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はじめに 

 

 

平成１８年度末の下水道処理人口普及率は７割に達しているものの、

下水道計画区域にありながら未だに下水道が整備されていない、いわゆ

る下水道未普及人口は２０００万人以上にも上る。人口減少、高齢化の

進展、厳しい財政事情といった整備を進めていく上での難しい問題を抱

えている地方公共団体も多く、いかに早急かつ効率的な整備を行うかが

課題となっている。 

 

そのような状況下、国土交通省下水道部では、平成 18 年９月に『未普

及解消クイックプロジェクト』（以下、ＱＰ）を発足させ、①新たな整

備手法（計画・設計・施工手法）の検討、②農業集落排水施設、合併浄

化槽との連携強化方策の検討、③その他の補助制度等の検討、により早

期、低コストかつ手戻りのない未普及解消方策の確立を図っている。 

 

また、ＱＰでは、新たな整備手法としていくつかの新しい技術を提案

しており、今後、新技術を採用しようする公共団体が社会実験を通じて、

技術の性能評価を実施し、より多くの公共団体において同様の技術が採

用可能なように問題点の整理及び改良を行う予定である。 

  

本資料は、社会実験を実施する自治体が、円滑に社会実験を進めるこ

とができるように、既に提案されている新技術について、検証項目の考

え方や検証の方法等を取りまとめたものである。 

 

なお、本資料に記載する検証項目や検証方法等は、あくまで参考とし

て紹介したものであり、記載以外の検証項目及び検証方法の実施を妨げ

るものではない。 
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１． 工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型）の概要 
１.１ 技術の概要 
 厚生労働省等の我が国の将来人口予測によれば，今後の人口は微増から減少傾向に

移行する。地方部では特に、人口減少や高齢化が進むことが予想され、現在の下水道

計画のままでは、施設が過大となり将来、施設が遊休化することが考えられる。 

 本技術は、市販の既製品処理施設を、下水処理場として活用することにより、コス

トの縮減、工期の短縮を図るとともに、人口減少により不要となった施設は、他地区

へ転用しようとするものである。なお、ここでは、浄化槽において実績の多い、接触

酸化法及び膜分離型を下水道に採用したことを想定するとともに、下水道施設として

要求される耐震性は確保することとしている。 

 
 

１.２ 予見されるリスク 
 本技術は、将来の人口変動へ柔軟に対応するために、施設の分割や転用が容易に可

能な構造・材質を有する処理施設である。予見されるリスク（（技術の導入上、避け

ることが困難な問題））については、「１.４ 本技術に関して確認すべき事項」に

て詳述するが、簡易な構造・材質であるがため、以下が考えられる。 

 

予見されるリスク 主な影響因子 

耐久性 構造及び材質 

耐震性 構造及び材質 

水質事故 水質（医薬品・洗剤の混入） 

接触酸化法 

による 

処理施設の例 
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１.３ 社会実験の目的 
 本技術の採用により、コスト縮減や工期短縮が期待される反面、市販の処理施設を

活用するため、維持管理の程度（汚泥引き抜きの頻度、汚泥性状など）が不明、処理

性能が適切かなど、不明確な点も多い。 

 本社会実験は、本技術の採用により考えられる問題点を洗い出すと共に、問題解消

のためのデータを収集、分析し、必要に応じ技術改良を加えることを目的とする。 

 

１.４ 本技術に関して確認すべき事項 
 本技術の採用により考えられる問題点は、下記の視点から推定し、社会実験で確認

及び評価、改良することとする。 

① 目的を達成できるか 

② 下水道の機能を損ねていないか 

③ 施工後に新たな問題は生じないか 

④ 制約条件はないか 

⑤ 改良の余地はないか 

⑥ メリット、デメリットは何か 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨ 未普及解消に貢献できるか 

 上記を勘案すると、本技術において確認すべき事項としては以下が挙げられる。 

 

