

データを取った。未処理下水（これまでに調査はある）以外に放流水（放流先の水

質）と下流域の影響等を取ったもので初めてである。 

 

【Ｃ】：一般的な分流式並を目指すべきであり，どういう対応が良いか，Ｂ／Ｃから，概ね

1mm 遮集+4mm 貯留が一つの目標である。 

 

【Ｃ】：雨水対策は長期的なことである。合流式下水道が現実的に対応する問題である。 

 

【Ｃ】：次回の委員会では具体的な案を提示する。 

 

４）今後の予定について 

当初４回の委員会予定を５回とし，年内のもう一度開催する方向で検討している。 

 

以上 
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２．４ 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，様々な要素と未処理下水の最大濃度がどの

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，放流先で未処理下水の

影響がいつまでつづくの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



 Ⅱ―21

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として未処理下水

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未処理下水の影響

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１

００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。 
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【Ｃ】：合流改善対策の目標は「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，下水道からの未処理放流等があり，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
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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
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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口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，自然吐き口かで論理の組立

が違ってくるものではない。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，自然吐き口のような流量管理

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。 
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【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。 
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【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？ 

 

【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
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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。 

 

【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
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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。 

 

【Ａ】：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 
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２．５ 第５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２月 27 日（水）10:00～12:00 

場所：霞ヶ関ビル 東海大学交友会館 「富士」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  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         野中 治彦 

 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 

       松井専務理事 

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）合流式下水道の改善対策について 

（１）雨天時放流水の管理指標とモニタリングについて 

 

【Ｑ】：水濁法による排水基準と合流改善での負荷量を削減する考え方とのギャップは，当

事者として見るとどうなるのか？水濁法の排水基準は年間平均値，ピーク値でどの

ような縛りになっているのか？雨の時は日平均的な数値とは違うし，年間の中でも

日平均値の最大値的な扱いになるのか分からないが，年間通じて一定の値（工場排

水等を想定）と雨がどう対応出来るのか？流域側への影響は負荷量を分流式下水道

並み以下とするのは合理的と考えられるが，その事と水濁法による水質規制の数値

との関係はどうなるのか？ 
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【Ａ】：水濁法の一律排水基準は，BOD は瞬間値で 160mg/l，日平均値 120mg/l となって

いる。ただし，上乗せ排水基準が掛かっている場合は，上乗せ排水基準値となる。 

 

【Ａ】：資料３（合流式下水道の改善対策に関する基本的な考え方（案））にまとめてある

事ですが，水濁法の排水基準は特定事業所からの排出水ということで，終末処理場

あるいは，それと一体と見なせる放流水に対して基準がかかる。資料２（雨天時放

流水の管理指標とモニタリング）で説明したのは，基本的には年間の降雨の際に合

流式下水道のある処理区全体から排出される負荷量をある程度以下に抑える事が基

本であるが，厳密に検証する事にすると全ての雨に対して水質などをチェックする

事となる。それを実務的に可能なレベルとして領域(2)を設定している。 

 

【Ｑ】：何十 mm などは一日当たりなのか，何日間の総降雨量を示しているのか？ 

 

【Ａ】：１回の降雨当たりの総降雨量を示している。総降雨量でも降る前に何 mm 降るのか

未確定な部分があり，実際には何回か実施して，領域(2)の範囲に収まっている降雨

を代表値として使えるものと考えている。実務的には課題は残っているが，ある程

度絞り込むことによって，代表的な降雨を明確にする事に意義がある。 

 

【Ｑ】：計画では時間降雨 30mm といった言い方となるが，これは総降雨量となるのか？ 

 

【Ａ】：トータルの放流負荷が問題となるため，総降雨量と比例する関係とはならないが，

概ね総降雨量によって，放流負荷量が影響を受けるという考え方に基づいて，１回

の降雨量を対象としている。 

 

【Ｑ】：処理場で流量は計れるが，主要な吐き口でも流量を計る事になるのか？ 

 

