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諸外国の水質管理制度（II)

(3) 1977年改正の内容

一一一アメ リカ（2）一一一

内藤勲

石川忠男

水質国家委員会による以上の勧告から，議会の討議を経て1977年12月28日「1977年

水質清浄法」（PL95217）として， 1972年水質汚濁防止法は改正された。主要な改正

点は以下のとおりである。

(a) 1977年規制 （BPTの適用）を達成していない工場に対して，期限の延期をした

こと。

（同 1983年規制 （BATの適用）の達成期限について，工場に対しては1984年7月l

日まで延期したこと。

(c）有毒物質の規制を強化したこと。

(d) 有毒物質以外の水質項目を，一般項目的と非一般項目6）にわけ，それぞれ規制

を緩和したこと。

(e）新技術を用いる場合の BAT期限を延期したこと。

(f) BMP＇浩導入したこと 。

（同 下水道へ排除する場合の前処理基準の修正をしたこと。

(h) 下水道の建設に関して連邦補助の条件である工場排水の費用回収についての筒

素化，ならびに補助の効率化を図ったこと。

改正の内容について以下に詳述する。

【注】 5) 一般項目 （Com・entionalpollutants): BOD, SS，大腸菌， pH等の項目。

6) 非一般項目 （Nonconventionalpollutants）：有毒物質，一般項目を除いた

項目で鉄，ア／レミ，チッソ， リン， COD等が含まれる見込。
7) BMP (Best Management Practice）：最適管理手法。工場内の雨水処理，

余水 ・浸出水処理，原料置場からの流出水処理等の管理手法。



(a) BPTの期限の延長

① 直接放流者
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1977年 7月 1日までに BPTを達成していない工場を救済するため，第 301条（b）項

(l)(A）の例外として，議会は， BPTの期限を諸条件に応じ， 1979年 4月 l日まで延期で

きる権限を EPA長官に与えた （第309条（吋項（5）（同）。ただし延期の承認には次の要件

が必要である。

(a）誠実に努力してきたが，期限に聞に合わなかった者で， 1977年 7月 l日以降

1979年4月 l日を超えない日までに，可及的速やかに BPTに適合させるための

所要の資材を契約等の形式で確保した者。

(b) 他のポイントソース （特定汚濁源）に対しても，ノンポイントソース8）に対し

ても，さらに規制をきびしくするようなしわょせを生じないこと。

(c) NPDESの許可申請が1974年12月31日前に提出されていること。

(d) 規制要件に適合させるために必要な施設が建設中であること。

この権限は，抜本的な排水処理施設建設計画が遅れている工場に対しでも発動され

るが， 1979年 4月 1日までに適合させることが不可能な工場に対しては，発動されない。

1977年規制を達成していない多くの例では，延期の認可条件は満足されない。次の

三つの場合は3 延期されないケースとして重要なものである。

(a) 1979年4月 1日以前には処理施設が設置されない前提で，すでに ECSLs9＇と

ともに排水許可証が交付されている場合

(b) 排水許可の審査聴聞が終了していないで，かっ， 1979年4月 l日までには削減

計画が完了しないことが現時点で明らかな場合

(c) 1977年7月 l日以前または遅くとも1979年 4月 l日以前に処理施設を完成させ

る計画が受理され，排水許可証が交付されており，かつ，誠実な努力にもかかわ

らず，も う少し時間を要する場合

② 公共の下水道へ排除する者

公共の下水道へ接続することにより，水質汚濁防止の基準に適合させる計画をして

きた工場が多い。しかし公共の下水道の建設が遅延しているため，これらの工場は1!1!

