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SDGs 街区アイディア会議（浄化槽とビオトープ）議事録 

 

開催日時：7 月 19 日（月）18:00〜19:40 

開催場所：オンライン（Zoom ミーティング） 

 

前々回は SDGs 街区の「遊び場」、前回は「素材と色」、そして本日のテーマは「浄化槽とビ

オトープ」について。今回は、土木環境や水循環システムの専門家である北海道大学の松井

佳彦教授にもご参加いただき、排水についての基本的な考え方についてご説明いただいた

り、たくさんの質疑にお答えいただきました。 

 

村上より、今回のテーマについてまず頭出しが行われました： 

⚫ SDGs 街区ということで、「環境・社会・経済」の３つの柱で、環境負荷をできるだけ

抑えたまちづくりを計画している。排水についても、できるだけ環境に配慮した排水・

浄化システムを考えている。 

⚫ 街区の第１〜第３工区はフラットに造成できる予定で、近くの下水管への接続が可能

で、そこに排水をする予定ですが、第４工区については第１〜第３工区よりも低地であ

るため、ニセコ町より、ポンプアップで汲み上げて下水管につなぐのではなく、ここは

浄化槽で対応してほしいと言われている。 

⚫ そのため第４工区に建築予定の集合住宅（分譲）３棟は、それぞれに合併処理浄化槽を

設置し、処理後の水は、いったん隣接するビオトープに流し、その後、雨水排水の配管

を通って第二カシュンベツ川に流す予定。街区全体住人の 450 人のうち約 70 人が、こ

の第４工区に 2027 年から住む予定。 

⚫ ビオトープは、冬場に底のほうだけは水が凍りにくい約１ｍの深さにし、合併処理浄化

槽からの排水を、更に少しでも「きれいに（？）」した状態で川に流したい。 

⚫ 浄化槽については、「浄化槽法」が改正されており、下水道に接続できない新築の建物

については、単独処理浄化槽（し尿のみ）は禁止されている。合併処理浄化槽（それ以

外の生活排水も含む）の設置が義務付けられているが、以前に設置された単独処理浄化

槽の合併処理浄化槽への入れ替えが進捗していないのが日本全国、北海道、ニセコ町の

いずれも社会的な課題となっている。 

⚫ 浄化槽で浄化する性能としては、BOD（mg/L）という指標が用いられ（以前は通称と

して ppm で呼ばれていた）、単独処理浄化槽では BOD が 90mg/L 以下、合併処理浄化

槽では 20mg/L 以下という基準が決められています。しかし、ニセコ町の課題は、合併

処理浄化槽を使用している人は増加しているとはいえ、単独処理浄化槽を使用してい

る人は減っていないことであり、それによる汚染は甚大なものとなっていること。 

⚫ 河川によっては BOD が継続的に測定されており、尻別川は 1.0mg/L を優に下回ると
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てもきれいな清流だが、その支流にあたる街区の横を流れる第二カシュンベツ川は、い

くつかの測定では、3.0mg/L という、下水道センターで処理された後、放流される排水

と同等のレベルとなっている。 

 