【Ａ】：可能な限り計ることとなるが，難しい場合には，推定によらざるを得ないという整

理を行っている。 

 

【Ｃ】：水濁法との関係で，特定事業所たる終末処理場からの放流水は当然水濁法が適用さ

れるが，管きょの途中にある吐き口については，水濁法が適用されないということ

で，その部分については，下水道側の対策として，一般的に取られている分流式下

水道からの放流負荷レベル以下まで水域に対する負荷量を減らして行くことで整理

している。また，P4 のグラフ（図１対策前後の平均水質の比較）で領域(2)で対策

後越流しなくなるなど，降雨量，強度によって総量ではかなり大きくても，時間的

なものがあって，対策後越流しなくなる。逆に領域(1)であっても対策後越流する降
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雨もあり，短時間で降った雨については，総量は少なくても，越流するといった事

も加味されていく事だと思われる。 

 

【Ｃ】：東京都では条例で最大 BOD25mg/l という上乗せ基準がかかっており，処理場から

の放流水は，このような上乗せ基準がかかることを考えると，目標値の考え方と位

置付けの問題である。これを下水処理場の運営上・維持管理上の基準とするといろ

いろな異論が出てくる。従って，例えば，これを改善していく上での一つの目標と

いう事で位置付けしていかないといけない。これを最終的な基準にした場合，ある

一定以上の雨の時だけ，この基準でいいことになり，一般的な基準とは言えないの

ではないか。目標を作る場合は，どういう位置付けで，どういう時に行うのか，明

確に記述しておかないと全般的にこれでいいという形にはいかないと思う。 

 

【Ｃ】：資料３の P13「３．４．２」「３．４．３」で放流水の指標や終末処理場における

基準の考え方を整理している。「３．４．２放流水の指標の考え方」に当たる所が，

資料２で説明した部分になる。P13 の「３．４．２」では，負荷量を一定以下に抑

えて行くことを資料２の考え方に基づいて記述している（放流水の管理指標を設定

する必要があるなど）。一方，P14 の「３．４．３雨天時の終末処理場における基準

について」では，水濁法や上乗せ条例の規制が掛かっていることを踏まえて，終末

処理場についての基準の適用の考え方をまとめている。①では，水濁法で定められ

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付けることとしている。

これは，下水道法の放流水の基準は現在水濁法の上乗せ，あるいは横出しがかかっ

た場合，それを読み込む形で法律・政令の体系がなされており，これを踏襲し，雨

天時についても終末処理場については，同じように規制がかかることを明確にして

いる。②では，水処理施設（晴天時の処理を行っている処理施設を意味する）につ

いては，降雨時にあっても一定水量が処理されることになるため，晴天時の基準を

適用すること，十分な水質管理をする事を改めて記述している。ただし，窒素とリ

ンは，雨天時については，流入水の水質変動により現在の処理方式では十分な処理

が困難な状況であることを勘案し，晴天時と同様に取り扱う事が難しい部分もある。

基本的には「３．４．３」では，施設の運転管理などにより水質のコントロールが

可能な項目については，晴天時，雨天時と区別せずに基準としてコントロールし，

水濁法あるいは上乗せの規制がかかっている場合については，晴天時雨天時に関わ

らず基準の対象になっていく事を記述している。具体的には，特に上乗せ基準で厳

しい基準がかかっている時には，現在の簡易処理の沈殿処理レベルでは，対応が厳

しい状況も考えられる。こういった部分については，現在様々な技術開発も進めら

れているが，やはり簡易処理のレベルアップで対応を進めないとなかなか難しい部

分がある。いずれにしても規制基準の整理は「３．４．３」の形で明確にしている。 
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【Ｑ】：処理施設からでる水は，雨の大小に関わらず水濁法の規制・基準を満足するように

すること，その他の吐き口からの放流水は処理施設ではないから，基準の適用外と

いう理解でよいのか？ 

 

