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大阪における屎尿の処理と環境問題
中 村

治

序
われわれは水なしには生きていけないが、その水の汚染が問題となって久しい。では水
を汚染している原因は何か。最大の原因は工場排水であると思われるかもしれないが、実
は生活排水である。大阪府の調査によると、水質汚濁の指標として用いられるＢＯＤ（生
物化学的酸素要求量）に関していえば、その総排出量のうち、生活排水の占める割合は、
1970 年には 39.4％であったが、
2004 年には 79.9％になり、
2009 年には 81％になっている 1。
そのＢＯＤの内訳を見ると、洗面・洗濯・風呂・雑用に由来する分が 30％、台所に由
来する分が 40％、トイレに由来する分が 30％となっており、トイレに由来するＢＯＤが
生活排水によるＢＯＤ全体の約 3 分の 1 を占めている。トイレに由来するＢＯＤを減らし
て、生活排水による水の汚染を減らしたいものであるが、たとえば大阪府の下水道普及率
トイレの多くが水洗となっ
（下水道整備人口／行政人口）が 95.3％ 2（2014 年末）となり、
た現在、トイレに由来するＢＯＤを減らすように工夫したくても、ほとんど工夫のしよう
がないように思われる。
ただし、それは最近のことであり、かつてはトイレから出るＢＯＤがほとんどなかった
しにょう

と思われる時代があった。屎尿が汲み取られ、農作物に肥料として使われていたからであ
る。農業を営むには肥料が必要である。山間部では、山で下草を刈り、それを堆積発酵さ
せたものを肥料にして、農業が営まれていたが、大坂の町の近辺には、十分な入会地や採
草地がない。そこで大坂近郊の農民は、川舟を用いて大坂まで行き、大坂三郷の屎尿を汲
み取り、持ちかえって、肥料として用いていたのである 3。

１ 「 水 を 汚 し て い る の は 誰 だ ろ う？」（http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/seihai/seihai_manual_who.html）。「 ど う し て 生 活 排 水 対 策 が 必 要 な の？」（http://www.pref.osaka.jp/
kankyohozen/sei-hai/sei-hai_why.html）
２ 「下水道普及率」（http://www.pref.osaka.lg.jp/gesui_jigyo/tokei/fukyu.html）。
３

小林茂『日本屎尿問題源流考』、明石書店、1983 年、p.5; p.21。大阪府経済部農務課『大阪平
野に於ける屎尿利用の変遷』、1949 年、p.81。大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革
とその現状」、1949 年、p.2。
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その屎尿は無料ではない。農民は、その代価として、自作農産物の青物を払っただけで
なく、暮れには米、さらには銀も支払ったのである。小論においては、屎尿が肥料として
使われなくなり、生活排水に由来するＢＯＤの大きな部分をしめ、水の汚染に大きくかか
わるようになっていった経緯を、大阪市とその近郊を例にとり、見ていきたい。

第１章 肥料としての屎尿
大坂三郷（北・南・天満）の人口は、17 世紀末には 30 万人を越えていたので、その人々
が排泄する屎尿の量は膨大であり、大坂の人々がその処理に困っていたことは、事実であ
る 4。農民は屎尿を肥料として用いてはいたが、農民が屎尿を必要とする時期は、1 年の
うちでも農繁期に集中し、農閑期には、農民は屎尿を汲み取りに行かない。そのため、農
閑期には、大坂三郷で屎尿が滞留して、困ったのである。そこで明暦（1655 ～ 1658 年）
・
万治（1658 ～ 1661 年）年間に、汲み取りを専業とする下屎仲間（急掃除人）が町方に出
現し、大坂三郷に屎尿が滞留して困る急場の必要に応じるようになった 5。彼らは、下屎
を町で安く買い取り、
（汲み取り権を持たない）農民に高く売りつけるという仕方で、活
動していたのである 6。おそらくその頃から、屎尿は銀で取引されるものになっていった
のであろう。
さて、彼ら急掃除人は、やがて河内農民と結託して、屎尿の汲み取りを行うようになっ
たため、摂津の農民と河内の農民の間に争いが絶えず、訴訟沙汰になることもしばしばで
あった。その後、おそらく元禄 7 年（1694）頃から、河内の農民にも大坂三郷の屎尿の汲
み取りが許可されるようになり、大坂三郷の屎尿は、摂津の農民、河内の農民、そして急
掃除人によって汲み取られることになったのであった 7。
ほし か

ところが、干鰯や油粕などの肥料が、元文 5 年（1740）頃から、需要の増大にともなっ
て高騰して 8、それに代わるものとして屎尿が重要性を持ってくると 9、農民と急掃除人
との間で、汲み取り権や下屎代銀などをめぐって、また争いが起こるようになった 10。屎
４

小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.5。

５

小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.21。小林茂・脇田修『大阪の生産と交通』、毎日放送、1973 年、
p.129。

６

小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.22。

７

小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.22。大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とそ
の現状」、p.2。楠本正康『こやしと便所の生活史̶̶自然とのかかわりで生きてきた日本民族』、
ドメス出版、1981 年、p.74。

８

小林茂『日本屎尿問題源流考』、pp.11-12。

９

小林茂『日本屎尿問題源流考』、pp.5-6; 11-13。

10

小林茂『日本屎尿問題源流考』、pp.13-14。
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尿はさらに重要な商品になっていったのである。なお、大坂では、屎代は家主のものとな
り、尿代は借家人のものとなっていた 11。

