
大阪府流域下水道５０年のあゆみ 

～５０年を彩った歌にのせて～ 
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下水道のしくみ 
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大阪府流域下水道の計画区域 
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寝屋川流域のなりたち 

柏原市ウェブページ（http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2015072600094/?doc_id=3530）より引用 

◀ 河内湾 

河内湖 ▶ 

大和川付け替え 
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大阪府河川室「寝屋川の総合治水対策について」より引用（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/.../Negagawa%20sougoutisui.ppt） 

東大阪市稲田楠根連絡所付近 近鉄奈良線 八戸の里駅付近 

昭和３２年６月豪雨 
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昭和３６年 平成１９年 

中央環状線 寝屋川 

都市化の進展 
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河川水質汚濁 

◀ 寝屋川 

神崎川 ▶ 

（木村 淳弘氏撮影） 
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『私の子どもたちへ』 

     作詞・作曲 笠木 透 
     演   奏 バガボンズ＆コスモスローズバンド 
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近鉄奈良線 八戸の里駅付近 

浸水被害と河川水質汚濁 

寝屋川 

浸水被害 河川水質汚濁 

（木村 淳弘氏撮影） 

「寝屋川の総合治水対策について（大阪府河川室）」より引用（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/.../Negagawa%20sougoutisui.ppt） 
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広域下水道の構想（昭和38年8月） 
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流域下水道事業に着手 

昭和４０年７月２９日計画決定 

◀ 官報告示 
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全国初、寝屋川流域で 
流域下水道事業に着手 

流域下水道事業に着手（昭和40年7月29日計画決定） 
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流域下水道 
幹線第１号 

「大阪府下の下水道（S42.10）」より引用 

中央幹線 建設状況（昭和４０年～） 
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流域下水道 
ポンプ場第１号 

「大阪府下の下水道（S42.10）」より引用 

菊水ポンプ場 建設状況（昭和４０年～） 
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流域下水道の事業主体の変遷 

昭和40年 全国に先駆けて流域下水道事業に着手 
     【寝屋川流域下水道】 

事業主体・・・大阪府    

昭和43年 建設省通達により事業主体が大阪府となる 

昭和41年 「寝屋川北部広域下水道組合」設立 
昭和42年 「寝屋川南部広域下水道組合」設立 

事業主体・・・市町村（一部事務組合）    

事業主体・・・大阪府 

昭和45年 下水道法改正（流域下水道を位置づけ） 
15 



流域下水道の執行体制 

一部事務組合 
（維持操作） 

市町村 
（維持操作） 

住民 
市町村 

（一般会計） 

繰入れ 下水道 
使用料 

建設負担金 

協定 

維持操作補助金 維持管理負担金 

寝屋川北部広域 
下水道組合（S41.5.6） 
 
寝屋川南部広域 
下水道組合（S42.7.1） 
 
安威川、淀川右岸流域 
下水道組合（S44.11.1） 
 
大和川下流流域 
下水道組合（S55.4.1） 
 
南大阪湾岸北部流域 
下水道組合（S61.8.1） 
 
南大阪湾岸中央流域 
下水道組合（S63.8.1） 
 
淀川左岸流域 
下水道組合（S63.8.1） 
 
南大阪湾岸南部流域 
下水道組合（H4.8.1） 

大阪府 
（設置・管理） 
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流域下水道として 
全国処理開始第１号 

（昭和44年） 

猪名川流域下水道原田処理場 

▼ 昭和45年9月 
   佐藤栄作元総理の視察 

◀ 昭和44年4月 
  通水式 
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流域下水道処理場 
新設供用第１号 
（昭和45年3月） 

１９７０年大阪万博 
※写真は万博記念公園HPより引用 

安威川流域下水道中央処理場 

万博記念公園ウェブページより引用（http://www.expo70-park.jp/cause/expo/） 
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府内下水処理場（事業着手） 

