1998年度 下水道新技術研究所年報〔1／2巻〕

広域的な市街地等汚濁負荷削減
手法等に関する調査
（建設省，茨城県，千葉県，長野県，滋賀県）

測手法及び対策），建設省都市局下水道部監修，平
成10年用言腑下水道新技術推進機構」を発刊した

1． 研究の背景と目的

ところである。
我が国の湖沼の多くは，義教な水源であると同時
に，観光，レクリエーシ三「ンの場ともなっており，

その水質保全は麓要な間親であるが，閉鎖性水城の
特性から，水質改善がなかなか進まない状況にある。，
このため，これまでも下水道整備を積極的に推進し
てきており，家庭や事業所から流出する汚濁負荷鼠
は減少している。しかし，・方で路面や屋根等から
の非特定汚染源（ノンポイントソー・・ス）からの堆積
物の流山に起因する汚濁負荷巌は，都市化の進行に
伴って増加する傾向にある。〕
こうした市街地からの非特定汚染源負荷は，主と
して降雨の初期段階における市街地の洗い出し（フ
ラッシング）により湖沼に流入するものと考えられ
るが，これまで充分な調査研究が行われているとは
言えず，汚濁負荷の性状，流出機構等，まだまだ解
明されていない面があり，有効な削減対策が講じら
れていない状況にある。

さらに，平成10年度からは，対策施設の実証実験，
窯施設の機能評価を実施し，「市街地のノンポイン
ト対策計画マニュアル（寮）」を平成1（卜11年の2ヶ
年で策定する予定である。本年報は，平成10年度に
実施された各県の実証粟願，采施設の機能評価につ
いてその概要を報告する。

各県の対策メニュー及び研究スケジュールは次の
とおりである。

表−1各県の研究計画
＼
対策手法

そこで，平成5年に「市街地排水浄化対策研究会」
が設置され，各県のモデル地区において雨天時汚濁
負荷流出調査や解析の検討を行ってきた。平成10年
度には，それらの研究成果をもとに，これからノン
ポイント対策を実施しようとする地方公共団体が，
汚濁負荷の実態を把握し，適正な対策が計画できる
ように，基本的な検討事項や手順を示した「市街地
のノンポイント負荷に関する手引き（実態把捉と予

茨城県
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貯留
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1 実験計画
実施設評価

長野県 貯留＋流域清掃

実験計画
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実証実験

実証実験

実証実験

未定

未定
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未定
実証実験
実証先験 l
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】

1．茨城県
1．1 日的
本調査は，牛久地区刈谷のモデル排水区において
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雨天時ノンポイント負荷の流出特性から効果的と考

D−BOD，D−COD，D・T−N，D・T−P

底泥分析項目：強熱減量，T−C，T−N，T−P，粒
度分布，重金属7項目
3）評価項目
評価項目は次のとおりとする。
・貯留池負荷削減効果
・貯留池上澄水の性状変化（直接排水可能な上澄
水の範囲を評価するための資料）
・堆積物の性状（堆積物処分に際しての資料）
・有効な施設規模
（2）ろ過施設
1）実験施設の運用
実験施設の運用方法は次のとおりである。また，
処理フロ…を図−2に示す。
① 貯留池水位H→取水ポンプ停止
② 貯留池静置（5時間程「→ろ過開始（自動）
③ 貯留池水位Lでろ過終了（自動）
鑓〕ろ過終了後，l系逆洗開始（手動スタート，
逆洗操作は自動）
（．勤1風連洗排水採水乱 逆洗排水槽ドレン（手
動）
砿） 糸漸先開始（手動スタート，逆洗操作は自
動）
⑦ 2系漸先排水採水後，逆洗排水欄ドレン（手
動）
⑧1降両の実験終了

えられる対策として，対象区域流末に貯留池および
ろ過施設による実証実験を行い，その負荷削減効果
を把握するとともに対策のあり方について検討す
る。

1．2 実験施設の概要
（1）貯留池
貯留池の諸元は，次に示すとおりである。
排水区域面積：67ha
実験スケール：約1／100
容量：32m3（流域面積換算5mm相当の概ね1／100）
形状：2mWX8mLX有効水深2m（地上式RC構造）
（2）ろ過施設
ろ過施設の諸元は，次に示すとおりである。
形式：透明塩ビ製ろ過塔（2塔）
形状：仲25mX4．4mH（ろ過面積：0・05m2，有効
容巌：0．21Tの
ろ材層摩：2m
1．3 実囁計画
（1）貯留池
1）実験施設の運用
雨天時における実験施設に運用フローを，図−1
に示す。J