第２章 屎尿と衛生
さて行政は、明治 2 年（1869）11 月 25 日、下屎請村の解散を命じた。寛政年間（1789
年～ 1801 年）に屎代銀が、1 人分、年銀 3 匁と定められ、屎が汲み取られてきたが、町
の者が屎代の値上げを要求するのに、村の者は「捨て物」として定値段に据え置こうとす
るから、紛争が絶えず、むしろ当事者どうしの話し合いに任せておいた方が、屎尿がよく
行きわたるであろうというのである。ところが明治 3 年（1870）2 月に、摂津・河内の下
屎請の村々で騒動が起こった。下屎が少数の引受人に独占され、多くの小農民が、引受人
から下屎を高値で買わなければならなくなって、難渋したからである。それゆえ、行政は
明治 3 年 6 月に下屎請村の解散を取り消し、屎は、一人分当たり、年に代銀として米 2 升
7 合 5 勺の相場で取引されるようになったのであった 12。
もっとも、行政は、市中汲み取りの衛生問題には関与しようとした。幕末の文政 5 年
（1822）
、安政 5 年（1858）
、安政 6 年（1859）
、文久 2 年（1862）というようにコレラが
流行し、その原因として、特に屎尿等の臭気がコレラを媒介するという臭毒説が、有力で
あった 13。明治 7 年（1874）10 月に大阪府は「糞溺掃除布令」を出し、
（1）糞尿取り除きは午前 8 時まで、なるべく夜明けまでに取扱うこと。
（2）運送のとき、臭気が散乱しないように、担い桶や通い船などに蓋をすること。
というように達している 14。
そして大阪府は、明治 11 年（1878）1 月 26 日に「屎尿取締概則」を制定し、屎尿処理
の規準を定めた。明治 13 年（1880）にはこの概則を廃止し、新たに「屎尿取締規則」を
制定した。そして明治 20 年（1887）には「屎尿取運規則」を公布。屎尿汲み取り方法、
取り扱い時間などに関して、細部にわたる具体的な衛生的取り締まり制限を明示した 15

11

楠本正康『こやしと便所の生活史̶̶自然とのかかわりで生きてきた日本民族』、p.74。

12

小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.5; p.293。

13

山崎達夫「京都の屎尿事情」（http://sinyoken.sakura.ne.jp/sinyou/si020.htm）。

14

小林茂『日本屎尿問題源流考』、pp.293-294。京都市では「腐敗物之悪臭気者人身の滋養を害
する事ニ付、府下市中糞尿其外悪水汲除持運び之儀者暁天日出の一字［ママ］ヨリ前ニ限るべし。
若右之刻限ヨリ後ニ取扱ものハ咎方ニおよぶべき事。」（京都府布令書第 199 号（明治 5（1872）
年 9 月 24 日・京都府立資料館所蔵））というように、厳しい規制がしかれていた。

15

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.3。
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もっとも、コッホがコレラ菌を明治 16 年（1883）にカルカッタの水溜で発見したこと
が影響しているのか、土地を乾燥させること、不潔物を除去すること、飲用水を清潔にす
ることが、日本でもやがて強調されるようになった 16。たとえば大阪の場合なら、各家庭
から出た廃水は、背割下水溝 17 を通って市内の堀川へ流れ、そこから淀川筋大川へ流れ
出るのであるが、その大川の水を汲み取り、家庭用の飲料水、雑用水として使うというこ
とが行われていた。また、背割下水溝の勾配がゆるいため、排水がもともと悪かったうえ
に、町奉行所という威力が不在となったために、溝浚えはおろそかになり、下水溝をゴミ
が れき

じんかい

捨て場と同一視して、瓦礫や塵芥その他の不潔物を投棄する者が増加し、汚水が常に停滞
して悪臭を発するほどであった 18 ので、井戸水が廃水によって汚染されることも、考え
られた。これらのことにコレラ流行の原因があるのではないかと疑われるようにもなった
のである。
また当時、屎尿を運搬する舟が、汲み取り作業を終えて、堀川を航行する時、屎尿汲み
取りの容器を川水によって洗浄しているが、そこにもコレラ流行の原因があるのではない
かと疑われるようになった。
そこで屎尿汲み取りを市営で行い、汲み取った屎尿を入札によって農民に売り払い、得
た金で港を建設するとともに、水道を建設すべきであるという議案が、明治 22 年（1889）
8 月 24 日に提出された。しかし農家、
汲み取り業者、
家主などの利害関係者の反対もあり、
時期尚早ということで、問題解決が先送りされたのであった 19。
もっとも、屎尿汲み取りを市営で行わないとしても、上下水道の敷設は、衛生上急がな
ければならないと考えられ、上水道は明治 28 年（1895）10 月に敷設された。そして下水
道に関しても、明治 30 年（1897）11 月、旧市内の下水道全面暗渠化が完成した。これに
より、
人口 1 万人に対する伝染病による大阪市の死亡患者は、
明治 31 年までの 10 年間は、
平均 20.8 人であるのに対し、明治 32 年以降明治 42 年までの 10 年間では、平均 2.6 人と、
依然として少なくはないが、8 分の 1 に減少している 20。ただし、下水処理場が津守と海
16

明治 22 年（1889）7 月、内務省における府県衛生課長会議での中浜技師の講演（大阪市下水
道局『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、1983 年、p.40）; 明治 25 年 4 月 21 日に開かれた大阪私立
衛生会における長與専斎の講演（同書、p.66）。

17

下水溝は狭いもので幅 1 尺（30.3cm）、広いもので幅 2 間（3.6m）あった。下水溝を浚えたヘ
ドロは、主として川尻の土砂捨て場へ運ばれたが、一部は農家の肥料として使われた。『大阪市
下水道事業誌』第 1 巻、pp.56-57 参照。

18 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、p.51。
19 『大阪市下水道事業誌』第１巻、pp.47-49。大阪市下水道局『大阪市下水道事業誌』第 3 巻、1990 年、
p.79
20 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、pp.64-65。大阪市における伝染病の発生状況については、同書、
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老江にできて、運転を開始したのは、昭和 15 年（1940）3 月であるから、それまでは、
下水道を整備しても、汚水は未処理のまま放流されていたことになる 21。

第３章 屎尿有料時代から屎尿汲み取り有料時代へ
さて、屎尿処理の問題に戻ることにしよう。明治 33 年（1900）3 月には「汚物掃除法」

図表 1 野つぼ。 大阪府溝咋村目垣（現・茨木市目垣）の東方。
昭和 23 年（1948）9 月 26 日。『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
、第 5 章第 2 節、p.6。