寝屋川流域 
鴻池処理区（S40） 

寝屋川流域 
川俣処理場（S40） 

猪名川流域（S41） 

安威川流域（S42） 淀川右岸流域（S45） 

淀川左岸流域（S46） 

大和川下流流域 
今池処理区（S45） 

大和川下流流域 
狭山処理区（S46） 

南大阪湾岸流域 
北部処理区（S46） 

大和川下流流域 
大井処理区（S47） 
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淀川右岸流域下水道高槻処理場 

昭和５０年供用 

※写真は昭和59年撮影 
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大和川下流流域下水道狭山処理場 

昭和５５年供用 
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南大阪湾岸流域下水道北部処理場 
▼ 昭和５３年 

▼ 昭和５４年 

▼ 昭和５５年 

下水道事業として埋立免許を取得し、 
埋立工事から実施 
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流域下水道暫定処理区（大和川下流流域） 

大和川下流３処理区 
のうち、今池処理場 
を先行整備 

 
処理区をつなぐ連絡管
渠を整備し、大井処理
区と狭山処理区を今池
処理場で暫定処理 

昭和５０年代後半 
のマイナスシーリング 

今池処理場 大井処理場 

狭山処理場 

連絡幹線 23 



大和川下流流域下水道今池処理場 

昭和６０年 
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大和川、今井戸川付近の水害状況 

松原市天美西付近 

昭和５７年８月豪雨（松原市） 
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今井戸川系雨水ポンプ場 

大和川流域の浸水対策として、 
昭和６１年に供用 
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チェリープラン（S60～H4） 

 ▲ 今池処理場 
   第一期（S60.6） 
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チェリープラン（S60～H4） 
「国際都市大阪にふさわしい基盤整備のために、関西
国際空港開港（H4）を目標年度に、更なる整備促進」 
 

（１）終末処理場の処理能力倍増 
   （ 620,000 m3/日 >>> 1,200,000 m3/日 ）     
 
（２）供用開始都市倍増 
     （ 19 市町村 >>> 38 市町村 ） 
 
（３）幹線管渠を100km延伸 
   （ 160 km >>> 260 km ） 
 
（４）雨水排水能力を150m3/秒増設 
   （ 345 m3/秒 >>> 500 m3/秒 ） 

 
大林組ウェブページより引用（http://www.obayashi.co.jp/company/rekishi/kakushin/kanku.html） 

関西国際空港フェイスブックより引用（https://ja-jp.facebook.com/KansaiInternationalAirport?rf=121457671243479） 28 



