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1．　ま　え　が　き

　下水道が公共の衛生と安全と福祉との上から上水適と棉まって交化の向上

に資し、翼代祉会繁栄の基盤の一つであることは奮うまでもない。わが鰯に

初φて下水道が施工されたのは墾治5年（1875年）東京市において銀座

の大火の後、その復旧に当ってその一一帯に区劃整理が行われ、街区の整理と

詞1痔に在来の路側の下かく満iを全部階渠式に改遣したのが最：初といわぼしるが、

これをスタートとして．墲ｪ麟の下水適は徐々ながら今期戦前まで続いたので

ある。殊に大正末期から昭和ユ2，3年までの期間は下水処理’施設の建設が
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嶺臨の失業救済劇論として盛んに行われた時期であった。これを欧米請都市

の下水；直着エの時期例えばμンドン市の1856年，ベルリン市の1873年，

シカゴ市の1858年などに比べて大した立遅れではなかったのであるが，不

幸にしてわが癬民の下水道に対する関心が簿かつたことと国の財馬力が十分

でなかったこと、そこへ今期戦争に遭過するに：及んで現在のような欧米諸都

市との大きな翻きができたことと思われる。

　しかし戦後わが園力の腰復が進むに従って都市人口の急激な膨張、産業廃

水の増加による公共水域の汚染が年と共をこ甚しくなり、これに加えて都市撮

尿処分の行頭りは、水資源の保存，環境衛生の画から璽大な祉会隠題化して

きている。一例は昨年6月に発生した東京都下の江戸川浦岸にある本州製紙

株式会祉江戸摺工揚の工揚廃水によって水寅が汚濁されたため被簿者鯛の漁

提約700名が：大挙して工揚を襲撃して一部の森々，倹束手をだした：問題の

事件の如きである。

　こ瓦において欧府、園会においても公共用水域保護の問題を爽鋼にとり上

げて、急遽昨年三〇月「公共用水域の水簸の保全セこ関する法律案」及び「エ

斎鎌水等の鋳鋼に毒するだそ律案」が煽貧に上提せられ、11月には爾法案と

も成立したのである。

　この爾法律は必然下水：遍の普及にも拍箪をかけることとなり、ここに下水

逼に対し一道の鴎光を見るに至ったことは；爽に遅まきながらも慶ばしいこと

で、氷年に亘る建設厚生の画省当摘、水鍍協貧、公衆衛生関係者の努力に払致：

意を表するものである。

　最近上水遍の分野では水源の共用化、建設費耗営費の合理化、叡埋技術の

集約向上等の点から広域水翻論が拾頭してきたようであるが、下水遜の普及

促進の機雌1が熟してきた境在、公共場水域の保金に刈’する効果、水避水源、漁

場その飽の保護の徹底、工場魔水処理七去の軽減、坂鵜監齋の徹底、葱理技

術の集約等の諸点から特別の重也域における下水道の組合綱即ち大下水道区制

を考えて見ることも意義あることと思う。

2　欧米における大下水道区制

　欧米における大下水遍区欄は殆んどが鎌初に個々の市町村によって単独に
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夫々の行政区内について下水道の建設維持萱理が行われていたことほわが麟