自の処理施設を設置せず，直接公共用水域へ放流を続けている。したがって1977年ま

でに BPTを適用するという規制に違反していることになる。

第301条（i）項（2）では，これらの工場を保護するため， EPA長官に1977年の期限をケ

【注】 8) ノンポイントソース（NonpointSource）：都市の雨水流出，山林，農地

等からの流出等で．従来の端末での水処理技術になじまない汚濁源をい

う。
9) ECSLs (Enforcement Compliance Schedule Letters）：基準を達成させる

ため EPAが発する計画指令文書。
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ースパイケースに応じて最大限1983年 7月 l日まで延期する権限を与えた。

延期を求めることができる資格は次のようなものである。

(a）公共の下水道に排除するという前提で，NPDESによる許可証が出されている

こと。

(b) 公共の下水道へ排除する契約がなされていること。

(c）公共団体の連邦政府への補助金申誇の中で，公共の下水道へ排除する予定にな

っていること。

(d) 公共の下水道の基本設計，建築計画等で，当該工場排水が見込まれていること。

この申請を受けて，長官は工場が誠実に行動してきたかどうか判断し，当該申請を

承認することができる。この場合，長官は前処理基準，暫定排水基準，その他の水質

保全対策等の条件を付することができる。

第301条（i）項（2）の延期条項は， 1977年規制にのみ適用されるもので，BATを適用す

べしとする1983年規制に影響を及ぼすものではない。

期限の延長は， POTW'0＇が 1983年 7月 l日までに運転が開始され，工場が排水を排

除することが可能になり， かつ二次処理が行なわれ，水質基準が適合する場合にのみ

有効となる。

その時点までに POTWが稼働せず，機能が不適当であることが明 らかな場合は，

工場は独自の処理施設を設置しなければならない。

改正法には，前述の延期とは別に，工場排水を POTW へ接続させる命令について

の特別の条項が規定されている。

第309条（a）項（6）に基づいて長官は， 工場に対して，1983年 7月 l日以前のなるべく

早い時期に， 公共下水道へ排除することを指示する実施命令を出すことができる。こ

の命令は， 工場が BPTの適用または排水基準に違反していること， 第 301条（i）項（2)

による延期の要件に合致しないこと，規制に合致させる最も迅速で妥当な方法が PO

TWに接続することであること等を判断した上で発せられる。

（同 BAT規制の見直し

旧法では工場が BATを適用する最終期限を， 1983年7月 l日と定めていた。

これはBPT規制の次に来る第二段階の対策として位置づけられる。水質国家委員会

の「1983年規制の期限を 5～IO年延期すること」との勧告を受けて，議会は1983年まで

に一律に BATを適用する考え方を改めた。すなわち工場から排出される汚染物質を

3種に分類し，それぞれについて次に示すように異なった規制を行なうこととした。

①一般項目

これには，BOD,SS, pl l，大腸閣のほか， EPAにより泊分が追加されている （第

【注】 10) POT¥V (Publicly Owned Treatment Works）：公共の下水道。
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304条（a）項）。これらの項目は3 公共の下水道，食品工場，紙パルフ。工場からの排水に

