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はじめに 

 

 現在，公共用水域の水質汚濁における生活雑排水の占める割合は非常に大きく，その汚濁負荷量

の削減対策は重要な課題となっています。 

 この生活排水対策マニュアルは生活排水対策の啓発に携わる指導員の育成や生活排水対策を実施

する立場である市町村の担当者やＮＰＯなど市民活動におけるリーダーの方々を対象とし，それぞ

れの地域に生きる住民たちが自ら水環境を保全していくための行動の手助けとなることを願って作

りました。 

 これにより，県民の方々が水質の現状や対策の必要性を認識し，家庭・地域等身近でできる対策

を実行し，さらに多くの方々に伝承していただければ幸いです。 
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第１章 千葉県の水質の現状 

 

１ 環境基準  

 

私たちの身近な水をきれいに，また，安全に保つための目標として，人の健康を保護し生活環境を保全する上で，

望ましい基準(水質汚濁に係る環境基準)が｢環境基本法｣に基づき設定されています。 

これには，人の健康の保護に関する項目(健康項目)と生活環境の保全に関する項目(生活環境項目) などの項目が

あります。 

このうち，健康項目では，カドミウムなどの重金属類，トリクロロエチレンなどの有機塩素系化合物及びシマジン

などの農薬類等26項目について定められており，すべての水域に対し一律の基準が定められ適用されています。また，

生活環境項目では，河川･湖沼･海域別に利用の目的に応じた水域類型が設定され，その類型ごとに pH，BOD (COD)，

全窒素，全りんなどについて基準項目と基準値が定められています。(類型指定された水域ごとの環境基準については

第６章参考資料を参照してください)。 

 

２ 水質の状況 

 

(1)環境基準の達成状況 

国土交通省，千葉県及び水質汚濁防止法政令市（千葉市，市川市，船橋市，松戸市，柏市，市原市）により実施さ

れている公共用水域水質測定結果によると，平成 16 年度では健康項目の 26 項目のうち，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒

素を除く25項目で環境基準を超過した地点はありませんでした。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は2河川2地点（高田

川（銚子市）及び忍川（銚子市））において環境基準を超過しました。環境研究センターによるこれまでの調査から，

源流部及び湧水の硝酸性窒素濃度が高いことが判明しています。その原因として，この地域は畜産と畑作が盛んであ

ることが挙げられます。このため関係機関において家畜排せつ物の適正管理及び畑地での適正施肥等の指導を行って

います。 

また，生活環境項目のうち有機汚濁の代表的な水質汚濁指標であるBOD(河川)COD(湖沼･海域)の平成16年度におけ

る環境基準の達成状況は，類型指定されている 85 水域のうち 52 水域で環境基準を達成し，達成率 60.0％で 15 年度

の 61.2％から 1.2 ポイント下がりました。過去の推移をみると，環境基準達成率は徐々に上昇していますが，湖沼は

未達成の状況が続いています(図1-1)。 

なお，閉鎖性水域の富栄養化の程度を示す指標である全窒素及び全りんについては，類型指定されている印旛沼及

び手賀沼ともに環境基準を達成していませんが，東京湾では，全窒素は60%，全りんは80%の達成率でした。 

 

図１－１ BOD(COD)の環境基準達成率の推移 

 

（出典：各年度公共用水域水質測定結果） 



 

(2)水質汚濁の概況 

平成 16 年度の公共用水域水質測定結果から BOD(COD)年平均値でみた河川や湖沼，海の汚れ具合を図 1-2 に示しま

した。都市域を流れる中小の河川がひどく汚れているほか，印旛沼，手賀沼及び東京湾内湾部ではそれらの河川が流

入することによってプランクトンが異常増殖しておこるアオコ・赤潮による二次的な汚れがみられます。 

 

図１－２ 平成16年度主要河川・湖沼・海域水質状況模式図 

 

（出典：平成16年度公共用水域水質測定結果公表資料より作成） 

 

環境省による全国の公共用水域水質測定結果によると，湖沼では，印旛沼が毎年のようにワースト 5 以内にランク

され，手賀沼は平成12年度まで27年間連続ワースト1でしたが平成15年度にはワースト6となっています。河川で

は国分川や春木川などが度々ワースト5に入っています。 

図 1-3 を見ると手賀沼はここ数年水質が改善してきています。千葉県の湖沼流域では種々の水質改善対策を実施し

ており流入負荷量は少しずつ減ってきていますが，この手賀沼の急速な水質改善は，国土交通省が平成12年度より行

っている北千葉導水事業により手賀沼に利根川の水を流していることによる効果が大きく，また，印旛沼は依然とし

て水道水源となる湖沼のワースト1であることから今後とも湖沼の水質改善対策が必要とされています。 



 

図１－３ 印旛沼（上水道取水口下）・手賀沼（手賀沼中央）の水質変化(COD；年度平均値) 

 

（出典：各年度公共用水域水質測定結果） 



第２章 生活排水対策の必要性 

 

１ 生活排水とは 

 

「生活排水」とは，日常生活に伴って私たちの家庭から出る水のことで，トイレから排出されるし尿を含んだ水

（し尿排水）と，台所や風呂場や洗濯などから排出される水（生活雑排水）の2種類があります。 

これらの生活排水は，私たちの生活から出る様々な汚れを含んでおり，生活排水の排水量や汚れの量は地域，生活

様式の違いや，季節などによって大きく異なります。環境省によると水の汚れの量（BOD負荷量）は平均すると1人1

日当たり 43g，水質保全研究所（現環境研究センター以下環境研究センターと記す）の調べによると 45ｇ（平成 7 年

度）とされています。そして，水の量は，平均すると1人1日当たり約250リットルといわれています。 

生活排水は暮らしの中でどのような割合で汚れを出しているのか，その内訳（BOD負荷量）を図2-1に示します。 

 

図２－１ 生活排水によるBOD負荷量の割合 

 

（出典：旧環境庁水質保全局 生活雑排水対策推進指導指針より作成） 

 

生活排水から出る汚れの量43g のうち，生活雑排水が30g で全体の70%を占め，残りの13g，30%がし尿排水となっ

ています。特に，台所から出る汚れは生活排水全体の38%を占め，最も多くなっています。 

現在，し尿については浄化処理することが法で義務づけられていますが，生活雑排水については必ずしも法的規制

がありません。そのため，下水道の整備されていない地域で，合併処理浄化槽などの生活雑排水処理施設が設置され

ていない家庭から流れ出る未処理の生活雑排水が，河川，湖沼，海の汚れの大きな原因となっています。 

 

２ 生活排水が占める汚濁の割合 

 

河川や湖沼，海の汚れの発生源は，工場･事業場などの「産業系」，各家庭やし尿処理場，下水道終末処理場など

の「生活系」及び山林･農地･市街地など(降雨とともに汚れが流出する)発生源が面的に広がっている「その他」に大

別されます。これらの汚れが，河川や湖沼，海が本来持っている自然の浄化能力を超えて流入すると，水が汚れます。

また，東京湾や印旛沼，手賀沼のような閉鎖性水域では，窒素やりんなどが栄養源となりプランクトンが多量に発

生・増殖することによっても，水が汚れます。 

河川や湖沼，海へ流入する汚れは，｢水質汚濁防止法｣や「千葉県環境保全条例」などによる規制や指導の強化の結



果，「産業系」の割合が減少する一方で，都市化の進行・人口の集中や生活様式の変化とともに，「生活系」の占め

る割合が大きくなり，河川や湖沼，海の汚れの大きな原因となっています。(図2-2) 

 

図２－２ 東京湾･印旛沼･手賀沼での発生源別汚濁負荷量（COD） 

 

（出典：平成16年版千葉県環境白書） 

 

「生活系」とは私たちが出している生活排水が原因の汚れですから，河川や湖沼，海をきれいにするためには，

個々の家庭から出てくる生活排水の対策を進める必要があります。私たちの生活に関わる問題ですから，河川や湖沼，

海をきれいにすいるためには生活排水を出している私たち自身がこのことを正しく認識することが大切です。 

 



３ 生活排水の排出メカニズム 

 

私たちの暮らしの中から流される生活排水は，どのような経路で河川や海などに流れているのでしょう。 

それは，図 2-3 に示すように多様です。生活排水の中で，し尿排水については浄化処理されますが，雑排水につい

ては未処理のまま流されてしまうことがあります。 

この未処理の雑排水をどのように減らすかが，大きな課題となっています。 

図２－３ 生活排水の排出メカニズム 

 

（出典：旧環境庁水質保全局 生活雑排水対策推進指導指針より作成） 

 

 

 

 



第３章 家庭における対策 

 

私たちの家庭で生活排水の対策を進めるにはどのような方法があるのでしょう。 

まず，下水道が整備されている地域では下水道に接続することが下水道法で義務付けられています。下水道に接続

することでよく管理された状態で排水処理が行われます。しかし，下水道が整備されていない地域ではどうしたらよ

いでしょうか。 

まず，合併処理浄化槽を設置することです。合併処理浄化槽により生活雑排水は処理されますが，適正な浄化槽の

維持管理等が必要です。単独処理浄化槽や汲み取りトイレの場合は未処理の生活雑排水が排出されますので，家庭で

の排水対策が非常に重要となります。 

それぞれどのようなことを実行したらよいのかを，この章で紹介していきます。 

 

１ 浄化槽による生活排水対策 

 