の翼状と同様であったのが入潮の増加、工楽の発展に伴い闇孫水域の汚濁が

瀬次深刻化し遂には到底垂々の力によっては追いつかない状体となり、遂に

観合のような相互の協力六体を澁旗してその解次に当らざるを得なくなった

痴呆設立されたものであるρわが嫡のような側臥な領土に億に垂んとする入

£1が喧しめく幽では極めて近い将来取様な状体1こ窯ち三1ミることが予想される。

従って欧米における代籔1的の大下水惣：区の翻を示し、特に二その若立の経過を

参考に資したい。次に掲げた鰯は簸者が1938年に祝祭した当室の資料を主

としているので、整か旧聞に属し、数誕その地は現在とは多分に枳異してい

ることは当然であるが、その横縞なり基盤なりには変化はないことと思う。

　（1）　1癒ミツ　ドノレセツクス謬詳かく区（W‘es℃製王1d（ileξ；ex　Drai捻age3　Gou】ユ℃y匿

Qf鍛id慮esex．）

　英國Lo簸dD蕊市区の西都に隣接しTh腿nes河の北：方に位溶し、その排水面

償は416油2で16の麟治体を含み、鷹域内人口は1921年渇壌蔭9万

入であったものが、1931年にはア7万人に、1936年にはIG7万人に、茸之

近の下水処理人！＝｛は1¢0万人に達している。騒士この区域では28ケ勝の

下水処理揚により別個に処理していて総計処麗易醸穣は40511aに塗んと

していた。初めの頃はこの人口の搬増及びThan主e＄河の汚濁に対トし区内各町

村は下水函渠の増設に、処理場の拡張に努めたが遂に磁合を組織して互に協

力してこの区域全体として下水商題の解決に当る他に這がないようになった。

従って1928年にミツドルセックス州議会（Mid．d．ユeseX　CO㎜℃yπ　COU】aciユ）

は下水嗣題解決策を専門家に委蠣し、28の小処理易を磨止し下水幹線数条

を築虚し各密封の下水を遮離し丁敷a五巨e＄河岸遍当の：地を撰び騰浄化度を得ら

れる高級処理による大処理揚を建設すべきことを；具申した報定書が提患され

た。この報告書を基礎として遂に1931年6月に之に関する議案が圏会の協

賛を縦で、全区域の下水を集める密集．幹線を埋設すること悔処理場を誕Qgde捻

に建設すること及び処理楊より11k疏を隔てたPery　Qagに下水汚泥の最

終処分笏を設けることが決驚された。この事業は矢蛸救済とし，て敷：欝の詔旬

をうけ、失菜救済局から総工質の5G％の補助をうけP31年1G月起工

1935年10月に竣功した。なお工頚に使用する労働濤の90％は職茱紹介．
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所を通じ、その70％は貧民区より雇用することを条件とせられた。

　こうしてWes℃瓶d（nesex大下水：遽区が統鱗された管理に置かれTh．a’πles

河保湾の役を果しているのである。奉例は大部分が失葉救済を兼ねて行われ

た例である。

　②　画独Rnein河流域の排水区

　麟独のR且ein河流域は酋著虫の大工業地帯であって、そのRne加溺沓門

流に放流される工場麗水はその流域を汚濁すること甚しく、樹水源を脅かさ

る程になっていた。従って1go4年支流の塾通scher河流域に謎ll設された撲

水区麟積880k孤2に紺するE鵬sch．ergenosse即8cn妓f℃を初めとし七、

1930年までにRunr▽erba箆α5Link蹴ieαer　Rnei箆，Lipe，Wup：per，オラ

ンダの鍛aas縛片流のNlers　癖水凪等の醍合（Verbanα）が次々に翻診投さ

れた（図一1）。これらの排水区の瓶台はその排水門内の了｛ゴ町村、工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笏・及び鉱1工卜等を組合輿
　　　図　一一　1　　ライン河流域の排水区
　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし㍊合貝の分狙金に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よって運慈されている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　特別自治体である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　趣nSCher区縦合の蟻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　莱四谷頃よ下水、工揚溌i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水の処回避の建設と維

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持律理、鉱欝による水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　路堤防の維持補修、洪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水調節と排承の規制、

①リツ嚇枢　面壁78蝕2想10戸へ醐が伽四一薄で、

8瀞1　、1：詔　lll抽雛・執行・・とか
④テ弧ツセル緯レフ〃　　　　　　一　　　　　　　一　　らなり、議会はユ00人
（分　ヴツバーグ　　　　　　　620　〃　　　　　　66”

⑥リンクス，轟プシ・ライン〃　％5〃　　　2到の議員で構灰され・執

⑦一ルス”　　i・360浮　　50”行脚下刷者ほカq1

人よりなり10名は組合議会により選娼され、11名は炭鉱、エ揚、市町村、

農粟の代表者でなければならない．執行都砿法律的に樹合を代表し、菅理者

の下に4都io課で業務を行っている。この磁合の撹在まで行った事莱は
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翫1s⑳er河の河床修了｝豊815　k憩・鋳支流の河病ミ修理262k憩、排水ポ