① 目的を達成できるか 

 本技術の採用目的は、将来の人口変動に柔軟に対応できる施設であること、コスト

縮減と工期短縮が可能であることである。よって、社会実験では、人口変動への適応

性及び、コスト縮減、工期短縮の効果について確認する。 

 

② 下水道の機能を損ねていないか 

 下水処理場に求められる機能は、第 1に処理性能である。よって、下水道法に基づ

く放流水質を満足できるかどうかを確認する必要がある。 

 

 

 



 3

③ 施工後に新たな問題は生じないか 

 下水処理施設の設置にあたっては、下水道法の他、悪臭防止法や大気汚染防止法、

騒音規制法、振動規制法等の種々の法令を遵守する必要がある。市販の処理施設を下

水道施設として採用する場合においても、当然これら法令を遵守する必要があること

から、施工後にこれらの法令に関わる問題が発生しないことを確認する必要がある。 

 

④ 制約条件はないか 

 新技術の採用にあたり、現場の施工条件による制約や、下水機能上の制約、維持管

理上の制約など、適用範囲が限られることがないかを確認する。 

 本技術に関しては、寒冷地における使用の可否や、時間的な流量変動への適応性、

家庭における医薬品や洗剤の下水への混入による影響などについて確認する必要が

ある。 

 

⑤ 改良の余地はないか 

 上記の①～④の内容に関して、マイナス要因の解消や、さらなる効果の向上、適用

条件の拡大に貢献できる、構造的な改良の可能性について確認する。 

 

⑥ メリット、デメリットは何か 

 上記の①～⑤を踏まえ、メリット及びデメリットを整理する。 

 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

 総合的に見て従来工法より勝るかどうかを確認するとともに、適用可能な条件や各

条件別の効果の度合いを確認する。 

 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

 本技術が、ある特定の条件下でのみ効果を発揮するということのないよう、可能な

範囲で様々な条件について①～⑤の確認を行う。 

 

⑨未普及解消に貢献できるか 

 本社会実験の主命題は、未普及解消であることから、単にコスト縮減が図れたとい

うだけではなく、下水道としての機能を確保しつつ、将来にわたって安心安全な下水

道サービスを提供できることを確認する（「安かろう悪かろう」の施設になっていな

いことを確認する）。 
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１.５ 検証のフロー 
 工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型）の検証における一連の流れ

を以下のフロー図に示す。 
 

 

①目的を達成できるか 

②下水道の機能を損ねていないか 

③施工後に新たな問題は生じないか 

④制約条件はないか 

⑤改良の余地はないか 

⑥メリット、デメリットは何か 

⑦従来工法より総合的に勝るか 

 

⑧汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨未普及解消に貢献できるか 

検証データの収集 

検証データの考察 

普及への考察 

委員会への報告 
自治体が実施 

国が実施 
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２． 検証項目 
 １．４に示した「本技術に関して確認すべき事項」については、下記の検証項目を

もって検証するものとする。 

 

１） 建設コスト 

２） 維持管理コスト 

３） 建設工期 

４） 処理性能 

５） 汚泥の性状 

６） その他法令遵守 

 

 

 

 

    従来（例：POD）             新技術 

 

処理性能は？ 

建設コストや工期は？ 

維持管理性は？ 
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３． 各検証項目の検証方法 
３.１ 建設コスト 
（１）検証目的 

 従来、処理規模が小さくなるほど処理施設の建設単価が割高になる傾向にあったが、

市販の処理施設を採用することにより、初期投資の大幅なコスト縮減が期待できる。

また、施設の転用や人口減少に応じた段階的施設整備により、施設の受け入れ先にお

ける建設費削減や無駄のない施設整備が可能となる。 

 ここでは、工場製作型極小規模処理施設（接触酸化型・膜分離型）（以下、「新工

法」という）における建設コストに着目し、その縮減効果について確認する。 

 