図表 2 木槽付荷車での屎尿の運搬。 大阪市中央区難波の賑橋付近。
昭和 23 年（1948）9 月。『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
、第 5 章第 2 節、p.22。

pp.102-105。下水溝に関しては、同書、p.51; 82。この工事で完成したのは公共下水溝であって、
各家屋の所有に属する小溝渠の改良は見送られた。そのためか、コレラは明治 35 年、40 年、43
年と、多数の患者を出し、赤痢、腸チフスは年々多くの患者を出し、明治 38 年から明治 41 年
にかけて毎年のようにペスト患者が発生し、依然として問題を残していた。
21 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、p.289。
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年 面積
（㎢）
1868
1889
15.27
1897
55.67
1911
57.06
1916
58.45
1921
58.45
1926
181.68
1937
187.37

人口（人）
281,360
472,247
758,285 1897,4,1 大阪市第一次拡張
1,273,680
1,508,677
1,296,200
2,186,900 1925,4,1 大阪市第二次拡張
3,213,000

図表 3 大阪の面積と人口
（小林茂『日本屎尿問題源流考』p.5
『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
pp.21-23 を元に作成）

が公布された。私有地については土地の所有者、使用者又は占有者に、公有地については
市に、汚物を掃除し、清潔を保持する義務を定め、さらに、市は収集した汚物を処分する
義務を負うものとされ、町村についても準用されたのである。この「汚物掃除法」の施行
お でい

ふんにょう

規則第 1 条で、汚物掃除法によって掃除すべき汚物として塵芥、汚泥、汚水、糞尿が挙げ
られているので、この時から、ごみと屎尿の収集が地方行政の事務として位置付けられる
ことになったといえる 22。ところがこの「汚物掃除法」にもかかわらず、屎尿の処理は、
市の義務から除外された。屎尿は、有価物として取り扱われてきていたので、他の汚物か
ら切り離され、特別規定により、当分の間、掃除義務者、つまり土地の所有者や使用者の
任意の処分に任されたのである 23。
ところが図表 3 のように、大阪市の市街地が拡大し、人口も増えてくると、屎尿を民間
の自由取引に任せていては、屎尿の需要が少ない時期に屎尿が引き取られないとか、伝染
病患者の屎尿処理が適切に行われないなどの弊害が起きて来た。そこで明治 43 年
（1910）
4 月省令第 13 号により、
「汚物掃除法」施行規則第 22 条の掃除義務者の屎尿處分権の規
定に、但書規定 24 が挿入され、市による屎尿処理への道が開かれたのであった。そして
大正元年（1912）12 月には、
大阪市と農業会の間に協定が成立し、
大正 2 年（1913）3 月に、
内務省令第 337 号により、市営屎尿処理実施の認可がおりた 25。
しかしこの問題に利害関係の深い家主と一部の農民は、市営屎尿処理の実現に反対し
た。そして市会議員有志が市営屎尿処理実施の延期を建議し、大正 2 年（1913）12 月に、
市営屎尿処理実施の無期延期が決まったのであった 26。

22

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.3。

23

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.4-6。「汚物掃除法」施行規
則附則第 38 条。

24 「但シ土地ノ状況ニ依リ地方長官ニ於テ必要ト認メタル場合ニハ市ヲシテ処分セシムベシ」。
25

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.4-5。『大阪市下水道事業誌』
第 1 巻、p.49。

26

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.5。
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ところがそのすぐ後の大正 3 年（1914）に第一次世界大戦が勃発。戦場とならなかった
日本の産業は好景気にわいた。その結果、大阪市とその隣接町村の人口が急増し、それに
正比例して屎尿の排出量も急増した。他方、化学肥料が出回るようになり、屎尿をそれま
でのように必要としなくなって、農村青年は、田舎者として軽蔑される屎尿汲み取りを嫌
うようになった。そのため、屎尿の相対的価値が低下したのである。さらに、人口が増え
て、市街地が拡大すると、農村青年は、市の中央部のような遠隔地へ汲み取りに行かず、
市の周辺部で汲み取りを済ませるようになり、特に市の中央部で屎尿が停滞し始めたので
ある。
そのような大正 6 年（1917）秋に北摂地域に水害が起こり、それを機に、汲み取りがと
だえ、大阪市の屎尿の大停滞が起こった。そこで大阪市が、11 月から 12 月にかけて、応
急汲み取りを市費で実施したのである。
この非常事態を切り抜けてからも、屎尿の停滞が続くようになり、従来、一定の代価を
民家に払って屎尿を汲み取っていた業者や農民は、民家が汲み取り料を支払わないと、汲
み取らないようになった。それゆえ、大正 6 年（1917）11 月から 12 月にかけてのわずかの
期間が屎尿無料汲み取り期間であり、それ以後は汲み取り有料時代となったのである 27。
業者や農民が屎尿を有料で汲み取るようになったものの、業者のなかには汲み取った屎
尿を投棄するものが現われるなどして、大阪市は困った。そこで大正 10 年（1921）
、大
阪市は、淡路島の津名郡假屋町に屎尿を原料とする硫酸アンモニウム（硫安）工場を建設
し、1 日 1,000 石の屎尿を処理することにした。ところが、屎尿を原料とする淡路島の硫
酸アンモニウム工場は、廃水公害と強い悪臭を伴うので、淡路島の地元漁民をはじめ、住
民が反対運動を起こしたことと、第一次世界大戦終戦後、硫酸アンモニウムの輸入が再開
され、硫酸アンモニウムの価格が下がって、淡路島の硫酸アンモニウム工場の採算が取れ
なくなったこともあり、その工場は大正 15 年（1926）に閉鎖されたのであった 28。
大阪市は、屎尿の需要が低落している実情を見て、純衛生的見地から、排出屎尿を即座
に下水に流すようにすることが理想的であると考え、下水道工事を進めようとしたが、そ
れは金銭的に無理であり、屎尿処理市営施工の延期を昭和 5 年（1930）11 月に大阪府知
事に嘆願し、当分は屎尿処理を掃除義務者の処分にゆだねることになったのであった 29。

27

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.6。大阪府経済部農務課『大
阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、pp.24-25。小林茂『日本屎尿問題源流考』、p.308。

28

大阪府経済部農務課『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、pp.25-27。『大阪市下水道事業誌』