ンプ揚52ケ翫、下水処理場22ケ所、フェノール睡液処理プラン｝1農ケ

所等である。

　他の押水区の難解も機構、世智内容とも大簡小異であるQ

　挙例は特擁工莱地帯にお1ナる了1∫1町村と炭鉱、工揚、農茱の麟体との協力に

よる羅合で沓・河川流域のご正｝共梢水域保全に当っている例である。

　（3）　シカゴ衛生区（Chicago　S顯茸aly　D1β敬ic句

　米國のChlcagO衛生区は三889孟｝諸こM工chlgan湖の水；道水1原の保護、

GhiρagO河，De8：Plaines河2工Ulzユois盲l／の汚鋤防止を臼的として、

イリノイス州法・（ACτof℃he（｝e蔦era＝L　Ass6mb工y’of　℃he　S甲uaτe　of

エユ1inois）によって設立された。　ChicagO市初めMichigaぬ灘に下水を

放流していた帯即答の認合であって、その後・数溺に鶯り区域の拡張が行われ

GhicagQ市ほか59市町村の金轡又は一郡を倉んだ区域露｛》、d　137惣2人

口440万人（エシ％年）の大組倉である。本衛主区は選挙人（▽0℃eエ’司によ

り選ばれた9人の評義員により掌理され、薩接税によって蓮露され、建設改

良質に対する債券発行ができ、公用徴収権、一都の誓察潅をもっている。即

ち次のような権眼が州より肇径されている。

　エ．　下水処理揚並にこれに制する総ての構造物の建設

　エ．　下水路並に附帯施｝設の建設

　1．　区内における寅産税の300分の2を最高畷度とする課税

　1．　il果税額の100分の3以内の金額を20ケ年返逡：の範囲内で借入金を

　　すること

　1．　鰯限された一部警察権

嶺：十島肺野捕者、次長、書記、収入役、教：術韓郡として技師長、按師謝長2

名、顧1｛幻門飾、建設、建；築、早生工学、電気、水工、機械、河絹、化掌、構

這：、処理場設計の専1潟技師を揃えている。

　本衛生区がi当初に行った事莱は区域内排71く騰を整備するための嬢三水三下の

開盛であった（図一2）。即ちChicago河とDes　Pla加es河とを鰹1姦す

るSぴn1℃a’r5r　Drainage　arとαSh1P楚；河（延長婆5‘魏）を纐藍し、次に市

の北方郊外wiユ皿e℃℃e　3：りMICnigaエエ納津に平行してNor℃ねsnOre運河を
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噛一2　シカゴ衛生区
　　　　　　　　　　　　　　　・、、　　　～．る
　　　　　　　　　　　　　　　＼＼＼＼へ
　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ　ぺ　　　　　しヒ

　　　4

晦してChi・ag・河に慈諮させ・河醐W1加篇・・誌ンプ場を設置繭

水を吸揚し稀駅することとし、次にOaユしU魍℃河とDe＄Pユaine8河とを逃

絡するCaユU血e℃一sug庭鴻を鶴冠することであった。

　こうして：先ず従来これら河ノliにより説ic簸1gaR湖に放：流されていた下水を

湖に直捧放流することを防ぐと共に区内河川の浄化を期したのである。

　：本翻は大都τ1∫を中心として隣接1町村がこれに協力して公共水∫或の｛呆全に当

った例である。

　㈲　ミルウォーキー市及びミルウオーキ府メト・ポリタン下水道区αhe

　　　sewerage　Dis℃ric℃　of　「しhe　c1℃5r　Of　麗虚■waukee　and　聖he

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　’2ヲ『



　　　ム⑱τr。P。ユi壌n．Sew町age　Di＄℃r⑳τ。fψe　e。un℃5「。f斑i丑waUk鋤

　　Mユwaukee市及び｝舶℃コねPO■1℃an下ガ（適区はOhi　cagQ密中心より北

方136k訟込41　Chiga且目下1’痒に・在る圭甑lwaukee　7｝∫を奮む14『rl∫町村より

なり、その区域謝頂は395ユ軸2　人口75万人（汐37年）である。綜合下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　硬

