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雨水循軒下オ道システム計画指針（案）の

策定に関する調査研究

lr−l・、：

従来の下水道事業による雨水排水対策は，甫水の
速やかな排水による浸水被害の防止を目標に整備さ
れてきた。
一方，近年では，より効率的・効果的な浸水対策
として，下水道と河川が連携した総合的な治水対策
が進められており，この中で∴雨水貯留枚透事業が
薗要な施策として位置づけられている。。さらに，都
市化が急速に進む流域では，不慢透域の拡大による
雨水流出量の増大，地下水位の低下，河川や水路の
低水流最の減少，あるいは水辺の喪失等，多くの課
題を抱えているため，水循環の回復に向けた施策の
展開が求められてきている。また，近年は，阪神淡
路大震災を契機に，緊急時の防災用水の確保や雨水
利用等に関する新たな社会的要請等も生じてきてい
る。
本調査は，これらの諸問題を総合的に解決するた
めの雨水対策手法の一つとして，都市整備事業等に
おいて下水道が受け持つ流域内で，各種貯留浸透施
設を計画的に配置することにより，

① 防災面では，雨水の流出抑制等
② 環境面では，地下水滴養，河川・水路の低水流
量の確保等
③ アメニティ面では，水辺・せせらぎの保全・創
出等
④ 利水面では，防火用水の備蓄やその他水資源の

を目標とした「両水循環下水道システム」の計画指
針（案）を策定することを目的として行った。
なお，本調査は，住宅・都市整備公団からの受託
研究で行った のである。 た 本1拍十（寮）は，
東京大学大学院の大垣教授を委飼養とする「指針策
定検討委員会」での審議を綬ながらとりまとめたも
のである。

本指針（案）では，流域内の宅地・公共公益施設
用地等に配置した貯留浸透施設や，分散型調整池を
組み合わせて，流出抑制と同時に，環境・アメニテ
ィ・利水機能も併せて総合的に評価する付加価値の
高い下水道システムを「両水循環下水道システム」
と定義した。また，このシステムをさらに河川流域
レベルで広範囲に適用したものを「水循環複合シス
テム」と定義して，「雨水循環下水道システム」は，
これの一部を構成するものとして位置づけた。
図−1に従来型の雨水排水システムと水循環複合
システムの施設整備イメージを示した。従来システ
ムでは雨水調整池を設置することにより河川への洪
水流量の負担を軽減させているのに対し，水循環複
合システムでは，オンサイトあるいはオフサイトの
貯留浸透施設を積極的に導入することにより，雨水
渠（主に幹線）の断面縮小，及び雨水調整池の容量
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図−1 従来システムと水循環複合システムの比較

2．オンサイト貯留浸透施設の効果試算
3．オンサイト貯留浸透施設を考慮した雨水渠設
計の例

削減を因るものである。なお，先に挙げた目標を達
成するための下水道システムとしては，上記に加え
て，処理水や汚泥の再利用等様々なものがあるが，
本指針（案）で取り扱う禰水循環下水道システムは，
雨水を対象としたシステムとしている。

第1編は指針（塞）の本楯に相当する部分であり，
その内容は以下のとおりである。

本指針（寮）は大きく分けると，計画指針（案）
の本編に当たる第1漏，本システムの計画事例をま
とめた第2編，及び参考資料をまとめた第3編から
構成される。指針（案）の第1編及び第2編の目次
構成は以下のとおりである。
〇第1編 都市整備における雨水循環
下水道システム計画指針（案）
第1章 総説
第2章 流出抑制施設と配置計画
第3章 オンサイト貯留浸透施設の水文水理計画
第4章 雨水流出抑制型下水道雨水渠計画
第5章 オフサイト貯留施設の水文水理計画
第6章 システムの評価
第7章 オンサイト貯留浸透施設の設置及び機能
維持に向けての方策
第8章 維持管理について
〇第2編 雨水循環下水道システムにおける
計画事例
1．分散型調整池の計画事例