より最も影響されるものである。 1977年法により， BATを見直し，これらの一般項目

には，新しい BCT基準を設定することとした。この新しい基準は，少なくとも BPT

と同程度に厳しいものでなくてはならない。

第304条（b）項（4）は， EPAが BCT山ガイドラインを作成する際の考慮すべき事項を

あげている。「汚濁負荷を削減するコストとそれによって得られる使益の問の合理性」

および「公共の下水道処理場の処理レベルおよびそのコストと工場の処理レベルおよ

びそのコストとの比較」を考慮しなければならない。したがって BCT基準は， BAT

基準より厳しくなることはなく， BATと BPTの聞の適当な位置におちつくこととな

ろう。

このレベルの水質規制の達成期限は， 1972年法の BAT達成期限1983年7月 l日よ

りl年後の1984年 7月 1日とされた。

② 有毒物質

1972年法は，有毒物質については比較的注意を払っていなかった。その基本的目的

は一般項目の規制レベルを厳しくすることであり，重金属や化学物質は， BOD, SS 

等の一般項目の規制に適合させるための処理施設で結果的に削減できると期待してい

た。EPAや州政府から交付された排水許可証の大部分は，手頃な項目についてのみ，

基準値を定めていた。

改正法第307条（a）項（2）では， 1980年 7月 1日までに有毒物質の BATガイドラインの

設定を行なうよう定めている。有毒物質は65の有毒物質をカパーするものとされてい

る。この65物質は NRDC12＇が EPAを相手どって起こした訴訟の判決に出てきたもの

である。

有毒物質についての適合期限は，前記65物質については， 1984年7月 l日であり，

新たに追加される物質については，その後3年以内となっている。

③ 非一般項目

一般項目にも有毒物質にも該当しない汚濁物質のすべてが，この分類に入る。しか

し，水質保全上はこの項目の重要度はそれほど高くないといえる。アルミニウム，

鉄，塩素，アンモニア， リン酸塩，色のような項目が含まれそうである。

EPAは，これらの項目について， BAT基準としての放流水ガイドラインを作成す

るよう要求されている。達成期限は，規制の設定後3年以内（ただし1987年 7月 l日

を超えないこと）としている。

この非一般項目については BAT規制が緩和される条項が追加された。

【注】 11) BCT (Best Conventional Pollutant Control Technology）：一般項目を対

象とした最良の処理技術。
12) NRDC (National Resource Defence Council）：天然資源保護会議。
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第301条（g）項は排水者が次の事項を示し， EPA長官がこれを認めた場合3 非一般項

目の規制が緩和されるとしている。

＠ 最少限 BPTまたは水質基準に適合すること。

＠他の汚濁源、やノンポイン トソースに，削減量をしわ寄せしないこと。

＠ 水道用水，魚介類，野生生物の保護のレベノレの水質に影響を及ぼさず， レクリ

エーションを損わないこと。

③健康や環境に対して許容できないような危険性をもたらさないこと。

したがって，第301条（g）項の緩和は，健康や水質の保護に関して，過度にきびしい対

策は不必要であることを示していると解される。

(c）新技術の採用

改正法によって追加された条項で，延期に関するものに第301条（同項がある。 これ

は，革新的技術の導入により，現行製造工程を転換するか，または革新的処理技術を

採用した処理施設を設置することを提案した企業に対して＇ 1987年 7月 1日まで，

BAT基準の適用を延期することを認めたものである。

ただし，一般項目に関する BCT，有毒物質に関する BATの適用時期を延長するこ

とはできない。

第301条（k）項の延期の条項を満足させるためには，工場側が提案したシステムは，

産業全体に適用可能であるという ことのほか次の項目のうち一つに該当しなければな

らない。

① BAT基準よりかなり大きな排水負荷の削減をするような新製造工程への転換

② BATで要求される水準を上回る見込みのある新処理技術の導入

③ 長官が経済的に達成可能と決定したシステムより かなり安上りになる可能性を

持ち，かっ BATを達成する新処理技術の導入

(d) BMPの導入

改正法では，まったく新しいタイフ。の法的権限が加えられた。 これに基づき EPA

は工場の運転管理の面を規制する BMPを規定するであろ う。 第304条例項は，有毒物

質について， 工場の生産活動にとっては副次的な， 工場敷地内の雨水流出，浸透水 ・

浸出水， 汚泥 ・廃棄物処理，原料置場からの流出水を規制する権限を EPA長官に与

えている。

具体的には NPDESの排出許可証の中に規制要件として記載されることになる。

(e）前処理基準の修正

第307条（b）項（1）では，公共下水道管理者に，次の条件が満たされれば， 工場の前処理

に関する義務を緩和できる権限を与えている。

① POTWが一部または全部の有毒物質を除去すること。

② POTWの放流水質が，工場が直接公共用水域へ放流する場合の有毒物質の排水
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基準に違反しないこと。

③ EPAの規制基準からみて，下水汚泥の再利用または処分の障害にならないこと。

公共用水域へ直接放流する場合よりゆるくなるため， POTWへ接続するインセンテ

ィヴと して市動くことと思われる。

(f) 工場排水の費用回収（ICR13l)