かく処オ1．1場・が1925　iじをこ竣功一ずるまでは、，鷲iユwaukee　τ盲及びそのi舜杉8ゴf欝∫村

の下水は認iユwaukee　li…1｝，ienO工noぬee河gKま蕊工↓iCk加nie河の311．｛∫川に放
　　　　　　　　　　　　　　　　　，

務看されていた。　この3享1；∫ノilは置型雪暦髭£で合茜蓋して蕊ichiga11湖に務．遵入してい

る．（図一3）。　当時はニォしらの河川のマ后両が済転憂しく頚ミに福擁麦鱒払こは雍甘え突霞い

辱歪になり、　湖の水道水源をも脅かすに至っていた。　従って’謬当局及び専i．司技

繍彊この肺野｝蔵借状に溺賄る数年嬉1・雌研究齢附・そ購・裸遂に1913

年にウイスコンシ．ン州議会（Tne　wiSCQ簸sill　Le＆181凝ure）において下

かく麺：委∫裁下冶彗立の今山勾　（ACτノが該乏譲さ万・t、　短i＝Lwau1《ee膚ゴ長が了汀会談寡1より

5人の変員を任命し、ミルウォーキー布下水道姿貴会（？he　SeW．eτ『age

Goπ｝π｝i6＄iQn　Qf℃he　G1℃γQf麗1ユwaukee）が設．立され、　i奏員会の．義務

は市区の下水を処理することであ・

つた0　 1921　舎：こぐこを凱ミ　ノレウフ計一一キ

ー騰メト・ポリタン下水虻1委負余

　（Tne　Me℃ro茎｝01ユ℃ar上　sewera－

ge　CQ辺mi白白i・蔦bf℃he　GQU－

n℃yOf　Milwaukee）　．譲il立の

条纏が決1説され、州知事が3入み

i菱」鍵を釜壬命して、　1馬下かく道ラ憂貴会

が設立され・この肇員会の義務は

勝討斐・1　3肩ゴ1ミ与薙寸の下71くを璽i：Lwau－

kee市の遮集管渠に送流する下水

幹線を築造することであった。

　　1ヲ1喬　脅三にJQnes　工Sla箆dに

コぐ7｛くi蟹田錠∫舜が設けられ悉ゆる下水

処慰三法が爽溺建さ愛tた。　この災岳夷タ切

聞に．姿員会は英醒ManChesτer　幣．唇．．一
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て、その実験から下水処理法として濡性汚泥法を半月；1することに決定され、

170τ主eε工8ユa設d．に綜合下水処理場が建設され王925年6月に逓；転を吟興し

今日に至っている。

　本宮は大都布が金平の下水処理を耳当し、1葬接Tl∫町村ほその排水施設を担

当する共岡姿嵐会をもって、衛及び郊外の2つの姿鐵会によって運露されて

いる樋である。

3　大下水道区溺

　仏：野水；直の必要被の主な狙いは水源の爽醜反は坂1凌｝と営理技術の集約とい

う点ではないかと思われるが、下水疸において大下水道制を採駕した場含に

烹な澗点ほ次のようなことであろう。

　（三）　公共粥水域の保金評こ対する効朱

　公共絹水域は殆んど了｝∫町村の1行欧区内に限られたものほなく広範囲にそ

の区域を越えて棉関起している。　1禦の汚廃水が完愈に処理警護秀§されて、そ

の市の干する水域の汚濁が完：金に防止されたとしても、その瞬按市町村ある

いはエ栃の1つでも墨ましからざる悪水を放流すればその：雛質の如何によっ

ては水域塗桶としての鎌全は期し難いことxなる。立地条件の似かよった1癖

接拒醗村の協力による大下水道区綱によって統制された運憲がなされるなら

ば、より広範臨の公共携水域を保全すことが布町村沓単独に子＝∫われるよりも

効果的である。

　（2）　水適水源、漁場その他の保護の撤底

　大下水道区に関する公共構水域内の水道水滋、漁易、水浴揚その他のリク

リエーション施設はこれ等の汚染に対｛ば、より莫剣に公平に穴下水道区盒

域の立華から適宜な処概がとり褐られ・それらの保護が徹底される。これに

反して、各市町村佃々について考えるときそれ等の施設は、了1∫晦村域身に大

なる関係あるもの、または関係の薄いもの、あるいは金然無関係なものであ

る野禽がある。このような場合には汚染防止に対する各術町村の関心に軽重

があるのも止むを得ない。雛って市町村個凌に下水道を管理する易舎これ等

の施設の保護の徹底を欠ぐ恐れがある。

　（3）　下水処壌場用地の販懲
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　下水道建設の立ち達れのため、これから処理場の建設を行う場合先ず突き