土谷より、以下補足説明がありました： 

⚫ ビオトープは、生物多様性を生み出す装置として重要であると思っている。冬の雪に対

して、凍結しない深さが必要とのことで、１m 以上のビオトープを考えているが、深く

て危険とも言われている。こうした水辺の空間が可能なのかどうか検討したい。 

⚫ また、この第４工区は高付加価値の住宅であるので、一部は別荘地のような使われ方も

される予定なので、常時、すべての人が居住していない、使われるときは同時期に一気

に利用されるという可能性もある。そのような状況で、合併処理浄化槽のバクテリアが

継続的に育ってくれるのかどうか、そのための管理をどうするか、という課題もある。 

⚫ 合併処理浄化槽では法的には最大で 20mg/L 以下という基準だが、実際には（浄化槽

内の管理が良い状況のときは）３〜５mg/L で排水されると聞いている。それが水で例

えば 10 倍に希釈され、川に流れされる予定であれば水質汚濁自体は規模の観点からも

それほど大きな影響がでないとは思われる。しかし、街区の中で、生物分解されない排

水を出さない、といった環境保護に根差した活動も必要になるかと思う。 

⚫ 一方、第二カシュンベツ川の上流には、古い単独処理浄化槽の住宅地も 30 戸ほどまだ

残されていると見られており、町の中でアンバランスな状態。温泉街やホテルから出る

（規制値はクリアしているが流量の大きい、つまりインパクトの大きな）大量の汚水の

問題もある。第二カシュンベツ川から尻別川に最終的には水が流れるが、尻別川は最近

の夏場であると洗剤などのニオイが個人的には気になっている。 

 

北大の松井教授より、以下解説や意見がありました： 

⚫ BOD の基本的な事柄について。BOD が高いというのは、水の中の酸素が少ない状態。

金魚を金魚鉢で飼っている状態で大体 10mg/L だが、そのままの状態を継続すると必

ず魚が酸素不足になって死ぬ。BOD が高い水を、ビオトープにおけるバクテリアで分

解しようとすると、10 日とか、何日もそこに溜めておいて、ようやく数値が少しずつ

下がっていく（同時にばっ気などの酸素供給が必要）。浄化槽からの排水で、渓流の魚

は住めないし、鯉や鮒なども難しいレベルだろう。 

⚫ 元々、生活用排水として一般的な BOD で 200mg/L の排水を、浄化槽で 20mg/L 以下

まで下がる（ろ過とばっ気、バクテリアを最大限活用して）。更にニセコ町の下水道処

理センターで丁寧に管理されていると、測定値があるように BOD は５mg/L 以下に維

持される。ですから、街区から出る排水は、前提として５〜10mg/L くらいで考えてお

くのが良いのではないか。 

⚫ 尻別川の水質は最高レベルのAAという評価で、その評価の指標の一つがBODであり、 
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1.0mg/L 未満。水道水として取水して使える水は BOD で３mg/L までで、これくらい

の水質の水で上水道を賄っているのは東京や大阪などの大都市のみ。 

⚫ 北大の横に深さ１m ほどの池があったが、埋め立てられて 30cm ほどになった。もし

子どもが溺れたら管理責任を問われるから、との理由だった。人工で作った池だと、柵

を作るとか、何か対策をしないといけなくなるケースが多いので、柵を作るくらいなら

埋めよう、となったようだ。 

 

今回のアイディア会議でも、活発な質問応答が行われました： 

⚫ ビオトープにはいろいろな方式があると思う。水草を入れるとか、水生昆虫が住めるよ

うにするとか、魚を飼うか。浄化槽処理した水を雨水や川の水などで希釈したり、ばっ

気（水の中に酸素供給する）した上で、どういう方式にすれば、大幅に BOD を下げら

れるとか、成功事例はあるか？（M 氏） 

→排水を多少希釈してから流しても、川に入る有機物の総量は同じなのであまり意味

がない。しかしビオトープでばっ気をすれば、その分は有機物が分解されるので有効。

また、大量の水で希釈するのであれば有効だと思うが、何倍に薄まるのかということを

事前にきっちり押さえた方がいい。またビオトープをどのような状態に保ちたいか、と

いうこともニセコ町の皆さんで考えられた方がいい。（松井教授） 

→砂利や礫とかを入れて、そこに特定の草を生やして、汚水をそこに浸透させる過程で

草が栄養分を吸ってくれるという、ビオトープとは別の物だが、人工湿地や土壌処理と

いう方法もある。ただし、北海道は冬場には水が凍るので十分に分解できず、また栄養

豊富な沼地になると夏場は蚊が一時期に大量に発生する可能性もある。（松井教授） 

→下水処理した排水にはまだまだ浮遊物が残っているので、かなり広い湿地ならとも

かく、限られた場所では処理しきれずに砂利や砂の間にそれが詰まってしまうと、ただ

汚水が溜まっているだけの状態（腐敗する）になるので注意が必要。（松井教授） 

 