【Ａ】：処理場は現在の水濁法の規制・基準の考え方をそのまま適用し，その他の吐き口に

ついては，「３．４．２」で負荷量を一定レベルに抑えていく事を目標にしていくと

いう整理である。 

 

【Ｑ】：「３．４．３の②」でリンと窒素を除くとの記述があるが，これは，未来永劫行わ

ない事ではなく，現状では難しいということか？ 

 

【Ａ】：当然，今後検討していく課題として考えている。 

 

【Ｑ】：分流式並に合流を考える時に，対象となる分流の総負荷量は，雨水と汚水を含めた

負荷量がベースである。合流における雨水放流が増分となり，これが，合流式下水

道における負荷量増加の責任分担と考えられる。合流式下水道では面原負荷の問題

も含まれており（面原負荷は分流でも含まれているが，雨水管ということで対象と

なっていないだけであるが），分流における雨水の負荷量より増えた分が合流の責任

分担であるという考え方を基本とすべきではないか？ 

 

【Ａ】：基本的には，その考え方に基づいており，雨水水質 40mg/を分流式の場合と考え，

流量を掛けて分流の負荷量としている。一方，合流式は水質の実測を行い，流量を

掛け，その負荷量が分流式より少なくなるようにコントロールすることとしている。 

 

【Ｃ】：放流水基準を濃度のディメンジョンに無理にしなければいけないのかが分からない。

目的が分流並みの負荷量であれば，分流並みの負荷量を一つのベンチマークとして，

現在の状態や改善の検証は，いずれにしても計算で出すしかない数値であるので，

水質を測定してある水質以下だから満足しているのかと言えるものでもない。対外

的な説明としても，当面のターゲットの位置や現在のレベルを個々のモニタリング

データから計算し，結果として，負荷の削減レベルはここまで来ていると言った形

で評価するのが，一番素直ではないだろうかと考えている。結局はどのディメンジ

ョンで表しても，表せない訳ではないが，目的が負荷量を分流並みするという事で

あるから，目的に合う指標が基本的には素直ではないかと思っている。資料２の P2

の式１で，貯留の部分は雨天時に放流されないのは事実であるが，後日晴天日には

放流される事から，Ｃ4=0 とするのは，年間を通じた負荷量という観点からは適正

ではないと思う。 
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【Ｃ】：貯留分は晴天時に処理場へ送水され，処理水の水質でコントロールされる事となる。 

 

【Ｃ】：○×方式の発想ではこの案の通りであるが，負荷量としてどれだけ削減したかとい

う目標との対比が最初の目的であると考える。 

 

【Ｃ】：瞬間的に雨が降っている間に放出する量を減らすのが今の考え方であり，それでも

何らかの影響（効果）があるのではないかという捉え方の違いではないか。 

 

【Ｃ】：スタートの考え方は汚濁負荷量が当面の目標に沿って削減されるか否かを確認する

ための指標という所からスタートしているという理解で言えば，その時出ている出

ていないという話と時間遅れの話はあるのではないか。 

 

【Ｃ】：時間遅れの問題は処理場への流量は多くなるが処理を十分にすれば，水質は非常に

良くなって出ていく。 

 

【Ｃ】：Ｃ4 は高級処理の濃度に置き換えればいいと思われる。 

 

【Ｃ】：式１でＣ4 を 0 として，片方の割る方にＱ4 が残るのはおかしい。Ｃ4 を 0 にしな

いで高級処理の水質にして，両方に入れるか，または，両方抜くかの話である。割

る方だけＱ4 が残ると濃度が薄まる方向に行くため，まずいのではないか。 

 