(1)浄化槽の現状 

浄化槽には，し尿排水だけを処理する「単独処理浄化槽（し尿処理浄化槽）」と，し尿排水と生活雑排水を併せて

処理する「合併処理浄化槽」があり，千葉県には平成 16 年 3 月末現在約 58 万基の浄化槽が設置されています(表 3-

1)。 

現状ではこのうち，76％近くを単独処理浄化槽が占めていますが，水環境への住民の関心の高まりや設置に対する

補助制度などにより，合併処理浄化槽の設置は年々増加しています。さらに，単独処理浄化槽は平成13年4月の浄化

槽法の改正により原則的に新規設置ができなくなったため，今後はさらに合併処理浄化槽の割合が増加していくと考

えられます(図3-3）。 

なお，浄化槽の規模別に見ると，5～20人槽のいわゆる家庭用浄化槽が全体の約89％を占めています。(表3-1)。 

 

表３－１ 浄化槽の規模別設置基数（平成16年3月末現在） 

 

（出典：平成16年版千葉県環境白書） 

 



図３－１ 県内における浄化槽設置基数の推移 

 

（出典：各年版千葉県環境白書より作成） 

 

（２）設置 

下水道などの生活排水処理施設が整備されていない地域では，生活雑排水がそのまま川などに流れ出るのを抑制す

るため各家庭に合併処理浄化槽を設置し処理することが重要です。 

また，合併処理浄化槽の中でも「高度処理型」と呼ばれる浄化槽を設置することにより，ＢＯＤや窒素などが従来

型の浄化槽より除去できます（ＢＯＤ，全窒素ともにおおむね15mg/L以下）。また最近では，りんも除去できる合併

処理浄化槽が開発され，窒素やりんによる富栄養化防止対策が求められている印旛沼・手賀沼･東京湾等の閉鎖性水域

の流域への設置推進が重要です。環境研究センターの調査による合併処理浄化槽処理水の水質（高度処理型（窒素除

去型）および従来型）を示しました（表 3-2）。この結果より明らかに BOD 及び窒素について効果が表れています。

また，合併処理浄化槽の一例として高度処理型合併処理浄化槽の構造と働きを示しました（図3-4）。 

環境研究センターの調査によると，し尿排水だけを処理する「単独処理浄化槽」から生活雑排水も同時に処理する

「合併処理浄化槽（高度処理型）」に換えると，汚れの量(負荷量)がBODでは98%以上，窒素では60～70%程度削減さ

れることがわかりました（図3-5）。 

単独処理浄化槽は新たに設置することが禁止されていますが，すでに設置されている単独処理浄化槽についても，

合併処理浄化槽へ転換するように努めなければなりません。 



表３－２ 高度処理型および従来型合併処理浄化槽処理水の水質  (mg/L) 

 

＊処理施設のトラブルによる異常値を除く 

（出典：環境研究センター資料） 

 

 

 

図３－２ 高度処理合併処理浄化槽模式図 

 

（出典：環境研究センター資料） 

 



図３－３ 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換による生活排水負荷の削減率（5施設の平均値） 

 

（出典：環境研究センター資料） 

 

 

（３）維持管理 

1)日常の注意 

浄化槽は，単独処理浄化槽，合併処理浄化槽とも，水の汚れを微生物に食べさせることによって汚れを少なくして

放流する，生きている処理施設です。使い方を誤ると微生物が死んでしまうなど，水をきれいにする力がなくなって

しまいます。 

以下のことに気をつけて，使う必要があります。 

◆ブロアーのモーターの電源は切らないこと 

◆浄化槽の上部または周辺にものを置かないこと（保守点検に支障をおよぼすおそれがあります） 

◆塩酸等の劇薬を含む洗剤の使用を避けること 

◆トイレットペーパー以外のものは流さないこと（生理用品，紙オムツなどは絶対に流さないこと） 

◆トイレ使用後の水は，適量を流すこと（過度な節水は浄化槽に良くありません） 

また，大量の水（風呂の残り湯等）は他の排水がないときに流すなど一気に流さないこと，消毒薬を切らさないこ

となどにも注意が必要です。 

2)保守点検や清掃は「浄化槽の健康管理」です 

◆「健康管理」の第一は保守点検。知事（浄化槽の設置されている場所が千葉市の場合は千葉市長，船橋市の場合は

船橋市長）の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼し，定期的に点検，調整，などを受けます。法令で回数が決

められています（通常年3回～4回）ので，必ず行わなくてはなりません。 

◆もう一つの管理は清掃です。中にたまった汚泥などを取り除かないと，水をきれいにする機能が失われてしまいま

す。年に1 回(型式によっては半年に1 回)，機器類の洗浄と調整もあわせて行うことが定められています。浄化槽

が設置されている市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に頼んで，必ず行わなくてはなりません。 

3)法定検査は「定期健康診断」 

浄化槽法により義務づけられている法定検査は，いわば浄化槽の「定期健康診断」です。浄化槽の大小にかかわら

ず，必ず受けなければなりません。 

◆法定検査には，次のように，設置後間もなく受ける検査と，以後毎年定期的に受ける検査の二つがあります。 

設置後の水質に関する検査 

設置された浄化槽が，適正に施工され，機能していることを確かめるための検査で，浄化槽法第 7 条に定

められているので，｢7条検査｣と呼ばれています。使い始めてから3ヶ月後から8ヶ月後の間に受けなければ

なりません。 



定期的な検査 

浄化槽が適正に使われ，保守点検や清掃が適正に行われ，所期の機能が発揮されていることを確かめるた

めの検査で，浄化槽法第11条に定められているので｢11条検査｣と呼ばれています。毎年1回受けなければな

りません。 

◆検査は，千葉県指定の検査機関が行っています。 

(社)千葉県浄化槽検査センター 

（〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1，電話043−246−6283） 

 



２ 生活雑排水の対策 

 

(1)台所での対策 

し尿排水を除く生活雑排水の汚れ（BOD）は1人1日平均30gですが，その半分以上の1人1日17gが炊事や食器洗い

など台所から出ています（図 2-1）。これは台所から出る汚れには油や調味料などの BOD 濃度の高いものが多いから

です。飲食物や調理くずを排水と一緒に流すと，それだけ汚れを流したことになります（表3-3）。 

 

表３－３ 飲食物や調理からの汚れの量 

食品・調味料の負荷 

 

*:濃度の単位はmg/kg,捨てる量の目安(10g:大さじ7分目,180ml:コップ1杯) 

 

調理からの負荷 

 



ゆで汁:麺1人前(スパゲティ100g,うどん250g,そば170g)を1,000mlのお湯でゆでる 

魚の下ごしらえ:アジ(中)1匹を処理 

捨てる量の目安(180ml:コップ1杯,15ml:大さじ1杯) 

出典：国立公害研究所（現（独）国立環境研究所，以下同様）（用水と廃水1990.5） 

 

表 3-3 の中で，BOD 濃度の最も高い食用油は，わずか大さじ1杯捨てるだけで25g の汚れになり，生活雑排水1人

1日分の80%以上もの汚れを出してしまうことになります。油，油っこいもの，脂肪分の多い肉や魚は，特に注意が必

要です。 

では，これらを流さないようにするには，どうすればよいのでしょうか，以下に説明します。 

1)流しには三角コーナーを，三角コーナーやストレーナーにはろ紙袋などを調理中に出てくる調理くずは，そのまま流

すと汚れのもとになります。このため，調理くずが流れ出ないようにするため，流しには目の細かい三角コーナー，

流しの排水口には目の細かいストレーナーを設置し，それぞれにろ紙袋などをかぶせて使う必要があります。 

環境研究センターの調査によると，夕食時の排水を三角コーナーに通したものをもう一度台所用ろ紙袋又は網（ス

トッキング）に通したところ，表 3-4 のように COD などの汚れが除去できたことが分かりました。ろ紙袋やストッキ

ングは三角コーナーより目が細かく，より細かい調理くずが除去できるためです。 

 

表３－４ 台所用ろ紙袋及び網による除去率 

 

出典：千葉県水質保全研究所（現環境研究センター水質地質部，以下同様）水保研資料 36 

簡易沈殿槽による生活雑排水処理（その2） 

 

埼玉県川越消費生活センター（現埼玉県消費生活支援センター川越，以下埼玉県消費生活支援センター川越と記

す）のテストによると，不織布製水切り袋と，使い古しのストッキングが，水切れ，細かいくずの流れにくさ，使い

勝手とも良く，性能がすぐれていました。 

なお，ろ紙袋などに集められた調理くずは花壇や菜園の肥料にするかゴミとして出すことができます。 

2)調理くずなどをためない 

埼玉県消費生活支援センター川越のテストによると，調理くずなどのたまった三角コーナーに水を流すと，非常に

汚れた水が流れ出て来ることが分かりました（表 3-5）。三角コーナーに取ったゴミから汚れが溶け出て来るためで

す。また，目の粗い袋や三角コーナーのみの場合，水を流すと細かいくずが流れ出てしまうため，特に汚れの量が多

くなっていました。 



 

表３－５ ゴミ受けから流れ出る汚れの量 

 

出典：埼玉県川越消費生活センター（平成4年度商品テスト技術・評価研究会事例発表要旨集）より作成 

 

