平成 ２０年度秋 田県環境審 議会第１回 八郎湖水質 保全部会
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諮問事項
（１）湖 沼水質保全 特別措置法 に基づく汚 濁負荷量規 制について
報告事 項
（１） 平成２ ０年度 におけ る八郎湖 水質保 全対策 事業の 実施状 況につい
て
（２）今 年度のアオ コの発生状 況について

５

質疑（意見 ）の概要

【湖 沼水質保全 特別措置法 に基づく汚 濁負荷量規 制について 】
○委 員
上乗せ基 準をＣ ＯＤ３ ０mg/lに設定 された 根拠と 、汚濁 負荷量 規制で 農業集落 排水施設
の新 規で２０mg/lに設定し た考え方に ついて教え ていただき たい。

○県
上乗せ排 水基準 の設定 は、八 郎湖水 質保全 対策検討 専門委 員会の 委員の 先生か ら、既設
の 農業集落 排水施 設をで きるだ けその 構造を 生かした まま高 度処理 するに はどれ ぐらいが
可 能かどう かとい うこと を一つ 一つ点 検をし ていただ いたと ころ、 ぎりぎ りのラ インがＪ
ＡＲ ＵＳ−ⅩⅣ Ｇ Ｐ というタ イプであり 、こ の性能値が ＣＯＤ２０ mg/l 、窒素１５ mg/l 、リン
１ であるこ とから 、ＣＯ Ｄ３０ mg/l、 窒素２ ０mg/l、リ ン２mg/lと決 めておりま す。この
時 、ＣＯＤ ２５mg/lと いう案 も出まし たが、 専門委 員の先 生から 、２０ mg/lにす るのはわ
か るけれど も２５ mg/lも３０ mg/lも 同じだ という ことで ３０mg/lにし ております 。以上の

- 1 -

こ とから、 農業集 落排水 施設は ２０mg/l、１ ５mg/l、１ mg/lと いうこ とで、少々 、工場・
事業 場より厳し い値になっ ています。

○委 員
汚濁負荷 量規制 値を、 排水量 日５０ ０トン のときに ２割削 減にセ ッティ ングし た理由に
つい て教えてく ださい。

○県
流域の工 場事業 場の日 排水量 の最大 値が５ ００トン である ことか ら、５ ００ト ンで２割
削 減になる よう設 定して おりま す。そ れ以上 の排水量 を出す 工場事 業場が あれば 、そこの
数値 が基準にな ったわけで すけれども 、流域で最 大値という ことで設定 しておりま す。

○委 員
ＪＡＲＵ Ｓ−Ⅹ Ⅳ Ｇ Ｐ を ベース として 、ＣＯＤ３ ０mg/l、Ｔ −Ｎ２０mg/l、Ｔ−Ｐ ２mg/l
に 設定した とのこ とです が、Ｊ ＡＲＵ Ｓの中 にはもう 少し高 い性能 のも出 来てい るかた思
いま すが、その 辺は検討の 対象にはな らなかった のでしょう か。

○県
既設の事 業場に はＪＡ ＲＵＳ のⅢタ イプと か非常に 古いタ イプの ものも ありま す。現行
の 技術水準 でいく と、た しかに 新たに 設置す る場合は 最も最 新の技 術を導 入すれ ばいいん
で しょうが 、既設 の事業 場を改 修する 場合、 ５年後に は新設 と同等 の基準 を課す というこ
と にしてい ますの で、専 門家の 意見も お聞き し、ＪＡ ＲＵＳ −ⅩⅣ Ｇ Ｐ が費 用対効 果でもベ
スト ということ で設定した ということ です。

○委 員
産廃処分 場が増 えてい くので はない かと心 配する声 が地元 であり ます。 基準さ えクリア
し ていれば いいと いうこ とにも なりか ねない かと思い ますが 、監視 体制と か、今 後、その
よう な事態に対 してお考え があればお 聞かせ下さ い。

○県
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現在、産 廃処分 場を設 置する 場合、 県の指 導要綱で 事前に 地元市 町村の 同意を 得ること
を 指導をし ており ます。 住民に 対する 説明会 を経るこ とにな ります ので、 地元の 理解を得
な いと処分 場を造 れない という ような 状況に なってい ます。 このよ うな制 度など も活用し
なが ら、計画時 点で事前に チックする ことになる と考えてい ます。

【報 告事項１「 平成２０年 度における 八郎湖水質 保全対策事 業の実施状 況について 」】

○委 員
浅 水排水ある いは無代か きの実施面 積を把握さ れているの かどうか。
そ れから、自 然浄化試験 施設につい ていくつか 確認します 。
まず１つ 目が、 ここで 取水し ている 水の量 は南部排 水機場 から出 ていく 水の何 ％に相当
する か、それか ら、試験施 設に入れる 流量がどれ くらいです か。
２点目と して、 ＳＳの 最大時 期とな る代か き時期が いつ頃 だった のかと いうこ とです。
こ れは、ヨ シの生 育時期 とどの ように マッチ ングして いるか という ことで 、ＳＳ の削減量
に相 当影響して くると思い ます。
それから 、ＳＳ 、Ｔ− Ｎ、Ｔ −Ｐの 除去率 が８０〜 １００ ％とい うこと で、私 が昔やっ
た データほ ぼ似た データ を取っ ており ますけ れども、 単位面 積当た りの削 減量を 計算して
いる のかどうか 。
それから 、試験 施設に ＳＳが 相当堆 積して いると思 います が、こ の処理 をどう いうふう
に 考えてい るのか 。これ につい ては、 前の委 員会でも 相当議 論して 、その 処理も 含めて考
えな いと、この 効果は最終 的に評価で きないので はないかと いう点があ りました。