【Ｃ】：P3 の枠囲いの中（管理指標の基準値の考え方）は，基準値の考え方ははっきりして

おかないと，基準が基準足り得ないため，②の但書は基準という話ではなくなる。

もし使うとすれば，基準という言葉自体を考え直す話だと思う。但書みたいな話に

なると，基準というより，管理指標という意味合いになり，スタンダードとしての

話ではない。P6 の試算例は，結局，委員会で一例として出したものが，ある意味で

事実標準となっていくのは往々にしてあり得る話であるため，既往の資料での 90％

値とか（おそらく，この 90％値も個数の 90％値で，水量で加重平均した 90％では

ないと思われる），例示を出すにしてもかなり留保して書いておかないと，こういっ

たものだけが，標準みたいに一人歩きするのは避けなければいけないと思う。 

 

 

【Ｃ】：水質のディメンジョンにしている一番の理由は，年間や個々の降水量に非常にバラ

ツキがあり，当然，その際に下水道に入ってくる流量も異なってくる。こういった

条件が違う中で，基本的には，排出負荷量を一定レベルにするという目標を掲げて

おり，例えば，年間で見ていく場合でも，毎年の降水量が 1,000mm 程度の時もあ
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れば，2,000mm 以上になる時もある。こう言ったバラツキに対して，一定のレベル

を設定して，満足しているかどうかを確認するために，毎年基準値を設定するとい

う事は，難しくなってくる。そのため，下水道に入ってくる水量で割り戻せば，毎

年見直しをすると言った煩雑さからは，解放される。ただ，雨水量により負荷量が

必ずしも比例している訳ではないので，割った所でバラツキは依然として出てくる

が，チェックする指標として，水量で割る事により一定の標準化されることが最大

の理由である。ある種，実務的な部分である程度の目標値を定めようとすると，こ

ういった方法が一番やりやすいのではないかと考えた。P2 の式１のＣ4Ｑ4 は，貯

留の負荷量が全く 0 になる訳ではないので，Ｃ4=0 とするのは，トータル負荷量と

いう意味から，矛盾する事になっており，ご指摘の通りである。この項を入れた理

由は，貯留浸透が今後相当重要な対策になってくることから，貯留浸透の効果に配

慮しないと，結果として効果が出てこないことになる。今回はＣ4=0 と割り切って

提示した。この点については，今後検討したいと考えている。P6 の試算例は，ある

都市の結果を元にしており，ここで雨水水質 40mg/l としてのは，必ずしもこれで

固定される事ではない。相当変動が大きい現象をいかに管理目標でクリアするかし

ないかチェックしていく事が一番難しい所である。毎年の降雨によって相当バラツ

く現象を一定の目標以下にするかをある程度チェックする時，今回は 90％値として

試算した。これが今後そのまま基準というものになっていくとは考えていない。い

ずれにしても，何らかの形で配慮しないと，変動が大きなものが目標達成している

かどうかという事を指標として示していくのが非常に難しいため，今回はこのよう

にしている。チェックをしようとすると，ある部分割り切らざるを得ないという事

で整理している。 

 

【Ｃ】：基準として○×方式の考え方で行くと，ある程度実施した場合に×には出来ないと

いう話になる。一方で，ある一定値があって，それに対して○×方式の判定になる

と，それ以上改善するモチベーションがなくなる話もある。スタート時の当面の目

標として分流式並みなのは，分流が一つのスタンダードとしてあるので，いいと思

われる。しかし，実際に負荷量をシミュレーションしてみると，分流並までは到達

していないが，この式で計算すると○になってしまうといった場合，財政側から，

ここの部分はもう終わっているとすぐに言われてしまう。基準として○×方式にす

る発想を取ると，どうしてもある程度努力している所を×という訳にはいかないだ

ろうということで，自然現象の変動は考慮しなくてはいけない所は理解出来ない訳

ではないが，そこだけを見てしまうと，モチベーションが持てなくなるのではと思

う。 

 

 



