
①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 埼玉県

■対象処理区の概要

【荒川右岸流域】
１．処理面積 30,777ha(全体)、17,862ha（R2末）
２．汚水量（日最大） 789,900㎥(全体)、786,655㎥(R2末)
３．管渠施設延長 104km(全体)、99km(R2末）
４．中継ポンプ場 ４か所
５．終末処理場 ２か所
①新河岸川水循環センター 697,900㎥/日
②新河岸川上流水循環センター 34,200㎥/日
６．関係市町 １０市３町



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 埼玉県

■課題に対する取り組み内容

【これまでの取り組み】
●Ｈ２８、２９年度の台風により、流域及び関連市町で大きな浸水被害が発生
●Ｈ３０年度、これまでの流域下水道会議とは別に「雨天時浸入水対策会議」を開始
雨天時浸入水の問題について流域市町と意識を共有
雨天時浸入水の調査・対策に関する「合意書」を県及び流域市町で締結

●Ｒ１年度 雨天時浸入水の絞り込み、浸入率算定等の業務を発注
「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」が策定され「雨天時浸入水対策計画」の策定を各自治体に要請 （Ｒ２年１月国交省）
●Ｒ２年度 対策会議にて、県が流域の雨天時浸入水対策計画を策定することを伝え、各市町にも計画の策定を依頼
雨天時浸入水対策計画の策定業務を発注
●Ｒ３年度 荒川右岸流域の雨天時浸入水対策計画を策定、国交省に提出
各市町が雨天時浸入水対策計画を策定中

・雨天時浸入水の絞り込み調査を県が行う。費用は流域で負担。
・絞り込み調査の結果を踏まえ各市町の雨天時浸入水の調査・対策の計画を策定
・各市町の調査・対策の進捗状況を対策会議で報告

【合意書の主な内容】

【県の被害対策】
●流域管との接続点にある流量計のデータをクラウド化し、満管（溢水）の可能性を事前に把握できるようにする（継続中）
●溢水の可能性が高い流域幹線に流量計を設置（継続中）
●市町との接続点のゲート開度の確認。開度が設定より大きくなっていた箇所は絞った。



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 東京都

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

〇流域下水道本部が所管する多摩地域の約8割
(35,739ha)が分流式下水道

【現状】

〇令和元年東日本台風では、雨天
時浸入水により大きな被害発生

〇被害の多くは、水再生センター
近くの流域幹線で発生

汚水幹線からの溢水状況

分流式下水道処理区

合流式下水道処理区

処理区
（分流）

処理区内
市町村数

計画面積
(ha)

計画汚水量
(最大・千m3/日)

①多摩川上流 6市2町 7,579 245
②南多摩 5市 5,306 163
③浅川 3市 3,880 117
④秋川 5市1町１村 7,586 222
⑤荒川右岸 9市 7,966 320

合流３処理区

①多摩川上流

②南多摩

④秋川
③浅川

⑤荒川右岸 【課 題】

〇流域幹線は複数の行政区域にまたがり、対象流域
が広域。発生源対策を進めるためには、市町村別に
浸入水量を示すことが必要

〇浸入水は、公共下水道だけでなく、住宅や事業所、
公園・学校などの屋外流しや誤接続も要因

屋外流しなどから流入

ひび割れなどから流入誤接続箇所から流入

【主な発生要因】



多機能型マンホール蓋等を活用した対策促進 情報発信の強化
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①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 東京都