このため，三角コーナーの中にはあまり調理くずをためず，特に油っぽいものや魚のわたなどは，流しの外のゴミ

入れに捨てる，調理中や洗い中に絶えず水が流れてくる排水口のストレーナーの方は，くずをこまめに取り除いてた

めないようにするなどの工夫により汚れを減らすことができます。 

3)油はなるべく使い切るようにし，流さない 

汚れが一番多い油は（表 3-3），そのまま流すと油が冷えて固まり排水管を詰まらせたり，合併処理浄化槽では生

物による処理がうまくいかなくなったりする原因にもなります。揚げ物に使った油は炒め物に使用し，使い切るなど

油を流さない工夫が必要です。 

埼玉県消費生活支援センター川越で行った揚げ油の使った回数による品質の違いに関するテストでは，1 リットル

のサラダ油で家族4人の揚げ物を8回行っても品質にほとんど変化がないという結果が報告されています。 

油の品質の目安となる「酸価」，「カルボニル価」では劣化はほとんど見られず，油こし器を使ったりさし油をし

たりすると色もあまり変わりませんでした。 

このことから，揚げ油は色が濃くなっても品質は悪くなっておらず，材料を揚げる順序や温度に気をつけ，使用後

はこして冷暗所へ，そして使いまわしなど工夫をすれば十分に使いきれるという結論でした。 

どうしても捨てなければならないときは，新聞紙やボロ布に染み込ませたり，市販の凝固剤を使って固めて，｢可

燃ゴミ｣として出すことがよいでしょう。 

な お ， 平 成 17 年 7 月 現 在 ， 独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20040421_1.html）によると，簡便に食用油を処理する商品の中で，処理

後そのまま排水口に流すタイプの食用油処理剤は，商品テストの結果，処理液中に含まれる油の量は変化せず，また，

有機物による水質汚濁という観点では環境負荷の軽減は見られなかったという結論でした。このタイプの処理剤は，

主成分が界面活性剤（洗剤と同様の成分）であり，混ぜると油がなくなるように見えるかもしれませんが，実際には

混ざっているだけなので使用しないことが重要です。 

4)汚れた食器や鍋などは洗う前にふく 

環境研究センターの調査によると，お皿やお鍋などに残って付いているものをゴムベラや紙でふき取ると，多くの

汚れが除去できることが分かりました（表3-6）。 

特に油の出る焼き魚や揚げ物であるとんかつは汚れの量が多く，4 人家族で食べ調理器具と皿を紙でふくと BOD 約

30gの汚れがとれることが分かります。これは、1人が出す生活雑排水の1日分(30g)に相当します。 

そのほか，汚れの目立つものやとろみのあるものは，必ずふいてから水洗いすることも重要です。 



 

表３－６ 食器のふき取りによる除去負荷量 

 

出典：千葉県水質保全研究所（全国公害研会誌 Vol.22 No.1（1997）） 

 

5)台所洗剤は控えめに 

洗剤や石けんも汚れの原因になります。（詳しくは「洗濯，風呂場での対策」をご覧ください。） 

台所洗剤や石けんから出る汚れを減らす方法として例えば，最近では，アクリルたわしが知られるようになってき

ました。アクリルたわしとは，アクリルの毛糸をたわしの形に編んだものです。アクリルたわしはちょっとした汚れ

であれば洗剤なしで十分洗うことができるのですすぎに使う水の量も減らすことができます。また，漬け置き洗いを

すると比較的簡単に汚れが落ち，洗剤の量を減らすことができます。 

その他，「手荒れ」を起こしやすいような合成洗剤は，下水道や合併処理浄化槽のない家庭では，河川等に流れた

場合にそこに住む生き物によくない働きをする場合がありますので，「手」にも「生き物」にもやさしい石けんや洗

剤を使うことが大切です。 

6)米のとぎ汁は流さない 

米のとぎ汁の汚れの量（BOD，COD，窒素，りん）について環境研究センターが行った調査によると，BOD だけでな

く窒素，りんが多いことが分かりました（表 3-7）。窒素，りんは栄養分であるためアオコや赤潮の原因となります。

米のとぎ汁はなるべく流さないで，花壇や庭木などにまいてやるなどの工夫により汚れを減らすことができます。花

壇などにまくことができないときは，ちょっとした油汚れならば落とせますので食器を洗う洗剤として使うこともで

きます。 

無洗米はとぎ汁が出ない点では優れています。 

 



表３－７ 米のとぎ汁,洗い水の負荷（米3合当たりの負荷量） 

 

*水量は初洗い水および無洗米の洗い水900ml,とぎ汁1000ml,後洗い水2000mlである｡ 

出典：千葉県水質保全研究所（全国公害研会誌 Vol.22 No.1（1997）） 

 

7)お料理は作り過ぎない，食べ残しや飲み残しを流さない 

先にも述べましたように，食品は大きな汚れのもとであるため，食べ残しや飲み残しを流すことは多くの汚れを流

すことになります。来客や宴会のときなど，料理を作り過ぎないようにし，飲みきれない程お酒やビールを出さない

ようにすることなどが重要です。 

 

8)ディスポーザは使わない 

ディスポーザは調理くずを細かく刻んで流してしまう装置です。このため，ディスポーザを使うと合併処理浄化槽

や下水道にも大きな負担になってしまいます。専用の処理装置があり清掃汚泥を市町村が受け入れる場合を除きディ

スポーザは使わないでください。 

 

(2)洗濯，風呂場での対策 

洗濯やお風呂も，川や湖沼，海を汚す原因になっています。その汚れの原因は洗濯した衣類からの汚れや汗やアカ

などの汚れだけではありません。 

環境研究センターの調査結果によると，1 回洗濯するときに合成洗剤を 33ｇ使うと，そのときに合成洗剤から出る

汚れ（BOD）の量は12～13ｇとなっており，3人家族で1日1回洗濯をすると洗濯で出る1人1日当たりの汚れの量は

約4ｇとなり，図2-1で示した洗濯から出る汚れの量3.9ｇとほぼ等しくなります。つまり，洗濯からの汚れはほとん

どが洗剤から出てくるのです。 

このように，洗濯に使う洗剤や石けん，お風呂で使うシャンプーなども汚れの原因になっています。 

 



表３－８ 生活用品中のBOD，COD，窒素(T-N)，燐(T-P)     （*：単位g/l，**：単位mg/l） 

 

出典：それぞれの濃度及び使用量については千葉県水質保全研究所（全国公害研会誌 Vol.22 No.1（1997））。

汚れの量は濃度及び使用量から計算した。 

 

1)洗濯時の洗剤や石けんは控えめに 

洗剤を入れ過ぎると，家庭から出ていく排水の中に洗剤の成分が多く残って，川や湖沼，海を汚すことになります。 

洗剤は正しく計って，入れ過ぎないようにします。洗剤の量を正しく計るためには，まず洗濯機の容量を調べます。

洗濯機の容量は洗濯機のふたの裏などに書いてあることが多いようです。次に，その洗濯機の容量にあった洗剤の量

を調べます（洗剤の箱に書いてあることが多いようです）。そして，計量スプーンが付属しているときは必ずそれを

使います。最近は 1 度に 5kg 以上洗えるような大容量の洗濯機が増えているので，洗剤に付属している計量スプーン

も大きな洗濯機に対応し量れるようになっているため，小さめの洗濯機（1 度に 2～3kg 洗えるもの）を使用している

場合や少量洗いのときは，スプーン 1 杯では多くなってしまいますので，計量スプーンの内側の目盛りを使い，きち

んと計ります。 

さらに，洗濯物の汚れは水だけでもある程度落ちるといわれています。洗濯物がそれほど汚れてない場合，所定の

量より少ない洗剤で十分なことも多いようです。 

また，あらかじめ汚れているところを部分洗いしたり手洗いを行ったりする，洗剤を溶かした液を 2 回使うように

するなどして洗剤の使用量を減らこともできます。 

2)お風呂では 

◆シャンプー，リンス，ボディシャンプー等の使い過ぎに注意する。 

◆残り湯を洗濯や掃除に使ったり，庭や植物にまいてやるなどする。 

などの対策があります。 

 

 



＜石けんと合成洗剤の違いについて＞ 

通常，洗濯用として売られているものはほとんどが合成洗剤です。 

石けんは油とアルカリを反応させて作ります。一方，合成洗剤は石油から工業的に作られます。 

石けんは合成洗剤よりも毒性は低いといわれていますが，分解性が高いため微生物による分解によって酸素を消費

し，BODは高くなります（表3-8）。このため，石けんでも大量に使えば川は汚れるのです。 

結局，どちらを使うにしても，使った量はそのまま排水として流れていくので，下水道や合併処理浄化槽を通らな

いで川などに流すと川などの汚れの原因になります。 

 

 

3)生活用品は窒素・りんの含有量の少ないものを選ぶ 

環境研究センターの調べによると，歯磨き粉にはりんの含有量の多いものがあり（表 3-8），この歯磨き粉を 1 回

に2g使うと1日1人当たりのし尿排水を除く生活雑排水中のりん排出量の77%にもなるとの計算結果でした。また，

りんの含有量が多い歯磨き粉にはりんの中でもアオコなどが発生しやすいりん酸態りんの含有量も多くなっています

（表 3-9）。歯磨き粉については研磨剤にりん酸水素カルシウムを使用しているためと考えられました。また，薬用

成分としてモノフルオロリン酸ナトリウムを使用している歯磨き粉があり，研磨剤を使用した歯磨き剤ほどではあり

ませんがりんが高濃度になると考えられます（図 3-4・3-5）。ボディシャンプーについてはアルキルリン酸カリウム

が使われているもののりんの含有量が多くなっていました。これらのりんはいずれアオコや赤潮の原因になることが

考えられます。このため購入時に成分表示をよく見て，これらの成分を使用していないものを利用することにより，

生活排水からの汚れを減らすことができます 

 