 Ⅱ―35

【Ｃ】：その部分は，この基準をどのように使うか，基準は決めざるを得ないし，決めると

そこまででいいという常にある議論になっている。分流式自体がまだよく分かって

いない状況が多くて，分流式のいろんなデータをあちこちで取り始めると，分流式

はどれくらいなのか分かってきて，それを目標にして次のステップを考えていくべ

きで，今の段階では明確に提示できない状況だと思われる。ある都市での分流式で

の数値を 40mg/l としてとりあえず置いてみて，進める。基準と呼ぶのか，○○目

標と呼ぶか，どう呼んでも悪い使われ方は往々にして起こるので，実態としては，

今後も努力していく，減らす方向へ進めていくしかないように思われる。 

 

【Ｃ】：対策後の管理段階のチェックという意味では，どうしてもこういった形で割り切っ

てやらざるを得ないが，対策をどのレベルまで進めていくか，については，合流改

善計画の段階で，施設の構造，能力をこのレベルにするという目標（今回の委員会

で３つの視点から当面 10 年間で対策を進める）がこの委員会で明確になっている。

施設の計画段階での構造基準の形にすれば，計画段階での対策レベルを事業計画の

認可で担保していくことが先に一つある。事業が着実に進めらた結果のチェックと

しては，資料２に示した方法でもう一度チェックをしていくという整理で，実際，

目標達成の実効性を担保していく事だと思う。やはり，計画設計段階と管理段階を

セットで考えていく事が基本だと思う。 

 

【Ｃ】：貯留の問題は考え方が難しい所もあり，東京ドームのように貯留し，再利用して

いる場合は，Ｃ4=0 でもいいと考えられるが，オープンの貯留池で雨を貯留して，

処理場で処理する場合は，高めのＣ4 になる可能性もある。貯留といいながら中身

が複雑になりうる所であり，Ｃ4 やＱ4 の考え方は一律ではない可能性がある。濃

度か負荷量かの問題は，結局流量が算定しにくいから，合理式などで流量を想定す

ると，分流式でも合流式でも雨量は同じとなる。その雨量と水質と掛け合わせた負

荷量を同じ水量で割り戻したのが水質となるため，とりあえず，基準のディメンジ

ョンは水質とするのはあり得る。水質を求めるため，流量を計っていくことは，随

分進歩であり，それぞれ負荷量を算定して行き，次第にデータが蓄積されると，雨

天時の水質の実態が分かってきて，次の段階へ行くことになると考えられるため，

基準としてはとりあえず濃度でいいと思う。 

 

【Ｃ】：水質保全の基本は負荷量になるが，現実に水質行政は一部総量規制を除けば，ほ

とんど濃度規制である。総量規制の中で，現実に各分野への割り当ては濃度で，い

わゆるＣ値となっている。本当は，負荷量を前提として，それに沿うように水質行

政がその段階まで行っていたら良かったが，現実はそうなっていない。その事を考

えると，合流改善も基本的には総量で考え，その手法として，中間に一般に行われ
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ている濃度規制があっていいと思われる。問題は，基本が負荷量であるため，常に

濃度の見直しが必要であり，特に他の産業排水などＱが明確になっているから，Ｃ

で決めると負荷量が出てくる。雨水の場合はＣ，Ｑが非常に不明確であるため，当

面の管理目標を濃度としても，常に負荷量に置き換え，情報が蓄積されれば修正し

ていくことが現実的であると考えられる。 

 

【Ｃ】：基準値の意味付けとしては，いずれにしても目標達成に対する判定に使われてしま

い，合流改善は終わったと見なされてしまうのが心配である。 

 

【Ｃ】：資料２そのものが雨天時放流時に関する目標であって，その中で管理指標の一つの

プロセスとして，基準値を記述してあることから，目標の１ステップで，当面の目

標として，基準値を作って管理を行っていく等手法の考え方の前提を基準値の最初

のところに記述しておけばよい。手法の問題であるから，個人的な意見としては，

扱えるのではないかと認識している。 

 