チェリープラン（S60～H4） 
毎年桜の開花時期に処理場新増設 

◀ 湾岸南部処理場 
  第一期（H5.7） 

S60.6 今池（新設4万トン/日） 

S61.4 原田（増設2万トン/日） 

S62.4 湾岸北部（新設2万トン/日） 

S63.4 原田（増設2万トン/日） 

H1.4  渚（新設3万トン/日） 

H1.4  湾岸中部（施設1万トン/日） 

H2.4  中央（増設5万トン/日） 

H2.4  鴻池（増設8万トン/日） 

H3.4  渚（増設1万トン/日） 

H3.4  原田（増設2万トン/日） 

H3.4  高槻（増設3万トン/日） 

H3.4  川俣（増設10万トン/日） 

H3.4  湾岸北部（増設2万トン/日） 

H4.4  今池（増設3万トン/日） 

H5.4  原田（増設2万トン/日） 

H5.4  中央（増設5万トン/日） 

H5.4  湾岸中部（増設1万トン/日） 

H5.7  湾岸南部（新設1万トン/日） 

処理場の通水実績（S60～H5） 

湾岸中部 
処理場の桜▶ 29 



大和川下流流域下水道大井処理場 

平成８年 高度処理施設供用 

昭和６１年暫定処理時 
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■エースプラン 
 

昭和62年度  
 日本下水道事業団の「エースプラン」への参画 
 （財政投融資金等活用、建設資材等有効利用） 
   
  大阪北東地区：大阪府、枚方市、交野市 
  大阪南地区 ：大阪府、堺市、泉大津市、岸和田市、泉北組合 
 

平成16年3月 
 「流域下水汚泥処理事業」として大阪府へ一括移管 
 
■「流域下水汚泥処理事業」 
 ○大阪南地区：大阪府、堺市、岸和田市 
 ○寝屋川地区：大阪府、守口市、四條畷市 H14～ 
 

エースプラン変遷 
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チェリープランの実績（S60～H4） 

（１）終末処理場の処理能力倍増 
   （ 1,200,000 m3/日 ⇒ 1,220,000 m3/日 ）     
 
（２）供用開始都市倍増 
     （ 38 市町村 ⇒ 43 市町村 ） 
 
（３）幹線管渠を100km延伸 
   （ 260 km ⇒ 342.5 km ） 
 
（４）雨水排水能力を150m3/秒増設 
   （ 500 m3/秒 ⇒ 613.3 m3/秒 ） 
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21世紀を目指す大阪府下水道整備計画（H4～） 
（２１ＣＯＳＭＯＳ計画） 

  ２１Ｃ entury 
       Ｏ saka 
    Ｓ ewerage 
    Ｍ ild to the earth 
    Ｏ pen to the people 
    Ｓ uper technology 

２１世紀を目指し、 
 

「環境下水道」 
「親しまれる下水道」 
「ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ下水道」 
 

      の３つの施策を実施 
 
普及率９０%や流域下水道 
幹線の概成等が目標 
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下水道フェスティバル 

 平成３年度～ 府内各処理場で開催 
※現在は、泉州下水道フェスティバルのみで実施 

 ◀渚処理場（H3） 
  微生物の観察 

 ▶今池処理場（H6） 
  魚つかみ 

 ▼高槻処理場（H7） 
  リーフレット 
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鴻池水みらいセンターふれあいプラザ 

▲ 大阪花博記念マンホール 

「駅からマンホール」より引用（http://ekikaramanhole.whitebeach.org/?p=4351） 
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トンボの生態観察とヤゴの放流の集い（渚水みらいセンター） 

                                   ※現在も毎年実施 36 



地元小学生による稲作体験
を通じた環境教育 

下水高度処理水を利用した稲作体験（なぎさ米） 

▼ ＢＩＳＴＲＯハロウィン 
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『２１ＣＯＳＭＯＳ』 

     作詞  細川 光司  
     作曲  藤田 智 
     演奏  バガボンズ＆コスモスローズバンド 
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大阪府流域下水道資源リサイクル計画 
ＭＩＲＡＣＬＥ ＰＬＡＮ（H5.3～） 

   ＭＩ ld  
    sewe ＲＡ ge 
    recy ＣＬＥ 

府内１２流域下水処理場で 
処理水の３０％、 
汚泥の５０％の有効利用 

▲スラグストーン ▲アシュレン 

▲処理水有効利用（Ｑ水くん） 
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大阪府流域下水道資源リサイクル計画 
ＭＩＲＡＣＬＥ ＰＬＡＮ（H5.3～） 

▲鴻池スカイランド ▲川俣スカイランド 

■スカイランドの建設（環境教育の場としての処理場） 

■せせらぎ水路（せせらぎの再生・創造） 

▲ガランド水路（摂津市） ▲新豊島川親水水路（豊中市） 
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寝屋川流域下水道 雨水のレベルアップ 

流域下水道増補幹線 
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寝屋川流域下水道 汚水のレベルアップ 

■なわて水環境保全センター ■竜華水環境保全センター 
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事業費の変遷 

２１ＣＯＳＭＯＳ計画 
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Ｓｔｅｃ設立 
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震災復旧（阪神淡路大震災 平成7年） 