表３－９ T-Pが100mg/kg以上である生活用品のT-P及びPO4-P 

 

出典：千葉県環境研究センター（第39回日本水環境学会講演集） 



 

図３－４ リン酸水素カルシウムを使用している歯磨き粉

の成分表示（例） 

図３－５ リン酸水素カルシウムを使用していない歯磨き

粉の成分表示（例） 

  

 

(3)その他 

◆道路側溝を掃除することで川などへ流れ込む汚れの量を減らすこともできます。 

◆洗車排水は側溝等を通じて直接河川や湖に流入します。洗剤の使いすぎに注意して下さい。 

 

＜下水道などが整備されたり合併処理浄化槽が設置されても大切な「家庭での生活雑排水対策」＞ 

1．窒素やりんを減らす 

最近の下水道終末処理場は窒素・りんが除去できる高度処理を進めてはいますが，まだ多くの終末処理場は，ア

オコや赤潮の発生の原因となる窒素やりんの除去は苦手です。また，一般の合併処理浄化槽では窒素やりんはほと

んど処理されません。汚れたお皿をゴムべら等でふき取る，りんを含む生活用品の使用を減らすなどの対策を行う

と窒素やりんも減らすことができます。 

2．油やごみは流さない 

食用廃油や調理くずなどは，下水道や合併処理浄化槽にも大きな負担になり，処理効率に影響することがありま

す。また，配水管を詰まらせる原因にもなります。 

 

 



３ 対策の実例 

 

平成 6 年度に実施した手賀沼浄化対策実践普及モデル事業の例を紹介します。（以下，手賀沼浄化対策実践普及モ

デル事業報告書から抜粋，一部改変） 

(1)目的 

最近の水質汚濁は，生活排水によるものが主原因であり，水質改善にはこの対策が重要になっている。なかでも，

手賀沼については，汚濁が著しくその必要性が高いにもかかわらず，流域面積が広く，上流部においては沼に面して

いないことから，手賀沼の水質浄化に対する住民意識を高揚するためには，なお一層の啓発が必要と見られている。 

本調査は，手賀沼に流入する大堀川・大津川の上流部において，住民が主体となって簡易にできる浄化対策を実施

してもらいながら河川の浄化対策への寄与を明らかにし，住民による浄化対策の普及を図ることを目的として実施し

た。 

(2)事業の実施 

1)実施期間 

平成6年10月から平成7年3月 

2)実施区域と対象世帯数 

事業実施区域は，大津川・大堀川上流域の柏市，松戸市，鎌ヶ谷市及び流山市の下水道未整備区域のうち，表 3-10

に示す自治会とし，対象世帯は約1万世帯とした。 

 

表３－１０ 対象地域 

 
 

3)家庭内浄化対策の実践 

浄化資材（銅製微細目ストレーナーまたは三角コーナー・ゴムべら・油吸着リング・洗剤不要食器洗いスポンジ）

を各戸に配布した。また，本事業の概要と協力お願いのチラシを作成し配布した。 

実践活動実施期間は，平成6年11月15日から12月15日の1ヶ月間とした。 

 



図３－６ 配布したチラシ 

（表） 

平成6年11月1日 

千葉県環境部水質保全課 

関係各位 

手賀沼の 

 

－手賀沼浄化対策実践普及モデル事業－ 

家庭内浄化対策の実践についてのご協力のお願い 

日頃から地域の環境行政にご理解，ご協力をいただき，厚くお礼申し上げます。 

さて，先般，町内会を通じてお知らせしました事業の実施にあたり，手賀沼上流部のみなさんのご家庭で，簡

単にできる浄化対策を実践していただくため，浄化資材（銅製微細目三角コーナー（またはストレーナー）・油

吸着リング・ゴムべら・洗剤不要食器洗い用スポンジ）を同封いたしました。 

平成6年11月15日（火）から12月15日（木）まで，この資材を一斉に使用していただきたく，よろしくお

願い申し上げます。 

各浄化資材の使用方法をご一読の上，ご協力のほど，重ねてお願いいたします。 

なお，この事業は，（財）千葉県環境財団に委託して実施しています。この事業についてのお問い合わせは，

下記までお願いします。 

千葉県環境部水質保全課湖沼班 TEL 043－223－3818 

（財）千葉県環境財団 TEL 043－246－2078 

（裏面もお読み下さい） 

 

（裏） 

１.三角コーナーまたはストレーナーを流しにセットして下さい。 

 

２.鍋やお皿の残りかすは，ゴムべらなどできれいにふきとってから洗って下さい。 

 

３.排水口から油が流れるのを防ぐため，油吸着リングをストレーナーの下や屋外の排水溝の溜めマスに入れて下さ

い。 

 

４.食器用洗剤の使用量を減らすため，洗剤不要食器洗い用スポンジをご使用下さい。 

 

５.その他，汚水をなるべく減らすよう風呂の残り水の再利用などを心掛けるようお願いします。 

 

 

一斉使用期間終了後も，この事業の趣旨をご理解の上，お配りした浄化資材を引き続きご使用いただくようお願いし

ます。 

 



(3)実施結果 

1)水質調査結果 

事業実施前と事業実施中に大津川及び大堀川で調査を行った。 

 

図３－７ 大津川及び大堀川の水質調査結果 

  

  

 

大津川の水質調査結果では午前中に COD 及び SS が大きく減少した。午後は，COD は増加していたが，SS は若干減

少していた。大堀川の水質調査結果でも，COD及びSSが午前中に減少しているのが見られた（図3-7）。 

2)アンケート結果 

事業実施前の調理くずの処理方法は，ろ紙の使用世帯が 42.9％，ストレーナー（又は三角コーナー）のみが

50.4％であった。 

事業実践中は，調理くずの処理方法は大きく変化し「配布ストレーナー（又は三角コーナー）」の使用世帯は

58.0％に及び，ろ紙の使用世帯を含めると 76.4％の家庭で調理くずの対策が実践されたことが確認できた（図 3-8）。 

 



図３－８ 事業実践前と事業実践中の調理くずの処理方法の変化 

 

事業実施前の油汚れの洗い方は，「常に紙でふきとってから洗う」が 35.0％，「汚れがひどいときだけ紙でふきと

って洗う」が51.2％，「そのまま洗う」が10.5％であった。 

事業実践中は，「配布ゴムべら」の使用世帯は23.3％で，全体の約1/4にとどまる。しかし「汚れがひどいときだ

け紙でふきとって洗う」の割合が実践前の51.2％から実践中は25.4％に半減し，「そのまま洗う」の割合も実践前の

10.5％から実践中は 5.7％に半減しており，ゴムべらの配布が洗い方の変化のきっかけになっていることがわかる

（図3-9）。 

 

図３－９ 事業実践前と事業実践中の油で汚れた食器の洗い方の変化 

 



第４章 行政による生活排水対策 

 

１ 生活排水対策重点地域と推進計画 

 

千葉県内の川や湖沼，海の水質の状況は，第 1 章にも示しましたように印旛沼，手賀沼，東京湾といった閉鎖性水

域及び都市部の中小河川を中心に，BOD や COD の濃度が高く，環境基準の達成率も低くなっています。また，第 2 章

で示しましたようにこれらの汚れの原因として生活排水が大きな割合を占めています。 

｢水質汚濁防止法｣では，生活排水対策についての行政・住民の責務や計画的・総合的推進のための枠組などが定め

られています。この中で生活排水対策の実施が特に必要と認められる地域を県が｢生活排水対策重点地域｣に指定し，

市町村は，生活排水対策推進計画の策定，啓発，浄化施設の整備などを行い，計画的な生活排水対策を促進すること

とされています。 

千葉県では，現在までに，東葛，葛南地区の汚濁が著しい河川及び手賀沼・印旛沼流域(15 市町)，黒部川流域(3

町)及び小櫃川流域(3市)の21市町を重点地域として指定しています(図4-1)。 

 



図４－１ 生活排水対策重点地域指定状況 

 

（出典：平成16年版千葉県環境白書）※沼南町は平成１７年３月、柏に編入 



２ 合併処理浄化槽の設置普及促進 

 

(1)合併処理浄化槽の設置促進 

川，湖沼，海の汚れの原因は生活排水が大きな割合を占めていることから，し尿排水と生活雑排水をあわせて処理

する合併処理浄化層は対策の重要な柱となっています。そこで千葉県では合併処理浄化槽の設置を促進するため，昭

和 62 年度から国及び市町村と協調して補助事業を実施しています。平成 16 年度末までに，5 万 9,679 基の浄化槽に

対して，117億3,573万円の補助金を支出しました（表4-1）。 

しかしながら，浄化槽法の改正により，平成 13 年 4 月以降，新規に設置できる浄化槽は合併処理浄化槽のみとな

り，単独処理浄化槽との選択ができた補助制度開始当初と状況が変化しました。一方で，生活雑排水を未処理のまま

公共用水域に放流する単独処理浄化槽が，県内に約44万基あり，既設単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換するこ

と等の課題もあります。 

このような状況を踏まえ，従前の補助制度を見直し平成 16 年度から「生活排水対策浄化槽推進事業」を実施して

います。本事業は， 

１． 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進 

２． 閉鎖性水域における富栄養化防止対策としての高度処理型合併処理浄化槽の普及促進 

３． 浄化槽が本来の機能を発揮するための法定検査，維持管理の徹底 

に重点を置いた補助制度です。 

表４－１ 合併処理浄化槽補助基数 

 