⚫ 有機物は生物分解できるが、し尿に含まれる大腸菌は生物分解が難しいので、合併処理

浄化槽では浄化水からの排水を、最終的には塩素などで消毒した上で流すのが一般的。

それをビオトープ（滞留した水）に流す予定で本当に浄化されるのか？（O 氏） 

→塩素は入れないといけないのか？（土谷） 

→大腸菌の問題があるので、塩素を入れることは決められている。塩素が入った水から

塩素を抜く処理をすると、その処理装置にもコストがかかり、酸素も同じように抜けて

しまうので、生物多様性の観点からは難しい。（松井教授） 

→水温 13〜15℃くらいが生物分解できるぎりぎりの温度。秋〜冬に別荘地に人がやっ

てきて、あまり処理ができない状態で一気に MAX の量の排水が入ってきて、さらに塩

素もいれたくない、というのは難しいのではないかと思う。（O 氏） 

⚫ 現状の計画で、ビオトープが２つできるのなら、その２つをつなげて２段階利用するこ
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とで良い効果を得ることはできないか？ カシュンベツ川の水は冬場凍らないので、

常にビオトープに川の水が入ってくるようにはできないか？（I 氏） 

→カシュンベツ川の水をビオトープに入れて、また出すというのも一つのやり方。BOD

が高い水は、酸素がない状態なので腐っていく可能性がある。ばっ気をするといい。カ

シュンベツ川の水を常にビオトープに入れて、循環させると、ビオトープの状態をよく

することには働くだろう。（松井教授） 

→カシュンベツ川の水を常時入れて希釈するのであれば、カシュンベツ川にそのまま

流すのと実質、同じことではないかと思う。そこに価値は生まれるのか疑問（村上） 

→川の水を、そんなに多くではないがビオトープに入れて、生物利用できて薄まるので

あれば、それでいいのではないか。カシュンベツ川の水が３mg/L もあるというのは、

そもそも相当汚れている（土谷） 

⚫ カシュンベツ川上流の古い別荘地を見てきたが、半分くらいは常時住んでいるような

感じだった。あの別荘地の排水だけで、３mg/L という数値になるのか疑問に思った（村

上） 

→単独処理浄化槽からの排水は、合併処理浄化槽の排水に比べて、おそらく５〜10 倍

は少なくとも汚いので、古い別荘地は（戸数はそれほど多くなくとも）カシュンベツ川

の高い BOD の原因として十分考えられる。（松井教授） 

→カシュンベツ川のことを考えるなら、SDGs 街区の排水よりまず、上流の 30 軒の排

水をどうするか考えるべきだろう。（土谷） 

→汲み取り式の方が単独処理浄化槽よりきれいになるのが一般的。単独処理浄化槽は、

水洗化の流れの中で、し尿を垂れ流すのではなく、処理しましょうということで導入さ

れたが、一般排水は垂れ流しのままなので、それも処理しなければ意味がないというこ

とで合併処理浄化槽が導入されることとなった。今はもう単独処理浄化槽は、浄化槽と

して認められていない。（Ｏ氏） 

→数十年前に導入された単独処理浄化槽が、普通であれば持ち主が亡くなったらそれ

で終了だったものが、ニセコでは現状引き渡しということで古い家も売れて利用され

る。これが汲み取り式であったら水洗化に改修しようということになり、今の法制度上、

合併処理浄化槽への入れ替えが期待できるが、単独処理浄化槽の場合はすでに水洗化

されているので、なかなか新しい持ち主がお金をかけて改修を行うということをせず、

そのまま単独浄化槽を使い続けている、ということがニセコ町では大きな問題。（Ｏ氏） 

⚫ ビオトープの目的は、生物多様性、それとも浄化、どちらが優先されるのか？目的を明

確にすることで整理した方が良いのでは？（N 氏） 

