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合流改善事業に係わる簡易処理水
放流先に関する調査研究
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1.

背

景

大津市では，平成10年度から２年間の「合流式下
水道の改善検討委員会」での審議を経た後，平成12
年３月に「大津市合流式下水道改善計画」を立案し
た。また，平成14年度に，国が「合流式下水道緊急
改善事業」を創設したことを受け，平成15年度には，
「大津市合流式下水道緊急改善計画（以下，
「緊急改
善計画」という）」を策定している。
緊急改善計画では，改善対策メニューに高速凝集
沈殿設備の導入による簡易処理の高度化が挙げられ
ている。本設備は，大津浄化センターの流入部手前
に設置予定であり，導入に際しては，新たに放流渠
の建設が必要となる。しかしながら，設備導入によ
り，簡易処理水量がこれまで以上に増大する（遮集
雨水量41,376m3/日→74,419m3/日）ため，既存の放
流渠（琵琶湖への沖合放流）では放流することがで
きず，増強が必要となる。このような状況から，高度
化された簡易処理水の放流先（以下，
「放流先」とい
う）を大津浄化センター横の一級河川相模川河口域
とすることで，現在，事業認可が得られている。
しかしながら，事業認可に則って放流渠を建設し
ていくに当たっては，相模川堤体の安定支持として
埋設されているタイロッドの一部を切断しなければ
ならず，相模川の治水安全性，施工性および経済性
が懸念される。そこで大津市では，放流先を，事業
認可が得られている相模川の河口域より上流側の高

速凝集沈殿設備建設予定地真横（以下，「上流側」
という）へと変更することを計画している。
一方，大津浄化センター近傍の琵琶湖沿岸部に
は，親水公園として整備された「なぎさ公園」が存
在する。大津市では，現在まとめている「水環境マ
スタープラン（表−１）」の視点に則り，放流先の
変更に引き続き，将来的には，変更放流先からなぎ
さ公園にかけての相模川エリア（長さ240m×幅
10m，以下，「該当エリア」という）の下水処理水
を用いた整備構想を考案中である。
表−１
＜

視

大津市水環境マスタープランの視点
点

＞

＜

内

容

＞

水質・水量

きれい，豊か

親

性

潤い，憩い，安らぎ

水

安全，安心

化

歴史，暮らし，風物詩

水

治
水

文

市民との協働

2.

目

役割，連携，協調

的

本研究では，放流先変更に際して，水量，水質の
面から現況の相模川に与える影響を定量的に検討す
ることを目的とする。併せて，下水処理水を用いた
該当エリアの整備イメージを立案することを目的とす
る。図−１に，検討対象エリアのイメージ図を示す。

−77−

2003年度

下水道新技術研究所年報〔2／2巻〕
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A 既存放流渠
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B 変更放流先（事業認可）
C 検討放流先

なぎさ公園
B

市民プラザ

大津浄化センター

親水整備構想
検討区域

遮集流下型貯留管

C

高速凝集沈殿設備建設予定地

雨水ポンプ場
2号遮集管
なぎさ公園

遮集流下型貯留管

図−１

検討対象エリアのイメージ図
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研究内容と結果

放流先変更に関する検討

3.1.1 放流先変更の優位性
既事業認可に則った場合，放流渠の布設は，相模
川に沿って
q 大津浄化センター敷地内で行う場合
w 大津浄化センター敷地外で行う場合
の２通りが考えられる。
qについては，敷地内の有効敷地幅が極めて狭小
であり，施工が困難という問題がある。wについて

浄
化
セ
ン
タ
ー

は，相模川堤体内のタイロッド（護岸矢板の安定支
持を目的として護岸に対し垂直に埋設，図−２）の
一部を切断することとなり，相模川護岸の安全性へ
の影響が懸念される。
一方で，放流先を上流側に変更した場合，
ア）タイロッドを切断する必要がなく，相模川護
岸の安全性が保持（図−３）
イ）放流渠延長が最短であり施工性，経済性がよ
い
といった優位性がある。
以上より，既事業認可に対して放流先を変更する
ことはメリットが大きいと判断された。