第２巻、p.153。
29

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.9-10。なお、昭和 4 年（1929）
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そのような状況を見透かされてか、大阪市による屎尿売却価格は、大正 10 年（1921）
には石あたり約 7 銭、大正 15 年（1926）には約 2 銭となり、昭和 7 年（1932）以降には、
量の多少にかかわらず、
年額 120 円ほどまで下落し、
ほとんど無償交付に等しい状態になっ
たのであった 30。
大阪市による屎尿売却価格はそのように下落したが、屎尿自体に価値がなくなったわけ
ではない。たとえば昭和時代初期、屎尿 1 荷は、大阪の濱では 1 ～ 3 銭で売却されたが、
か し

それが京都府の八幡の河岸では 16 銭～ 20 銭になり、それを八幡の仲買人が買い取り、農
家へ売る時には 40 銭～ 50 銭になったという 31。それに、汲み取り業者の収入源は、各戸
から徴収する汲み取り料である。また、人口の増大によって排出される屎尿量が増えてい
るので、従来の需要地だけに頼っていては、屎尿の処理にさらに困るようになることは明
らかでもある。そのため、汲み取り業者は、従来、大阪市の屎尿が使われていなかった地
域まで屎尿を運び、需要を掘り起こそうとした。昭和 4 年（1929）における大阪市の屎尿
の処分先は、大阪府下の農家（59.6%）だけでなく、兵庫県（16.3%）
、京都府下（7%・図
表 4 参照）
、和歌山県（6.9%）
、四国方面（2.7%）
、岡山広島方面（0.9%）となっており、
すでにかなりの量が大阪府外に運び出されていることがわかる 32。それに加え、一部の業
者は、昭和 6 年（1931）に約 10 台の自動車を購入し、肥壺用のセメントを無料で提供し、
年 2 回、農家に贈り物をするなど、さまざまな方法で需要の拡大に努めたのであった 33。
そのような努力にもかかわらず、大阪市の汲み取り日量約 15,000 石が農村で完全に消
化されることはなかった。そのため、一部の汲み取り業者の中には、川や池や農業荒地や
住宅予定地などに屎尿を不法投棄する者が出て来たのである。その実情を把握するために
行われた昭和 10 年（1935）の調査によると、汲み取られた屎尿の 22% が不法に処分され

11 月現在で、屎尿の処分に従事していたのは、営業者（51.1%）、衛生組合（22.2%）、農家（7.7%）、
半農半営業（9.4%）、市営汲取（2.2%）、自家処分（1.0%）、浄化装置（3.9%）、公共便所（2.5%）
である（同書、p.10）。
30

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.9。

31

大阪府経済部農務課『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、p.30。「淀川沿岸には古くより大阪
市の屎尿を取扱ふ商人ありて大型船を以て屎尿の搬入をなし、現在普通一荷二十銭内外てふ低廉
なる価格を以て之が配給をなしてゐる。」（橋本元「京都市に於ける屎尿の處理と近郊農業」（橋
本傳左衛門・大槻正男監修『京大農業経済論集』第壹輯、養賢堂、1935 年）、p.157）。なお、1
荷は 2 桶であり、16 貫（１貫＝ 3.75kg）＝ 60㎏である。橋本元「京都市に於ける屎尿の處理
と近郊農業」（p.204; p.215）によると、一荷は 15 貫～ 25 貫であるという。また石井明男「し尿
の汲取り業の話」によると、1 桶に 2 斗入る（市民がつくるごみ読本Ｃ＆Ｇ・vol.11, 2007 年、
pp.17-19：http://jsmcwm.or.jp/edit/cg/cg11/ishii.pdf）。

32

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.10-11。

33

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.12。
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図表 4

34

大阪市屎尿の京都府への搬入経路（昭和 4 年（1929）京都府警察部衛生課調査）

大 阪 府 にお け る
屎 尿 取 扱営 業 者
氏名

屎尿汲取地域

大阪第四師団
↘
各兵舎

京都府下の
屎尿仲買人の
年平均取扱石

大阪市屎尿
の消費地

→

綴喜郡八幡町
上田
約 600 石以上

→

綴喜郡大住
有智郷
都々城
八幡町

→

久世郡御牧村
田中約 350 石
（10 月～ 4 月）

→

綴喜郡八幡町
有家約 450 石

→

久世郡御牧村
菊岡・寺本
約 953 石

→

久世郡御牧村
藤本→ 460 石
森より 360 石

→

大阪市北区
相生町宮西

大阪市役所
汲取上本町
瓦屋町高津
天王寺方面

↗

市岡方面

↘

→

大阪市北区
東野田町三丁目
大阪市役所
汲取
↗ 藤本
旧大阪市内分

→
大阪府
北河内郡
牧野村奥田

→

大阪府三島郡
鳥飼村森

→

八幡町野田 10
→ 月 80 石
1 月 2 月 40 石

→

西浜
大阪府三島郡
→
北中南の三通
大冠村中本

→

→

大山崎村
安田 100 石

→

→

相楽郡加茂町
堀口 90 石

→

→

相楽郡瓶原村
堀 90 石

→

→

相楽郡加茂町
坂本
11 月～ 4 月 90 石

→

三軒家
泉尾方面

不詳

145

→

大阪市東成区
今福町今村
→ 天 満 橋 附近 で 船
内 に て 取引 を 行
う

久世郡
御牧村
佐山村
美豆村
向島村

乙訓郡
大山崎村

相楽郡
加茂町
瓶原村

たと推定されている 35。
昭和 11 年（1936）5 月の調査によると、屎尿の約 6 割（9,000 石）が水運で、そして約
4 割（6,100 石）が陸運で運び出されていた。このうち、不法投棄が最も行われやすかっ
たのは水運である。そこで大阪市は、水運で運ばれていた 9,000 石の屎尿のうち、4,000
石を、それまで大阪市の屎尿を利用できなかった遠距離の農村に輸送し、4,000 石を海中
投棄することにした。そして農村では、屎尿を発酵させて伝染病原菌や寄生虫卵を死滅さ
せ、かつ屎尿の肥料的価値を高めるために、長期密閉式完全腐熟貯留槽の建設を奨励し、
その建設費のうち、単槽並列式の場合は 8 割、多槽循環式の場合は 10 割を、大阪府と大
34