図−2 処理フロー
図−1 実験施設の運用フロー

2）水質分析

2）水質・底泥分析
（力 実験回数
実験回数は，年間4降雨程度とする。
② サンプリング
流入水，貯留水，底泥を対象にする。
③ 水質・底泥分析項目
水質分析項目：BOD，COD，SS，T−N，T−P，

① 実験回数
4降雨程度とする。
② サンプリング
原水，処理水，洗浄排水を自動採水器により実施
する。

③ 水質測定分析項目
現地測定：水温，圧損（ろ過開始時，終了時）
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水質分析項目：BOD，COD，SS，T−N，T−P，D−
BOD，DTCOD，D・T−N，D・T−P

3）評価項目
評価項目は以下のとおりである。
① 処理性能
・貯留池上澄水の性状変化（貯留池での沈殿効果）
・処理性能：凝集剤添加の効果，処理安定性
・庄損：1降雨における上昇度合い，長期安定性
② 洗浄排水
・洗浄排水の性状，負荷呈
・処分方法の検討
③ 運転制御
・間欠運転による装置上の問題点抽出
・最適自動運転制御方法の検討
2．千葉県
2．1 日的
我孫子市湖北台団地のモデル排水区では，わが国
初のノンポイント対策専用の貯留池が平成10年4月
1日に供用開始となった。本調査は，これをうけ，
窯施設における対策効果の実態を現地調査を通じて
把接するとともに，その結果をもとに施設の効率的
な運用方法等について検討する。
2、2 実施設の概要
実施設の諸元は次のとおりである。また，概要図
を図−3に示す。：）
排水区域商機：34．18lla
排水区域用途：住居地域
貯留巌：1800Illv、（流域面積換算5mm）
形 状：23，000mmWX2鋤00mmLX6，070TTllllH
構 造：70レキャスト製

流入管：C）1000111m
送水管：0200Illm（庄送）
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2．3 調査内容
（l）調査項目
① 排水区諸元の把握
雨水貯留池の排水面積である34．18haを対象に，
排水区諸元の把握を行う。
② 貯留池効果の実態調査
貯留池に流入する水量および水質の実態調査を実
施する。
③ 実調査降雨での負荷削減効果の検討
実調査結果をもとに，実調査降雨での負荷削減効
果を整理する。
④ 流出負荷量モデルの作成・検討
修正RRL法および土研モデルの計算定数を実調査
結果との比較により検討し決定する。
⑤ 年間での負荷削減効果の検討
現行の貯留池の管理運用ルールを用いた負荷削減
シミュレーションを実施し，年間の負荷削減効果を
検討する。
⑥ 効率的な貯留池の運用方法の検討
現在の雨水貯留池の運用は，管理の簡素化（人為
操作を極力必要としない運用）を前提に，次の運用
がなされている。〕
・雨水貯留池が満水になった段階で，流入ゲ…ト
が自動的に閉し，貯留池への流入はストップす
る。
・降雨が終了した段階から貯留水を処理場へ返送
する。H，
・貯留水の返送が終了した段階で，流入ゲートを
開らき，次の降雨に備える。
・降雨終了段階で未満水の場合は，貯留水は返送
されない。次の降雨では言別口貯留となる。
ここでは，次に示す対策シミュレーションを実施
し，より効果的な貯留池の運用方法を検討する。
・未満水であっても降雨毎に返送する。
・返送途中段階で次の降雨が開始した場合に貯留
する。
⑦ 貯留池沈殿汚泥の成分の把握
貯留池に沈殿した汚泥の取り扱いを検討するた
め，その成分を把握する
（2）流量測定，水質・底泥分析
① 実験回数
実験回数は，3降雨とした。（貯留池内は1降雨）
② 流量
流量は，分水人孔の上流及び貯留池への流入管下
流端付近の2箇所で観測した。

図−3 概要図

③ サンプリング
貯留池流入水，貯留水を対象に行った。
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径）水質・底泥分析項目
水質分析項目：BOD、COD、SS、T−N、T−P
底泥分析項目：水分，COD，T−N，T−P，強熱滅貰，粒度
分布及び重金属（7項目）
2．4 調査結果
調査項目のうち実態調査降雨での負荷削減効果及
び効率的な貯留池の運用方法の検討結果について述
べる。
① 実調査降雨での負荷削減効果
分水大礼における貯留池への分水率が，50％程度
と100％を大きく下回ったことから，負荷削減効果
についても，BOD，COD，SSとも50〜60％程度と
100％を下回った。

・最大排水量：0．035ml！S
・排水時間：3．6時間
3．3 実験計画
（1）実験項目
本実験は，次のLDに示す「貯留槽による負荷削減
効果の検証」を主な目的とするが，②および③の清
掃効果についても調査ができる体制とした。
① 貯留槽による負荷削減効果の検証
② 側溝清掃による負荷削減効果の検証
③ 計画的な路面散水清掃による負荷削減効果の検
証