孔1指針（熊）の概要
4．1．1指針（寮）の目的
本指針（案）は，都市の基盤整備を進める上で，
流域内に整備される各種貯留浸透施設が持つ，防
災・環境・アメニティ・利水機能を適正に評価し，
付加価値の高い両水循環下水道システムの計画立案
に資することを目的としたものである。
4．1．2 指針（案）の適用範囲
本指針（案）は，新市街地における都市開発や，
既成市街地における都市再開発等，あらゆる都市整
備事業における雨水循環下水道システムの計画策定
を対象としている。
4．1．3 指針（案）による計画の目標と策定方針
本指針（案）では，システムの計画目標を「防災」，
「環境」，「アメニティ」，「利水」の四つの観点から
設定し，計画策定時の基本方針検討の流れを，図−
2に示すような総合的体系として整理している。こ
こに示すように，都市整備からのニーズに対応した
計画目標を設定し，それを達成するための技術面・
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制度面での検討を総合的に行った上
で，システムの導入効果を評価する
ことが必要となる。
（1）技術的体系
技術的体系としては，まずオンサ
イト貯留浸透施設導入の可能性とそ
の配置計画について検討し，この結
果を踏まえて，オフサイト貯留施設
について検討するものとした。本指
針（案）においては，オンサイト貯
留浸透施設をシステム構築の基礎的
施設と位置づけており，基本的には．．
オンサイト貯留浸透施設のみで所定
の流出抑制効果が期待できないこと

が予想される場合に，分散型調整池
や流未調整池等のオフサイト貯留施
設を計画するという方針を採ってい
る。

（2）制度的体系
制度的体系は，施設の設置や維持
管理に関する資金面での支援制度の
検討と条件等による規制の枠組みや，，
住民協力への施策によって構成され
る。本システムでは，基礎的施設で
あるオンサイト貯留浸透施設の機能
担保が非常に濃要となるので，制度
的体系の内容については，十分検討
する必要がある。
（3）システム導入効果の評価
システムの導入効果は，システム
の四つの目標である防災・環境・ア
メニティ・利水の目標達成度から評
価することになる。流出抑制効果や
雨水利用効果，あるいは雨水渠・調
整池の規模縮小による費用削減効果
図−2 雨水循環下水道システム計画の総合的体系
等は，計画目標を受けた定量的な評
価が可能であるが，ヒートアイラン
ド抑制効果等，システム導入による
切な流出抑制効果を評価できるように，施設の計画
副次的な要素として定性的に評価されるものもある
諸元設定に係わる事項について示した。
ので，これらも合わせた総合的な評価の視点が重要
（1）オンサイト貯留施設
となる。
オンサイト貯留施設は，敷地内に降った雨を，そ
4．2 流出抑制施設の配置と水文水理計画
の敷地内に貯留する施設である。その導入に当って
4．2．1オンサイト貯留浸透施設
は，機能の継続性と良好な維持管理が確保できる場
本指針（案）では，流出抑制対策として土地利用
所として，公園，校庭等の公共公益施設用地，及び
別に配置した各種オンサイト貯留浸透施設の貯留可
集合住宅の棟問貯留が適当であり，これまでも多く
の施設が整備されている。
能容量，及び浸透能力による流出抑制効果を，図一
3に示すような概念で整理し，計画降雨に対する通
また，オンサイト貯留施設の水文水理計画手順は，
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「流域貯留施設等技術指針（案）」（建設省河川局都
市河川室，肺胞本河川協会）に準拠して，以下のよ
うに整理した。
i．土地利用別の貯留可能容量と集水面積の設定
ii．土地利用別の流出係数の設定
iii．計画降雨による施設流入ハイドログラフの算定
iv．貯留部の水位容量曲線の作成と放流孔の仮定
V．貯留追跡計算による流出抑制効果の検討（目標
とする貯留限界水深と降雨終了後の排水時間を満
足する放流孔（オリフイス）の設定）