○県
浅 水代かきと 落水管理の 面積は 、ほ場指 導員１０名 の方に 、エリア を歩いてい ただいて 、
まず 何％ぐらい 実施してい るかを記帳 していただ き 、そ の後 、その１０名 の方々 、市町村 、
Ｊ Ａ、それ から県 の関係 機関、 全部集 まって 意見交換 会を開 催し、 浅水代 かきは どういう
こ とか、そ れから 落水管 理はこ ういう ことだ と、再度 その定 義を再 確認を して、 意見を出
し 合って最 終的に を取り まとめ たのが この数 字です。 １０％ 単位ぐ らいの ちょっ と荒い形
で まとめで すけれ ども、 これで いくと ８割か ら９割と いうこ とで、 面積的 で浅水 代かきで
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１万 ８ ，０００ｈ ａ 、落水管理 １万７ ，００ ０ｈａとい う 、まるまった 数字ですけ れども 、
この ぐらいなさ れたという ことで集計 したという ことです。
自然浄化 試験施 設に導 水して いる水 は、南 部排水機 場から 直接取 ってい るもの ではなく
て 、幹線排 水路か ら水中 ポンプ でポン プアッ プしてい るもの です。 その量 が南部 排水機場
の 排水量の 何％に なるの かにつ いては 、手元 の資料が なく正 確には 言えま せんけ れども、
試 験施設に 導水し ている 量は毎 分１ト ンの水 中ポンプ で導水 してま すので 、時間 にすると
６０ トンとごく 小さい数字 になります 。
導水量は 、一番 大きい もので 毎時１ ２トン 、小さい もので 、今の ところ 毎時１ ．５トン
で す。滞留 時間で 換算し ますと 、６時 間、１ ２時間、 ２４時 間、４ ８時間 という ような形
で行 っています 。
代かき期 とのマ ッチン グに関 連です が、今 回、導水 を開始 したの が５月 ９日、 連休明け
で した。一 番ＳＳ の大き い時期 は、５ 月９日 、５月１ ６日で この２ 回の計 測が最 もＳＳの
高い １８０とい う時期に当 たります。
削減量を 面積あ たり、 時間あ たりで 計算し ているか とのご 指摘で ありま したが 、今のと
こ ろはデー タを並 べてい る段階 で、詳 しい分 析はまだ 行って おりま せん。 今後そ ういった
形で 整理したい と思います 。
ＳＳ堆積 物の処 理につ いてで すが、 今回こ の試験施 設の中 に当然 ＳＳの 堆積等 が考えら
れ るわけで すが、 その処 理方法 につい ては、 今後本格 的実施 にあた って毎 年こう いった除
去 が必要な のか、 もしく は干し 上げ等 である 程度処理 できる のか、 その辺 を今後 詰めてい
きた いと考えて います。

○委 員
自然浄化 施設試 験で、 ６月２ ０日の 時点で Ｔ−Ｐの 除去率 が一気 にすべ ての系 列で底上
げ されたよ うに上 がって います けれど も、こ こで何か 考えら れるこ とがあ ります でしょう
か 。また、 ２系、 ３系に ついて は６月 の下旬 から滞留 時間を ７２時 間に変 更した というこ
とで すが、こち らの方で何 か水質の状 態に変化等 があれば教 えてくださ い。

○県
Ｔ −Ｐの除去 率が６月２ ０日の時点 で非常に向 上しており ますが 、こ の理由につ いては 、
まだ 分析してお りません。
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降雨との 関係に 関して は、後 ほど気 象デー タを付き 合わせ てを確 認した いと思 います。
現地のプ ールの 状況と しては 、特に 時間が 長ければ 澄んで いると か、短 ければ 濁ってい
る とかとい うこと でもな く、な かなか 判断が しづらい ところ かなと いう感 じがし ます。全
体的 なデータが 出揃って整 理が出来た 段階で、考 察していき たいと考え ております 。

○委 員
９番のス ライド では浅 水代か きを実 施され た方が９ 割と、 県の呼 びかけ に対し て多くの
方が 協力された ようですが 、この背景 として、何 があったと お考えです か。