橋本元「京都市に於ける屎尿の處理と近郊農業」、p.158 を元に作成。

35

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.12-14。
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図表 5 金属タンクを付けたトラック。昭和 12 年（1937）～昭和 15 年（1940）頃用
いられた。『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、第 5 章第 2 節、p.25。

図表 6 コンクリート製大貯留槽。トラックが運び込んで腐熟させた屎尿を汲みだす農家の人。久世村
（現・堺市中区付近）
。昭和 16 年
（1941）
頃。
『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
、
第 5 章第 2 節、
p.19。

阪市が助成した結果、大阪市は、昭和 13 年度には、目標の屎尿 4,000 石増配を達成した
のであった 36。

第４章 戦中・戦後混乱期の屎尿処理
そのような時期に日中戦争が深刻化し、食糧増産が国を挙げての課題となった。しかも
化学肥料の生産が落ち込み、昭和 15 年（1940）から、化学肥料は消費規制を受けるよう
になった。そのため、農村側が屎尿を大いに求めるようになり、昭和 13 年（1938）には
4,000 石であった大阪市による農村への屎尿配給量が、昭和 17 年（1942）には 7,000 石を
36

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.15。大阪府経済部農務課『大

阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、pp.32-33。日量 4,000 石の屎尿を大阪港外 5 浬（約 9㎞）の地
点に投棄したという（大阪府経済部農務課『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、p.31。）なお、
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図表 7 屎尿運搬舟。寝屋川沿いの深野北（現・大東市）。
昭和 23 年（1948）9 月 25 日。『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
、第 5 章第 2 節、p.27。

越えるようになったのであった 37。
ところが戦争が激しくなると、労力と資材の不足が甚だしくなり、屎尿処理事業も作業
の合理化をはかる必要にせまられた。そのため、従来、ばらばらであった屎尿汲み取り業
者が組合を結成し、昭和 16 年（1941）5 月に「大阪府清掃業組合連合会」が発足した。
また、
屎尿の輸送請負機関である「大大阪屎尿自動車処理会」も、
「屎尿汲取営業取締規則」
（昭和 15 年 12 月）の公布とともに発展的解消をして、
「興農運送株式会社」として発足
した。そしてそれまで掃除義務者の処分義務に委ねられてきた屎尿処理事業が、昭和 18
年（1943）4 月 1 日から大阪市の義務事業として行われることになった 38。
ただし、その時、屎尿処理事業が大阪市の事業として行われたのは、全市の 8 割の地域
だけであった。当時、大阪市の屎尿排出量は日量 2 万石であったが、当時の大阪市が保有
していた屎尿処理能力は日量 1 万 5 千石程度であったことがその一つの理由であり、市の
周辺部は、農民が汲み取る区域が多く、屎尿の停滞が起こりにくかったことがもう一つの
理由であった 39。

新鮮な屎尿は多量の尿素を含有しており、それを直接的に作物に施すと、作物を害してしまうが、
屎尿を一定期間貯留して発酵させると、尿素が炭酸アンモニウムに変化して、肥料的価値が高ま
る（同書、p.57）。また、貯留発酵腐敗により、腸チフス菌の場合は冬でも 1 ヵ月もすれば、そ
してコレラ菌も 2 週間から 3 週間もすれば、死滅する。さらに人体寄生虫卵は、屎尿よりも比重
が重いので、沈殿浄化される。もっとも、屎尿をあまり長く置くと、揮発性の炭酸アンモニウム
が空気中に逃げ出し、肥料的価値が減る（同書、pp.57-58）。
37

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.16。

38

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.17-18。

39

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.18。
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そのようにして屎尿の汲み取りにあたっていたのであるが、戦争が激しさを増すと、
徴用が強化され、労働力が極度に不足するようになり、輸送の原動力であるガソリンその
他の資材も入手できなくなった。そのため、屎尿を農村へ運ぶことができなくなり、昭和
19 年（1944）の初め頃から、汲み取った屎尿の一部を下水道に放流することが始まり、
それは戦後まで続いたのであった 40。
戦後、大阪市は、市の経費節減のため、市営による屎尿運送事業を昭和 21 年（1946）2
月から中止し、興農運送株式会社に事業を委ねた。もっとも、戦災による人口の激減のた
め、昭和 22 年（1947）3 月における屎尿の排出日量は、戦前の半分にも満たない 9,700 石
に減った 41。
そのような状況の中で、肥料不足のため、一部の農民が、統制配給を無視し、市民と暗
黙のうちに了解して、屎尿の汲み取りをするようになった。そこで大阪市民が、それほど
価値が出て来た屎尿を、1 人当たり 1 円の汲み取り料を市が徴収して汲み取りをするのは
不当であると主張するようになり、大阪市は、昭和 22 年（1947）6 月から再び、屎尿の
無料汲み取りを実施するようになった。もっとも、市営汲み取り区域外である市の周辺部
は、業者による自由汲み取り地域であるため、有料汲み取りのままであった。そこで、同
じ大阪市に属していても、市の中心部では屎尿汲み取りが無料であるのに、周辺部では有
料であり、不都合であるので、昭和 22 年 7 月から全市で屎尿汲み取りが無料となったの
であった 42。
戦後、日本を占領したアメリカでは、屎尿を肥料として使うことはなく 43、下水処理を

図表 8 大阪市屎尿の運搬手段（1947 年 4 月～ 1948 年 3 月）
（『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』pp.51-52 を元に作成）

40

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.20。

41

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.21-22。

42

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、p.23。

43

たとえば米軍は、屎尿を肥料として栽培されている日本の野菜は不潔であるというので、昭和
21 年（1946）、大規模な水耕施設を滋賀県大津市唐崎二丁目付近（10ha）と東京都の調布飛行場
西地区一帯（22ha）に設置し、野菜の自給を始めた（http://www.tametaro.jp/qa-09.html）。
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図表 9 牛による屎尿の運搬。車輪がゴムタイヤになっている。縄手村の高野街道（現・東大阪市）
。
昭和 23 年（1948）9 月 25 日。『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』
、第 5 章第 2 節、p.23。

図表 10 木槽付トラック。大阪市旭区赤川町の興農運送会社にて。昭和 23 年（1948）9 月 30 日。
『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、第 5 章第 2 節、p.26。