※県費補助金の対象市町村は浦安市・習志野市（下水道対応），千葉市（政令市）を除く 76 市町村。国庫補助金の対象

市町村は浦安市・習志野市を除く77市町村。 

また，市町村自らが設置主体となってその後の維持管理まで行い，利用者は一定の使用料金を支払い浄化槽を使用

する「浄化槽市町村整備推進事業」が，平成6年度より国庫補助の対象となり，平成16年度末現在，睦沢町・長柄町

でこの事業を実施しています。 



 

(2)浄化槽の管理等に関する対策 

浄化槽がその機能を十分に発揮するには，その適正な設置及び設置後の適切な維持管理が不可欠です。このため

｢浄化槽法｣，｢千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例｣及び｢千葉県浄化槽取扱指導要綱｣などに基づき，浄化

槽管理者に対する啓発及び法定検査の受検指導，県民センターによる立入検査指導，保守点検業者に対する指導等を

実施しています。 

第3章でも示しましたが，浄化槽を設置した場合その管理者に対し，使用開始後3か月を経過した日から5か月の

間に水質検査(7 条検査)を，さらに，毎年 1 回定期検査(11 条検査)をそれぞれ受けることを法令で義務づけています。 

千葉県では，7 条検査の受検を推進するため，建築確認申請又は設置手続き時に併せて検査依頼書の添付をお願い

しています。また11条検査についても，前年度末受検浄化槽を対象に受検促進指導を行うなど，未受検浄化槽の減少

に努めています。 

平成15年度の検査基数は，30,592基となっています(表4-2)。 

表４－２ 浄化槽法定検査実施結果(平成15年度) 

 

 

 

 

３ 下水道等の普及促進 

 

(1)下水道の整備 

下水道は，生活環境の改善，浸水被害の防止のほか，河川，海域，湖沼といった公共用水域の水質保全を図るため

の重要な基盤施設となっています。 

千葉県では，公共用水域の水質環境基準を達成するための下水道整備に関する総合的な基本計画｢流域別下水道整

備総合計画｣を定め，流域下水道，公共下水道等の下水道事業を実施しています。 

1)公共下水道 

公共下水道は，市町村が事業主体となって行っています。主として市街地の家庭や事業場から発生する汚水や雨水

を排水施設によって集め，汚水を終末処理場で処理するか，流域下水道に接続し流域下水道の終末処理場で処理する

とともに，雨水をすみやかに排除するものです。千葉県下の公共下水道は平成 15 年度末現在 39 市町村で事業を実施

しています(図 4-2)。なお，平成15 年度末現在の処理人口は約366 万人で，平成16 年度は約880 億円を投入し県下

39市町村で事業を行い，引き続き整備拡大を図っていくこととしています。 

 



図４－２ 公共下水道の普及状況(平成15年6月末現在) 

 

（出典：下水道課ホームページ） 

 

 



2)流域下水道 

流域区域内市町村の公共下水道から汚水を集めて処理する施設をいい，千葉県では印旛沼流域下水道事業を昭和 43

年度から，手賀沼流域下水道事業を昭和 46 年度から，江戸川左岸流域下水道事業を昭和 47 年度から実施し，供用開

始しています(表4-3)。 

 

表４－３ 流域下水道計画(全体計画)及び実績(15年度末現在) 

 

 

(2)農業集落排水施設の整備 

農村地域では，都市と比べて下水道などの整備が立ち遅れ，生活排水により農業用排水路が汚れ，そのため農業生

産や生活環境の面で問題となるとともに，川や湖沼等の汚れの原因にもなっています。 

このため，千葉県は国とともに市町村が実施する農業集落排水施設(生活排水やし尿排水を集落単位程度で処理す

る小規模な下水道施設)の整備に対し補助を実施し事業の推進を図っています。 

表4-4に示すように，平成15年度までに22市町49処理区で事業が完了しており，平成16年度は，千葉市ほか10

市町15処理区において事業が実施されています。 

 

表４－４ 農業集落排水事業(平成16年9月末現在) 

 

注)市町村数の計欄は，重複市町村を除く。 

 

 

 



４ その他 

 

(1)水路等の浄化施設の整備 

生活排水対策は，下水道の普及や合併処理浄化槽の設置促進などの発生源対策が基本となっていますが，これらの

対策が進むまでの間，汚濁した水路などを直接浄化することも水をきれいにするために有効です。このため，千葉県

では，昭和60年度以降，当面下水道の整備が見込めない地域において，主に生活排水で汚れた都市排水路等に浄化施

設を設置する市町村に対して，事業費の一部を補助し，整備の促進を図ってきており，平成 13 年度までに 18 市町村

に対し40件の補助を行いました。 

また，｢生活排水対策重点地域｣においては，平成 3 年度から国(環境省)及び県による同様の補助制度が設けられ，

平成15年度までに11件の補助を行いました(表4-5)。しかし，平成17年度現在生活排水汚濁水路浄化施設に対する

補助は休止され，都市排水路等浄化施設に対する補助も廃止されています。 

 

表４－５ 水路等浄化施設に対する補助の実績 

 

(注)制度の概要 都市排水路等浄化施設  補助率:1/2補助限度額:1,000万円 

生活排水汚濁水路浄化施設 補助率:1/3国1/3県 

 

(2)河川の浄化 

近年，県北西部地域を中心とした人口過密地帯では下水道の整備が立ち遅れるなどしているため，生活排水などに

よる河川の水質汚濁が問題となっています。 

このような地域の河川では，川床に堆積した窒素，りん，BOD を含む底泥のしゅんせつや河川水の直接浄化なども

進めています(表4-6)。 

表４－６ 河川浄化に係る事業の実施状況 

 



(3)清流ルネッサンス 

江戸川中流域で水質汚濁の大きな要因となっている坂川（松戸市，柏市，流山市）及び水道水源として早急な水質

改善が求められている黒部川（小見川町，山田町，干潟町，東庄町）については，平成 5 年に国(建設省)が創設した

｢清流ルネッサンス 21(水環境改善緊急行動計画)｣の計画対象河川として選定され，平成 9 年度に市町村や地域住民に

よる水環境の創出と生活環境の改善ヘの様々な取組と一体となった河川事業･下水道事業の緊急的･重点的な施策の計

画が策定されました。 

さらに平成 13 年度には，第二期水環境改善緊急行動計画(清流ルネッサンス II)の計画対象地域として選定され，

引き続き水環境改善施策を総合的，緊急的かつ重点的に実施することとしています 



第５章 地域ぐるみの対策 

１ 地域での取り組み（行政と住民の共同） 

 

(1)印旛沼・手賀沼の取り組み 

千葉県には，環境省が実施する公共用水域の測定結果で常にワースト上位に顔を出している印旛沼と手賀沼があるこ

とは第１章で示しましたが，ここでは市民と行政が一体となった印旛沼と手賀沼における水質改善に向けた取組を紹介

します。 

両沼の流域では，都市化の進行など土地利用の変化に伴い，流入汚濁負荷の増加とともに，雨水の地下浸透･保水能力

の低下，多様な生態系を支える水辺地の消失など，健全な水循環の機能が低下し，水質汚濁の大きな要因となっていま

す｡ 

水質汚濁の改善には，健全な水循環の回復に向けた取組が必要ですが，行政が実施する事業だけでなく，住民と行政

の協働･連携が必要不可欠です｡そのため，行政と住民･NPO 等の協働で，沼と自分たちの暮らしとの関わりを知り，自分

でできる取組の実践につなげることなどを目的とした，身近な湧水や河川の調査を開始したほか，各種の行事や環境学

習活動などを通じて意識啓発を図っているところです｡ 

印旛沼では，平成13年10月に学識者，水利用者，NPO，行政関係者で構成する｢印旛沼流域水循環健全化会議｣を設置

し，流域の健全な水循環の回復の視点から水環境の改善と治水対策について検討を進め，平成16年 2月には当面実施可

能な取組を｢緊急行動計画｣として平成22年度までに達成されるべき目標を取りまとめ，取り組んでいます｡ 

現在，モデル地域を選定し，住民や農家の方々の協力を得て，｢みためし行動(効果を確認し必要に応じて見直しなが

ら取組を進める)｣として，生活排水，雨水浸透，農地での肥料削減などの取組を進めているところです｡また，｢市民･

NPO意見交換会｣を開催するなど，地域が一体となった取組の普及･拡大を図っています｡ 

また，手賀沼では，環境省が平成 11 年度から 13 年度にかけて実施した｢手賀沼水循環回復検討基礎調査｣の成果を踏

まえて，学識者･住民(NPO)・行政関係者で構成する検討委員会での検討を経て，平成 22 年度までに，かつてあった美し

く豊かな環境の再生とともに環境基準の達成を目的とした｢手賀沼水循環回復行動計画｣を平成15 年 7月に策定し，平成

15年10月，新たに手賀沼水循環回復推進行動会議を設置し取り組んでいます｡ 

 



表５－１ 手賀沼水循環回復行動計画と印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画の概要 

 

 