○県
意見交換 会で、 ほ場指 導員の 方々の 意見を 聞くと、 むしろ 大潟村 よりも 周辺の 農家の方
が意 識が高かっ たという意 外な回答が 返ってきま して 、私も ちょっと驚 いたですけ れども 、
そ ういう意 味で指 定湖沼 にした インパ クトと いうのは 相当大 きかっ たのか なとい う感じも
しま す。
それから 、農地 ・水・ 環境保 全向上 対策で 支援して いる地 区につ いては 、リー ダーの方
が 自らチラ シを配 って啓 発する という ことで 、そうい う支援 も非常 に良か ったと いうふう
に 思います 。全国 湖沼ワ ースト ３とい うこと もあり、 これ以 上悪く したく ないと いう思い
がそ こに結合し たような感 じはします 。
それから 、地域 的にも 稲わら と雑草 をすき 込むとい うこと 、機械 の大型 化、大 区画ほ場
の 整備、機 械の性 能の向 上など により 均平も 非常に上 がって いるこ と、イ ッパツ 除草剤の
浸 透などに より深 水にす る必要 がなく なって いるとい うこと で、浅 水で代 かきす るのが常
識み たいな形で スムーズに 浸透したと いうことも 、意見交換 会で話され ていました 。
落水管理 につい ても、 やはり 意識が 非常に 高くて、 例えば 代かき をした 後で、 すぐに田
植 えをして 落水ゼ ロでや る方も おられ るし、 冠水して もでき るだけ 浅く冠 水をし て田植え
前に マーカーを 使って落水 ゼロでやっ ている方も 結構おられ るというこ とでした。

○委 員
確かに、 今年は 濁水が 減った のは私 も観測 してそう いう傾 向はあ るかと 思いま したが、
そ れがすべ て落水 対策か らきて いるか という と、そう とは限 らない 要素も 十分に あると思
い ます。例 えば、 今年は 雪は十 分降っ たんで すけれど も雪解 けが早 くて、 特に北 側のため
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池 は、農業 用水ギ リギリ で、代 かき水 がなか なか田ん ぼに回 ってこ ないと いうよ うな状況
にあ りました。
方上地区 の浄化 ですけ れども 、デー タがそ の日の流 入と流 出地点 での観 測、１ 日１回の
デ ータであ るとい うのが ありま す。例 えば付 着した藻 類が剥 離して 出て落 ちてい たとして
も 水質とし てはそ れはカ ウント しない で、通 常流れて いる部 分だけ を評価 するよ うな形に
な りがちで 、実際 にはト ータル での負 荷とし ての総量 として 完全に 把握し てきれ てない数
字 であると 思いま す。ヨ シの管 理も含 め、藻 類だとか 、イシ ャジャ や水路 によっ ては魚も
い ますし、 いろん なもの があっ てです ね、そ れがまた 蓄積し 、次の 年の非 かんが い期なん
か は乾燥し て流出 しやす くなる 可能性 もりま す。さら に今ま で４０ 年間ず っと放 ってきた
と ころより も、養 分が蓄 積して いる可 能性も あります 。全量 が脱窒 してい るわけ じゃない
と思いますので、来年のスタートの時点で、流出がどのぐらい起こるのかということも
ち ゃんと検 証して おかな いと、 施設と しての 評価は不 十分に なるん じゃな いかと いうよう
な ことがあ るかな という ふうに 思いま す。初 年度のデ ータと しては 、まず そんな ような要
素 も含んで いると いうこ とで、 慎重に 進めて いただけ ればと いうふ うに思 うとこ ろでござ
いま す。

○委 員
ヨ シの処理は どのように されるので すか。

○県
八 郎湖研究会 の植生分科 会の中で検 討していき たいと考え ております 。

【報 告事項２「 本年度のア オコの発生 状況につい て 」】

○委 員
２ 年前 、八郎 潟町の取水 口でアオコ が大量発生 して取水が 停止したと いうような ことで 、
八 郎湖のア オコの 多量に 発生し た状況 が話題 になって いまし た。こ ういっ た形で 広報活動
を すること につい ては、 アオコ の発生 を抑制 するとい う広報 活動の ために 大変よ いことか
と思 います。現 状として去 年と比べて 、どのよう な状況なん でしょうか 。
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○県
去年は、 ７月の 初めに 湖面全 体にア オコが 発生して おりま す。今 年は、 現在の ところ、
去 年のレベ ルには 達して おらず 、局所 的かつ 短期的に 発生し ている 状況か と思わ れます。

○委 員
ア オコの優占 種とその割 合を教えて いただきた いと思いま す。

○県
資料４の ４ペー ジの右 上をご 覧いた だきた いのです けれど も、７ 月７日 の時点 ではアナ
ベ ナが優占 種とな ってお ります 。割合 までは わからな いです が、例 年、こ のアナ ベナから
始ま りミクロキ シテスに結 構短いスパ ンで種が変 わっており ます。

○委 員
レベル２ からレ ベル４ という のは、 温度が 上がり次 第で、 一気に 変わる ような レベルだ
と思 います 。そ ういう意味 ではかなり 余談を許さ ない状態だ なと思って いたところ でした 。
た だ、今回 もまと まった 雨が久 しぶり にあっ て、毎年 観測し ていま すけれ ども、 この雨が
あ る年はあ まり大 きなア オコの 発生が ないよ うな気が してお ります 。私と しては 、去年ほ
どで はないんじ ゃないかな というよう な感じでい ます。
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