図表 11 屎尿運搬列車。阿倍野橋駅。昭和 23 年（1948）9 月 30 日。『大阪平野に於ける屎尿利
用の変遷』、第 5 章第 2 節、p.28。
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図表 12 大阪市屎尿の農地への配給量。昭和 23 年（1948）
6 月。
『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、p.51。

するか、化学的処理を施しているというので、日本でもそのようにするのが最良であると
考えられたが、下水道の整備には金がかかるし、時間もかかる。他方、当時の日本が苦し
められていた食糧問題を解決するには肥料が必要である。そして屎尿は肥料として有効な
ものである。また、人が排泄する屎尿は、停滞すると困るものである。それゆえ、当時の
日本としては、屎尿を肥料として用い、食糧の増産をはかることは仕方のないことと考え
られた 44。
昭和 22 年（1947）4 月から昭和 23 年 3 月までの 1 年間の配給屎尿全量を運搬機関・手
段別に示すと、農家と清掃業組合の馬力によって運搬される屎尿が最も多く、トラックに
よる運搬量はその半分ほどであり、舟による運搬はトラックによる運搬量の半分にも満た
ず、電車による運搬量は最も少ない。馬力による運搬（8 石積み）は 20㎞圏までの近距離
で行われている。トラックによる運搬（20 石積み）は遠距離で行われ、15㎞を越えるあ
たりから馬力による運搬が減り、トラックによる運搬が増える。舟による運搬は、かつて
全体の 7 割を占めていたことがあったが、淀川と寝屋川沿いの水郷地域で少し見られる程

44

大阪市清掃局処理課「大阪市し尿処理事業の沿革とその現状」、pp.31-33。
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度である。電車による運搬は、近畿日本鉄道南大阪線と南海電気鉄道高野線の 50 石積み
の屎尿運搬車 2 台ずつによって行われ、屎尿が富田林、長野、狭山へ大阪市の市営で運ば
れていた 45。
これらがどの程度の値段で農民に配給されたのかというと、屎尿代は無料であったが、
汲み取り費と運賃がかかり、それが屎尿代となったのであった。具体的には、1 石 95 円
前後（昭和 23 年（1948）6 月）であることが多かったようである 46。

第５章 戦後復興期の屎尿処理
さて、そのようにして処理された屎尿であるが、大阪市の戦後復興が本格化し、大阪市
の人口が増えてくると、昭和 23 年頃からは、屎尿輸送用燃料の入手難もあり、たちまち
処理しきれなくなり、昭和 25 年（1950）頃になると、20％以上の屎尿が余るようになっ
た 47。他方、戦後しばらくは、大阪市内の工場の復興がなかなか進まず、下水処理場に流
入する工場廃水の量が低下し、下水処理場の能力にゆとりが生じたので、津守と海老江の
処理場への流入下水幹線の途中に屎尿流注場を設け、紙片、布片などを除去し、水で 10
倍程度に希釈した後、
下水へ流注するということが、
昭和 24 年（1949）6 月から始まった。
しかし昭和 26 年（1951）頃には、
流入下水量が津守と海老江の処理場の処理能力を突破。
処理場からの流出水の汚濁が進行し、昭和 26 年夏には、新淀川に棲息する魚類が大量に

図表 13 使われなくなった野つぼ。京都市左京区岩倉中在地町。昭和 45 年（1970）頃。
中村儀郎氏所蔵。

45

大阪府経済部農務課『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、pp.53-55。

46

大阪府経済部農務課『大阪平野に於ける屎尿利用の変遷』、pp.55-56。

47 『大阪市下水道事業誌』第１巻、p.371; p.433。
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死ぬという事態が生じ、関係漁業協同組合から強い抗議を受けたのであった 48。
そこでやむなく、大阪湾への屎尿投棄処分が昭和 27 年（1952）度から開始されたが、
大阪湾岸各都市からの投棄処分もあって、大阪湾の汚濁がひどくなり、漁業協同組合から
抗議を受けただけでなく、水質汚染によって沿岸各地の海水浴場の使用禁止が相次いだ。
そのため、厚生省の指導により、大阪湾への投棄はやめになり、昭和 36 年（1961）の
60,329kl を最後に、統計には出てこなくなる。
ところがそのような状況にもかかわらず、化学肥料がよく出回るようになると、屎尿が
肥料として使われなくなり、農地への屎尿の還元がますます進まなくなった。農地への還
元は、昭和 26 年（1951）の 472,430kl が最高で、昭和 30 年（1955）には 347,243kl、昭和
35（1960）年には 98,224kl、昭和 40（1965）年には 34,235kl というように激減している。
そして昭和 40 年代末にはほとんど肥料として使われなくなったと言ってよいであろう。
では、使われなくなった屎尿はどのように処理されたのか。大阪湾への投棄の代わりに
きょうざつぶつ

昭和 36 年（1961）から登場するのが、消化槽による処理である。屎尿の夾雑物を取り除
いたうえで、
種汚泥とまぜた屎尿を 30℃～ 35℃に加温した状態で 20 日～ 30 日滞留させ、
メタン、二酸化炭素、二酸化硫黄などに変化させ、残った無機性物質のみを浄化施設に送
り、一般下水とともに処理したのである 49。この処理方法によって処理された屎尿は、昭
和 44 年（1969）には下水流注（196,882kl）を上回り、455,703kl になっている。
ところが下水流注は昭和 55 年（1980）には終了し、
消化槽によって処理された屎尿も、
昭和 60 年（1985）頃から取るに足らない量になっている 50。下水道が整備されたからで
ある。昭和 31 年（1956）度末における水洗便所設置数は 27,392 にすぎなかったが、水洗
便所設置戸数が、昭和 42 年（1967）度末には約 217,000 戸、昭和 46 年（1971）度末に
は約 426,700 戸、昭和 51 年（1976）度末には約 662,800 戸に増え、大阪市内 70 万戸に対
する普及率は、昭和 42 年（1967）度末の 31% から昭和 51 年（1976）度末には 94.7% に
なった 51。それにともない、大阪市における汲み取り屎尿量も、昭和 36 年（1961）度の
約 1,158,000kl をピークとして減少し、昭和 43 年（1968）度には約 783,000kl 程度になっ
た 52。

