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運転制御及び維持管理技術の管理水準
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処理方式及び各単位処理方法の間の合理的な付加配分、浄水処理フローとしてのバランスの検討
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ｴｷﾉｺｯｸｽ虫卵、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑに
よる水道原水の汚染の恐れにつ
いての調査を含む。

原水水質の調査

浄水水質の管理目
標の決定

雑用水施設の浄水処理検討

浄水処理の選定

『営農飲雑用水計画必携　（平成20年5月）』　P.48

１. 水質概要

   水質調査は前年度委託業務（○○○○地区調査業務４）にて行われている為、本業務ではそ

の結果に基づき業務を遂行し内容の照査を行う。

○水質分析

取水地点での水質試験結果不適合項目のみ表記する。

※1

※1

※基準値は、水道法第４条の規定に基づく、「水質基準に関する省令」で定められている。

※1.この二項目は僅かに基準値を上回ったが、影響は無いと考えられる。
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２. 家畜（牛）飲用水への影響

１）. ○○○○○川の水質について

・    ○○○○○川の流水は、土壌に由来した「鉄」・「マンガン」を含み、これに起因して

「色度」が恒常的に高くなる特色がある。

・    夏の渇水期には小流量で、水温が高く推移することから「一般細菌」・「大腸菌」の発生

と「濁度」の度数が高くなり、水道法水質基準を上回る結果となった。

２）. 家畜（牛）の飲用水としての水質基準値について

・ 現在までの水質みよる影響（聞き取り）

   現在、公共牧場で飼育している牛は、○○○○○川の流水を飲用しているが、水が原

因で病気などを起こしたことがない。

・ 河川水の安全性について

   家畜（牛）の健康に関する重大な病気で近年、腸管出血性大腸菌（Ｏ157）や黄色ブド

ウ球菌による食中毒、牛海綿状脳症（狂牛病）の発生が起きており、牛の衛生管理の徹

底が重視されている。

・ 水質基準について

   家畜（牛）の飲用水としての適切な水質基準値が明確に示されたものはないが、下記に家畜（牛） 飲用 適切 質 準値 明確 、下記

示した基準を基に検討を行う。

　　表流水を水源とする場合は、家畜の飲用水、洗浄水、希釈水等については沈砂、沈殿、

ろ過を、看視舎給水についてはろ過後消毒することを原則とする。

草地開発整備事業計画設計基準－農林水産省生産局－（平成19年8月）　P.182

　　原水の水質が、大腸菌群（100mℓ　MPN）50以下、一般細菌（1mℓ）500以下、その他の

試験項目が水道基準の水質基準に適合する場合は消毒設備のみとすることが出来るが、

前記以外の場合は沈殿、ろ過、消毒の各施設を設ける。尚、原水に多量の鉄、マンガン、

陰イオン活性剤（ABS等）、遊離炭素等を含む場合は、それぞれの成分を除去する施設を

設ける。

草地開発整備事業計画設計基準－農林水産省生産局－（平成19年8月）　P.204

・ 営農飲雑用水の水質基準

  飲用水を含む飲雑用水の場合は、水道水質基準に適合した水質で給水を行う。

家畜牛が水道適用残留塩素濃度で弊害を起した事例は無いので、水道水質基準値で

給水を行うことは問題ないと判断する。



３）. 水質調査で水道基準値不適合となった水質項目の性状、一般的な要因、健康への影響

   マンガンはごく微量でも塩素処理
により色度の原因になる。
   河川水中には、まれに鉱山廃水
や工場排水の影響に含まれることが
あるが、主に地質に起因する。
   また、化学肥料などによる土地の
酸性化や河川の汚濁からのマンガン
イオンの溶出もある。

基 準 値
基 準 値 を 超 え た
場 合 の 性 状

汚 濁 の 要 因

   人や哺乳動物の糞便性の由来が
主だが、土壌、穀物などの自然界に
由来するものもある。

   鉄は人の栄養に必須な元素であ
る。（一日にの最低必要量は年齢、
性差、生理的状態により7～48mg/日
と推定される。）
   鉄の毒性は化学形態で異なるが
急性毒性でうつ病、昏睡、けいれ
ん、呼吸障害や心拍停止などがあ
る。

一般細菌 100個/ｍｌ
雑菌による汚染    主な汚染源は、下水・し尿などの

生活系排水、降雨による土壌の流出
などがある。

500個/ｍｌ

不検出
し尿（大便と小便）などの
汚染

0.05mg/L以下

   水中の鉄は地質に由来するものが
主で、他に鉱山廃水、工場排水から
の混入や、鉄管から溶出したものが
ある。

   色度の増加など環境悪
化の指標となる。

大腸菌

マンガン

鉄 0.30mg/L以下
   水に色がつき、黄褐色
に着色するほか、臭気や
苦味を与える。

   マンガンは生体における微量必須
元素である。（成人体内には約
200mg程度保持されていると推測さ
れ、炭水化物の代謝などに関与して
いる）
・急性毒性
神経症状、全身倦怠感、頭痛、関節
痛、脳炎など
・慢性毒性
不眠、感情障害、手指のふるえ、言