【Ｃ】：検定値の考え方は基本的には汚濁負荷量による比較の方が素直と思われるが，テク

ニカルな問題として，全降雨を対象に全地点で測定するのは現実的に難しく，限ら

れた降雨で限られた地点でのデータしか集まらないこととなる。例えば，３～４降

雨のデータしか集まらなかった場合，それだけの限られた地点，降雨のデータから

全排水区の年間の汚濁負荷量を想定する方法として，各降雨での処理場も雨水吐き

も含めた全体の平均水質を求めて，それをベースに残りの 80 降雨程度の雨（場所

にもよるが）の負荷量を推定するしかないと考えられる。その場合，濃度で検定値

を算定して，それをベースに基準値と比較する方が作業としてはやりやすいと考え

られ，テクニカルな問題としてこの方法になったのではないかと思われる。既往の

調査データからも，住宅地と，商店街あるいは近隣商業等を中心とした排水区域な

ど違う背景の排水区の分流式雨水では水質が違うことが分かっており，データも相

当蓄積されているが，基準値として十分なデータかどうかは決断が必要である。分

流式雨水水質 40mg/l はあくまでも一つの目安，第一歩であるという記述が必要な

のかもしれない。値などを決めないと動かないから，決めるために値を増すのはお

かしいと思う。 

 

【Ｃ】：我々の認識は，「暫定的というレベルで始める」，「何もないと議論もできない状況」

であるが，一般の人が違う認識を持つと困るため，最初の段階（資料２の１．管理

指標の必要性の項目）に，前提条件などの但書が必要と考えられる。書いておくこ

とで，使う方も注意をする事にもなる。 
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【Ｃ】：最終的にまとめられた考え方で，現実的な対応として，やっていきたいと思う。具

体の状況として，東京都の場合，700 カ所を超える吐き口があり，吐き口では対策

が進んだ所，対策が当分の間，進みにくい所がある。その場合，全体を代表する吐

き口の選定方法は，降雨を選定する事と同様に問題があると思う。処理場の雨天時

の水質管理における瞬間値，平均値の問題は，合流改善の効果からすると平均値で

事業の効果を評価して行きたいと考えている。規制の考え方として，条例・法律が

ある事から，詳しく調べた場合，瞬間的な値はなかなか難しい問題があると思う。

最終的にはデータを公表していくことから，住民，関係者が納得するものが必要で

あり，考え方としてはこれで結構だが，基準値，ターゲットの値については，説明

する中で全ての人に納得される値かという事も含めて，暫定的な取り扱いをして行

かざるを得ないと思う。 

 

【Ｃ】：水質目標として BOD を対象としたのは，有機物負荷として妥当だと思うが，合流

式の放流で，当初の原点に帰ると，浮遊物や廃油などが出た事が一般に認知されて

いる。今度の改善で吐き口から出ないような対策になると思われるが，一応，原点

に帰って，視覚に訴える意味で，大型固形物が出ないという認識を入れて，BOD さ

え守ればいいという事にならないような配慮してほしい。 

 

（２）合流式下水道の改善対策に関する基本的な考え方（案）について 

【Ｑ】：P3 の⑨で「国は基準等の策定に努める」となっているが，基準等の策定は，適切に

判断するためではなく，合流改善の内容が適切なのか，効果的であるようにするこ

とが，目的であり，表現がおかしいのではないか？ 

 

【Ａ】：表現について，検討したいと思う。 

 

【Ｃ】：川崎市では，現在，雨水滞水池４カ所，雨水貯留管１本が稼働している。現在，溜

まった雨水の処理は，全量処理場へ送水し，高級処理後，放流している。もう一つ

の考え方として，河川や運河の維持用水的な形で上澄水は晴天時に消毒して放流す

る事も出来ると考えられる。特に今後，吐き口の改善技術が進めば，溜まった雨水

の有効利用も進んでくると考えられる。そのため，資料２の式１のＣ4Ｑ4 の考え方

も取り入れて行けばいいと思う。 

 

