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はじめに 

(1) 令和元年 9 月、下水道施設計画・設計指針に、

雨天時浸入水対策の基本方針が示された(右欄)

(2) 令和 2 年 1 月、国交省より「雨天時浸入水対

策ガイドライン(案)」(以下、ガイドラインと

称す)が公表された

(3) 雨天時計画汚水量の概念を設けて、実情に合

った雨天時増水対策(施設対策と運転管理)へ

のアプローチを明確にした

(4) 日(時間)最大雨水浸入率は設定が困難な場合、

0.3(0.1)％を採用することで、実情に合わせ

て段階を追った発生源対策(雨天時浸入水の

削減)へのアプローチを明確にした

(5) 本稿では、雨天時浸入水対策を雨天時増水対

策と発生源対策とに別けて、現状把握から事

業効果定量までの具体的な方法や提案をま

とめ、関連する新技術を紹介する

(6) また流出解析や事業判定精度に関わる技術

として、流量計測、解析評価手法、流量計測

精度管理や JIS 適合型流量計を紹介する

(7) 発生源対策では、雨天時浸入水の排水設備比

率(40～50％：自社実績)と私有施設対策問題、

対策後の雨天時浸入水再発問題があって、半

世紀近い対策の歴史にもかかわらず、事業効

果に乏しいケースを多く経験してきた

(8) 雨天時増水対策は、温暖化現象や都市化の進

行により待ったなしで、発生源対策に次いで、

総合的・段階的な施設対策が求められている

(9) 増水対策のうち、施設対策に伴う水密性の確

保や誤接続の解消は発生源対策を兼ねる

(10) ガイドラインに、発生源対策の具体的な手法

や関連調査については、「分流式下水道にお

ける雨天時浸入水対策計画策定マニュアル

-2009 年 3 月- (財)下水道新技術推進機構」

を参照することが記載されている

令04.04 下水道主管課⾧会議資料 平成4 年度版  

令03.11 官民連携した浸水対策の手引き(案)   

令03.11 下水道浸水被害軽減 

総合計画策定マニュアル(案)   

令03.11 雨水管理総合計画策定ガイドライン(案) 

令03.07 内水浸水想定区域図作成マニュアル(案) 

令02.01 雨天時浸入水対策ガイドライン(案)  

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001327259.pdf 

令01.09 下水道施設計画・設計指針と解説 

(雨天時浸入水対策及び計画下水量について) 

雨天時浸入水対策は、排水設備の指導強化、汚水管路の入念な施

工及び維持管理、雨水排除施設の整備によって浸入水量を削減させ

ることを基本とする。しかし、排水設備の改善や汚水管路施設の補

修には、多大な費用、時間を要し、施工上の困難性を伴うので、雨

天時浸入水に伴う種々の問題が明らかとなった場合、その雨天時浸

入水の水量、水質・希釈率、頻度当の実績を調査した上で管路・ポ

ンプ場施設及び処理施設の能力増強等の下水道施設による対策を

検討し、維持管理の役割、浸入水削減計画、施設計画を行い、最も

合理的とされる対策を実施する。 

平29.07 下水道管きょ等における 

水位等観測を推進するための手引き(案) 

平28.04 水位周知下水道制度に係る技術資料(案)  

平28.04 水害ハザードマップ作成の手引き  

平27.01 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説  

平26.04 ストックを活用した都市浸水対策機能向上 

のための新たな基本的考え方 

平21.03  分流式下水道における 

雨天時浸入水対策計画策定マニュアル(下水道新技術推進機構) 注1 

平15.03  分流式下水道における 

雨天時増水対策計画の手引き(案)(下水道新技術推進機構) 注2 

注1・2 公共団体等および下水道機構出捐団体・賛助会員等の方は、

下水道機構TOPページからWeb会員サイトへご登録すれば、技術

マニュアルや技術資料の全文を閲覧・ダウンロードできます。冊子

をご希望の場合は、実費にて販売。共団体等および出捐団体・賛助

会員等以外の方で、Web会員サイトへご登録いただけない方につ

いては、実費にて販売しています。 

国の動き(雨天時増水・浸入水対策関連の通知等)
国交省HP 等より 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001429920.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001429916.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001429912.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001415375.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001327259.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001327259.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001193245.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001128635.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/suigai_hazardmap_tebiki_gaiyou_201604.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html
https://www.mlit.go.jp/common/001035462.pdf
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000654.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001327259.pdf#view=Fit
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1.ガイドラインのおさらい 