■課題に対する取り組み内容

〇関係市町村と都が参加
する雨天時浸入水対策促
進会議を開催し、技術支
援を実施

〇流域幹線の市町村境や
溢水個所に、多機能型マ
ンホール蓋を設置（37
か所）

〇浸入水の多い地域を市
町村へ提示し、発生源対
策を要請。簡易に測手結
果を分析できるツール開
発し、市町村へ提供

〇多機能型マンホール蓋の測定結果を活用し、市町
村が調査、対策を実施
〇促進会議では市町村間で対策事例を共有、市町村
に調査や対策のノウハウを提供

＜簡易水のうの設置イメージ＞＜屋外流しのかさ上げ事例＞

〇都ＨＰで、外流しから汚水管へ雨
水が流入しないよう、簡易水のうの
設置や屋外流しのかさ上げを掲載

〇市町村ＨＰに都の屋外流し対策
ＨＰリンクを掲載
〇市町村下水道部署窓口で屋外流
しリーフレットを配布

〇屋外流し対策リー
フレットを1,600部
作成し、都民や市町
村等へ配布

＜多機能型マンホール蓋 活用イメージ＞

―雨天時流量、―晴天時流量

浸入水
量増加

降雨量

＜分析ツールの表示例＞

※分析ルーツにより、市町村はＰＣ上で
多機能マンホール蓋の測定結果から、降
雨と浸入水量の関係を分析可能



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 神 奈 川 県

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

表1．相模川流域下水道の諸元

図1．相模川流域下水道管内図

○近年の雨天時浸入水の発生状況

図2．左岸処理場（柳島水再生センター）

　左岸処理区、右岸処理区ともに、大半が分流式の区域であるが、マンホール
の隙間や誤って接続した雨どいなどから管渠に大量の雨水が浸入し、処理場
の処理能力を大幅に超えた下水の流入により、下水処理への影響が危ぶまれ
ている。令和元年の台風19号（10月12日～13日）では、左右岸処理場ともに晴
天時の5倍以上の流入（図2、図3）があり、流域関連市町における発生源対策
が課題となっている。

○相模川流域下水道の概要
　相模川流域下水道の各処理区の諸元、および管内図は以下のとおり。

図3． 右岸処理場（四之宮水再生センター）　　
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晴天時の約5.4倍

事業計画(R5) 全体計画(R12) 事業計画(R5) 全体計画(R12)

処 理 面 積 15,137 ha 18,524 ha 9,197 ha 11,674 ha

うち合流面積

処 理 人 口 122.7 万人 126.0 万人 54.0 万人 53.7 万人

処理水量(日最大) 554 千ｍ3/日 567 千ｍ3/日 344 千ｍ3/日 339 千ｍ3/日

管 路 延 長 91 km 91 km 38 km 38 km

供 用 開 始 昭和52年 昭和48年

左岸処理区（６市１町） 右岸処理区（３市２町）

790 ha 574 ha



７～９系列導水渠 増設

非常排水Ｐ～雨水沈殿池 導水渠 設置

雨水沈殿池 改造

非常排水ポンプ設置

導水渠設置（雨水沈殿池～第２塩素混和池）

反応タンク

改造工事

（３Ｗ）
流入

放流

①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 神 奈 川 県

■課題に対する取り組み内容

○雨天時増水対策実行計画に基づく取り組み

　異常降雨時に処理場への下水流入量が増大することから、これまで県と市町で
対策を検討し、流域下水道の接続点にオリフィスを設置（右：写真①）したが、削減
効果は限定的であった。このことから、平成14年に「雨天時増水対策実行計画」を
策定し、県の役割と市町の役割を明確にし、それぞれが対策を進めている。

【これまでの経緯】

【県の役割および取り組み】

【市町の役割および取り組み】

【現状および今後の取り組み】

①処理場施設の機能向上
　浸水による処理場の機能停止を防ぐため、処理場内に非常排水ポンプを設置
し、雨水沈殿池や反応タンクを改造、また、導水渠を新設・増設（右：写真②、県
の対策状況）するなど、処理機能の向上を図った。

①日常管理
　雨天時浸入水の防止を図るため、予防と管理の視点に立った日常管理を実施し、
排水設備の指導監視体制の強化と維持管理の徹底に努めている。

写真① オリフィス

非常排水
ポンプ

写真③

ＥＣ計

写真④

温度計

県の対策状況（左岸処理場の例）

②浸入水削減対策
　雨天時浸入水量の多い地区を重点的に調査し、マンホール・公共桝補修や本管・
取付管更生、宅内排水設備補修、誤接続解消などの対策を進め、また、ポンプ場の
ゲート操作や管内貯留などを実施し、浸入水の削減や流出量の抑制に努めている。

②市町の対策の進捗確認と削減効果の検証
　定期的に雨天時増水対策専門分科会を開催し、 市町から「雨天時増水対策実
行計画」で設定した計画に対する実績の報告を受けている。また、市町が対策し
た効果を、流域接続点や処理場の実績流入量に照らし検証している。

