下水処 理場の 仕組み

下 水道

自然循環の一部を担う

大阪市は緑が少ないと言われます︒コンクリートで固められた
年に西成区

都市構造のため︑雨水の逃げ道が無く︑豪雨の対応策には下水
道が不可欠のものとなります︒大阪市では︑昭和
津守と福島区海老江に下水処理場が建設されました︒快適な暮
たず

らしを支える縁の下の力持ちである大阪市の下水道を知るため︑
下 水道科 学館を 訪ねまし た︒

万個のマ ンホー ルがあり ます︒ マンホー ルの下 の下水道 に思い を巡

潮 で度々 の浸水に 見舞わ れたと言 う経緯 がありま す︒明 治

年 より︑主 に雨水 排水の下 水

よ って出来 た沖積 平野のた め地盤 が低く ︑上町台 地など の一部を 除いて ︑過去に 大雨や 高

大阪 市の下 水道は ︑浸水対 策から 発達して 来たそ うです︒ 淀川な ど河川 の土砂の 堆積に

につ いて︑ 舞洲スラ ッジセ ンターの 中川仁 志所長 にお話を 伺いま した︒

環境 を創出す ると言 う大き な役目を 担って います︒ 今回は ︑快適な 暮らし を支え る下水道

らせ たことが あるで しょうか ︒下水 道は︑大 阪市民 約２６ ０万人の 安全・ 安心と良 好な水

大阪市 内には ︑約
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理する ﹁汚泥処 理施設 ﹂があり ます︒ 大阪市で は︑

カ所の 下水処理 場と︑ 唯一︑舞 洲ス

下水処理 場には ︑汚水 を処理す る﹁水 処理施設 ﹂と︑ 水処理の 過程で 発生する 汚泥を 処

整備され ︑下水 処理場が 建設さ れるよう になり ました ︒

道 事業が 始まり︑ その後 ︑人口 の増加に 伴い︑ 汚水を同 時に処 理する﹁ 合流式 下水道 ﹂が
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あと

各下水 処理場 で処理さ れた後 の汚泥 は︑１日 に約５ 千㌧にも なるそ うです︒ 現在こ れら

汚泥処 理につ いて

な水を塩 素殺菌 して川 や海へ還 します ︒

殿池 ︶で 時間 を かけ て沈 め︑ 上澄 みの きれ い

す ︒ そし て ︑こ の活 性汚 泥を 沈 澄 池︵ 最終 沈

ち ん ちょう ち

物 は ︑増 殖し な がら 汚濁 物を 分解 ・吸 収し ま

活 性汚 泥 を入 れ︑ 空 気を 吹き 込み ます ︒微生

す ︒次 に ︑反 応槽 に 好気 性の 微生物 の入 った

沈 殿池 で 微細 な砂 を沈 め ︑反応 槽へ 送ら れま

ず︑沈砂池でゴミや大きな石︑砂を取り除き︑

分 ︶に 及ぶ そ うで す︒ 集め られ た汚 水は ︑ま

１日 に 約１ ７０ 万 立方 ㍍︵ 大阪 市役 所約 ７杯

らされた４８５７㌔・㍍にも及ぶ下水管によって ︑水処理施設に集められます ︒その量は︑

ラッジ センター が﹁汚 泥処理 施設﹂と して稼 働してい ます︒ 汚水は︑ 市内の 地下に 張り巡
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-1-
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は さ い

％ の脱水 ケーキ︵ 粘土状 の土︶に します ︒

の内 の約半 分は︑汚 泥管に より舞 洲スラッ ジセン ターに送 られ処 理されて います ︒処理 法
は ︑まず︑ 汚泥を 遠心脱水 機にか け︑水分 約

ま す︒

よう ゆう ろ

㍉ ・㍍ほど の微粉 末の乾燥 汚泥に し︑溶 融炉︵焼 却炉︶ に送りま す︒溶 融炉では ︑

水 質汚濁 防止法 では︑河 川に流 すＢＯＤ ︵水質 を示す指 標︶は ︑

以下 になり ます︒フ ナやコ イなどが 生息出 来る

以下と定 められ て

20
ppm

在 ほとん ど赤潮が 発生し ないのは ︑下水 道普及率 の上昇 によると ころが 大きい と考えら れ

ま ま流して いた時 代には︑ リンや 窒素が 原因とな り︑赤 潮が頻繁 に発生 していま した︒ 現

大阪 市内で 下水処 理された 水は︑ 最終的に 大阪湾 に流れ込 みます ︒汚水 を大阪湾 にその

鮎も 生息出 来る河川

ンタ ー﹂で知 ること ができま す︒

以上の ような 下水処理 の仕組 みは︑ 此花区に ある﹁ 下水道科 学館﹂ と﹁舞洲 スラッ ジセ

ます︒

融炉か ら発生し た高温 ガスは︑ 乾燥機 の熱源 として再 使用し ︑エネル ギー効 率を上げ てい

天然の 砂に近く ︑建設 資材や埋 め立て 用土砂と して有 効利用し ている そうで す︒また ︑溶

溶かした 汚泥を 水で冷や し︑無 臭の顆 粒︵溶融 スラグ ︶としま す︒出 来た溶融 スラグ は︑

約 １３０ ０℃の 熱により ︑乾燥 汚泥は溶 岩のよ うにドロ ドロに 溶けま す︒この ドロド ロに

機で

次 に︑約４ ００℃ の蒸気 を当て︑ 水分が ほとんど なくな るまで乾 燥させ ます︒ さらに破 砕
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くらい の水質で す︒近 い将来︑ 鮎など が生息で きる３
理﹂へ の転換が 進めら れてい るそうで す︒
水 がど の く らい き れ い にな っ た かは ︑ 現在
８ つの 下 水処 理場 と １つ のポ ンプ 場に 整備 さ
れ てい る ﹁せ せ らぎ の里 ﹂で ︑浄 化さ れ た水
中 を泳 い でい る コイ や︑ すく すく と 成長 して
い る草 花 など を 見る とお 分か り いた だけ ると
思い ます︒
マ ン ホー ル の下 では ︑ 私た ちの 安全 ・安 心
と 環 境を 守 るた め の活 動が 行わ れて いま す ︒
まさ に縁 の 下の 力 持ち ︒下 水道 に︑ 今 一度 ︑
目を向け ていた だけた らと思い ます︒
舞洲ス ラッジ センター

・６４ ６０・２ ８３０

大阪市 建設局
電話

︵株︶ファッションビジネス・御堂筋新聞

掲 載 の記 事 ・ 写真 ・ イ ラス ト 等 の全 て の コン テ ン ツ無 断 複 写 ︑転 載 を禁 じ ま す ︒

を目 標に︑さ らに進 んだ﹁高 度処

ppm

いますが ︑前述 の処理に より︑ 水質は

10
ppm
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