→それは現状では決めていない。ビオトープで浄化がどこまでできるかは挑戦だと考

えているし、生物多様性の反映もどこまでできるかも挑戦であり、どちらか、というよ

りも相互に関与することであり、まだ確定しておらず、よくわからない部分も多い。（土

谷） 
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→であれば、まずは目的を生物多様性にして、このビオトープは、川の水を入れ、カシ

ュンベツ川の水質をさらによくし、同時に生物を豊かにするためのものですよ、という

ことにして、浄化槽の排水は川に流す、それでもトータルで良いことをしているよ、と

いうのはどうか。（N 氏） 

→それもありだが、大量の川の水を街区の小さいビオトープでほんの少しのインパク

トできれいにするというより、上流の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽にするように

働きかけた方が効果の点では歴然であるのは事実。（土谷・村上） 

→「浄化」にあまりとらわれすぎると今は出口がないが、ビオトープの目的を「生物多

様性」に特化するのであれば、生物の住める水を川から導入して、市民の憩いの場にで

きる、という発想があるのではないか。（N 氏） 

⚫ 水が淀んでいると、夏場蚊の発生がすごいので、心配。（N 氏） 

→水が溜まっている場所であれば、そこにカエルやサンショウウオが卵を産めるし、蚊

のボウフラを食べるカエルやトビケラが増えると蚊もそこまでは増えないし、カエル

を捕食するヘビも来て、という循環ができる。流れが速いと、そこまでにはならないし、

水温もある程度高くないと、生物も植物もそんなに育たない。（Ｍ氏） 

⚫ 今日の議論を踏まえて、ベストなのは第４工区も下水道に接続することかなと思った

（その上でビオトープは生物多様性と憩いの場に）。まだ協議の時間はあるので。（宮坂） 

⚫ ひとつ SDGs 街区で考えていきたいと思っていることは、自分たちが食べたものや栄

養分が、下水処理場で処理されて（汚泥以外は）川に流されて OK、ということはでは

なくて、少なくとも人工湿地やビオトープのような受け皿があることで、そこで植物が

育ったりしてマテリアルに置き換えられ、地域内で循環を作ることができないかとい

う挑戦であり、それがあるので、この第４工区だけは下水道に接続できなくても良いの

ではないか、と個人的には納得していた。（村上） 

→そもそも、下水道とつなげられないところで、将来のマイクロモジュール的な考え方

で、地域ごと、エリアごとの下水処理インフラのモデルになっていけるのでは、と思っ

た。ただし、実際に考えていくと（ニセコ町という厳寒な地で、特殊な利用がされる地

域では）いかに大変なことか、ということもわかってきている。（土谷） 

→すべて従来のやり方をするなら、何のための SDGs 街区なんですか？ということに

もなりかねないのでは？（M 氏） 

→エネルギーも上水も下水も、なるべく地域ごとの小さなユニットで循環するという

検討は続けていきたい。（土谷） 

→人工湿地、すごくいいと思う。自分たちの出した生活排水や汚水が、どうそこの環境

にインパクトを与えるのか、自分たちのライフスタイルで、何をしたから、湿地の状態

が良くなったとか悪くなったとか、目の当たりに見える。そういう場所があることは、

大事なことだと思う。（M 氏） 

⚫ この会議の前に、全国的な浄化槽のメーカーの方に聞いてみたが、上水でも下水でもな
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い、処理した中水を利用したケースは、ほぼ知見がないようだ。霞ヶ浦などの閉鎖性水