番二

（2）浸透施設
浸透施設の配置，構造形式選定に当たっては，以
下の点に留意する必要がある。
・土地利用上，支障がないこと。
・地盤の浸透能力を生かした構造形式であること。
・維持管理が容易で，できるだけメンテナンスフ
リーとなる構造形式であること。
・施工が容易であること。
なお本指針（案）では，具体的な施設構造等につ
いては，本機構から発刊された「下水道雨水浸透施
設技術マニュアル（本編）」等を基に検討するもの
とした。
また，浸透施設の水文水理計画手順は，以Fのよ
うに整理した。

貯留・浸透施設流入
貯留浸透機構

排水路へ流下

主 洩透施設の構造 設置豊の確定及び浸透能力調
査による設計浸透藻の設定
ii．策水面格と土地利用による流出係数の設定
iii．計画降雨によるハイドログラフの策定
iv．浸透施設による流出抑制効果の算定
ここで，施設の計画諸元を設定するハイドログラ
フとしては，義一1に示すように，浸透の手法に応
じて二つのモデルがあるので，計画する施設の構造
形式に合わせて適切なモデルを選走する必要があ
る。

図−3 オンサイト貯留浸透施設の水文水理モデル
出典：防災調整池技術基準（案）
（住宅・都市整備公団，（輯日本河川協会）

（3）土地利用別施設導入の概念
オンサイト貯留浸透施設は，導入場所の土地利用
別に，その場所に合った配置，形式を選定する必要
があるが，ここでは本指針（案）中より，戸建て住
宅地用地（図−4）と学校（図−5）にオンサイト
貯留浸透施設を導入する際の概念を紹介する。
図−4の例は，常磐新線沿線開発地区において提
案されているものであるが，浸透ますと浸透トレン
チを組み合わせて，戸建て住宅に設置した例である。
また，浸透ますの前に地下式天水尊（雨水貯留槽）
を設け，貯留した雨水の雑用水利用を図るとともに，
これが持つ沈砂ますの機能を利用して浸透トレンチ
への目詰まり物質の流入を極力防止することで，浸
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表−1浸透モデルの例
モデル
一定∴量
差 し引き
モデル

貯留浸透
モデ ル

特
徴
浸透ますや トレンチ
のように，空隙貯留
容量が比較的小さい
場合に，簡易な方法
として用いる。
砕石空隙貯留のよう
に，貯留施設 と浸透
機能を同時に評価す
るような場合に用い
Z）
。

ハイドロ模式
＜
ククククク
浸透量

空隙貯留
．
：
、
・
．
：
ヾ・

浸透量
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浸透ます

トレンチ

浸透ます

李石貯留槽

余水吐

図−5 学校へのオンサイト施設導入概念図

図−4 戸建て住宅へのオンサイト施設導入概念図

透機能の維持を図るシステムとなってい
る。
図−5の例は学校への導入例である
が，このようにl離勺に広い公共公益施設
用地に貯留枚透施設を導入する際は，浸
透施設と小ていまたはノト堀込み型のオン
サイト貯留施設を併用することが効能的
である。貯留施設の導入に当たっては，
本来の利用目的を考慮し，降両終了後は
速やかな排水，利用機能の剛射こ配慮す
る必要があるが，浸透施設を組み合わせ
ることで，冠水頻度の低減だけでなく，
地下水の滴藻等の効果も期待できる。
4．2．2 オフサイト貯留施設
l；方災用水槽 環墳・流山抑制槽

オフサイト貯留施設は，分散型調整池
と流未調整池に大別される。
このうち分散型調整池は，より付加価
値の高いシステムとして，アメニティ創
出のための環境用水や震災時の防火用