【Ｃ】：本来流しただけでは規制の対象とならない水を，貯留しただけで処理の対象となる。

上澄みだけ自然，川に戻し，沈殿した汚泥等は処理場へ運んで処理する事も考えら

れ，雨水の有効利用の面から言えば，あり得る施策だと思う。今回は，とりあえず

これで行くが，貯留関係では，いろんなケースがあり，評価は難しいと考えられる。
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実態に則して考える以外に方法はなく，ケースバイケースで対応する事になるのか

も知れない。 

 

【Ｃ】：将来的には貯留水は未処理で放流しないで上澄水は，高速ろ過後，消毒し維持用水

に使う等の方法も考えられる。 

 

【Ｃ】：大津市での吐き口は全て自然放流形式であり，大腸菌対策はほとんど困難な状況で

あることから，出来るだけ越流水を抑え，処理場へ収集することしている。そのた

め，雨天時の簡易処理水が増加し，瞬間的には水濁法に抵触する水質で放流される

事になる可能性がある。自然排水を抑えると，処理場へ負担がかかるため，現状の

ままにしておくといった事にも繋がりかねないが，管理する側から見るとそのおそ

れはある。 

 

【Ｃ】：諸刃の剣みたいな部分で，出来るだけ対策を進めなさいと言うのか，規制・基準の

適用があるからと言うのか，難しい所であるが，そのことに捕らわれすぎると別の

意味での非難がでてくるため，ほどほどがよいと考えられる。また，重要影響水域

が下流側にあるかなどいろいろな判断が当然なされなくてはいけない。 

 

【Ｃ】：今回の委員会のきっかけはお台場のオイルボール問題で，合流式下水道に原因があ

るということで始まった。しかし，合流式下水道の問題は，従来から都市構造の問

題として，杓子定規の対応では，都市自体が成り立たなくなるなるという問題もあ

り，海上保安庁としても配慮が必要となると思っている。 

しかし，世界的にも海洋環境汚染の対応が厳しくなっていく一方であり，海は世

界につながっていることから国際的な動向を考える必要があると考えている。今後，

合流式下水道の改善が進み，結果として海洋環境の水質改善が進むことを期待して

いる。そういった点から，海上保安庁としても引き続き，モニタリングを通して，

今回の委員会の結果を踏まえた，改善の効果を監視していく所存である。 

 

【Ｃ】：消毒の問題として，当然消毒を行うべき部分があるが，影響についても考慮すると

の記述があり，技術開発もさることながら，影響についての考え方をまとめて頂け

るようお願いしたい。 

 

【Ｃ】：消毒の影響について，今回の報告書でどこまで触れるかは問題であるが，非常に重

要な問題である。諸外国と比べると日本は甘過ぎると指摘されており，下流側の水

利用の実態を考慮しながら消毒することになると思われるが，もっと影響を調べる

必要がある。これは，今後の課題である。 
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（３）合流式下水道改善対策検討委員会報告書（案）について 

【Ｑ】：委員会報告書の扱い方はどういうプロセスで公開されたり，議論されるのか？ 

 

【Ａ】：本委員会の資料は，毎回，国土交通省のホームページで公表している。また，今回

は，この後の記者会見で，記者や希望者に配布する予定である。最終報告書は，本

日の議論を踏まえ，修正すべき点を修正し，報告書として取りまとめ，最終報告書

として，公表させて頂きたい。また，配布先は未定であるが，印刷物や電子情報と

して，活用できる形で取りまとめて，オープンにしていければと考えている。 

 

【Ｃ】：多くの人達に関心を持っていただくことが，継続的にきちんと改善を図っていく力

になっていくと思う。合流式下水道の問題は，内部の関係者には比較的分かってい

るが，一般の人に，特に用語など，分かる用語を使って頂きたい（例として，遮集

雨水量 1mm/hr など，一般の人には絶対理解出来ない。あるいは，一部定義付けが

入っているが，以降，ＣSO といった表現など）。冒頭に用語の定義や用語集を付け

るなど，読みやすさなどの工夫をして頂きたい。 

 