48 『大阪市下水道事業誌』第１巻、p.371; p.434。流注量は 25,355kl（『大阪市統計書』）。
49 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、pp.434-435。
50 『大阪市統計書』。
51 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、p.433。大阪市下水道局編『大阪市下水道事業誌』第 2 巻、1989 年、
p.159。
52 『大阪市下水道事業誌』第 1 巻、p.544。
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第６章 屎尿の処理と環境問題
では下水道に入った屎尿は、適切に処理されたのかというと、そうではない。屎尿の大
量投入は、下水処理場からの放流水の水質悪化をもたらした。昭和 25 年（1950）に二ノ
橋投入所からの屎尿投入を開始し、昭和 30 年（1955）には十条投入所からの投入を開始
した京都市の場合、放流水の水質汚濁の指標として用いられるＢＯＤ（生物化学的酸素要
求量）値は、昭和 29 年（1954）頃には平均で 15 mg/l（ppm）
、最高でも 20 mg/l であっ
たが、昭和 33 年（1958）には平均で 48 mg/l、最高では 90 mg/l を越えるようになった
のである 53。大阪でも同様であった。そして大阪市周辺では下水道の整備が大阪市よりも

図表 14-1

大阪市内河川汚濁状況経年変化（BOD・単位：mg/l）（『大阪市下水道事業誌』第 2 巻 p.158 を元に作成）

1965 年度
寝屋川（京橋）
42.1
平野川（城見橋）
57.4
土佐堀川（天神橋） 17.2
堂島川（天神橋）
5.1
道頓堀川（大黒橋） 20.7
大川（毛馬橋）
3.3
城北運河（赤川橋） 90.9
神崎川（新三国橋） 23.9
住吉川（住之江大橋）29.7

1966
38
56.2
7.4
3.1
18.5
3.1
80.8
24.4
32.1

1967
29.2
51.6
16.5
5.9
20.1
3.6
87.6
37.2
47.4

1968
25.9
46.5
19.2
5.8
17.2
3.3
80.2
41.9
40.7

1969
50
50.9
32
7.8
34.1
4.4
56.1
36
28.4

1970
62.2
60.4
33
5
35.8
4.1
39.5
33.2
32.3

1971
27.9
51.2
17.6
7.7
21.7
4.5
19.7
20.8
18.8

1972
20
49.5
15.3
6.1
16.7
3.4
2.8
13.1
32.8

1973
23
38.6
15
9.5
15
3.5
2.5
16
28

1974
16
39.8
11.2
4.6
11
3.1
2.3
9.5
32.3

1975
14
36.5
9.5
2.9
8.7
2.7
2.3
5.2
31.4

1976
13
22
8.4
3.6
9.7
2.4
2
5.6
11

図表 14-2 大阪市内河川汚濁状況経年変化（BOD・単位：mg/l）
（『大阪市下水道事業誌』第 2 巻 p.158 を元に作成）

53

下水道への屎尿の投入は、昭和 9 年（1934）における吉祥院下水処理場完成後間もなくから、
行われていたようである。京都市下水道局編『京都市下水道史』、京都市下水道局、2001 年、
pp.395-397。
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図表 15

雨水吐口。京都市北区（京都府立植物園対岸）。2014 年 6 月 10 日。

図表 16 雨水吐口。図表 15 の雨水吐口を近くから撮影。画面左右に見られる草むらにはほぐれた
紙のようなものが見える。2014 年 6 月 10 日。

遅れたということもあり、大阪の河川の水質汚染は昭和 45 年（1970）頃に最悪となり、
ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）値は、寝屋川（京橋）で 62.2mg/l、平野川（城見橋）
で 60.4mg/l、土佐堀川（天神橋）で 33.0mg/l、道頓堀川で 35.8mg/l などとなった 54。

54 『大阪市下水道事業誌』第 2 巻、p.158。
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図表 18 大阪市における雨水吐口の分布。
「近畿地域の下水道
の現状」、p.13。2003 年。
（http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/gesuido2006/2-4.pdf）
図表 17 京都市における雨水吐口の分布。
京都市には雨水吐室からの雨水吐口が 88 箇
所、ポンプ場吐口が 5 箇所、水環境保全セン
ター吐口が 4 箇所ある。2011 年。
（http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/
page/0000008704.html）

そのため、下水中の固形物や油脂などを、物理的に沈殿、浮上させ、分離除去（簡易処理）
するだけでなく、活性汚泥法により、微生物反応を利用して生物学的に有機物を除去する
ようにもなった（高級処理）
。その結果、
昭和 45 年（1970）度と比べると、
昭和 58 年（1983）
度には、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）値は、寝屋川（京橋）で 62.2mg/l → 6.2mg/l、
平野川（城見橋）で 60.4mg/l → 12mg/l、土佐堀川（天神橋）で 33.0mg/l → 4.8mg/l、道
頓堀川（大黒橋）で 35.8mg/l → 5.5mg/l などとなったほか、城北運河（赤川橋）では、
90.9mg/l（昭和 40 年度）→ 39.5mg/l（昭和 45 年度）→ 2.0mg/l（昭和 51 年度）という
ように、大幅に改善されたのである 55。
しかしそれでも不十分であるというので、脱窒処理、脱燐処理、浮遊物質の完全除去
のための凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着などの高度処理も行うための施設が、昭和 57 年
（1982）9 月に平野下水処理場に完成した 56。
ところがこのような処理にもかかわらず、赤潮の発生はやまない。それは原因となるア
ンモニア態窒素を硝化して硝酸態窒素にすることにより、ＢＯＤなどを指標とする有機物
汚濁の数値は減っているが、硝酸態窒素やリンは残ったままであり、半分も取り除けてい