   危険の度合いや頻度によるが、危
険度が高い場合、水系伝染病（細菌
性赤痢、コレラ、チフスなど）の関連
がある。

健 康 （ 人 体 ） へ の 影 響

   検出される細菌の多くは、病原菌
と直接的な関係性はないが、一般細
菌が多数検出される水には、糞便に
よる汚染が疑われる。

(草地基準値）

   フミン質は人体に有害ではない
が、遊離塩素と反応してトリハロメタ
ンなどを生じると有害となる。
   着色を起こす原因物質は多種あ
り、原因物質によりその毒性は大きく
変化するため、衛生上問題のない場
合もあるが、着色物質によっては病
原菌や有毒物質などを含む場合が
ある。

①天然着色水
   フミン質（地質や落葉、落枝などの
樹木などの植物のセルロースやリグ
ニン酸が酸化される過程で生じる物
質で腐植質）を主とする有機物が多
い。

５度以下

濁度 ２度以下
濁りは、水の清濁、汚染
状態の指標ちなる。

色度
   水の色は水の清濁、汚
染の指標となる。

不眠、感情障害、手指のふるえ、言
語不明瞭など

   末端での濁りの場合、配管の錆・
生活排水・し尿・土砂・化合物質など
の混入などがある。
   浄水中の濁りは、浄水処理の良否
を判断する重要な指標で、僅かな濁
りの中にも細菌などの微生物が取り
込まれ、塩素の消毒作用が及ばず
に以後の施設内で増殖する場合が
ある。

   濁りを起す原因物質はいろいろあ
り、濁りの質によっては病原菌や有
毒物質などを含んだ状態にある。



４）. 水質への対応

①.一般細菌 ・・・・・・ 【除去が必要】

  前述した「草地開発整備事業計画基準」に記載してある基準値 一般細菌が500個/mℓを

第六回取水時に超えているので、塩素消毒を設けるとする。

②.大腸菌 ・・・・・・ 【除去が必要】

   通常の水道事業において地表水を水源とし水質試験の結果「大腸菌」が検出された場合は

「クリプトスポリジウム」等による汚染の恐れが高いと判断され、「予防対策（レベル４）」として、ろ

過池またはろ過膜の出口の濁度を０．１度以下に維持することが可能なろ過設備（急速ろ過、

緩速ろ過、膜ろ過等）を整備することとなっている。

   クリプトスポリジウムとは、人のほかに牛、豚、犬、猫などの哺乳類動物の腸に寄生する原虫

で、感染した人や動物の糞便と一緒に体の外に排出されることで、感染源となる。

   クリプトスポリジウムに感染すると、２～５日後に、下痢、腹痛、吐き気や嘔吐、軽い発熱など

の症状が始まり、健康で免疫が正常に働いていれば、クリプトスポリジウム症の症状は4.5日

～１週間程度で無くなる。免疫不全などの場合は、病気が長引き深刻な症状になる恐れがあ

る。

   よって、雑用水には明確な水質基準はないが、家畜にも悪影響と示されている「大腸菌」が

確認されているので、それを除去する浄水施設を設けることとする。確認 、 除 す 浄 設 設 す 。

あり はい

なし いいえ

いいえ

はい

図　　水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれ判断の流れ

（水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針より）
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③.鉄 ・・・・・・ 【除去は不要であるが、緩速ろ過にて低減可能】

