
節水・排水処理関係 
 現地審査等において、受審事業者様へアドバイスをされる際
に、法令的及び技術的にご留意されるべき視点の現状確認及び
アドバイスすべきポイント例をリストアップしました。また、
そのアドバイスに当たって具体的な事例の画像を幾つか挙げま
した。皆様方のご参考になりましたら幸いです。 
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１．節水と料金削減のポイント 
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(1)見える化 
 水栓等の場所に節水啓発シールの徹底 

(2)節水のアドバイス項目 
  ①使用量削減(節水型機器の検討) 
  節水コマ、節水栓、節水シャワー、節水(無水)型トイレ等  
 ②雨水等の活用 
  雨水の活用例、地下水等の活用 
 ③排出水等の活用(中水活用) 
  排水処理施設処理放流水、冷却水  

(3)水道や下水道料金の削減 
 ①水道の場合は引込口径の変更や代替水源等の活用 
 ②下水道の場合は排水量の再点検と交渉 



(1)排水処理について 
 ①排水処理方法は多様な種類(単位操作やその組合せ)があり、一般的に工場の  
汚水水質と性状、排水基準、イニシャルコスト等を勘案して設計します。 
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２．排水処理のポイント 

 〈排水処理方法についての基本的事項〉 
 ①処理対象物質の性質と処理方法(表1) 
 ②処理施設の組合せフロー例(図1) 
 ③処理対象物質の種類と処理方法(表2) 
 ④処理対象物質の大きさと分離膜の関係(図2) 
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表 1 
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図 1 
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表 2 
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図 2 
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(2)排水処理施設の省エネ・省資源のアドバイスポイント 
  排水処理施設の省エネ、省資源、消耗品等の安全性化、負荷低減、再利用等の視点 

 
 ①排水処理施設の各パーツの省エネ・無害性材質 
  ○モーター、ポンプ、コントローラー、センサー等のパーツの省エネ性能
向上、ダウンサイジングなどやそれらに使用する有害性物質の有無を確認し、更
新時にはより環境負荷の少ないものへ 
 ②排水処理施設の薬剤等消耗品の省資源・無害性材料 
  ○使用する薬剤等についてより少なく、より安全性の高いもの(SDS)へ  
 ③排水処理施設への負荷低減(水量等)・運転管理工夫 
  ○排水処理施設への流入量の少量化で省エネ、省資源等の低負荷へ 
 ④処理水及び汚泥等の有効活用 
  ○処理水の水質を踏まえて再利用(中水利用/イニシャルコスト及び管理コ
ストに留意)、汚泥等の再資源化を検討へ 
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(3)法規等の視点のアドバイスポイント 
 (別紙：現状確認及び遵法助言チェックシート) 

 水質汚濁防止法等の法規や地方自治体条例の対象施設の手続き漏れの有無や排水基準や管
理基準の遵守状況の確認を行い必要なアドバイスを行う。 

 
 ①法規の特定施設、許可、届出手続きの確認 
 ②排水量、排水基準適用の有無(総量・濃度)、排水監視・分析記録の
確認と基準値との比較 
 ③条例の対象施設、届出等の手続きの確認 
 ④排出先(公共河川等、下水道) 
 ⑤し尿浄化槽の有無、規模、構造、水質点検記録、清掃 
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内容：法条例要点説明 申請届出チェックリスト 各様式の記載例 有害物質等排水基準値 特定施設等一覧表ほか 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3878/00128988/siori-27.12.pdf 

①法規等の視点の資料(申請・届出しおり)※各都道府県にて作成されています。 
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1.排水基準(水質汚濁防止法) 

(一般項目) 

②法規等の視点の資料(排水基準) 



13 



14 



15 

２．排水基準遵守義務・汚染状態測定義務・報告義務・定期点検義務 



例：浄化槽法 都道府県指導監督(H17改正) 
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③法規等の視点の資料(浄化槽法) 
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④法規等の視点の現状確認と助言シート 
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(4)技術的な視点のアドバイスポイント 
 (別紙:現状確認及び技術的助言チェックシート) 