1972年法では，公共の下水道の建設補助金を受ける条件として， POTWに関して，

下水道を利用する工場から建設費を回収させる旨の条例の制定を要求していた。 しか

し手続きが繁雑であり，問題とされてきたので，第204条（b）項の見直しをし， EPAに

ICRをどうすべきか，調査研究することを指示した。

同時に ICRについて 3点の修正が行なわれた。第ーに， EPA長官は， POTWに対

する排水が日量 2万5,000ガロ ン （95m3／日）以下の工場については， ICRから除外

できる権限を与えた。ただ，この除外の前提として，その排水が有毒物質ないし処理

に障害，または処理不適な物質，あるいは汚泥を汚染し，その利用価値を損う物質を

含んではならないとしている（第204条（b）項（6））。

第二に， POTW管理者は個々の処理施設ごとでなく，システム全体について ICR

を設定してもよいとした（第204条（b）項（l)(B））。

第三に，補助金受領者（POTW管理者）が，利用者に対して，下水量を削減する

か，水のムダ使いを抑える対策を講ずるよ う要求した場合は， ICRを減免できること

とした（第204条（b）項（3）（則 。

（鈎下水道建設費補助

補助金については補助要件，補助率の一部が改訂され， 1978年以降 5ヵ年間に 245

依 I＇；レの連邦補助金の支出が承認された（第 207条）。

① IA技術凶の採用

公共の下水道に対する補助の要件と して第201条（g）項（5）が新たに追加された。すな

わち，補助申請者はエネルギーおよび資源の効率的な利用を配慮しつつ， IA技術を十

分研究し， 評価したことを示さなければならないこととなった。

長官は， IA技術を定め，評価するためのガイドラインを公布することになった（第

304条（d）項）。

【注】 13) ICR (Industrial Cost Recovery）：水道を利用する工場から，維持管理

授のほかに，建設費の うち工場排水相当部分についても使用料として回収

すること。
14) IA技術 （Innovativeand Alternative Technology）：革新的技術および

代替的技術。 EPAの定義によれば， 代替的技術とは，水の再生，再利用，

成分のリサイクル，汚濁物質の排出の除去，エネルギーの回収を行なう廃

水処理方法ですでに実証されたものをいU、，革新的技術とは，開発はされ

たがまだ十分には実証されていない段階の処理方法をいう。
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IA技術を奨励するために，三つの経済的インセンティヴが設けられている。第ー