　市町の対策が計画通りに進捗していないことから、平成28年度より発生源対策
を集中的に進めるため、各市町200ha程度のモデル地区を設定し、ＥＣ計や温度
計（右：写真③、④）によるスクリーニング調査を県が主体となって実施、この結果
を基に市町が詳細調査、対策工事を実施している。
　今後はモデル地区で実施した対策の効果を検証し、より効果的な雨天時浸入水
の削減に向け「雨天時増水対策実行計画」の見直しを市町と共に検討していく。

写真②



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 滋賀県

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

雨天時浸入水被害発生状況

【H25 台風１８号】
※滋賀県に大雨特別警報発令（観測史上最大の降雨量）
晴天時の約6倍の水が流入したと推察される。

・流域マンホールからの溢水被害

・安土ポンプ場 水没・機能停止
管渠内の水位が異常に上昇し蓋板が水圧により浮き上がり外れたこと
により、ポンプ場内に大量の下水が溢れ出し、機械、電気設備が水没し
損傷した。

【H29 台風２１号】
※滋賀県において観測史上２番目の降雨量

・守山ポンプ場ゲート室浸水
・流域マンホール６か所より溢水被害（農地浸水）
・関連公共下水道
近江八幡市における３０００軒での溢水被害をはじめ、複数自治体で

トイレ逆流、公共マンホールでの溢水、公共マスの破損あり。

琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）

項目 全体計画 R2末現在

流域関連
市町

9市2町 9市2町

管渠延長 184㎞ 177.4㎞

処理区域
面積

28651.7ha 18489.8ha

処理水量 394,300m3/日 294,500m3/日

処理対象
人口

715,000人 747,304人

・県内最大の処理場
・供用開始 S５７年

(供用開始後40年)
・分流式



項目 全体計画 R2末現在

流域関連
市町

4市4町 4市4町

管渠延長 154㎞ 143㎞

処理区域
面積

14423ha 9891ha

処理水量 156,800m3/日 120,750m3/日

処理対象
人口

275,700人 272,447人

①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 滋賀県

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

琵琶湖流域下水道（東北部処理区） 雨天時浸入水被害発生状況

【H29 台風２１号】
※滋賀県において観測史上２番目の降雨量

・流域マンホール３か所より溢水被害
・流域管の急激な水位上昇・内圧上昇により、舗装の浮
き上がりが発生し、車両損壊（賠償）

・関連公共下水道 複数個所で溢水被害

・県内二番目の規模の処理場
・供用開始 H3年

（供用開始後31年）
・分流式



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 滋賀県

■課題に対する取り組み内容

2

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 

被
害

湖南
中部

溢水

東北部・
湖南中部

溢水

高島

使用自粛

市
町

県

不明水対策検討会
不明水対策 第1期実施計画（H29～R3 5カ年）

絞込調査・詳細調査絞込調査・詳細調査

共有

対策工事対策工事

H31 事前調査、モデル地区選定

R2 発生源の特定、原因の確認

Ｒ3 対策実施効果検証

実態調査・絞込手法検討実態調査・絞込手法検討
影響度マップ

(湖南・東北)

影響度マップ

(湖南・東北)

下水量・雨量の

解析による絞込

(500mﾒｯｼｭ）

・雨天時浸入水の実態把握

・効率的絞込み手法の検討(200mﾒｯｼｭ）

モデル調査

(湖南市)

モデル調査

(湖南市)

流量計測で区域絞込

カメラ等による詳細調査

県ﾏﾆｭｱﾙ作成県ﾏﾆｭｱﾙ作成

県
市
町

協

働

モデル地区 調査・対策実施効果検証モデル地区 調査・対策実施効果検証

湖南中部浄化センター ポンプ増設湖南中部浄化センター ポンプ増設 東北部浄化センター ポンプ増設東北部浄化センター ポンプ増設

2

第2期実施計画
（R4～R8 5カ年）

県ﾏﾆｭｱﾙ改訂県ﾏﾆｭｱﾙ改訂 県ﾏﾆｭｱﾙ改訂県ﾏﾆｭｱﾙ改訂

R4 流量計による不明水量把握
に関する検討

共同研究
(下水道機構)
共同研究

(下水道機構)



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 滋賀県

■課題に対する取り組み内容

取り組み状況
・平成２６年4月に、県と市町で構成する「滋賀県下水道不明水対策検討会」を設置。（年2回開催）
・発生源対策、被害軽減対策について、それぞれソフト面、ハード面で対策を県と市町が協働して検討・
実施している。