図−6 流出抑制施設と分散型調整池

水，雑用水等の補給・備蓄と一体的に整備すること
が望ましい。また，都市整備地区内の土地有効利用
のためには，教育施設用地や公園等，本来の利用目
的を有する土地に調整池を設置することが望ましい
と言える。また，分散型調整池の場合には，施設が
設置される当該敷地外の雨水も貯留することで必然
的に容量が大きくなるので，本来の土地利用に支障
のないように，調整池を地下式にする等，構造に配
慮することが必要となる。そこで，分散型調整池の
計画に当たっては，下流雨水巣への流量軽減（管の
断面縮小）効果や各種環境・利水効果とともに，全

体での費用削減効果等を評価した上で，効率的な計
画となるような配慮が必要である。
また，流末調整池は，下流河川・水路の治水安全
度を確保するために，ピーク流出量を上流での流出
抑制効果で調整できない場合に設けるものである。
なお本システムにおいては，流域内に設置されるオ
ンサイト貯留浸透施設等の流出抑制効果を反映して
計画し，流末調整池容量の縮減を因るものとして位
置づけている。また，多自然型の整備等を行うこと
により，本システムの目標である「環境」や「アメ
ニティ」面にも配慮した，水と線の拠点的整備が可
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能な場所としても位置づけている。な
お，このような拠点的整備の参考とし
ては，「エコロジカルポンド計画・設

計の手引き」（㈱雨水貯留浸透技術協
会）や「防災調節池の多目的利用指針
（案月（㈱日本河川協会）等がある。
図−6に流域内での流出抑制施設配
置の模式図と分散型調整池のイメージ
図を示す。
また，オフサイト貯留施設の水文水
理計画手順は，基本的にオンサイト貯
留施設の計画手順に準じるが，オンサ
イト貯留浸透施設の流出抑制効果を取
り込むことを前提に，以下のように整
理した。
主 許容放流量の設定
ii．泉水面積，洪水到達時間，流出係

図−7 流出抑制施設の効果を反映した雨水無計画の概念
凡

∴ 、∴．．−

例

iii．オンサイト貯留浸透施設来水城及
び直接流出城の流出量の算定
iv．オンサイト貯留浸透施設による流
出抑制効果と調整池流入量の算定
V．必要調整容儀の概算
Ⅴ主 貯留施設の水位解義曲線の作成
vii．貯留追跡計算による洪水調節容最
‥、「

①雨水と環境用水を上下配置で流下させる手法

4．2．3 雨水渠
本指針（衆）では，雨水東計画に当
たって，オンサイト貯留挽透施設，及
びオフサイト貯留施設による流出抑制
効果を反映し，従来型の整備に比較し
て，できるだけ雨水東の断面を縮小す
る方針を探っている。つまり，本指針
（案）で扱う雨水循環型下水道システ
ムは，システム全体で治水安全度を担
②雨水と環境用水を左右配置で流下させる手法
保しようとするものであり，流域内に
配置された流出抑制施設を，雨水排除
図−8 雨水渠を利用した親水空間の創出方法の例
システムの一都として積極的に評価
《貯留施設集水城≫
（式1）
し，これによるピーク流量の軽減効果を考慮して，
雨水巣の施設規模を決めるという方針を打ち出した
ここで，各パラメータは，
Q：懸案地点の最大計画雨水流出量
ものである。このような方針に基づいて，図−7に
C−：懸案地点上流の直接流出域の流出係数
示したような概念で，雨水渠規模（0）を設定しよ
C2：懸案地点上流の浸透施設集水城の流出係数
うとする集水域を貯留浸透施設集水域と直接流出城
に区分し，（式1）に示す合理式で，雨水渠計画流
量を決定するものとした。
Q＝1／360・Cl・I・A，《直接流出域〉 ＋1／360・