(2)その他 

生活排水対策を川や湖沼などの流域全体についてより広域的，組織的に実施する場合には，行政機関，地域代表者

等によって構成される協議会などの組織を設置することが重要です。この組織を基に実践活動等の推進を図り，生活

排水対策を推進することになります。 

千葉県には県が中心となり活動しているものとして，印旛沼水質保全協議会や手賀沼水環境保全協議会などがあり，

ポスターやパンフレットなどによる浄化啓発や，家庭でできる浄化対策の普及などの活動を推進しています。 

また，地元市町村による公開講座の開催や，地元市町村とＮＰＯが中心となった「手賀沼流域フォーラム」や「印

旛沼フォーラム」などの活動が行われています。 

 

２ 生活排水対策指導員 

 

水質汚濁防止法では県や市町村に，地域における生活排水対策の普及・啓発に係わる実践活動の実施等の中核とな

る生活排水対策指導員の育成に努めることとされています。千葉県では，平成 16 年度末現在，4 市が市民の中から生

活排水対策普及員（市によって名称は異なる）の委嘱等を行っており，生活排水対策指導員を中心に地域における実

践活動を推進し，生活排水対策の啓発に携わるなど市民自らの手で生活排水対策に取り組んでいます。 



 

３ 環境学習等 

 

環境学習は，私たち一人ひとりが人間と環境との関わりについて関心を持ち，解釈するための知識や技能を身に付

け環境に配慮した積極的な行動がとれるように，子供から大人まで，世代や経験にふさわしい課題を持って展開され

る必要があり，生涯学習の一環として位置づけることができます。千葉県では，｢千葉県環境学習基本方針｣（平成 4

年3月）に基づき，次のような事業を展開しています。 

機会づくりとして県民環境講座の開催，NPO による公募型環境学習事業，エコアップの開催，教材づくりとしては

市民等と行政との協働により小学生向けの教材である環境保全活動支援地図｢エネルギーと暮らし｣などの作成，指導

者づくりとしてはエコマインド養成講座の開催，環境学習アドバイザーの派遣などが行われています。 

また，広報活動として，環境白書を作成，配布するともに環境学習各分野の学習用ビデオライブラリーを整備し，

県庁環境政策課で貸出を行っています。また，県文書館に環境コーナーを設け，環境関係の資料，図書を配置し，広

く閲覧に供しています。 

（千葉県の環境学習関係情報のページ：http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/envinfo/gakusyuu.html） 

一方，環境研究センターでは複雑・多様化する環境問題に的確に対応するため，大気・水質・地質の環境質及び廃

棄物・化学物質問題など広く研究活動を推進するとともに，公開講座の開催，啓発冊子の発行，情報の収集・整備，

市町村等啓発活動への技術的支援，総合的な環境学習の支援事業などを行っています。 

（環境研究センターホームページ：http://www.wit.pref.chiba.jp/） 

手賀沼のほとりに水と親しみながら水と人との関わりを学び手賀沼浄化について考える拠点として｢手賀沼親水広

場｣（平成3年6月）が整備され，水質浄化に係わる各種イベント，展示や環境学習等を積極的に展開し，水質保全に

ついての啓発に努めています｡ 

（手賀沼親水広場ホームページ：http://www.ckz.jp/shinsui/index.html） 



 

図５－１ 環境学習関連事業体系図(16年度) 

 



第６章 参考資料 

１ 環境基準 

 

水質汚濁に係る環境基準《｢水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)｣から抜粋》 

ア 人の健康の保護に関する環境基準 

項 目 基 準 値 測 定 方 法 

カドミウム 0.01mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55 に定める方法 

全シアン 検出されないこと。 規格38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格38.1.2 及び 38.3 に定める方法 

鉛 0.01mg／l 以下 規格54 に定める方法 

六価クロム 0.05mg／l 以下 規格65.2 に定める方法 

砒素 0.01mg／l 以下 規格61.2 又は 61.3 に定める方法 

総水銀 0.0005mg／l 以下 付表１に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと。 付表２に掲げる方法 

ＰＣＢ 検出されないこと。 付表３に掲げる方法 

ジクロロメタン 0.02mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 0.002mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.02mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン １mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

トリクロロエチレン 0.03mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム 0.006mg／l 以下 付表４に掲げる方法 

シマジン 0.003mg／l 以下 付表５の第１又は第２に掲げる方法 

チオベンカルブ 0.02mg／l 以下 付表５の第１又は第２に掲げる方法 

ベンゼン 0.01mg／l 以下 日本工業規格Ｋ0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 0.01mg／l 以下 規格67.2 又は 67.3 に定める方法 

硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素 
10mg／l 以下 

硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸

性窒素にあっては規格43.1 に定める方法 

ふっ素 0.8mg／l 以下 規格34.1 に定める方法又は付表６に掲げる方法 

ほう素 1mg／l 以下 規格47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は付表７に掲げる方法 

備考 

１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする｡ 

２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量

限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

３ 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数

0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 

 



イ 生活環境の保全に関する環境基準 

 

（ア）河川（湖沼を除く） 

 項目 
 
 
類型 

利用目的の適応性 

基準値 

該当水域 水素イオン濃度
(ｐＨ) 

生物化学的
酸素要求量
(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 

大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級、自然環境保全及び
Ａ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

１mg/l 
以下 

25mg/l 
以下 

7.5mg/l 
以上 

50MPN/ 
100ml以下 

第１の 2 の
(2)により水
域類型ごと
に指定する
水域 

Ａ 
水道２級、水産１級、水浴及
びＢ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

２mg/l 
以下 

25mg/l 
以下 

7.5mg/l 
以上 

1,000MPN/ 
100ml以下 

Ｂ 
水道３級、水産２級及びＣ以
下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

３mg/l 
以下 

25mg/l 
以下 

５mg/l 
以上 

5,000MPN/ 
100ml以下 

Ｃ 
水産３級、工業用水１級及び
Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

５mg/l 
以下 

50mg/l 
以下 

５mg/l 
以上 

－ 

Ｄ 
工業用水２級 農業用水 
及びＥの欄に掲げるもの 

6.0以上 
8.5以下 

８mg/l 
以下 

100mg/l 
以下 

２mg/l 
以上 

－ 

Ｅ 
工業用水３級 環境保全 6.0以上 

8.5以下 
10mg/l 
以下 

ごみ等の浮遊
が認められな
いこと。 

２mg/l 
以上 

－ 

測定方法 規格 12.1 に定
める方法又はガ
ラス電極を用い
る水質自動監視
測定装置により
これと同程度の
計測結果の得ら
れる方法 

規格 21 に
定める方法 

付表８に掲
げる方法 

規格 32 に定め
る方法又は隔膜
電極を用いる水
質自動監視測定
装置によりこれ
と同程度の計測
結果の得られる
方法 

最確数によ
る定量法 

 

備考 
１ 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
２ 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg/l 以上とする（湖沼もこれに準ず
る。）。 

３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記
録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼海域もこれに準ずる。）。 

４ 最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
試料 10ml、1ml、0.1ml、0.01ml･･････のように連続した４段階（試料量が 0.1ml 以下の場合は 1ml に希釈して用い

る。）を５本ずつ BGLB 醗酵管に移殖し、35～37℃、48±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管と
し、各試料量における陽性管数を求め、これから 100ml 中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその
最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多
数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時
間以内に試験する。 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

 

 

 

 



   項目 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 
基準値 

該当水域 
全亜鉛 

生物Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域 

0.03mg/l以下 第１の 2 の(2)
により水域類型
ごとに指定する
水域 生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/l以下 

生物Ｂ 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域 

0.03mg/l以下 

生物特Ｂ 
生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖
場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/l以下 

測定方法 
規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表９に掲げる方法によることができる。

また、規格53で使用する水については付表９の１(1)による。） 

備考 
１ 基準値は、年間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。） 

 

（イ）湖沼（天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工

湖） 

項目 
類型 利用目的の適応性 

基準値 

該当水域 水素イオン
濃度(ｐＨ) 

化学的酸素要求
量(ＣＯＤ) 

浮遊物質量 
(ＳＳ) 

溶存酸素量 
(ＤＯ) 

大腸菌群数 

ＡＡ 水道１級、水産１
級、自然環境保全
及びＡ以下の欄に
掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

１mg/l以下 １mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/ 
100ml以下 

第１の2
の(2)によ
り水域類
型ごとに
指定する
水域 

Ａ 水道２、３級、水産
２級、水浴及びＢ以
下の欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

３mg/l以下 ５mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/ 
100ml以下 

Ｂ 水産３級、工業用水
１級、農業用水及び
Ｃの欄に掲げるもの 

6.5以上 
8.5以下 

５mg/l以下 15mg/l以下 ５mg/l以上 － 

Ｃ 工業用水２級 
環境保全 

6.0以上 
8.5以下 

８mg/l以下 ごみ等の浮遊が認
められないこと。 

２mg/l以上 － 

測定方法 規格12.1に定
める方法又は
ガラス電極を
用いる水質自
動監視測定装
置によりこれ
と同程度の計
測結果の得ら
れる方法 

規格 17 に定め
る方法 

付表８に掲げる
方法 

規格 32 に定め
る方法又は隔膜
電極を用いる水
質自動監 
視測定装置によ
りこれと同程度
の計測結果の得
られる 
方法 

最確数による定
量法 

 

備考 
  水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

(注)１  自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 
３ 水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 



 

項目 
類型 利用目的の適応性 

基準値 
該当水域 

全窒素 全燐 

I 自然環境保全及び II 以下の欄に掲げるもの 0.1mg/l 以下 0.005mg/l 以下 第１の２の(２)
により水域類
型毎に 指定
する水域 

II 水道１、２、３級（特殊なものを除く。） 
水産１種、水浴及び III 以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/l 以下 0.01mg/l 以下 