管理用道路（3m）

相
模
川

治水安全性に影響

タイロッド
図−２

新設放流渠
相模川堤体内のタイロッドの概要図

タイロッド
新設吐き口
既事業認可吐き口
図−３

新規吐口予定概要図
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3.1.2 水量の面からの検討
相模川治水計画に対し，放流先を変更することで
相模川に新たに付加される放流水量の影響度につい
て，下記の手順で検討した。
q 相模川基本高水流量（Qr）
Q r ＝41m3/s（10年確率）
［平成14年度相模川他単独河川改良設計委託
報告書による］
w 相模川流域面積（A r）
A r ＝310.4ha
e 相模川流域内合流区域（A c）
A c ＝31.5ha

この区域に降った雨のほとんどは，相模川には流
入せずに下水道にて収集される。
r 相模川流域内での下水道にて収集される雨量
（Q1）
Q1＝Qr×（Ac /Ar）＝4.16 m3/s
t 相模川に新たに付加される放流水量（Q2）
Q2＝0.86m3/s（＝高度化予定の簡易処理水量）
y 放流先変更後の相模川の高水流量（Q）
Q= Qr−Q1＋Q2＝37.7m3/s
以上より，「Q＜Q r」であり，放流先を変更して
も水量的に見て治水安全度に問題のないことが示さ
れた（図−４）。

相模川流域
310.4ha
相模川流域内合流区域
31.5ha

基本高水流量
（10年確率）
（10
10年確率）
年確率）
41m
41 3/s
相模川流域内合流区域流下水量
Q1：−4.16m3/s
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簡易処理
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模
川
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水
放流予定の
簡易処理水
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川

放流予定の
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＋
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図−４

検討結果概要図

表−２

検討結果一覧表
水

質（mg/r）

SS

COD

BOD

0.86

12.00

4.30

3.90

7.76

11.60〜45.00

4.4〜6.5

1.90〜2.70

8.62

11.64〜41.71

4.39〜6.28

2.10〜2.82
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3.1.3 水質の面からの検討
放流先を変更することによる相模川の現況水質に
与える影響について評価した。その結果を，表−２
に示す。相模川水量（7.76m3/s）については，雨天
時に高度化された簡易処理水が相模川へ放流される
と想定される有効降雨９mm/hr（大津市合流改善事
業における貯留管の貯留能力が９mmであることか
ら想定）が，相模川流域内に降り注いだと仮定して
合理式より算出した。
表−２より，放流先を変更することによる相模川
の現況水質の変動はごく微量であり，河川水による
希釈効果も考慮すると，放流先の変更による相模川
水質への影響はほとんどないものと判断された。

川堤体の安定化が図れるようにした。相模川一帯
の護岸整備は，既設管理用道路に支障のない範囲
内で道路幅の一部を使って行うことを考え，現状
の川幅は狭めないようにして相模川の治水安全性
を図った。
3.2.1.4 水文化
現在のコンクリート張りの堤体に取って代わ
り，護岸には緑を取り入れ，できるだけ昔の姿に
復元するようにした。車道を必要としない該当エ
リアの上流部は公園化し，水辺に市民を引きつけ
る施設（屋根付きベンチ，歴史案内板等）の配置
を施した。
3.2.1.5 市民との協働
道路は，歩道と車道を共有させたコミュニティ
ー道路とし，浄化センター管理車両導線を確保し
つつ歩行者導線も確保した。なじみ水路の分散放
流地点には，環境学習の場を提供すべく，植生浄
化施設，河川水辺での生物調査エリアの設置等を
行った。

