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富山県水質環境計画の位置づけ・改定理由

• 富山県環境基本条例第12条の規定により定める
富山県環境基本計画に基づく水質汚濁の防止に関する個別計画
（昭和61年度策定、平成３、９、13、19、26年度に改定）

• 令和３年度に平成26年度改定計画の終期を迎えたことから、
富山県の水質環境に係る諸課題に対応するため、
令和４年３月に計画を改定

2



計画の期間、計画の目指す姿

(1)計画の期間

令和４年度から概ね５年間
（状況によって期間内でも適宜見直し）

(2)計画の目指す姿

ＳＤＧの達成や「魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及
び清らかな地下水」の実現を目指す。
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計画の指標

指標名及び指標の説明
現況

（令和２年度）
目標

（令和８年度）

【水質環境基準達成率】
県内の環境基準点の全地点数に対する環
境基準適合地点数の割合
（河川：ＢＯＤ、湖沼・海域：ＣＯＤ)

河川100%
湖沼100%
海域100%

河川100%
湖沼100%
海域100%

【水環境保全活動への参加人数】

10,906人
（平成27年度から
令和２年度まで
６年間の累計）

9,000人
（令和４年度から

８年度まで
５年間の累計）

【水質汚濁事故件数】【ＮＥＷ！】 35件 25件以下
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水環境の現状

・河川、湖沼、海域の水質は良好（環境基準達成率100%）

・水環境保全活動に毎年1,800人程度が参加

・水質汚濁事故の発生件数は年間40件程度
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H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

不明 13 10 16 11 12 7 10

その他 12 11 8 6 8 12 6

一般家庭 18 11 8 7 4 3 7

工場・事業場 7 17 18 10 14 13 12
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水環境の主な課題

・水質の常時監視について、新規調査項目への対応や、
監視の重点化・効率化の検討が必要

・気候変動による水質環境への影響把握

・作業ミス・施設の破損といった水質汚濁事故の主な原因を
踏まえ、未然防止対策等を強化することが必要

・若い世代の水環境保全活動への理解・参加や事業者による
水環境保全活動の促進が必要

・「とやまの名水※」など、本県の水環境の魅力向上・情報発信
の強化

とやま名水ナビ
https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/kankyou/mizuhozen/index.html 6



主な水環境保全施策

(1)水質環境の調査及び評価
・大腸菌数、底層溶存酸素量等新たな調査項目への対応
・水質環境への気候変動の影響についての調査研究
（富山大学等との共同研究）

(2)水質汚濁の防止
・水質汚濁防止法等に基づく排水規制
（排水基準の遵守及び施設の適切な維持管理に向けた立入検査や届出審査）
・水質汚濁事故の未然防止に向けた家庭・事業者に対する普及啓発資材の作成・
配布等

(3)水環境保全活動の推進
・環境観察会の開催等により、若者の水環境保全活動への理解や自主的な活動
参加を促進

・「とやまの名水」とともに関連商品やフォトスポット等をウェブサイトで情
報発信し、名水の利活用を推進
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皆様へのお願い①

(1)指標【水質環境基準達成率】について

通年の評価で水質環境基準達成率は100%であるが、海域の
ＣＯＤは、夏期を中心に基準値を超過

近年、ＣＯＤの75％水質値（年間値）が上昇傾向、春期にも
基準値を超過

⇒ 引き続き、ＢＯＤ、ＣＯＤ、窒素、りん等の汚濁負荷量削減
の取組みをお願いします。
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皆様へのお願い②

(2)指標【水環境保全活動への参加人数】について

① 工場・事業場や庁舎周辺にある河川の清掃活動、地元と
連携した水質調査などに取り組んでみませんか。

のぼり旗や透視度計の貸出し、ＣＯＤパックテストの
提供などをいたします。
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皆様へのお願い②

(2)指標【水環境保全活動への参加人数】について

② 環境保全課公式Twitter「とやまの水環境」
（https://twitter.com/toyamanomizu）で情報発信をしています。

・水環境保全活動をした場合

・その他環境保全活動でＰＲすべきことがある場合

Twitterで紹介しますので、ご連絡ください。

連絡先：akankyohozen@pref.toyama.lg.jp

写真（活動の様子、参加者の集合写真）を送付ください。
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皆様へのお願い②