1.1 雨天時浸入水の実態 

(1) アンケート結果から、57%(1681/2962)の処

理区で維持管理上の問題がある 

(2) 維持管理上の問題がある 1681 処理区中、調

査済みは 40％、調査および対策済みは 37％ 

(3) 維持管理上の問題を抱える6 割以上の処理

区が未対策であり、調査と対策が必要とされ

る現状がある 

 

1.2 ガイドラインの目的 

(1) 3 つの事象を 3 つの対策で改善する 

(2) 3 つの事象 

① マンホール溢水やトイレ逆流 

② 雨天時増加下水の公共用水域流出 

③ 2 次処理をしない下水の流出 

(3) 3 つの対策 

① 発生源対策による浸入水削減：誤接続・

蓋孔流入の解消、雨天時浸入水発生箇所

の止水または水密性不良個所の改善 

② 運転管理：ゲート操作による管内貯留、

予備ポンプ活用によるポンプ能力の増

強、ポンプ制御による排水量の平滑化、

ステップ処理による分散運転 

③ 施設対策：拡径、バイパス、貯留施設、

ポンプ増設、オリフィス貯留 

改築を伴う対策では補助対象事例あり 

(4) 問題解決へのアプローチ 

① 雨天時浸入水削減：発生源対策や施設対

策に伴う、誤接続解消や水密性向上 

② 施設流下能力改善：施設対策 

③ 施設処理能力改善：運転管理と施設対策 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マンホール溢水やトイレ逆流 

雨天時増加下水の公共用水域流出 

2 次処理をしない下水の流出 

発生源対策による浸入水の削減 

雨天時浸入水の実態 

問題なし43％ 

1281 処理区 

調査済み40％ 

対策済み37％ 

維持管理上の 

問題あり57％ 

1681 処理区 
未調査 60％ 

未対策 63％ 

3 つの事象 

施設対策 
拡径、バイパス、貯留、ポンプ増強 

運転管理 
管内貯留 ステップ処理 

3 つの対策 
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1.3 用語の定義 

(1) 不明水＝常時浸入地下水+雨天時浸入地下水

＋直接浸入水+その他 

(2) 地下水＝常時浸入地下水＋雨天時浸入地下水 

(3) 常時浸入地下水＝常時流入する地下水 

(4) 雨天時浸入水＝直接浸入水＋雨天時浸入地下水 

(5) 直接浸入水＝誤接続流入水+蓋孔流入水等 

(6) その他＝雨水整備により削減可能な不明水

や、浸入水ではない不明水 

もともと常時浸入地下水は、生活汚水量と営業

汚水量の和に対する 1 人 1 日最大汚水量の10～

20％程度が見込まれており削減対象ではないが、

雨天時浸入地下水とは不可分なため、20％を超え

る地下水は雨天時浸入水同様に扱われる。 

1.4 雨天時浸入水対策の実施イメージ 

(1) 直接浸入水は、発生源対策で浸入を防止する

のが原則で、雨天時計画汚水量には含めない 

(2) 雨天時浸入地下水は、発生源対策と雨天時増

水対策(防水効果)で浸入を最小限度にする 

(3) (2)にも関わらず浸入する雨天時浸入地下水

は、雨天時計画汚水量に見込んで、運転管理

や施設増強による総合対策を講じる 

(4) 発生源対策だけでは、溢水解消等が追い付か

ないので、雨天時増水対策をしながら、効率

的に発生源対策をしてゆく 

1.5 雨天時浸入水の評価 

(1) 浸入率計算 

浸入率(%)＝雨水流入高(mm) 

／降雨量(mm)×100 

雨水流入高(mm)=雨天時浸入水量(㎥) 

／処理面積(ha)／1002×1000 

(2) 発生源対策の目安 

日(時間)最大浸入率：0.3(0.1)％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

雨天時浸入水対策の実施イメージ 

発生源対策 

発生源対策 

施設対策 運転管理 

常時浸入地下水 
計画汚水量 

基礎汚水 

雨天時 

直
接
浸
入
水 

現状 対策後 

計画汚水量 

雨
天
時
浸
入
地
下
水 

モニタリング 

雨
天
時
浸
入
水 

地下水 
計画汚水量比 

ガイドラインで使用する用語の体系図 

常時浸入地下水 雨天時浸入地下水 

不明水 

直接浸入水 その他 地下水 

雨天時浸入水 

計画余裕分または雨天時浸入地下水分 