域では、BOD の総量規制をかけた上で、通常の合併処理浄化槽は 20mg/L 以下の規制

値のところ、平常時は一桁前半、最大でも 10mg/L 以下を見込んだ高度な浄化槽が使

われている。（O 氏） 

⚫ BOD に入らない窒素とリンも、下水の中にはたくさん入っているが、通常の浄化槽で

は取れない。計画にあるような溜まった水の中では、アオコが大量に出現するのが一般

的なので、注意した方がいい。常に川などの水が流入、循環していれば大丈夫。（松井

教授） 

→窒素やリンを除去するタイプの浄化槽もあるにはある。そこまでのスペックのもの

を住宅地で求めるのかという議論は必要（O 氏） 

→ビオトープがちゃんと機能していれば、硝化細菌などが窒素系を分解してくれるは

ず。なので、そういうバクテリアを（アクティブに）飼うという管理は大事。ただし、

冬場はそれも機能しなくなる（ただし、アオコは冬は発生しない）。（M 氏） 

⚫ ビオトープがいいとか人工湿地がいいとかの個別の視点でなく、どんな環境がいいか

全体をプランニングすることが大事。人工湿地の研究者はこれがいいというし、ビオト

ープの研究者はこれがいいと言うので、研究者ではなく、全体を見渡せる水の専門のコ

ンサルタントに入ってもらって住民の方と議論し決めていくのがいいと思う。（松井教

授） 

→コンサルに案を出してください、ということではなく、ビオトープの場所で、例えば

排水に川を入れてビオトープがどうなるかとか、実際に実験してみる、ということを大

学の研究室などと一緒にできたらいいと思う。（土谷） 

→とは言え、汚泥が水の中で停滞するとどうなるか、ということは、実験しなくてもわ

かることもある。今日いろいろ案が出たので、それぞれの案のメリット・デメリットを

まずは整理してまとめてみたらいいと思う。（松井教授） 

→雑排水が入ってきて一層目で沈降分離させ、その水を嫌気的・好気的な処理を繰り返

してきれいにするのが浄化槽の役割で、ちゃんと年に数回点検が入る。微生物の働きの

悪い 12〜3 月に、ちょうどニセコ町の繁忙期で、汲み取り車も積雪で入れない、とい

う時が一番のネックとなる。しかも、最近の浄化槽は、環境性能を上げるということで、

消費電力の少ない、容量の小さなもの（冬場に貯めておく容量が少ない）になってきて

いるのも問題。（O 氏） 

⚫ コンポストトイレを設置するのはどうか？（土谷） 

→コンポストトイレは、一度水洗に慣れてしまうと、そもそも使いたい人がいるかとい

うこと。あとコンポストトイレでし尿は処理できるが生活排水は処理できないので、そ

れをどうするかという問題は残る。（松井教授） 

 

最後に、土谷・村上より今日のまとめと、参加者の方から追加の意見がありました： 
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⚫ 今回の意見交換で、結論がすぐに出る、妙案が浮かぶとは思っていないが、いろいろ考

えさせられるポイントを明確にできた。有意義な議論だった。（村上） 

⚫ 今日、難しいが解かなければならない大きな問題が、SDGs 街区レベルでも、第二カシ

ュンベツ川のレベルでも、それぞれあるということがわかった。個別にまた整理して進

めていきたい。今日は松井先生、本当にありがとうございました。（土谷） 

⚫ 個人的には、宮坂さんの下水道に接続する案に賛成。SDGs 街区だからといって、あえ

てハードルの高い（リスクのある）ことを実験しなくてもいいのではないか。それでビ

オトープは生物多様性に特化すればよい。マイクロモジュール的な実験は、他の場所や

プロジェクトでもできると思う。私は現在、合併処理浄化槽を使っているが、維持メン

テナンス費用が結構かかるので、下水道に接続する費用と比べ、よく精査した方がいい

と思う。（Ｎ氏） 

⚫ 次回は木やキノコの専門家の人などにも来てもらって、「植樹」について考えたいと思

いますのでぜひご参加ください。（土谷） 

 

以上 