雨天時浸入水対策の課題
①発生源の絞り込みに関する知見に乏しいこと

②雨天時浸入水対策の実施効果が見えにくいこと
（手間がかかる割に、対策効果が数字に表れにくい）

③発生源（浸入水が発生している個所：全域）と被害が発生する箇所
（下流域）が異なること。



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 奈良県

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

対象とする処理区の面積、汚水量、施設等の状況を詳
細に記載下さい。

対象処理区における近年の雨天時浸入水の発生状
況等を詳細に記載下さい。

第一処理区
・浄化センター
・分流式（一部合流）
・事業計画区域：15,603.5ha
・計画日最大汚水量：294,000㎥/日

第二処理区
・第二浄化センター
・分流式
・事業計画区域：7,969.1ha
・計画日最大汚水量：147,000㎥/日

宇陀川処理区
・宇陀川浄化センター
・分流式
・事業計画区域：779.5ha
・計画日最大汚水量：7,400㎥/日

吉野川処理区
・吉野川浄化センター
・分流式
・事業計画区域：1,558.3ha
・計画日最大汚水量：17,575㎥/日

S45年から事業着手（S49年から一部供用開始）
下水道処理人口普及率（R2末）：84.0%
下水道整備総延長（R2末）：約197km

・ 平成26年台風11号の影響により第一処理区流域幹線マンホール
より溢水
平常時の７倍程度まで流入量が増加

溢水時の時間最大流入量約70,000㎥/h、
平常時平均時間流入量 10,209㎥/h (H26年度実績)

マンホール周辺舗装破損マンホールより溢水



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 奈良県

■課題に対する取り組み内容

課題への対策について、詳細に記載下さい。

・ 第一・第二処理区では事例データモデリングによる影響度マップを作成
・ 宇陀川・吉野川処理区では簡易水位計によるスクリーニングマップを作成

（図１）

・ 人員不足や予算確保に苦慮しており、修繕・改築が進まない
・ 誤接続調査の結果から原因者に指導を実施しているが、費用負担の面等から
協力が得られず、改善が進まない事例あり
・ 負担金低減等のインセンティブが働かないため、対策に消極的な団体も見られる

図１.影響度マップ（左図）及びスクリーニングマップ（右図）
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図２.流域下水道負荷軽減等推進事業補助金の活用実績

● 発生箇所の絞り込み

課題

●雨天時浸入水対策計画

・ 影響度マップで影響度の大きい、またスクリーニングマップで緊急度の高い地区
から優先的に雨天時浸入水の調査を実施
・ 流域関連公共下水道の雨天時浸入水対策を促進するため、雨天時浸入水の
調査（流量調査、カメラ調査等）に対して、事業費の１／２以内を県費により補助

● 補助金の創設

・ 雨天時浸入水対策計画策定に向けた現況把握
・ 今後課題等を整理し、事業計画に反映



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 大阪府

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

南大阪湾岸流域 南部処理区の概要 課題① 雨天時浸入水の流入状況
・ 降雨とともに晴天日流入水量の数倍の雨水が流入
・ 降雨の強弱と流量の増減が一致・・・直接浸入水の疑い計画 現況（R2末）

区域面積 4,290 ha 1,637ha

処理人口 137.6 千人 66.4千人

汚水量
68.7 千m3/日

25.5千m3/日

処理能力 25.4千m3/日

関連市町 ２市1町（供用エリア）

放流先 大阪湾

本処理区は、昭和61年に計画決定を行い、
事業を開始し、平成5年に供用を開始した。
処理場は沿岸部にあり、処理水は大阪湾
に放流している。
比較的新しい処理区で、既存のコミュニ
ティープラントを廃止し、下水道につないだ
箇所も多い。

３～５倍

降雨の強弱と
流量の増減が
一致

課題② 対策のインセンティブ
・ 処理場が立地する下流側の市では過去にマンホールから溢水した
こともあり、上流の市町に対策を呼び掛けるものの、各市町ともに実効
性のある対策には及んでいない。