② 効率的な貯留池の運用方法の検討
回帰式を用いた検討の結果，これまでの貯留池の
運用と比較して，末満水であっても降雨毎に返送し
た場合で，4．7％，返送途中段階で次の降雨が開始
し，その流出水を貯留した場合に2，3％の負荷削減
効果があることがわかった。

（2）調査体制の概要
1）貯留槽による負荷削減効果の検証
採水箇所等の位置関係および採水方法は，次のと
おりとする。

血蝕採水計測装置

「∴産出IMくの採水（2祐所受1ンポ
ジノト 貯留槽棚潮目い㌔〕
貯留水の採水
．叶接一物の採r最
1在日吊接骨戦凍（貯甘酢［鵜川か

叫ト■こう ト

日

3．長野県
3．1 日的
貯留施設は，市街地からの初期汚濁を貯留し，ノ
ンポイント対策．を行ううえで有効な施設であるが，
対象排水区が大きくなると施設が大規模となり，市
街地での用地確保や，維持管理が問題となる。
そこで，本調査は，岡谷市のモデル排水区
（5．5ha）内の歩道等の用地内に設置可能な比較的小
規模な貯留池を設置し，同施設での負荷削減効果お
よび対策施設のあり方（維持管埋の容易な構造等）
について検討する。
3．2 実験施設の概要
貯留池規模は，地形，地下埋設物，地上工作物，
土質，施工性等を考慮し，流域面積換算で約4mm
の約227m−とした。
① 貯留槽

での接木釦は人力によ
る

2）側漸育蹄による負荷削減効果の検証
採水箇所等の位麿関係および個々の降雨での採水
方法は，先のO と同様である。
（時間的関係）

側溝、；津1

用川棚由

清掃実髄捕禍押）巨1」水 LAおよびB、
を採水ウj、軒 ノ．その差分皇」十川出・
効果を拙4屋する。
梅山，貯留槽のi馴才も合わせて実施
し．貯留効果もはあくする。

− トー−一一一一一一一一一一一 一く−→
A
清掃前掛11こjの抹′氷

清柑後ド川の採水

・構造：プレキャストボックスカルバート

・形状：2，800mmX2，800mm
・延長：30．245m
・内空断面積：7．504m2
・容量：226．96mj（流域面積換算4．13mm）
② 取水施設
・取水箇所数：2箇所
・取水方式：側溝に設置する取込桝による全量取

ト：流汁，雨水の採水 ニ2箇所をコンホ
シソト 貯留槽満杯まで。，）
貯留水の採水
堆積物の採泥
∃ ∵洗出雨水の採水 し紆甘酢㈲府恕
1

1

ノ」での採水採泥は人力によ
る1

3）計画的な路面散水清掃による負荷削減効果の検証
採水箇所等の位置関係および採水方法は，先の1），
2）と同様である。

水
③ 排水施設
・排水方式：自然流下方式
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（時間的関係）

川舶 な路耐水清掃

4．3 実験計画

川‡間軸

散水清掃工伴う正目小耳虻雷「採水
分析1A）することにより，，，i両i勺
引軋頼嗣出∴＝掃I接的なrl帯削減
効果を把仇ける′
また，散水清掃後降雨での採水鉦軒
：二よりIBン 散水効果の軋，l沌hう

＼

散水清掃工伴う流出
水の鮮碧「採水

（1）実験施設の運用
雨天時の水の流れを，図−4に示す。沈殿池は，
出水に伴う河川水位と濁度の上昇により実験を開始
し，実験終了まで一定量を通水（流下沈殿）させる。
処理水のうち一部は湿地へ流入させ，残りは余水と
して放流する。貯留池についても，出水に伴う河川

散水清掃後降雨の
採水

水位と濁度の上昇により実験を開始する。取水は，
河川水位と濁度の＿上昇に合わせて出水量を増加し，
出水による負荷が最も多く効率良く取れるように取
水するような運用とする。貯留池満水後は，取水を

（位置関係）

1 読日出」水の採水（2筒所やコンポ
シノト、貯葉′榔射不まで：l
貯留水の採水
堆積物の採iI止
う 流出雨水の採水 こ′貯留槽満十ィ、後
1日

停止し，静置（沈降）後，湿地へ流入させ，その効
果をみる。
（2）水質分析等
① 調査回数
雨天時：年間6降雨（うち2匝＝ま凝集剤を添加）
晴天時：週1回
堆積汚泥：年2回
湿地生物：年4回