当る慮題は搦地の閥題である。欧米諸都市は処理場を遠く郊外の数k瓢乃至

10数ユ釦の比較酌人口稀薄な地に択んでいる揚合が多いが、わが趣1におい

ても大下水虹区とした揚倉には立地条件章こよってはこのような撰択が比較的

に容易にできる可寵搬がある。

　（4）　工場廃水処理負組の軽滅

　前述の東京都下江戸川における工笏磨水閻題が「公共用水域の水籔の保全

に劇する」法難及び「工場緋水等の漉鰯に麗する」法葎亮顎の蹴強iの導火線

をなしたのであるが・これは元来利灘追及の≦縮層こある工揚が廃水処理に費

粥を節．蔵することより赫象する廃水処理の不充全から生じたことである。霧

実エ場腱水の単独完全処理にはその廃水の頁及量等により糧当の設備貴と綻

持経鍵とを要するものである、，かような揚合にそのエ場が大下水道区内に在

るときは、その廃水を普短下永と共に処理すれば騰水をよ普逝下水によって稀

釈され、処漉が谷易となるし、よし工揚廃水を都市下水管渠に放流する前に

エ場傭で普通下水：三度の急度及び水籔になるよづに予癩処理するにしても、

エ易単独で完全処壌を行うよりも遥かに容易かつ低廉となるわけである。

　（5）　坂隷盤醤の徹底

　大下水：遮区の場合にはその区内三々の市町村下水班に紺する箇及び都垣膨

県の坂締蛙督が大下水虹区1軍に築約されることになってその轍底を計るこ

とが容易となる。殊に公共用水域の保金に重大なる関係ある地域の大下承道区筋るほど都合力激い

　㈲　蟹理按術の纂約

　　　広域水道の利点の1つとして営理技術の集約ということがあるが、水

湛においてさえ小都層∫醗村における営理の不完全、技縦の貧困が菰当憂1愈：さ

れている。まして水這に遅れている下水道の場合その営理按術は、各帯町季

または工揚により異った種々の条件があるし昏放流水域の条件も異り、仲、

凶難なものがある。大下水道区における中央処理場　にスタフを集約してそ

g管理を範として小処理笏を指導し、あるいは中央笑験所を設ける等ζこよっ

て効果的の不酪の研究を続行して’霞’埋技徳の肉上を藷するこ1とも大下水道綱に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
よって実現力苛容易と7よるよう串こ，iさ！、わナしる。
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4．　あ　と　が　き

　以上穣織したが要するに各藩町村、工揚などが個々に思い窪いに下水道を

運豪していたのでは統欄ある下水遠の管理遅露は往々にして大局から㌶た易

舎に十』分の効果が期待できないように思われる。例えば：京浜葉地区、名古製

地区、京阪神地区、北九州地区等の互に隣接した布町村が立地条｛∠トに．よって

籟互に協力して大下水道区による下水道羅合を結成して、東京湾、伊勢湾、

大阪湾、あるいは夫々に峡1謝する河川水域の保金に＝当るようになることが豊

ましいように恐われる。よし組合によるとが樹難な場合にしても夫々の都市

とか無煙とかの密接な連々協蔽会等によつて、これらを府機胸に考えて行政

区域等に拘らず大婦から観た下水遺計纐を樹立して、その計画に基いて突施

すべきである。

　わが国は狭い4つの島に9000万人の人々がとじ込められている。人口増

加率も一向に誠少しそうにもない。この人qを維持して行くには外地を失っ

た境在、工藁生塵を旺盛にしこれによる貿易に依存するより道がない。従っ

て工期の建設ほ益々増加し大規模化して行かざるを痔ない。アイソトープを

使用する野禽とか、近い内には猷子力を利用する工易も増加してくるであろ

う。人口よりの汚廃物、工場廃棄物、これに加えて放射能を残存する廃棄物

等が灌体の形で固体の1彪で又気体の形で狭い麟土の砂海空を潤い尽すように

なるといっても事事でないであろう。これらの処鑓の愚妻牲は益々大虚くな

ってくるわけである。かように考えてくると人舞籍素地蜻、工榮遺精におい

てほ必然的に定席ある汚廃棄物の処理がなされなければその効呆は期せられ

ないであろう。

　欧米における大下水道区制は何れも嗣様な原凶によって必要に追られて創

設されたことは前述の逓りである。

　勿論醗掲の欧米における例を其儘わが鰯に撃てはめることはでき「ないであ

ろうが、然しわが国欝に遍した大下水道区制が鯛案されて然るべきであると

思う。辮界識癒の研究を切に促す次第である。
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