 原材料や操業工程を踏まえた排水処理施設の必要性、運転管理や処理排出水の分析項目の適切
性、有害性物質のリスク管理状況等を診て必要なアドバイスを行う。 
 

 ①排水処理施設(有・無・必要性の判定) 
 ②排水処理施設の名称・プロセス・運転管理・点検ポイント 
 ③汚水中の有害物質の有無・種類(項目)の判定(推定) 
 ④適用排出基準への適合の有無(総量・濃度)、有害性リスク物質の有無 
 ⑤処理排水の水質と再活用(中水利用)の可能性 
 ⑥その他 



例：  工場排水処理施設のフロー例a 
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出典 http://www.takayama.org/ 

①技術的視点の資料(工場排水処理施設の例) 

※他にもさまざまな処理方式やプロセスがあります。 



 
編集中 

例：工場排水処理施設のフロー例b 
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出典 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf 
 

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/8izikanri/gennin.pdf


例1 浄化槽の点検ポイント 
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〈その他のポイント〉 
○照明や機械設備機器等の省エネ度 
○排水口での水質外観 
○定期点検記録や定期水質分析結果データ 
○定期清掃実施記録 

http://www.chuokai-
fukushima.or.jp/mizukanri/septictank/index.html 

②技術的視点の資料(浄化槽の例) 



浄化槽の点検ポイント(つづき) 
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③技術的視点の現状確認と助言シート 
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３．具体的事例・画像・出典・文献(アドレス) 

節水コマ (一例) 
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-
conscious/pdf/ecovalve.pdf 

節水シャワー (一例) http://omosiro.hb449.com/archives/6625 

図 3-1 

http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://e-conscious.co.jp/wordpress/wp-content/themes/e-conscious/pdf/ecovalve.pdf
http://omosiro.hb449.com/archives/6625
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無水トイレの設置例
http://hamarepo.com/story.php?story_id=3325 
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/project/product/set/syo/002.html?_ga=1.
244153541.1350389138.1467646068 
 

図 3-2 

http://hamarepo.com/story.php?story_id=3325
http://hamarepo.com/story.php?story_id=3325
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/project/product/set/syo/002.html?_ga=1.244153541.1350389138.1467646068
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/project/product/set/syo/002.html?_ga=1.244153541.1350389138.1467646068
http://iinavi.inax.lixil.co.jp/project/product/set/syo/002.html?_ga=1.244153541.1350389138.1467646068
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節水バルブ 

バブル90 

図 3-2 

http://www.bubble90.jp/bubble.html 

http://www.bubble90.jp/bubble.html
http://www.bubble90.jp/bubble.html


中水システム例 
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図 3-3 

http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_sol
ution/water_environment/industrial_water/graywater/buildin
g.html 

http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_solution/water_environment/industrial_water/graywater/building.html
http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_solution/water_environment/industrial_water/graywater/building.html
http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_solution/water_environment/industrial_water/graywater/building.html
http://www.hitachi.co.jp/products/infrastructure/product_solution/water_environment/industrial_water/graywater/building.html


４．出典・参考文献(アドレス) 
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１．① 節水コマ http://kaiketsu.san-ei-web.co.jp/scene/product/detail.php?id=192&cid=2-1 

節水パンフ 
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pamph/guide/pdf/k
urashi-23.pdf 

節水シャワー 
http://omosiro.hb449.com/archiv
es/6625 

節水型擬音器 http://www.sunrefre.jp/wc/sound/ 

節水型トイレ 
無水型トイレ 

http://www.sunrefre.jp/wc/ranking/ 
http://hamarepo.com/story.php?story_i
d=3325 
 

節水情報クラブ 
 

中水システム例 
 
 
 

雨水利用助成金 
(全国一覧) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sessui-club.com/ 
 
http://www.hitachi.co.jp/products/infras
tructure/product_solution/water_enviro
nment/industrial_water/graywater/build
ing.html 
http://www.raintank.info/subsidiary.htm
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．(1)② 水濁法有害物質 
http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/environmental/cleanup/suidaku/
mizu_list.pdf 

③④⑤ 
⑦ 
大阪府条例しおり 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3878/00128988/siori-
27.12.pdf 

(2015.12) 

⑥ 
浄化槽法指導監

督(H17) 

http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y039-
10/mat02.pdf 
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