■流域下水処理場の被災状況 

「時事ドットコム」より引用（http://www.jiji.com/jc/v?p=earthquake-hanshin_0001） 
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２１ＣＯＳＭＯＳ計画の実績 

■下水道普及率 
 
  H3末 66.8％ >>>  H12末 84.6％ 
 
 
■管渠整備延長（進捗率） 
 
  H3末 322.5km >>>  H12末 474.8km 
         （69.4％）     （91.0％） 
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   Ｒｅｃｏｖｅｒ  
   ｔｈｅ Ｓｗｉｍｍａｂｌｅ 
    ｗａｔｅｒ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

21世紀の大阪府下水道整備基本計画（H14.2） 
ＲＯＳＥ ＰＬＡＮ 

 ２０２５年度を目標に、 
 

「水環境の管理」 
「安全で安心な街づくり」 
「持続性のある循環型 
 社会の形成」 
 

  と、それらを支える根幹に 
 

「維持管理」 
 

 を置く 
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高度処理化 

平成12年大臣承認「大阪湾流域別下水道整備総合計画」 
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合流式下水道の改善 

平成16年「合流式下水道緊急改善計画」を策定 

▲ 前島ポンプ場 
  雨水滞水池 

▼ 沈砂池のドライ化 
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『水辺をひろげよう』 

     作詞・作曲  小池 哲夫 
     演   奏  バガボンズ＆コスモスローズバンド 
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処理場の緑化（スカイランドの整備） 

▼大井水みらいセンター ▼今池水みらいセンター 

▼狭山水みらいセンター 

 ▼原田水みらいセンター  

▼高槻水みらいセンター 
 （建設中） 
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処理場の名称変更 
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『 Ｍｓ．ＭＩＲＡＩ 』 

     作詞・作曲 小池 哲夫 
     演   奏 バガボンズ＆コスモスローズバンド 
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８流域・一部事務組合 
（維持操作） 

《H20.3月末 解散》 

市町村 
（流域関連公共下水道の
建設・維持管理主体） 

住民 
市町村 

（一般会計） 

繰入れ 下水道 
使用料 

建設負担金 
維持管理負担金 

維持操作補助金 維持管理負担金 

大阪府 
（流域下水道の建設・

維持管理主体） 

流域下水道事業の一元化（平成20年） 
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なわて、竜華水みらいセンターの供用（H22） 

■なわて水みらいセンター 

■竜華水みらいセンター 

なわて⇒鴻池 
竜 華⇒川俣 
へ送泥・集約処理 
 

遠方監視制御により
夜間無人化 
 
１４すべての水みら
いセンターが供用 
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寝屋川南部地下河川と 
下水道増補幹線の整備状況 

寝屋川南部地下河川 

木 

津 

川 

⑨ 枚岡河内北 
増補幹線 

⑧ 枚岡河内中央 
増補幹線 

⑦ 中央北 
増補幹線 

① 中央南（二） 
増補幹線 

② 四条 
増補幹線 

③ 柏原八尾 
増補幹線 

④ 中央南（一） 
増補幹線 

⑤ 飛行場北 
増補幹線 

⑥ 飛行場南 
増補幹線 56 



寝屋川北部地下河川 

② 中央(一) 
増補幹線（一） 

寝屋川北部地下河川と 
下水道増補幹線の整備状況 

⑦ 門真寝屋川(三) 
増補幹線（二） 

大 

川 

④ 大東(一) 
増補幹線 

⑥ 大東(二) 
増補幹線 

太平立坑 

稗島立坑 

③ 中央(一) 
増補幹線（二） 

寝屋川北部地下河川 
門真調節池 

⑤ 大東門真 
増補幹線 

⑨ 中央(二) 
増補幹線 

⑧ 門真寝屋川(二) 
増補幹線 

寝屋川北部地下河川 
守口調節池 

⑩ 寝屋川四條畷 
増補幹線 

⑫ 門真守口 
増補幹線 

① 茨田（二） 
増補幹線 

⑩ 大東四條畷 
増補幹線 

57 



大阪府流域下水道施設の整備状況 

約560km 

40年以上経過：約80km（全体の約14％） 58 



大阪府流域下水道施設の整備状況 

227万㎥／日 

152万㎥／日 

高度処理（砂ろ過以上） 

 ：現有能力の約67％ 

水処理能力 

高度処理能力 
（砂ろ過以上） 
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大阪府流域下水道のストック効果 