III 水道３級（特殊なもの）及び IV 以下の欄に掲げるもの 0.4mg/l 以下 0.03mg/l 以下 

IV 水産２種及び V の欄に掲げるもの 0.6mg/l 以下 0.05mg/l 以下 

V 水産３種、工業用水、農業用水、環境保全 １mg/l 以下 0.1mg/l 以下 

測定方法 規格 45.2，45.3 又は
45.4 に定める方法 

規格 46.3 に定める
方法 

 

備考 
１ 基準値は年間平均値とする。 
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素

の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 
３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

備考１ 基準値は年間平均値とする。 
２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全

窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 
３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊

な浄水操作を行うものをいう。） 
３ 水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

水産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 
水産３種：コイ、フナ等の水産生物用 

４ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 
 
 

項目 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 基準値 該当水域 

全亜鉛 

生物Ａ イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物
が生息する水域 

0.03mg/l以下 第１の 2 の(2)
により水域類型
ごとに指定する
水域 

生物特Ａ 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又
は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/l以下 

生物Ｂ コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息
する水域 

0.03mg/l以下 

生物特Ｂ 生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は
幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/l以下 

測定方法 
規格 53 に定める方法（準備操作は規格 53 に定める方法によるほか、付表９に掲げる方法によることができる。また、
規格53で使用する水については付表９の１(1)による。） 



（ウ）海域 

項目 
類型 

利用目的の適応性 

基準値 

該当水域 
水素イオン濃

度(ｐＨ) 
化学的酸素要求

量(ＣＯＤ) 
溶存酸素量 

(ＤＯ) 
大腸菌群数 n-ヘキサン抽

出物質(油分
等) 

Ａ 水産１級、水浴、自然
環境保全及びＢ以下
の欄に掲げるもの 

7.8以上 
8.3以下 

２mg/l以下 7.5mg/l以上 
 

1,000MPN/ 
100ml以下 

検出されない
こと。 

第１の 2 の(2)
により水域類
型ごとに指定
する水域 

 
Ｂ 水産２級、工業用水及

びＣの欄に掲げるもの 
7.8以上 
8.3以下 

３mg/l以下 ５mg/l以上 － 検出されない
こと。 

Ｃ 環境保全 7.0以上 
8.3以下 

８mg/l以下 ２mg/l以上 － － 

測定方法 規格 12.1 に
定める方法又
はガラス電極
を用いる水質
自動監視測定
装置によりこ
れと同程度の
計測結果の得
られる方法 

規格 17 に定め
る方法（ただ
し、Ｂ類型の工
業用水及び水産
２級のうちノリ
養殖の利水点に
おける測定方法
はアルカリ性
法） 

規格 32 に定め
る方法又は隔膜
電極を用いる水
質自動監視測定
装置によりこれ
と同程度の計測
結果の得られる
方法 

最確数による
定量法 

付表 10 に掲
げる方法 

 

備考 
１ 水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。 
２ アルカリ性法とは、次のものをいう。 

検水 50ml を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w/v%）１ml を加え、次に N/100 過マンガン酸
カリウム溶液 10ml を正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液
（10w/v%）１mlとアジ化ナトリウム溶液（４w/v%）１滴を加え、冷却後、硫酸（2+1）0.5mlを加えてよう素を遊離さ
せて、それを力価の判明している N/100 チオ硫酸ナトリウム溶液ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試
料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。 

ＣＯＤ（O２mg/l）＝0.08Ｘ（(b)－(a)）ＸｆNa２Ｓ２Ｏ３Ｘ1000/50 
(a)：N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定値(ml) 
(b)：蒸留水について行った空試験値(ml) 
ｆNa２Ｓ２Ｏ３：N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の力価 

（注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 
３ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 
 



 

項目 
類型 

利用目的の適応性 基準値 
該当水域 

全窒素 全燐 

I 自然環境保全及び II 以下の欄に掲げる
もの（水産２種及び３種を除く。） 

0.2mg/l以下 0.02mg/l以下 

第１の２の(2)
により水域類型
ごとに指定する

水域 

II 水産１種、水浴及びIII 以下の欄に掲げ
るもの（水産２種及び３種を除く。） 

0.3mg/l以下 0.03mg/l以下 

III 水産２種及び IV の欄に掲げるもの（水産
３種を除く。） 

0.6mg/l以下 0.05mg/l以下 

IV 水産３種、工業用水、生物生息環境保全 1mg/l以下 0.09mg/l以下 

測定方法 規格45.4に定める方法 規格46.3に定める方法  

備考 
１ 基準値は、年間平均値とする。 
２ 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 

(注)１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
２ 水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 
水産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 
 
 

項目 
類型 水生生物の生息状況の適応性 

基準値 
該当水域 

全亜鉛 

生物Ａ 水生生物の生息する水域 0.02mg/l以下 第１の2の(2)に
より水域類型ごと
に指定する水域 

生物特Ａ 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の
生育場として特に保全が必要な水域 

0.01mg/l以下 

測定方法 
規格53に定める方法（準備操作は規格53に定める方法によるほか、付表９に掲げる方法によることができる。ま
た、規格53で使用する水については付表９の１(1)による。） 

 



２ 関係法令（抜粋） 

(1)水質汚濁防止法 

（目的） 

第一条 この法律は，工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すると

ともに，生活排水対策の実施を推進すること等によつて，公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態

が悪化することを含む。以下同じ。）の防止を図り，もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し，並び

に工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償

の責任について定めることにより，被害者の保護を図ることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「公共用水域」とは，河川，湖沼，港湾，沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれ

に接続する公共溝渠，かんがい用水路その他公共の用に供される水路（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第

二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって，同条第六号に規定する終末処理場を設置して

いるもの（その流域下水道に接続する公共下水道を含む。）を除く。）をいう。 

8 この法律において「生活排水」とは，炊事，洗濯，入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水（排出水を除

く。）をいう。 

   第二章の二 生活排水対策の推進 

（国及び地方公共団体の責務） 

第十四条の四 市町村（特別区を含む。以下この章において同じ。）は，生活排水の排出による公共用水域の水質の汚

濁の防止を図るための必要な対策（以下「生活排水対策」という。）として，公共用水域の水質に対する生活排水に

よる汚濁の負荷を低減するために必要な施設（以下「生活排水処理施設」という。）の整備，生活排水対策の啓発に

携わる指導員の育成その他の生活排水対策に係る施策の実施に努めなければならない。 

2 都道府県は，生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努

めなければならない。 

3 国は，生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁に関する知識の普及を図るとともに，地方公共団体が行う生活

排水対策に係る施策を推進するために必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。 

（国民の責務） 

第十四条の五 何人も，公共用水域の水質の保全を図るため，調理くず，廃食用油等の処理，洗剤の使用等を適正に行

うよう心がけるとともに，国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。 

（生活排水を排出する者の努力） 

第十四条の六 生活排水を排出する者は，下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべき

こととされている場合を除き，公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努

めなければならない。 

（生活排水対策重点地域の指定等） 

第十四条の七 都道府県知事は，次に掲げる公共用水域において生活排水の排出による当該公共用水域の水質の汚濁を

防止するために生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは，当該公共用水域の水質の汚濁

に関係がある当該都道府県の区域内に生活排水対策重点地域を指定しなければならない。 

一 水質環境基準が現に確保されておらず，又は確保されないこととなるおそれが著しい公共用水域 

二 前号に掲げるもののほか，自然的及び社会的条件に照らし，水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であ

つて水質の汚濁が進行し，又は進行することとなるおそれが著しいもの 

2 都道府県知事は，生活排水対策重点地域を指定しようとするときは，あらかじめ，関係市町村長の意見を聴かなけれ

ばならない。 

3 生活排水対策重点地域の指定をしようとする地域に係る公共用水域が他の都府県の区域にわたる場合においては，都

府県知事は，その指定をしようとする旨を当該他の都府県の都府県知事に通知しなければならない。 



4 都道府県知事は，生活排水対策重点地域の指定をしたときは，その旨を公表するとともに，当該生活排水対策重点地

域をその区域に含む市町村（以下「生活排水対策推進市町村」という。）に通知しなければならない。 

5 前三項の規定は，生活排水対策重点地域の変更について準用する。 

（生活排水対策推進計画の策定等） 

第十四条の八 生活排水対策推進市町村は，生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画

（以下「生活排水対策推進計画」という。）を定めなければならない。 

2 生活排水対策推進計画においては，次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針 

二 生活排水処理施設の整備に関する事項 

三 生活排水対策に係る啓発に関する事項 

四 その他生活排水対策の実施の推進に関し必要な事項 

3 生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは，当該生活排水対策重点地域内の他の生活

排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。 

4 生活排水対策推進市町村は，生活排水対策推進計画を定めようとするときは，あらかじめ，その生活排水対策重点地

域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。 

5 前項の通知を受けた都道府県知事は，当該市町村に対し，生活排水対策の推進に関し助言をし，その推進に関し特に

必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。 

6 生活排水対策推進市町村は，生活排水対策推進計画を定めたときは，その内容を公表しなければならない。 

7 第三項から前項までの規定は，生活排水対策推進計画の変更について準用する。 

（生活排水対策推進計画の推進） 

第十四条の九 生活排水対策推進市町村は，当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図り

ながら，生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い，生活排水処理施

設の整備，生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（指導等） 

第十四条の十 生活排水対策推進市町村の長は，生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には，その