I：懸案地点への流達時間（t）内の平均降雨強度
（mm伽）
I。：懸案地点上流の浸透施設の平均浸透強度

（C2・I−Ic）・A2《浸透施設集水域≫＋∑q
−84−
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A】：懸案地点上流の直接流出域の排水面積（ha）
A2：懸案地点上流の浸透施設集水域の排水面積（ha）

表−2 水空間で有名な都市の代表的な水辺延長

q：懸案地点上流の貯留施設からの最大計画雨水
排水量（m〕！S）
の意味である。
（式1）は，従来の合理式に浸透及び貯留の項を

名 称

加えたものであり，オンサイト貯留施設からの流出
量は，時間遅れを特に考慮しないピーク流量で見込
むものとした。これは，計算作業の簡便性を考慮し
た結果であるが，オンサイト貯留施設の設置量が非
常に多い場合等には注意が必要である。

人口密度
（
人面 ）

1km X lkm 内
水辺延長

水辺／
人口

（
m伽 ）

（
m／
人）

萩 市

4，
47 1．
7

5，
900

1．
32

倉敷市

7，
147．
0

4，
900

0．
69

潮来町

2カ77．
7

3，
500

1．
68

浜松市

5，
966．
5

2，
100

0．
35

出典：都市の水空間と下水道の役割に関する報告書
億設省都市局下水道部，触日本下水道協会）

また，図−8に示すように，雨水巣の施設計画は，
本システムの目標の一つであるアメニティの創出
等，雨水循環下水道システムとしての機能にも配慮
して行うことが望ましい。
4．3 システムの評価
両水循環下水道システムの効果は，水環境改善効
果と，都市環境としてのアメニティ機能への反映効
果，貯留した雨水の利用効果，及び慣用の削減効果
から総合的に評価する。なお，浸水防除を摘征し
た防災効果については，前述までのシステム構成施
設の水文水理計画の中で，システムが適正な治水安
全度を確保しているか否かにより評価する。
4．3．1水環境改善効果

どうかで，アメニティに関する定量的な評価を行う
ことも可能である。
有乱3．雨水利用効果
雨水の利用効果は，上水や他の水資源の補完的な
利用効果による評価が主体となる。具体的には，貯
留した雨水をトイレや散水等の雑用水として利用す
る場合の上水節減効果や，防火用水に代表されるよ
うな緊急時のライフライン用水の確保効果，あるい
は，整備区域の周辺が農地であるような場合の溜め
池水の補完効果等が考えられ説。なお本指針（塞）
では，これらの利用巌を計画的に設定する際の指標
として，トイレ用水巌や散水鼠の原単位や，消防法
により定められた消防利水の基準等も紹介してい
る。
4息4 費用削減効果

水環境改善効果には，走濃的な評イ酬ゞ…走程度望
める地下水滴養効果や低水保全等のル∴次的環境効果
と，生態系保全，地盤沈下抑制等，定義的評価が困
難な二次的環境効果がある。本指針（案）では，一
次的環境効果に関しては，他都市での検討事例等を
基に，水収支の定義的な解析手法を紹介し，二次的
環境効果に関しては，定性的に評価する上での基本
的な考え方や，定量化に当たっての課題等を整理し
ている。
4．3．2 アメニティへの反映効果
都市整備におけるアメニティ性の創出は，その地
域の歴史，文化等を踏まえて，住民のニーズに整合
したものにする必要がある。従って，具体的には，
水辺の形状，水量や水質に応じた酎票像を，各地域
で検討すべきである。
なお，計画段階で「どの程度のアメニティ空間を
配置するのか」ということに対する量的な指標も併
せて示されるべきであり，本指針（案）では，表−
2に示すような水辺空間量の調査結果や，都市にお
ける水辺空間量の変遷等を，整備量設定の際の参考
値として提案している。このような指標に基づいて
計画を行った場合には，計画段階で設定した水辺の
延長，面積，アクセスの距離等が実現できているか