（２）検証方法 

 経済効果を把握するために、新工法と従来工法の建設コストを算出して比較するこ

とで、コスト縮減率を算出する。 

 新工法の建設コストは、対象となる処理施設の工事発注時の積算結果を用いる。従

来工法の建設コストは、新工法のコストを算出した同一条件において、仮想設計を実

施し積算を行うものとする。 

 ここで、本技術の採用によるコスト縮減のケースとして以下を想定する。 

 

 従来工法 新工法 

初期投資 全施設を従来工法で新設 全施設を新工法で新設 

人口減少時 一部施設を撤去 一部施設を転用 

 

 なお、新工法と従来工法で、耐用年数に大きな違いがある場合は、それを考慮した

経済比較とする必要がある。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 建設コストの算出は、新工法、従来工法ともに実施設計もしくは発注準備の段階に

実施する。なお、新工法及び従来工法における積算の精度が同一となるよう、積算条

件（歩掛、単価など）に注意すること。 
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３.２ 維持管理コスト 
（１）検証の目的 

 新工法の処理施設は、構造的にも性能的にも浄化槽に非常に近いものである。浄化

槽の維持管理としては、半年から１年毎の汚泥引き抜き及び定期点検が通常であるが、

下水道施設として採用する場合においては、流入水量の規模が比較的大きくなること

や下水道法の法令遵守の観点から、浄化槽の維持管理手法をそのまま導入することは

難しいと考えられる。 

 ここでは、新工法の採用により、維持管理コストがどれくらい必要かを把握するこ

とを目的とした検証を行う。 

 

（２）検証方法 

 新工法の採用による維持管理への影響を把握するため、新工法施工後の維持管理実

績データを収集する。収集データとしては、維持管理頻度（汚泥引き抜き頻度含む）

とメンテナンス費用、その他施設維持に必要な費用（光熱費、人件費等）とする。 

 また、従来型処理施設（例えば POD）を適用した場合の維持管理費についても、近

傍同程度規模の処理場実績を下水道統計等に基づき算定するなどし、新工法との比較

を行う。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 維持管理の実績データは、供用開始時点より調査を開始し、流入汚水量が計画汚水

量の1/2を超えたことが確認された時点から1年間以上を経過するまでの期間におい

て継続調査を実施することが望ましい。 
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３.３ 建設工期 
（１）検証目的 

 未普及解消 に求められるのは、安いだけでなく、機動性に富んだ早期の整備であ

る。新技術の採用にあたっては、コスト面のみならず施工工期についても着目する必

要がある。 

 ここでは、工期短縮効果を確認することを目的とした検証を行うものとする。 

 

（２）検証方法 

 新工法と従来工法による設計工期の比較を行うこととする。従来工法については、

仮想設計を基にした工期算出もしくは、過去の実績値を参考とする。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 全体工程の確認については、実施設計時もしくは発注準備（積算）時に行うことと

する。 
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３.４ 処理性能 
（１）検証目的 

 下水処理場においては、当然のことながら下水道法に基づく放流水質を満足する必

要がある。ここでは、処理施設の基本的機能として所要の処理水質が確保できている

かどうかを確認するための検証を行う。 

 