管きょ内流量調査の例
H29.8.7～8

管きょ内流量調査の例
H29.8.7～8



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 大阪府

■課題に対する取り組み内容

対策方針 ： 雨天時浸入水対策を進めるためには市町の対策のインセンティブ付与が必要不可欠
・ 行政区境界にあるマンホールに流量計を設置し、市町ごとの雨天時浸入水量を把握。
・ 流域関連市町に調査結果を示すことで、各市町の必要対策量を可視化

 

南部 MC 

阪南市 

泉南市 

岬町 

淡輪 PS 

深日 PS 

流量計① 

流量計② 流量計③ 

区間① 

区間② 

区間③ 

区間④ 

晴天日平均流量

雨天時浸入水量

 晴天日流量と雨天日流量を比較することで
雨天時浸入水量を把握

 流量計ごとに集計することで市町ごとの雨
天時浸入水量を定量化

上記の例では最下流市の雨天時浸入水が最も
多い結果となった。

流量計と設置状況

A

A

B

B

C

C



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 高知県

■対象処理区の概要 ■対象処理区が有する課題

○浦戸湾東部流域下水道
・幹線管渠（11km）と終末処理場高須浄化センターより構成
・幹線管渠により南国市・香美市、高知市東部の汚水を処理
・高知市西部エリアは潮江・下知水再生センターで水処理を
行い高濃度汚水について圧送し高須浄化センターで処理
・令和3年度より汚泥の消化処理と消化ガス発電事業を開始

当該流域下水道は、分流として整備しているにも関わら
ず、降雨時と対比すると流入量が増加する傾向が明瞭に
現れている。このため、雨天時の浸入水が一定量存在して
おり流域下水道の管理上においても課題となっている。

○雨天時浸入水の報告

雨天時浸入水に起因すると思われる浸入水（流入水量）
の増加に伴う簡易放流の報告回数
・令和元年度･･･16回
・令和2年度･･･25回
・令和3年度（1月末時点）･･･17回
※全国的にも多い回数の簡易放流を実施している。
○不明水量（≒雨天時浸入水と想定）
令和元年度･･･170千㎥ 令和２年度･･･562千㎥

■流域汚水（浦戸湾東部）
全体計画（R２末整備済状況）：整備率
整備面積 ２，７４３ha（１，１３２ｈａ）：４１％
整備人口 ９８，２００人（６７，７７６人）：６９％

■高濃度汚水（下知・潮江）
全体計画（R２末整備済状況）：整備率
整備面積 ２，９８４ha（２，０７８ｈａ）：７０％
整備人口 １７６，７００人（１４５，０５７人）：８２％

○令和２年度
流入汚水量：7,900千㎥ 高濃度汚水量：153千㎥

Ｈ30～Ｒ2の流量市別流入量と降雨の関係



①流域下水道における雨天時浸入水対策事例 高知県

■課題に対する取り組み内容

取組① 不明水（浸入水）についての処理費用の負担

雨天時に増加する水量について、不明水量として
算定し、流域市が費用を負担する仕組みとしている。

⇒不明水（雨天時浸入水）についても負担金を徴収

⇒流域市が不明水対策を行う動機付け、インセンティ
ブを負荷することで、対策実施を促す効果を期待
※流域幹線についても、補修工事等対策を実施

取組② 流域関連市による不明水対策

流域関連市のうち、流入水量・不明水量ともに最も多く、対応に
苦慮する高知市において、令和３年度より本格的な調査に着手
○調査対象地区
浦戸湾東部処理区
○実施内容
・令和３年度

水位計測圧力チップを用いたスクリーニング調査を行い、雨天時
浸入水量が多いブロックの絞込み
・令和４年度以降

絞込みを行ったブロックで流量調査や詳細調査等を実施し、浸入
水の原因特定と対策ブロックの優先順位を決定していく予定

【凡例】
1次調査（17ブロック)：
2次調査（67ブロック)：

〇スクリーニング調査
･ 圧力チップを用いたスクリーニング調査

⇒対策ブロックの絞り込み
※２～５ha程度

〇流量調査
・浸入水の原因、箇所特定
・対策ブロックの決定
〇詳細調査
・テレビカメラ調査
・誤接続調査

■発生源対策の実施フロー

Ｒ３年度流域幹線補修工事結果

浦戸湾東部流域処理区

■スクリーニング調査（令和3年度）

R3実施中

R４以降