1，2ノての採水抹泥良人加二よ
くJ

（3）水質底泥分析
（ま）実験回数
3降雨程度とする。
（卦 サンプリング
流山雨水，貯留雨水，堆積物を対象とする。

湿地（ヨシ）
植射射ヒ

（、4）評価項目
評価項酎 次のとおりとする。
（郭 貯留槽による負荷削減効果の把擾

貯留池満水前

亘）側溝・路面清掃による負荷削減効果の把握
（：護）直接排水可能な上潜水巌の検討
（弟 堆積物の性状の把握
（萎）排水方法の検討

湿地（ヨシ）
植生浄イヒ

（身 維持管理方法の検討
瑳）有用な実施規模の検討

50肌1／‖

貯留池満水後
図−4

4．滋賀県
4．1 日的
本研究は，平成9年度に滋賀県守山市のモデル排
水区の流末に貯留池形式及び沈殿池形式の実験施設
を設置し，平成10年度から雨天時におけるノンポイ
ント負荷削減対策の実証実験を行った。この実験結
果をもとに，浄化施設の効果を把握した。
4．2 実験施設の概要
実験施設の流域は，市街化の進行した地域に水田
が混じる地区であり，この流域の流未に実験施設を
1／50のスケールで作成した。実証実験は，沈殿池＋
湿地（ヨシ），貯留池＋湿地（ヨシ）の2タイプの比
較を行った。沈殿池及び貯留池の有効容量はそれぞ
れ100m−，湿地面積は25m三とした。

雨天時の処理フロー

（3）評価項目
評価項目は次のとおりである。
① 雨天時における沈殿池，貯留池，湿地における
汚濁負荷の削減効果
② 晴天時における湿地の水質改善効果
③ 植生浄化施設における湿地生態系の評価
④ 堆積汚泥の処分方策の検討
4．4 実験結果
① 雨天時における沈殿池，貯留池，湿地における
汚濁負荷の削減効果
6回の降雨の平均値における施設全体の負荷量収
支を表−2に示す。負荷削減率は，SSでは貯留
池＋湿地93％，沈殿池＋湿地73％と貯留池＋湿地の
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ほうが20％良好であった。これは，沈殿池では，一

高くなっており，ヨシの吸収による浄化効果が考え
られる。

定量を連続で取水しているのに対し，貯留池では，
濁度の高い流出水を選択的に取水していることか
ら，流入水の水質が高かったこと，満水後十分な静
置を行ったことが要因であると考えられる。しかし
ながら，今回，独立した6回の降雨を対象とした評
価であるため，今後は，年間降雨に対する負荷削減
効果，維持管理性などから総合的な観点から対策施
設の評価を行う予定である。
表−2 負荷削減効果 （単位：g）
＼

対 策

流入負荷畳

流 山 負荷 畳

負荷 削減巌

削 減率

貯留

12 ，
5 50

896

11，
6 54

9 3％

沈殿

11，19（i

2，
9 98

8 、198

73 ％

貯留

37 6

15 1

2 25

60 ％

沈般

645

377

2鵬

4 2％

貯留

94 2

40 2

540

5 7％

沈殿

1，60 2

粥3

6 19

39％

貯留

24 5

12 2

12 3

50％

沈殿

44 7

36 5

82

18 ％

貯留

47

国

33

70 ％，

沈殿

75

〕7

38

5 1％
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③ 植生浄化施設における湿地生態系の評価
ヨシは，概ね8・9月ごろまでは良好に成長したが，
その後は成長がとまり言屈重量，乾重量ともに減少
した。
ヨシ以外の植生は，確認された植物種は12種であ
り，全ての種が水田，河川敷などの湿った場所に生
育する植物であったことから，植栽用土壌に混入し
ていた種子より発芽したものと考えられる。
水生生物は，有機性汚濁が進んだ水城でしばしば
繁殖する種が優占していた。
④ 堆積汚泥の処分方策の検討
貯留池，沈殿池，植生浄化施設の汚泥は，既往の
雨水ます調査と同程度の分析結果となった。また，
土壌汚染調査・対策指針との比較において，問題と
なる分析結果はなかった。
今後は，堆積汚泥の下水道への受け入れ・を考慮した
検討を行う予定である。

今後は，各県のモデル排水区において窯証窺験お
よび実施設の機能評価は引き続き寛施し，これらの
成果を踏まえ，「市街地のノンポイント対策計画マ
ニュアル（衆目 を策覚する予定である。

（夏）晴天時における植生浄化施設の水質改善効果
実験期間中（平成10年6月9日から平成日年1月
1紺）の準別の汚濁負荷削減率は，SSで4ノ≠57％，
BODで7叫′′10％，T−Nで4㌦25％，TWPで0〜14％であ

った。このうちT−N，T−Pは覚期において削減率が
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