（２）検証方法 

 流入汚水量が計画汚水量の 1/2 を超えたことが確認された時点から、処理場流入水

質並びに放流水質（処理水質）を、以下の水質項目・水質測定方法に基づいて定期的

に測定し、得られた処理水質の日間平均値の年間最大値が、設定しようとしている計

画処理水質を超えないことを確認するとともに、流入水質との対比から除去率等の処

理性能を評価する。各測定項目の検証手法と判定基準の例を表－ 1 に示す。 

 なお、水質測定方法は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」及び「下水試験

法」による。 

 
対象 水質測定項目 測定頻度等 

流入水 水温 日間平均：月 2回 

 pH 日間平均：月 2回 

 BOD 日間平均：月 2回 

 SS 日間平均：月 2回 

 流量 水質測定時の日平均流量 

放流水 水温 日間平均：月 2回 

日間変動：時間変動 3ヶ月に１回 

 pH 日間平均：月 2回 

日間変動：時間変動 3ヶ月に１回 

 BOD 日間平均：月 2回 

日間変動：時間変動 3ヶ月に１回 

 SS 日間平均：月 2回 

日間変動：時間変動 3ヶ月に１回 

 大腸菌群数 日間平均：月 2回 

日間変動：時間変動 3ヶ月に１回 

 流量 水質測定時の流量 

日間平均測定時：日平均流量 

日間変動測定時：毎正時の流量 

※ここで提示しているものは極小処理施設の性能判定のために必要な項目であって、こ

れにより処理場の運転管理に必要となる法定試験等を免れるものではない。 

※また、放流先が閉鎖性水域である等のため、流総計画や上乗せ規制によって栄養塩（T-N、

T-P）や COD 等に係る放流水質の規定がなされている場合には、それらの水質項目を追

加すること。 
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表－ 1 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

放流水質 水質測定 ・水質汚濁防止法に規定する排水基準、並び

に上乗せ排水基準が設定されている場合

にはその基準を満足していること。 

・水質汚濁防止法に規定する排水基準、並び

に上乗せ排水基準が設定されている場合

にはその基準を満足していること。 

・「下水道法施行令」第六条第一項（放流水

の水質の技術上の基準）を満足しているこ

と。 

総合除去率 放流水質と流入 

水質から算定 

「下水道施設計画・設計指針と解説（後

編）」に示された標準活性汚泥法並の総合

除去率が確保されていること。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 流入汚水量が計画汚水量の1/2を超えたことが確認された時点から1年間以上を経

過するまでの期間において継続調査を実施（検証頻度については、前述の通り）する。 
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３.５ 汚泥の性状 
（１）検証目的 

 水処理によって発生した汚泥は、個駅分離により処理されるが、汚泥の性状により

個駅分離の効率が異なり、返流水質による水処理への影響、エネルギーの増大及び汚

泥の再利用・処分への影響が生じる。 

 ここでは、新工法の採用により、汚泥処理に問題がないかを確認するための検証を

行う。 

 

（２）検証方法 

 汚泥の沈降性及び濃縮性を検証する。なお、 沈降性は、放流水質及び日常の巡回

点検時の外観の異常の有無を、濃縮性は、赤外線水分系等で計画汚泥濃度に濃縮され

ているかを確認する。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 供用開始から 3ヶ月毎に実施する。 
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３.６ その他法令遵守 
（１）検証目的 

 処理施設に関しては、下水道法以外に、悪臭防止法や大気汚染防止法、振動規制法、

騒音規制法などの法令遵守義務がある。 

 ここでは、これら法令に基づく規制値を満足できるかについて検証を行う。 

 

（２）検証方法 

 当該処理施設が遵守すべき法令及び規制値を抽出し、供用開始後の種々の規制項目

に関して、実測を行う。 

 水質に関する法令以外で遵守すべき法令としては、施設の構成によっても異なるが

通常、以下が挙げられる。 

●悪臭防止法 

●大気汚染防止法 

●騒音規制法 

●振動規制法   など 

 なお、各法令の規制値については、法令で定められるものの他、条例で定められる

ものもあるため、確認が必要である。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 ３.４の検証と同一期間にて行うこととする。検証頻度に関しても同様とする。 
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３.７ 技術導入による生活環境改善効果 
（１）検証目的 

 低コスト、短期工期の技術が、生活環境や水系の水質改善にとっても効果があるこ

とを実証する。 

 

（２）検証方法 

 放流河川、下水道整備区域内の水路の水質を測定する。調査項目は、ＢＯＤ、ＳＳ，

大腸菌とする。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 供用開始前に１回、供用開始後は定期的に測定する。 

 