生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し，指導，助言及び勧告をすることができる。 

 

 

(2)浄化槽法 

（目的） 

第一条 この法律は，浄化槽の設置，保守点検，清掃及び製造について規制するとともに，浄化槽工事業者の登録制度

及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し，浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により，公共用水域等

の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り，もって生活環境の保全及び公衆衛生の

向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水（工場廃水，雨水その他の特殊な排水を除く。以下同

じ。）を処理し，下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水

道（以下「終末処理下水道」という。）以外に放流するための設備又は施設であつて，同法に規定する公共下水道

及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第六条第一項の規定

により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。 

二 浄化槽工事 浄化槽を設置し，又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。 

三 浄化槽の保守点検 浄化槽の点検，調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。 

四 浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥，スカム等の引出し，その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに



伴う単位装置及び附属機器類の洗浄，掃除等を行う作業をいう。 

（浄化槽によるし尿処理等） 

第三条 何人も，終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合

を除き，浄化槽で処理した後でなければ，し尿を公共用水域等に放流してはならない。 

2 何人も，浄化槽で処理した後でなければ，浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等

に放流してはならない。 

3 浄化槽を使用する者は，浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守し

なければならない。 

第三条の二 何人も，便所と連結してし尿を処理し，終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として，浄化

槽以外のもの（下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一

項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。）を設置してはならない。ただし，

下水道法第五条第一項第一号に規定する予定処理区域（同法第四条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知

事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。）内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は

施設については，この限りでない。 

2 前項ただし書に規定する設備又は施設は，この法律の規定（前条第二項，前項及び第五十一条の規定を除く。）の適

用については，浄化槽とみなす。 

（設置後等の水質検査） 

第七条 新たに設置され，又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については，環境省令で定める期間内に，

環境省令で定めるところにより，当該浄化槽の所有者，占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する

もの（以下「浄化槽管理者」という。）は，環境大臣又は都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者

（以下「指定検査機関」という。）の行う水質に関する検査を受けなければならない。 

（定期検査） 

第十一条 浄化槽管理者は，環境省令で定めるところにより，毎年一回（環境省令で定める浄化槽については，環境省

令で定める回数），指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。 

   附則（平成一二年六月二日法律第一〇六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は，平成十三年四月一日から施行する。 

（既存単独処理浄化槽に係る経過措置等） 

第二条 この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽（し尿のみを処理するものに限る。）であっ

てこの法律の施行の際現に設置され，若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建

築物に設置されるもの（以下「既存単独処理浄化槽」という。）は，この法律による改正後の浄化槽法（以下「新

法」という。）の規定（第三条第二項の規定を除く。）の適用については，新法第二条第一号に規定する浄化槽とみ

なす。 

第三条 既存単独処理浄化槽（新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。）を使

用する者は，新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため，同号

に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。 

 

(3)下水道法 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は，流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道，流域下水道及び都市下水路の

設置その他の管理の基準等を定めて，下水道の整備を図り，もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し，

あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 



一 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し，若しくは付随する廃水（以下「汚水」という。）又

は雨水をいう。 

二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管，排水渠その他の排水施設（かんがい排水施設を除く。），こ

れに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（屎尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設を補完するため

に設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。 

三 公共下水道 主として市街地における下水を排除し，又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で，終

末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり，かつ，汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠

である構造のものをいう。 

四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。 

イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて，これを排除し，及び処理するために地方

公共団体が管理する下水道で，二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり，かつ，終末処理場を

有するもの 

ロ 公共下水道（終末処理場を有するものに限る。）により排除される雨水のみを受けて，これを河川その他の公

共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で，二以上の市町村の区域における雨水を排

除するものであり，かつ，当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの 

五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道（公共下水道及

び流域下水道を除く。）で，その規模が政令で定める規模以上のものであり，かつ，当該地方公共団体が第二十七

条の規定により指定したものをいう。 

六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設

けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 

七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で，第九条第一項の規定により公示された区域を

いう。 

八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で，第九条第二項にお

いて準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。 

（排水設備の設置等） 

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては，当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者，使用者又は占

有者は，遅滞なく，次の区分に従つて，その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管，排水渠その

他の排水施設（以下「排水設備」という。）を設置しなければならない。ただし，特別の事情により公共下水道管理

者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては，この限りでない。 

一 建築物の敷地である土地にあつては，当該建築物の所有者 

二 建築物の敷地でない土地（次号に規定する土地を除く。）にあつては，当該土地の所有者 

三 道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）による道路をいう。）その他の公共施設（建築物を除く。）の敷

地である土地にあつては，当該公共施設を管理すべき者 

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は，同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし，そ

の清掃その他の維持は，当該土地の占有者（前項第三号の土地にあつては，当該公共施設を管理すべき者）が行うも

のとする。 

3 第一項の排水設備の設置又は構造については，建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）その他の法令の規定の適

用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか，政令で定める技術上の基準によらなければならない。 

 

(4)千葉県環境保全条例 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は，千葉県環境基本条例（平成七年千葉県条例第二号）の本旨を達成するため，生活環境の保全等に

関し，県，市町村，事業者及び県民の責務を明らかにするとともに，県の施策を定めてこれを推進し，及び公害の防



止のための規制を行うことにより，生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将

来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 生活環境の保全等 大気，水，地質等を良好な状態に保持することにより，人の健康の保護及び生活環境（人の

生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）の

保全を図ることをいう。 

二 公害 千葉県環境基本条例第二条第三号に規定する公害をいう。 

三 環境への負荷 千葉県環境基本条例第二条第一号に規定する環境への負荷をいう。 

（県等の責務） 

第三条 県，市町村，事業者及び県民は，千葉県環境基本条例第三条に規定する環境の保全についての基本理念にのっ

とり，生活環境の保全等が図られるように，それぞれの立場において努めなければならない。 

第二章 生活環境の保全等に関する施策 

（規制の措置） 

第四条 県は，生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。 

（生活排水対策に係る施策） 

第六条 県は，生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び水質の汚濁の防止を図るため

に必要な施策を実施するとともに，市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。 

第三章 生活環境の保全等に関する措置等 

第二節 水質の保全に関する規制等 

（排水基準の制定） 

（生活排水対策の推進） 

第三十五条 県民は，公共用水域の水質の保全を図るため，調理くず，廃食用油等の処理，洗剤の使用等を適正に行う

ように心がけるとともに，県又は市町村による生活排水対策の実施に協力しなければならない。 

 



３ 用語集 
公共用水域 河川，湖沼，港湾，沿岸海域など広く一般の利用に開放された水域及びこれらに接続する下水路，用水路等

公共の用に供する水域をいう。 

BOD 
（生物化学的酸素
要求量） 

Biochemical Oxygen Demand の略。COD とともに有機物などによる水質汚濁の程度を示すもので，有機物な
どが微生物によって酸化，分解される時に消費する酸素の量を濃度で表した値をいう。数値が大きくなるほ
ど汚濁が著しい。 

COD（化学的酸素
要求量） 

Chemical Oxygen Demand の略。BOD とともに有機物などによる水質汚濁の程度を示すもので，酸化剤を加
えて水中の有機物と反応（酸化）させた時に消費する酸化剤の量に対応する酸素量を濃度で表した値をい
う。 

SS（浮遊物質） Suspended Solid の略。水中の浮遊物質のことで，水の濁りの原因となる。 

（ノルマル）ヘキサ
ン抽出物質 

ノルマルヘキサンは油脂や精油を抽出する溶剤として使われる。ノルマルヘキサン抽出物質は鉱油や動植
物油の含有量を示す一つの指標である。 

閉鎖性水域 地形などにより水の出入りが悪い内湾，内海，湖沼等の水域をいう。 

栄養塩類 生物がその生命を維持するために体外より摂取する塩類。水域の人為的な富栄養化の進行，およびその対
策の中心となる栄養塩類として，一般に窒素，りんが重要と言われている。これは，自然水中の窒素やりん
の濃度が他の栄養塩類と比較して相対的に最も少なく，植物プランクトンの増殖の制限栄養物質になりやす
いためである。 

T-N（全窒素），T-P
（全りん） 

どちらも栄養塩類で，これら自体が直接水質に悪影響を及ぼすと言うより，これらが植物プランクトンの栄養
となることにより水質に悪影響を及ぼす。 

富栄養化 閉鎖性水域において，河川などから窒素，りんなどの栄養塩類が運び込まれて豊富に存在するようになり，
生物生産が盛んになることをいう。 

プランクトン 水域に生息する生物のうち，遊泳力がないか，多少あるにしても水の動きに抗しては移動できずに浮遊生活
を送る生物をプランクトンまたは浮遊生物という。1～数 μm の大きさの生物を主とするが，クラゲ類のような
巨大浮遊生物もある。光合成色素を持ち独立栄養生活をする植物プランクトンと，植物プランクトンや細菌，
小型動物，デトライタスを餌として従属栄養生活をする動物プランクトンとの区分が一般に使われる。 

汚濁負荷量 汚濁負荷量とは，排出される汚濁物質量をいい，主として BOD，COD，SS の 1 日当たりのトン数で表され
る。これは，家庭や工場など汚濁源から排出される排水量とその汚濁物質の濃度の積によって計算される。
河川などの水域の状況などによっては濃度規制だけでは不十分で総量規制が問題となり，いかに負荷量を
削減するかが重要となる。 
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