3.1.4 まとめ
以上の検討から，放流先を変更しても，水量的に
見て相模川の治水安全性は保たれ，水質的にも現況
の相模川に与える影響はほとんどないことが定量的
に示された。
３.２ 該当エリアの整備イメージの立案
3.2.1 該当エリアの整備イメージ立案の考え方
該当エリアの整備イメージの策定には，大津市水
環境マスタープランの視点（表−１）を十分に考慮
して行った。下記に，水環境マスタープランの視点
を考慮した該当エリアの整備イメージの策定の考え
方を示す。
3.2.1.1 水質・水量
最終放流先が，高度な水利用がなされている琵
琶湖であることを念頭に置き，該当エリアを活用
して，下水処理水を自然水並みになじませること
を目的とした水路（以下，「なじみ水路」という）
の導入を考えた。なじみ水路への放流対象水は，
雨天時は高度化予定の簡易処理水，晴天時は高度
処理水とした。なじみ水路は，相模川へ分散放流
させる形態を考え，設計可能な最大限の流下水量
の確保と同時に放流先相模川の流量の保持が図れ
るようにした。
3.2.1.2 親水性
該当エリアの道路脇には，高度処理水の導水に
よる「せせらぎ水路」を設けて新たに水辺空間を
創造し，市民に潤い，憩い，安らぎを与えられる
ようにした。
3.2.1.3 治 水
なじみ水路は，該当エリアの道路下にボックス
カルバート構造として整備することとして，相模

3.2.2 該当エリアの整備のイメージ
上記を踏まえた上での該当エリアの整備のイメー
ジを図−５に示す。

4.

まとめ

放流先変更に関しては，水量，水質の両面から現
況の相模川に与える影響について定量的に検討を行
った。その結果，放流先を変更しても問題がないこ
とが確認された。本検討を踏まえて，河川管理者協
議資料を作成し，最終的には河川管理者から放流先
変更に対して了解を得ることができた。
一方，下水処理水を用いた該当エリアの整備イメ
ージの立案に関しては，全体像を作成した。今後は，
作成したイメージを基に，下記に示す手順で事業化
に向けた具体的な検討を行っていく必要があると考
える。
q なじみ水路の設置効果をモデル実験で定量的
に検証
w 親水用水の条件を満たす下水処理法の検討
e 該当エリアの整備に関係する機関の了解と役
割分担の検討
r 具体的な作業手順，工期，費用の検討
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・歩道と車道を共有させたコミュニティー道路を創
造することで，浄化センター管理車両の導線を
確保しつつ，歩行者導線を創造する。
・せせらぎ水路を流下させ，水辺空間を創造する。
・道路地下になじみ水路を創造し，琵琶湖への更
なる汚濁負荷削減に努める。

・市街地からのなぎさ公園市民プラ
ザへの玄関口として公園化し，市
民を引きつける施設を配置する。

屋上公園
市民プラザ

なじみ水路の分散放流
『せせらぎ水路』
・高度処理水を導水し，水辺空間を創造
する。
・人が水辺に触れる可能性があるため，
導水する用水については，親水用水水
質基準を満たす必要がある。

『なじみ水路』
・琵琶湖からの背水の影響を防
ぐため，水路底は，琵琶湖H.
W.L（T.P.＋84.371m）以上に設
置する。

なじみ水路の分散放流
簡易処理水放流水路
なじみ水路（管理道路下）への導水不可
能な水量は，相模川へ直接放流

『コミュニティー道路』
・歩車道兼用道路を創造す
る。市街地からなぎさ公
園・屋上公園への導線を
確保する。

『相模川への放流吐き口』
・階段状吐き口とし，琵琶湖からの背水
の影響を防ぎ，礫透過などの効果を期
待し，発泡を防ぐ。
・河床の洗堀防止策として，護床工など
を設ける。
・周辺護岸（親水護岸）との調和の取れ
た護岸構造とする。

図−５

研究第二部長
研究第二部総括主任研究員
研究第二部主任研究員
研究第二部研究員

『簡易処理水放流水路』
・なじみ水路への導水不可能な水
量を相模川へ直接放流

『なじみ水路』
・晴天時には水路維持管理用水として高度
処理水，雨天時には簡易処理水を導水し，
水路内には浄化施設（礫間接触）を設け，
琵琶湖への更なる汚濁負荷の削減を図る。

該当エリアの整備のイメージ図

●この研究を行ったのは

研究第二部主任研究員

『公園施設』
・市民への憩いの空間を提供する。

●この研究に関するお問い合わせは

高橋
桐原
松田
土屋
井上

隆一
隆
博希
玄
毅
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