33mg/l 

3.8mg/l 

95.6% 

77.0% 

環境基準値：8mg/l 

50%超 

昭和４０年 住道付近 平成２１年 鴻池ＭＣ付近 
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電力の固定価格買取制度（ＦＩＴ）を活用 
７センター、発電能力１２ＭＷ 

太陽光発電事業（メガソーラー） 

大阪府 

【土地所有者】 
【発電・売電事業者】 

リース業者 

電気事業者
へ売電 

水みらい 
センター 

（非常電源） 

太陽光発電システム 
の設置及びメンテナンス 
（メンテナンスリース） 

[平常時] [災害時] 

リース料 リース 

■事業スキーム 
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消化ガス発電事業（原田水みらいセンター） 
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雨水排水能力：約910㎥／S（雨水ポンプ全158台） 
合流幹線、雨水幹線：164.5㎞ 
増補幹線の整備（寝屋川流域）：40.3km 

▶ 大阪国際空港内雨水貯留施設 

浸水対策（施設整備状況 H26末） 
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老朽化施設の改築、更新 
▼ 溶融炉 ▼ 流動床炉 

▼ 管更生 

64 



増大したストックを維持し良質な府民サービスを提供し続ける使命がある 

下水道の資源・エネルギーのさらなる活用が望まれている 

持続的な下水道事業の実現に向けて 

▲ 管渠パトロール・点検 ▲ 機械設備の工場整備 

▲ 原田ＭＣ 消化タンク ▲ 湾岸南部ＭＣ 太陽光発電 
65 



多様化する下水道の役割 
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『 Ｍｓ．ＭＩＲＡＩ-Ⅱ 』 

     作詞・作曲 小池 哲夫 
     演奏    バガボンズ＆コスモスローズバンド 

67 



どこへいくの 使った水は  
どこへいくの 流した水は 

（木村 淳弘氏撮影） 68 



どこへいくの 汚した水は  
道端には 円い蓋が 見えるだけだけど 

（木村 淳弘氏撮影） 69 



あたりまえのように くらしを守り  
あたりまえのように くらしを支え 

（木村 淳弘氏撮影） 70 



あたりまえのように 水辺をつくる  
あたりまえのように 水みらい 

           （Ms.MIRAI） 
（木村 淳弘氏撮影） 71 



どこへいくの 降った雨は  
どこへいくの 桝や溝から 72 



どこへいくの 溢れもせずに  
道端には 黒い蓋が 見えるだけだけれど 73 



あたりまえのように くらしを守り  
あたりまえのように くらしを支え 

74 



あたりまえのように 洪水防ぐ  
あたりまえのように 水みらい   

           （Ms.MIRAI） 75 



円い蓋の向こうに 黒い蓋の向こうに 
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住みよい街をつくる  
水みらい（Ms.MIRAI）がいるの 77 



たゆみなく 働き続ける  
たゆみなく 歩みつづける 

（木村 淳弘氏撮影） 
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あたりまえのように くらしを守り  
あたりまえのように くらしを支え 79 



あたりまえのように あしたへつなぐ  
あたりまえのように 水みらい   

           （Ms.MIRAI） 80 



あたりまえのように あしたへつなぐ  
あたりまえのように 水みらい   

           （Ms.MIRAI） 81 



ラララ・・・ 
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あしたへつなぐ 水みらい   
         （Ms.MIRAI） 83 



ご清聴ありがとうございました 
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