【Ｃ】：報告書の部分的な修正については，必要であれば意見を伺うこととなるが，基本的

には委員長預かりとさせて頂く。 

 

３）その他 

【Ｃ】：短い期間で改善対策について，まとめて頂いたことに感謝する。合流式下水道にお

ける雨天時越流対策は下水道関係者の中では周知の事実として，認識されてきたが，

下水道事業を進める段階で，やはり普及対策に重点を置いてきたため，合流改善対

策がなかなか実施に移されてこなかった。こういった状況の中で，昨年の報道で合

流式の問題が指摘され，その対策が急務になってきている。政令指定都市の関係者

にご協力を頂き，実際の未処理放流等の状況，放流先での状況などの調査を行い，

かなり対策が急がれる問題である事が認識されたと考えている。雨天時という事で

なかなか再現性がない課題でもあり，流量・水質など非定常の激しい課題に対し，

下水道としての対応も難しい課題として，先送りされてきた。こうした実態の中で，

国土交通省として平成 14 年度の新規施策として，「合流式下水道の緊急改善事業の

創設」を要求し，認められている。今回の委員会の提言を受け，具体に 192 都市で

改善計画を作り，実施に移していくことが認められたこととなる。また，政府にお

いて，都市再生の観点から，第３次プロジェクトで，「東京湾の蘇生プロジェクト」

も認められている。これについては，環境省，海上保安庁と連携，関係する自治体

との協力を頂きながら，東京湾の蘇生，再生に取り組んで行きたいと考えている。

提言に中でも指摘されているが，まだまだデータが不足している部分，技術開発が



 Ⅱ―40

必要な部分もあり，これらについては，関係機関，自治体と連携しながら，取り組

んでいきたいと考えている。引き続きご指導頂きたいと思います。 

 

【Ｃ】：海上保安庁でオイルボールを見つけた事から一気に合流式の問題が関心を持たれる

ようになった。感想として，今まで水質汚濁防止上でも，雨の時のものは，タブー

ではないが，ほとんど関心を持たなくても仕方ないという認識があり，水質汚濁防

止法の枠外の問題だったと思う。結果として，アメリカなどでは既に Wet Weather

の Water Ｑuality Ｃontrol が非常に関心が持たれてきている。しかも，それが水

浴場への影響があるなど，住民に対する影響が心配される事も出てきている。その

中である意味いいきっかけとして雨の問題をいろんなレベルで考える機会ができ，

しかも，委員会も幅広い委員の方々にお集まり頂いて，基本的な部分から議論が出

来たと思っています。これを機会に，下水道が直接的に都市や地域の水問題の管理

に責任を持つ立場にあり，下水道分野がまず率先して，雨天時の水質問題に取り組

むきっかけが出来てきた。従来，それぞれの都市でそれぞれに工夫してきた所であ

るが，改めて一般的な関心の下で整理することになり，水質汚濁行政の上からも非

常に画期的な時期だと思う。対策としては長期的には汚水と雨水を分離する雨の管

理としながら，10 年間という短期的には，越流回数を半減や分流並みの負荷量にす

ることを当面の目標として，取りかかることを確認した。しかし，それだけでは済

まないことも委員会で何度も確認してきている事で，もう少し長期的なレベルで雨

の時の水をどうするかは非常に大きな課題と思う。分流式にすればいいという事で

はないのが，最大の問題で，分流式の雨の排水も必ずしも綺麗な水が出ている訳で

はなく，分流式に替えれば解決する問題でもない事が次のステップになると思う。

関係者がそれぞれ関心を持っていただき，ある種の海域や湖沼，大きな川など，水

道水源になっているような流域の水質管理がきめ細かくなるといいと考えている。

短期間で集中的に議論できた事を感謝したいと思う。以上でこの委員会を終了させ

て頂きたい。 

 

以上 

 

 


