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表 5-1 浦安市の水概要 

人口 161,385 人（2008 年 8 月末現在） 

面積 16.98km2 

年間降水量 1,357 mm/年 

水道 千葉県水道局 

下水道 江戸川左岸流域下水道 

下水道普及率 98.8％（人口基準） 

市内河川 見明川、境川、猫実川、堀江川、旧江戸川 

地下水 規制地域で殆ど汲み上げていない 

工業用水道 なし 

 

浦安市全体での水循環を図に表したのが、図 5-2（11 頁）です。全てのデータを把握して作成し

たものではないので、精度は少し悪いですが大まかな目安になります。 

 

 

6 家庭の水とその排水 

市民生活にとり最も身近な水は、水道水です。特に都会では、水道水以外の水を使用する生活

は殆どなくなりました。その水道水と家庭からの排水について考えてみましょう。 

 

6.1 上下水道料金と使用目的 

＜水道と下水道の料金＞ 

千葉県の水道水の平均使用水量は、一人当たり 1 日 311 ㍑です。7浦安市では、320 ㍑ぐらいと

推定できます。この数字は、工場や事務所ビル、商店等での使用量とディズニーリゾートへの訪

問客等全てを含んだ平均値です。家庭だけを考えると、1 人当たり 1 日 242 ㍑ぐらいです（千葉

県の平成 18 年度調査)。ディズニーランドでは、平成 18 年度で 1 日平均 6,030m3/日が使用され

ています。7 

家庭で使用した水の排水先である下水道料金は、使用した上水道の料金に応じて支払います。

支払先は、水道料金は千葉県水道局で下水道料金は浦安市になります。平均的な家庭で、１ケ月

22m3を使用した場合の料金を参考のために表 6-1 に記載しました。高いと感じますか、それとも

安いでしょうか。 

 

＜水道水の用途＞ 

図 6-1 は、家庭での水道水の用途を表しています。水洗トイレでの使用水量が予想外に多いと

感じるかもしれません。人が衛生的な生活を営む最低限の水量は 80 ㍑／日程度です。現在の浦安

市民の使用量の約 1/4 ですが、この水量を確保できない国が、世界中にはたくさんあります。人

が生存するために必要な飲料用の水量は、1 日 2～3 ㍑です。地震等の非常時には確保すべき水の

量として覚えておいてください。 

                                                  
7 千葉県水道局平成 19 年度給水実績より 
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図 6-1 家庭での水使用用途 

表 6-1 上下水道料金(月当たり) 

水道料金（県水道局・1 ヶ月当り） 

口径 20 ミリ 

基本料金 934.5 円 

22ｍ3/月 3,620 円 

下水道使用料金（浦安市・1 ヶ月当り） 

基本料金 682 円 

22ｍ3/月 1,640 円 

上下水道合計 5,260 円 

支払いは 2 ヶ月毎なので、上記の 2 倍の金額

を 1 回に支払うことになります。 

 
 

6.2 家庭からの排水はどこへ 

 

＜生活排水＞ 

 

人の生活からでる排水（生活排水）の汚

れの殆どが、有機物です。その比率は、右

の図 6-2 のようになります。 

浦安では、この排水は下水処理場に流れ

ます。BOD とは、生物化学的酸素消費量と

呼び、有機物による水の汚れを示します。

図 6-2 生活排水の分類と汚濁負荷割合8 

 

＜下水処理場＞ 

 

下水処理場の処理方法と処理水のイメージは、図 6-3 のとおりです。まず、流入した下水中の

土砂分や大きな夾雑物を除去し（最初沈殿池）、次のエアレーションタンクで空気を混ぜて数多く

の微生物(活性汚泥 activated sludge)の働きで、溶けている有機物（BOD）を分解します。微生

物は有機物を食べた分だけ増殖します。最終沈殿池でその微生物（活性汚泥）を沈降分離して、

きれいになった上澄みの処理水を塩素等で消毒して放流します。 

下水を浄化する主役は、活性汚泥と呼ばれる微生物です。水中の有機物を栄養源として体内に

取り込み、増殖します。自然界の生物が水の浄化をしているのですが、空気をたくさん送り込み

好気性にする必要があるので、ブロワーを動かす電力が消費されます。 

                                                  
8 環境省生活排水読本より 
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図 6-3 下水処理場での処理イメージ 