  鉄分は人体に必要な栄養素であり、一日に最低必要量は個体差によるが、7～48mg/日

とされている。今回の水質試験値の最大値は1.64mg/ℓであり、牛の水飲用量は「放牧（若

牛）；25ℓ/日」、「舎飼（若牛）；35ℓ/日」

・ 放牧（若牛） × 25 ＝ ｍｇ ＜ 48 ｍｇ （人体摂取最低必要量）

・ 舎育（若牛） × 35 ＝ ｍｇ ＞ 48 ｍｇ （人体摂取最低必要量）

が水による摂取可能量であり、「7～48ｍｇ」の摂取量は人体の最低必要摂取量であるため

人体よりも体形が大型な家畜牛は、最低必要量はもっと多いと推定される。

  よって、「草地開発整備事業計画設計基準　Ｐ2.04」に記載している「多量の鉄の成分除

去」には該当しないと判断する。

  また、②で設ける事となった「ろ過施設」で「ある程度の除去」が可能なので、より水道水質

基準に近付くこととなり安全と判断する。

④.マンガン ・・・・・・ 【除去は不要であるが、緩速ろ過にて低減可能】

  マンガンも鉄同様に、生体における微量必須元素である。多量の摂取は神経症状などの

起因となる。現状では河川表流水を飲んでいるが、そのような問題は起きていない。

41.01.64

1.64 57.4

因 。現状 川表流 飲 、 う 問題 。

  よって、「草地開発整備事業計画設計基準　Ｐ2.04」に記載している「多量の鉄の成分除

去」には該当しないと判断する。

  また、②で設ける事となった「ろ過施設」で「ある程度の除去」が可能なので、より水道水質

基準に近付くこととなり安全と判断する。

⑤.色度 ・・・・・・ 【除去は不要であるが、緩速ろ過にて低減可能】

   オンネナイ川の色度は「鉄」「マンガン」に起因してると判断でき、前述したとおり「ろ過施

設」で、ある程度の除鉄、除マンガンが可能な為、色度の抑制も可能である。

⑥.濁度 ・・・・・・ 【除去は不要であるが、緩速ろ過にて低減可能】

  ろ過施設で0.1度まで低減可能である。



３. 浄水方法選択

１）.一般的な浄水方法





2）.処理対象物と処理方法

処理方法

膜ろ過方式、ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ、浮上分離（急速ろ過方式の

その他の臭気※4

中で二段凝集、多層ろ過等の対応方法がある）

処理対象項目 処理対象物質

一般細菌、大腸菌群

活性炭

緩速ろ過方式※1、急速ろ過方式（直接ろ過）※2

活性炭、オゾン、生物処理

緩速ろ過方式、急速ろ過方式、膜ろ過方式、オゾン
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ全駆物質

不
溶
解
性
成
分

濁度

藻類

微生物
クリプトスポリジウム

溶
解
性
成
分

臭気
カビ臭

消毒副生成物

陰イオン界面活性剤

鉄 前塩素処理、中間塩素処理、エアレーション

マンガン

活性炭、オゾン、生物処理

エアレーション（ストリッピング）活性炭

農薬※8、その他 活性炭、オゾン、塩素

酸カリウム）処理とろ過、生物処理

トリハロメタン 活性炭、酸化、消毒方法の変更※7

塩素、オゾン

膜ろ過方式※3

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ他

活性炭、オゾン、エアレーション、塩素※5

緩速ろ過方式、急速ろ過方式、膜ろ過方式、オゾン

酸化（前塩素処理、中間塩素処理、オゾン、過マンガン

無機物

鉄細菌利用法、生物処理

※１ 原水濁度が概ね、10度以下で安定している場合。ただし、原水濁度の上昇に対して、沈殿処理

または一次ろ過設備を緩速ろ過の前に追加して対応できる。

※2 原水濁度が概ね、10度以下で安定している場合は、凝集処理のみで急速ろ過を行う方式（直接ろ

とすることができる。

※3 この表では膜ろ過方式は精密ろ過（MF)及び限外ろ過（UF)をいう。中・高濁度の原水処理には、

一般的に前処理が必要。

※4 臭気の原因物質により、有効な処理方法が異なる。

※5 アミン類のように塩素と結合して臭気が強くなるものがあるので注意を要する。

※6 ろ過方式で除去できるトリハロメタン前駆物質は懸濁性のものに限る。

※7 この表では、酸化、消毒方法の変更とは前塩素処理方式から、中間塩素処理への変更、前塩素・

中間塩素処理からオゾン等他の酸化材への変更及び遊離塩素から結合塩素への消毒方法の変更をいう。

※8 農薬の種類によって処理性が異なる（詳細については、水道維持管理指針10.水質管理参照（P.689））

（営農飲雑用水計画必携　平成１９年４月　　Ｐ.51）

酸 ウ ） 、 物

色度 腐食質 凝集沈殿、活性炭、オゾン

硬度 昌析軟化、凝析沈殿

硝酸性窒素 イオン交換・膜処理（逆浸透）、電気透析

生物処理（脱窒）

フッ素 凝集沈殿、活性アルミナ、骨炭、電気分解

アンモニア性窒素 塩素（ブレークポイント塩素処理）、生物処理

ランゲリア指数 アルカリ剤処理、炭酸ガス・消石灰併用法

浸食性遊離炭酸 エアレーション、アルカリ剤処理



3）.浄水処理の代表的なフローとその選定の目安

（営農飲雑用水計画必携　平成１９年４月　　Ｐ.52）



4）.各処理方法について

≪水質試験結果からみた水道水質基準を超えた項目≫（１.水質概要より）

一般細菌、大腸菌（クリプトスポリジウム）、鉄、マンガン、色度、濁度

【処理対象物】 【対処方法】

「一般細菌」「大腸菌群」 「塩素」注入により除去。

「大腸菌（クリプト）」 「ろ過施設」により除去。

「急速・膜ろ過」には「前処理」が必要。

「濁度」 「ろ過施設」により除去。

「色度」 「凝集剤（ＰＡＣ)」「活性炭」により除去。

「鉄」 「前塩素」により除去。生物処理（水温５℃以上）

「マンガン」 「前塩素」「マンガン砂」により除去。

以上が、一般的な除去方法であるが、組み合わせにより使用出来ない場合もある。

5）.各浄水処理施設について

条件 一般細菌とクリプトスポリジウムの除去条件 般細菌 ウ 除

【緩速ろ過】の場合

ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度◎ 一般細菌◎

鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ・色度○

【急速ろ過】の場合

塩素・凝集剤（PAC)