本指針（案）では，雨水循環下水道システムの流
出抑制効果を反映した費用削減効果を検討する場合
には，本システムと貯留浸透施設のない従来システ
ムとの費用比較によって行うものとした。また，そ
の際，図−1における雨水排除システム（雨水渠・
取付管等）と雨水調整池（流末調整池等）を比較対
象の範囲とし，両者の機能を平準化するために，雨
水循環下水道システムにおける浸水防除目的以外の
施設（利水施設やアメニティ施設等）は除外するも
のとした。比較の対象施設と費目を表−3に示す。
4．4 システムの担保方策
本指針（案）で提案している雨水循環下水道シス
テムは，システムを構成するオンサイト貯留浸透施
設が確実に設置され，かつ，良好な管理の元に，機
能が担保される必要がある。そのために，本指針
（案）では，資金援助も含んだ制度的な対応ととも
に，なるべく簡易な維持管理で機能が維持される施
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表−3 費用比較の対象施設と費目

対象施設
オンサ イ ト貯留浸透施設

雨 水 渠

分散型調整池

費

目

従来 システム

両水循環下水道システム

建設費

−

●

用地費

−

▲

維持管埋費

−
●

●

建設費
維持管理費

●

●

建設費

−

●

用地費

−

▲

維持管理費 ［
建設費
流未調整池

1

備 考

必要 に応 じる

●

必要に応 じる

●
●

●

用地費

●

●

維持管理費

●

●

環境等への意向調査を実施する。（高山市河川愛
護運動等）。
・直接的な手法
計画策定の段階から市民に参加してもらう。
（港北ここェータウン公園計画等）。

設構造の採用や，住民との協力連携等の必要性も含
めて，システムの担保方策をとりまとめた。
4．4．1施設の設置・存続に関する担保方策

本指針（案）では，施設の設置，及び存続に関す
る担保方策として，現在の補助，助成，融資等の制
度を積極的に活用するとともに，担保方策を地区計
画や協定，あるいは宅地処分条件等に位置づける必
要性を述べている。雨水循環下水道システムは，貯
留浸透施設の積極導入により雨水の流出抑制を図る
ものであり，整備計画上に位置づけた貯留浸透施設
が確実に設置されなければ，所定の流出抑制効果が
望めないことになる。Jそこで，これら流山抑制効果
はもちろんのこと∴本システムが持つ他の効果（環
境・アメニティ・利水）にも「分に着目し，施設設
勘こ関する条例や要綱等の規定，設置に際した資金
援助制度の活用を検討する必要がある。
4．4．2 施設の管理に関する担保方策
設置された施設の機能を継続的に維持するために
は，各施設の管埋者を定め，管理手法，及び管理体
制を明確にするとともに，住民参加による管理を積
極的に推進することが望ましい。本システムにおけ
る各種施設の設置場所は，公園や学校等という公共
公益施設だけでなく，戸別住宅や集合住宅等の民間
施設も対象範囲としている。従って，住民の協力に
よる維持管理体制の整備が重要なポイントとなり，
さらには，本システムの様々な効果により住民の環
境保全対策等への参加意識を促す「内発的維持管理」
への働きかけも重要である。そのためには，
・間接的な手法
ヒアリングやアンケートによる，街づくり，水

等の手法があり，本指針（案）では，これらの手法
が矧祭に通用された事例等も紹介している。
また，良好な管理を継続させるためには，なるべ
く管理作業に手間のかからない施設構造を採用する
ことも最澄であり，本指針（寮）では，図−4に示
したような，「ます＋トレンチ」の組み合わせ等の
構造を提案している。