55 『大阪市下水道事業誌』第 2 巻、pp.158-159。
56 『大阪市下水道事業誌』第 2 巻、pp.290-291。
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ないからである 57。それらがプランクトンに取り込まれると、また有機物に戻る。そして
海や川が富栄養化して、赤潮などが発生するのである。
また、東京や大阪など、比較的早い時期に下水道が整備された地域では、雨水も下水道
に流れ込む合流式になっていることが多い。特に、大阪市は布設延長の 97％が、東京都
は 82％が、合流式となっている 58。この合流式は、管路が 1 本のため、整備コストが割
安であり、雨水が洗い流した道路上の汚濁も下水処理できるといった利点がある半面、大
雨が降った時に下水処理場の処理能力を越える下水が処理場に流れ込まないように、下水
が、下水処理場に到達する前に、雨水吐口からそのまま放出されるという問題を持ってい
る。それゆえ、大阪や東京などのように合流式下水道を多くかかえる地域では、大雨のた
びに、川や湖や海を未処理下水が汚染することになる。
さらにまた、屎尿に代わって施肥されるようになった化学肥料が、農作物にすべて吸収
されるのではなく、吸収されなかった分が、川を通じて湖や海に流れ込み、富栄養化を起
こすという問題もある。川や湖や海の側からすれば、下水処理場に流されるようになった
屎尿によって汚染されるようになっただけでなく、農地に施肥される化学肥料によっても
汚染されるようになったのである。
では、富栄養化は、川や湖や海にとって悪いことなのか。大阪湾では、海水の富栄養化
によって夜光虫プランクトンが大発生し、赤潮が起こり、元来は貧栄養の海に暮らしてい
たイワシなどが、そのプランクトンを餌にして大発生した。海の中層を泳ぐイワシ類を天
敵の魚は下から狙うが、大阪湾の海底には、ヘドロで貧酸素水塊 59 ができ、魚がすめず、
天敵がいないイワシの天国のような状況が、大阪湾に生じたのである。このイワシが深い
海のほうに出てくると、スズキとかタチウオの餌になるので、大阪湾の淡路島側では、高

57 『京都市下水道史』、pp.395-397; p.413。「好気槽における脱窒に関する調査̶̶浅川処理場と
小菅処理場の共同調査̶̶」（2001 年年報、p.78、http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/
gn12/nenpou2001/02-07.pdf）によると、浅川処理場では処理水に残る窒素の割合は 52％であ
り、小菅処理場では 33％であるという。大阪市のホームページ「水質保全対策」によると、流
入時には BOD でおよそ 130mg/ℓ あった汚れを 90％以上除去し、およそ 10mg/ℓ に浄化した
うえで放流しているが、しかし、なお一部の河川で水質環境基準が達成されていないところが
あり、また、大阪湾では現在も毎年赤潮が発生しているという。（http://www.city.osaka.lg.jp/
kensetsu/page/0000007936.html）
58 「下水道」（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E9%81%93）。「合流式下
水道改善対策」（http://www.env.t.u tokyo.ac.jp/~furumai/CSO/020423-2.PDF ）によると、大阪
市の合流式下水道は 97％、東京都は 82％となっている。
59

溶存酸素濃度が極度に低い水の塊。富栄養化によって異常増殖したプランクトンが死滅して海
底に沈降。それを分解するバクテリアの活動によって酸素が多量に消費され、酸素濃度が極度に
低下する。
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級魚も豊漁になった。世界中の漁獲量を海の全面積で割ると、1 年で 1 平方キロメートル
あたり 1 トンであるが、日本列島周辺は、世界 4 大漁場と言われる豊かな海で、約 10 ト
ン獲れ、瀬戸内海では 10 ～ 15 トンくらいであるが、大阪湾の最高記録は、高度成長期に
記録した 58 トンであったという。2004 年頃でも、年間 1 平方キロメートルあたり、20 トンぐ
らい獲れたが、そのイワシは、生鮮には向かないほど脂がのっており、工業用として脂を
しぼって、化粧品やマーガリンの原料にし、絞りかすは鳥の餌にするという利用がほとん
どであったともいう。さらに、埋め立て工事が進んだ結果、海の循環が止まり、大阪湾の
奥の方では、栄養がたまりにたまって、富栄養化を通り越して過栄養状態になり、青潮が
出るようになってきたともいう。貧酸素どころか、無酸素状態の水が生じて、湧き上がる
水が青く見える現象が起こってきたのである。そして酸素がなくなった状態が、化学変化
を誘発して、これまで地底に堆積していた有害な化学物質を溶け出させてしまう可能性も
心配されている 60。それゆえ、イワシなどがたくさん獲れるからと言っても、海は健全な
状態にはない。
下水道が整備されることにより、屎尿の汲み取りと運搬がもたらす臭気、体裁の悪さの
問題は解消されたが、屎尿は肥料としてしだいに使われなくなり、やがて化学肥料にとっ
て代わられ、廃棄物として下水道に流されるだけになった。下水道に流されるとしても、
屎尿が適切に処理され、窒素などに還元されて、空中に戻るのならよいが、今のところ、
それは完全には難しく、屎尿は、流されれば流されるだけ、水を汚染してしまう。そして
屎尿は川や湖や海の水の主要汚染源の一つに留まっている。われわれはその汚染された川
や湖の水をもとにして飲料水を作っていることが多い。例えば、滋賀県の下水処理水は琵
琶湖に入るが、その琵琶湖の水を京都市は水道原水として取水し、京都市の下水処理場か
ら 10 キロほど下流で、大阪府は水道原水を取水している。そして水道原水に下水処理水
が混じる割合は、例えば淀川下流の柴島で取水された大阪府の水道原水の場合、8.7％と
見積もられている 61。また、われわれは汚染された海の魚を食べて暮らしていることが多
い。それだけに、屎尿処理問題は、われわれにとって避けて通れない問題であると言える
であろう。

60

鷲尾圭司「今が正念場の大阪湾漁業」（広報誌『O-Bay』第 24 号（2004 年秋）（http://www.
o-bay.or.jp/page/magazine21_1.html）。鷲尾圭司「瀬戸内海・海の暮らしに学ぶ」（香川大学
瀬戸内圏研究センター学術講演会（2010 年 2 月 4 日）http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/
index-20100204-1.html）。

61

山田國広「琵琶湖・淀川水系の飲み水の安全性」（槌田劭・嘉田由紀子編『水と暮らしの環境
文化』、昭和堂、2003 年）、p.94。