一般細菌◎
ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度◎

鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ・色度◎

【膜ろ過】の場合

塩素・凝集剤（PAC)

一般細菌◎
ｸﾘﾌﾟﾄ・濁度◎

鉄・色度◎

※　◎完全に除去、○ある程度除去が可能

原水 緩速ろ過池

膜ろ過池 浄水池

浄水池

浄水池

塩素

前処理

原水 前処理

急速ろ過池原水

備考

水道基準に準拠して、除鉄、

除マンガンを行うことは「緩

速ろ過」では困難である。

備考

水道基準に準拠するなら、

浄水池の前に「塩素消毒」

を行う。

備考

水道基準に準拠するなら、

浄水池の前に「後処理（除

マンガン）」・「塩素消毒」を



４. 浄水処理施設（ろ過施設）経済比較

設計条件

・除去対象成分・・・大腸菌（クリプトスポリジウム）→※濁度を抑えることで制御可能である。

・浄水規模・・・処理水量　V=30ｍ
3
/日（水理計算より）

高・中・低 高・中・低

30,000千円

適正な凝集砂の掻き取

→浄水池

低

緩速ろ過 急速ろ過

適切な制御知識が要求

△

一般的に最も小さい

薬品（次亜）・電気代

△

専門知識は要求されない

沈殿池→緩速ろ過池

0.05度以下

膜の薬品洗浄と交換

→浄水池

膜ろ過

一般的に最も大きい
と言われている

薬品制御 30,000千円

20,000千円

70,000千円

薬品制御

1,000千円

→沈殿池→急速ろ過→

薬品・電気代・膜交換（5年）

着水井→混和池→形成層 沈殿池→膜ろ過池

躯体費

浄水装置費

19,000千円 建築＋土木

前処理+急速ろ過砂+塩素

0.1度以下

と言われている

浄水池

0.1度以下

対応濁度

濁度除去

施設内容

設置スペース

維持管理

70,000千円

建築＋土木

前処理+膜ろ過

建築＋土木

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ ろ過砂の交換（年間４回程度）

○

専門知識は要求されない

20,000千円

塩素注入 2,000千円電気設備

　一般的に「緩速ろ過」は「急速ろ過」「膜ろ過」に比べ、設置面積が大きくなってしまう。

しかし、本設計では処理水量が　30ｍ3/日と非常に小さく、且つ水処理項目が1項目に限られ

ている為、「緩速ろ過」はとてもシンプルな構造で納まる。それに比べ機械設備を必要とする

「急速ろ過」・「膜ろ過」システムの方が大きくなり、そのうえ機械設備費を加算すると明らかに

「緩速ろ過」が安価な施設となる。よって、当浄水施は『緩速ろ過』とする。

※　ろ過池は１池構造として検討を行う。

【参考資料】水道水質基準に準拠する場合の追加処理設備

判定

合　　計 22,000千円

×

120,000千円

×◎

120,000千円

131,000千円121,000千円

1,000千円

10,000千円

1,000千円

マンガン除去

塩素注入

合計（上記施設加算） 未対応

ガンが出来ない
緩速ろ過では、除鉄・除マン



５. 施設の耐震化

   地下水槽施設は、建屋と上下一体構造となる場合（建屋面積が30㎡程度以下となる場合を

除く）、又は地表面からの突出部分が5ｍを超える場合においては耐震設計を行う。

   これに加えて、営農飲雑用水施設を水道施設とみなした場合の重要性にも考慮して、管路

と同様に下図に示す検討フローに基づき個別施設の重要度を検討する。

（営農飲雑用水施設設計（平成21年）　P.3-13より）

耐震検討フロー（営農飲雑用水施設指針　P.2-52）

耐震性能の適用区分（営農飲雑用水施設指針　P.3-13）

○詳細検討はⅤ.構造計算に行うものとする。

取水施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北海道建設部「河川事業設計要領」に準拠する。 レベル１に該当

浄水施設（送水ポンプ施設）・・・・・・・ 水道法の適用外・消火水量は含まない・一体構造である。 Ｂ種に該当

配水池施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水道法の適用外・消火水量は含まない・一体構造ではない。 Ｃ種に該当