第2編は，両水循環下水道システムの計画・検討
事例として，埼玉県吉川市の吉川駅南地区における
分散型調整池の計画事例と，茨城県つくば市の常磐
新線沿線開発地区をモデル地区として，システム導
入の効果を試算した事例を主に紹介している
5．1分散型調整池の計画事例
本事例では，埼玉県吉川駅南地区で実際に検討さ
れた分散型調整池の導入計画を紹介している。内容
は，分散型調整池の導入が決定された背景や調整池
の容量計画手法と施設構造の概要，及び調整池導入
効果の整理結果等である。
本事例においては，図一6に示す分散型調整池に
おいて，以下のような施設計画が検討されている。
① 環境用水
本事例では，環境用水として貯留した雨水は，せ
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せらぎ用水として利用することとしている。また，
せせらぎの諸元は，
・水路幅：30cm，平均河床勾配：3‰，
・水 深：5〜6cm
・せせらぎ流量：0．2m3／分
・通水時間：昼間のみ6時間（ポンプのタイマー運
転により，60分間通水，30分間休止を
合計で8時間繰り返す）
とし，1日あたりの通水量を
0．2mj／分×60分×6時間＝72mソ日一事75m3／日
と決めている。次に，この環境用水を貯留する槽容

池の規模縮小効果が大きく，これによるシステム
全体費用の縮減は，約13％程度となった。
というコスト縮減効果が試算された。

本調査でとりまとめた「雨水循環下水道システム
計画指針（案）」は，大きく分けると，雨水渠や調
整池の規模縮小までを視野に入れた貯留浸透施設の
積極的活用と，近年，都市域で話題となっている水
環境・水循環に対する配慮という二つの視点から，
システム全体の計画・運用・管理及び評価手法をと
りまとめたものである。

量の算出であるが，本事例では，既往降雨データを
用いて降雨量と通水畳（ニ使用水量）の収支を計算
し，修景用水の需要が高まる夏期にできるだけ貯留
水の不足が生じないような槽容巌を確保することを
前提に，環境用水容量を1000mjと決めている。
② 防災用水
防災用水槽は，消防法の規定を満たすことを前提
とするが，非常時の雑用水としても利用可能な容巌
を確保するものとして，消防水利の基準により，構
造や容巌を決めている。
5．2 オンサイト貯摺浸透施設の効果試算例
本事例では，常磐新線沿線開発地区の一部をモデ
ルとして，オンサイト貯留浸透施設による効果のケ
ーススタディ針行った結果を紹介している。内容は，
各様検討条件の整理と雨水束・流未調整池の縮小効
果，及びそれに付随する建設コストの縮減効果試算
例と，タンクモデル法を用いて検討区域内の河川低
水保全効果を試算した例等である。
なお，本試算においては，オンサイト貯留浸透施
設の流出抑制効果により，
・雨水東については，計画断面積で約15％程度の縮
小，敷設費用で約17％程度の縮減が可能という結
果となった。
・雨水巣にオンサイト貯留浸透施設も加えた排除シ
ステムで見ると，従来システムと同程度かそれ以
上の費用がかかる結果となったが，流末雨水調整

雨水の浸透に関しては，その流出抑制効果，及び
浸透に伴う低水流登の確保をはじめとする環境改善
効果等が言われて久しいが，これまで，その効果を
積極的に見込んだ下水道計画手法を明らかにしたも
のはなかった。これは，走巌的な浸透効果把撼手法
が確立されていないことが原因であると思われる
が，本指針（寮）では，基本的に施設の浸透能力調
査を行うことを前提に，土地利用別の貯留施設と浸
透施設の組み合わせ手法やその効果を見込んだ雨水
東計画手法，及び，モデル地区でのケーススタディ
による風体的なコスト縮減効果の試算例等を示し
た。さらに，本機構では，別途に雨水浸透施設の評
価手法に関する研究も進めており，これらの各棟調
査研究から得られた知見を加えていくことにより，
本指針（案）のさらなる充実が図られることも期待
される。
本指針（案）が，都市整備における効率的な両水
対策施設計画の立案に資するとともに，今後の「安
全で潤いのある，水を活かした」街づくりに貢献す
ることを願うしだいである。

弘彦士一
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