 

6.3 どのような微生物かの観察 

実習では、実際の下水処理場から採取した活性汚泥中の微生物を顕微鏡で観察してみましょう。

親しみが湧くでしょう。浄化をしている微生物は、非常に小さく肉眼では見えないので顕微鏡を

使います。図 6-4（12 頁）に、活性汚泥中に比較的多く出現する微生物の写真例を掲載してあり

ます。但し、いつでも観察できるとは限らないし、他の微生物である場合もあります。 

 

7 持続可能な世界に向けて 

今、地球規模での気候変動や資源の枯渇、食料問題、更には地球温暖化と人間活動のあり方等

が問題となっています。「水循環」と水資源も、そのような次元で捉えるべき重要な将来的な課題

です。この問題は、こうすれば解決するといった模範解答は見つけにくいのが現状です。ただし、

何もしないでいると人類にとり破局的な結末がくる恐れは十分あります。 

将来ある若い皆様が、自分達にできることから行動を起こすことが、持続可能な社会となる初

めの一歩を踏み出すことになると確信しています。持続可能（sustainable）とは、今現在の世代

だけでなく次の世代更にその次の世代と、地球と人間が共存できるようにすることです。 

例えば、水道水 1ｍ3を作るのに約 0.49kWh、1ｍ3の下水処理には約 0.3kWh の電力が必要とな

ります。節水することが省エネになり、二酸化炭素放出の削減につながります。電力 1kWh の二

酸化炭素排出量は約 0.339kg です。（東京電力の場合）9 

 歯磨きの時に水を流しっ放しにしない（1 分）、洗髪時のシャワーを 1 分短くする。それぞれ、

12 ㍑程度の節約です。1 年間での二酸化炭素削減量を考えてみてください。 

節水は家庭の出費を抑えるだけでなく、エネルギー消費と温室効果ガスである二酸化炭素の排

出量を削減できます。 

                                                  
9 環境省公表の東京電力の排出係数（19 年度）http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8836 
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＜ミネラルウォーターとペットボトル＞ 

現在の日本では、もうひとつの飲料水があります。それは、ペットボトル等のミネラルウォー

ターです。2007 年で約 250 万 KL（ｍ3）、約 1900 億円が消費されています。一人あたり、年間に

20 ㍑です。例えば、ミネラルウォーターとペットボトル問題をどう考えるかいうことです。米国

や欧州の一部の都市では、規制が始まろうとしています。将来にわたり持続可能（sustainable）

な地球を確保するためには、この問題をどう考えるべきでしょうか。皆で議論をしてみてくださ

い。正解はないかもしれません。 

下の図 7-1 は、最近のミネラルウォーターの出荷量です。この水の約 92％がペットボトルで売

られています。10この問題を考える上での参考資料としてください。 

 

ミネラルウォーター出荷量の推移
単位（千KL）
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図 7-1 ミネラルウォーターの出荷量 

 
 

                                                  
10 日本ミネラルウォーター協会 HP よりグラフ作成 http://www.minekyo.jp/sub3.htm 
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図 5-2 浦安市の水循環 
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Vorticella convallaria 

ボルティセラ コンバラリア 

Vorticella nutans 

ボルティセラ ヌタンス 

Epistylis rotans 

エピスチィリス ロータンス 

Opercularia minima 

オペルクラリア ミニマ 

  
繊毛虫類・縁毛目 60～80μm前後 繊毛虫類・縁毛目 60～80μm前後 繊毛虫類・緑毛目 70～100μm 繊毛虫類・緑毛目 40μm 

Zoothamnium pygmaeum 

ズータムニウム ピグマエウム 

Euplotes affiris 

ユープロテス アフィリス 

Discophrya elongata 

ディスコフィリヤ エロンガータ 

Philodina sp. 

ヒイロディナ エスピー 

  
 

繊毛虫類・縁毛目 60～80μm 繊毛虫類・下毛目 70μm 前後 繊毛虫類・吸管虫目 30～130μm 袋形動物輪虫類 ビルガタワムシ目270

～300μm 

図 6-4 活性汚泥中の微生物写真例（出典：社団法人 日本下水道施設業協会 HP） 

 