11環境保全課公式Twitter「とやまの水環境」



皆様へのお願い③

(3)指標【水質汚濁事故件数】について

水質汚濁事故件数を新たに計画の指標に設定

水質汚濁事故の定義：

有害物質や油などの河川等への流出又は地下への浸透

⇒公共用水域（川、海等敷地外）、地下へ有害物質や油などを

流出させた場合が該当
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水質汚濁事故が起きたら・・・

(1)応急措置

・漏えい、流出の停止

・被害の拡大防止

(2)通報・連絡

・情報を整理し、県・市町村の環境担当課へ

(3)環境の被害状況調査

・下流域への影響範囲及び被害状況の確認

水質汚濁事故対応ハンディマニュアル
https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00010320.html 13



実際の水質汚濁事故事例

実際に起きた水質汚濁事故を基にした事例を紹介します。

※事業者が特定されないよう、一部内容を改変しています。
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水質汚濁事故事例①

１ 事故の概要

化学工業製品を製造する工場・事業場において、自主測定で
ＢＯＤの排水基準超過が判明

２ 応急対策

排水基準超過の原因を速やかに解明できなかったこと、排水量が
多くピットに貯められなかったことから、工業用水を追加で購入し
て希釈放流

３ 応急対策の実施期間

排水基準超過の原因解明に時間を要するとともに、ＢＯＤの測定
結果は採水した５日後に出るため、確実な排水基準適合を確認でき
るようになるまで、応急対策を約１か月間継続 15



水質汚濁事故事例①

４ 原因

排水基準超過の原因物質は、排水に含まれる還元性を有する
無機化学物質（←有機汚濁が原因ではない！）

数年前にオペレーションを変更した。

変更前は、原因物質を含む汚水は時間をかけて排水していたため、原
因物質が排水中の溶存酸素や空気中の酸素によって酸化されていた。

変更時に、このノウハウが引き継がれなかったことから、原因物質が
酸化されるまでの時間が確保されず、排水基準を超過した。
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水質汚濁事故事例①

５ 恒久対策

原因物質を含む汚水は時間をかけて排水するとともに、排水
処理工程において十分な曝気時間を確保した。

また、基準超過判明の１週間前の自主測定において基準超過
の兆候が見られたにもかかわらず、社内の情報共有不足により
見過ごされていたことが判明したことから、測定結果の情報共
有体制を見直した。
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水質汚濁事故事例②

１ 事故の概要

金属製品を製造する工場・事業場において、新たな環境対策
工事を実施した際、この工事に使用した有機化学物質が想定よ
り多量に排水されたため、自主測定でＢＯＤの排水基準超過が
判明

２ 応急対策

環境対策工事を中止すると別の環境汚染が生じるおそれが
あったこと、工場・事業場内の排水処理施設で処理するには能
力が不足したこと、排水量が多くピットに貯められなかったこ
とから、環境対策工事で発生した汚水を産廃処理
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水質汚濁事故事例②

３ 応急対策の実施期間

環境対策工事の終了まで、応急対策を約２週間継続

４ 原因

環境対策工事が及ぼす影響の予見不足
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事故事例を踏まえた対策

〇 ＢＯＤの測定結果は採水した５日後に出るため、排水基準を
超過した場合は、対策の着手が遅れる。

さらに、基準超過の原因を調べて応急対策を講じたとしても、
ＢＯＤの測定結果が出るまで５日間を要することから、対策効
果の確認に時間がかかり、対策完了が遅れることがある。

〇 応急対策を続けると、その費用が膨大になる。
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事故事例を踏まえた対策

⇒ 普段からＢＯＤとＣＯＤ、ＴＯＣなど測定結果が早く出る有
機汚濁指標との相関を把握しておくことにより、

・ 有機汚濁に係る異常の早期発見、早期解決

・ 事故発生時に対策の効果をすぐに把握でき、効率的な対策
の実施が可能になることによる早期解決

につなげることができる。
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冬期間の油流出事故（事業所）

冬期には、重油のタン
クや配管などから油が
漏れ出す事故が多発し
ています。

原因の多くは「作業ミ
ス」「施設の破損」で
す。

今一度、作業手順の確
認等をお願いします。
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冬期間の油流出事故（家庭）
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冬期には、ホームタン
クから灯油が漏れ出す
事故が多発しています。

原因の多くは「うっか
りミス」です。

今一度、「作業中はそ
の場を離れない」「バ
ルブの緩み、閉め忘れ
の確認」をお願いしま
す。



ご清聴ありがとうございました

水質環境計画については、こちらに掲載しております。

ご一読いただけると幸いです。

https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/
kankyou/kj00016074.html

お問合せ先：環境保全課水質保全係

076-444-3146

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.pref.toyama.jp/1706/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00016074.html