に， IA技術を用いる下水処理場に対しては，コストが15%までは割高になっても補助

すること。第二に， IA技術を用いる下水処理場に対する補助率は一般の75%に対し10

%アップして85%とすること。第三に， IA技術を用いた処理場が不成功に終わったと

きは，その処理場を作り直すための費用を全額支給することとしたことである。

② 小規模下水道施設への補助

農村集落的な地域への下水道の普及のため，連邦資金の 4%を留保し，人口3,500人

以下の市町村またはそれ以上の人口を有する市町村の人口密度の低い地域へ配分する

こととした （第205条（h）項）。 また小規模な住宅群，小商業施設群のための民間の下水

道に対しても補助できることとした（第201条（h）項）。

4. 行政組織

連邦政府の水質管理行政は EPA（環境保護庁）が所掌している。EPA設立前は保

健教育福祉省の公衆衛生局，ついで1965年には同省に設立された連邦水質汚濁規制局

(Federal Water Pollution Control Administration, FWPCA）で， 1966年からは内務

省で水質管理行政が行なわれてきた。

1970年12月2日，連邦政府行政組織再編成にかかる大統領命令によって EPAが新

設されてからは，大気，騒音3 放射能，廃棄物3 殺虫剤などの分野とと もに水質管理

行政は EPAが所掌している。

EPA新設までの経緯は次のとおりである。すなわち当時の大統領ニクソンは政府

機関の再編成を検討するため， AshCouncilを設け，これに行政機構改革の立案を行

なわせたが，AshCouncilは公害がますます米国民の健康および福祉に危険を及ぼし

ている現状にかんがみ，その行政改革案第3部において，現存する政府の環境関係機

関を統合して， EPAを設立することを勧告した。ニクソン大統領はこの案に従い，

1970年7月9日連邦議会に対し，政府の関係機関中15を廃止して，これらの事務を一

つの行政機関にまとめる案を送付した。行政機関の再編成そのものは，大統領の権限

とされているので，同年12月2日付をもって前記大統領命令が施行され， EPAが創設

された。

EPA長官は Administratorと称し，その下に DeputyAdministorと称する副長官が

l人，その下に 6人のAssistantAdministratorと称する次官がいて各々の分野を担当

している。

EPAの組織図を第 l図に示す。水関係は水 ・廃棄物担当次官のもとに水計画 ・水

質基準部， 水管理運営部，飲料水部，廃棄物部の 4部がある。 この組織図は第 2図の

とおりである。

さらに地方支分部局として10の地方局が置かれている。地方局は本庁の施策方針，
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第 2図 水 ・廃棄物部門の組織図

手続規定に従って3 管内の補助事業等を行なっている。

連邦政府機関としては， EPAの他に陸軍工兵隊 （U.S.Army Corps of Engineers), 

農務省 （Departmentof Agriculture），内務省（Departmentof Interior）等が水質管理

行政に関与している。

陸軍工兵隊は，船舶の航行，碇泊等について権限を持ち，連邦水質汚濁防止法で

も，しゅんせつ土砂または僅立物質の排出についての許可権限は，工兵隊を通じて陸

軍長官に与・えられている。

農務省は農業排水等の研究について EPAと協同すること となっている。農務省の

土壊保全局 （SoilConsen・ation Service）は洪水予防，水の保全，土地の保全等の計画

作成に関し地方機関の援助をしている。

内務省開拓局 （Bureauof Reclamation）は水資源および土地開発を援助するため

に， 1902年に設立されたが， 1引＇ii銃， 71<力発電，洪水防止等の他に水質管理に関する活

動も行なっている。

連邦政府の役割は徐々に増大してきたけれども，外｜は本来的に水質汚濁防止を図る

責務を有しており 3 水質汚濁防止プログラムの作成，広域下水処理管理計画の策定，

NPDESの許可等幅広い権限を持ち，実施している。
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水資源問題については，水資源計画法 （WaterResources Planning Act）で枠組が形

づくられている。農務省，陸軍省，保健教育福祉省，内務省， 運輸省等の長官から構

成される水資源協議会が連邦全体の調整，評価を行なっている。また，流域ごとに流

域委員会 （州と連邦政府の合問機関）が置かれ，水資源，土地等について総合的協同

計画を立案している。

水質を扱うナト際機関として， ffljえばオハイオ川水衛生委員会があり，流域委員会の

メンバーにもなっている例もある。

5. 排水規制のしくみと運用状況

(1）概説

現行の排水規制のしくみを図示すると第3図のとおりとなる。第 101条で国家目標

を掲げ，これを達成する政策を宣言している。このうち排水の規制については，排水

者の種別を公共の下水道およびその他の特定汚濁源 （さらに下水道へ放流する場合

と，公共用水域へ直接放流する場合に分類）に分けて，各々に図に示すような内容の

排水規制を行なっている。

なお，BPTの期限はすでに経過したが， EPAが1979年4月に実施した調査によると

公共の下水道以外の3,977の大事業場（3,703の工場， 223の連邦施設， 51の民間の下水

処理場）の うち，795のものが， BPT期限を遵守することができなかったとされてい

る。

(2) NPDES 

特定汚濁源 （ポイントソース）の規制は， EPAまたは権限を付与された州（1979年

現在31州〔第 l表参照〕）の NPDES許可状の交付で実施される。

1978年 6月30日までに， EPAと州は7,706の大事業場， 4万4,81 1の中小事業場に許

可状を交付しており，各々該当事業場の98%および69%に達している（第 2表参照）。

許可状には排水基準，その達成計画，監視，報告要件等が含まれる。

EPAの第 2 （ニューヨーク）および第 4 （アトランタ）地方局が実施した242の大

工場の採水監視によると，うち82(33%）が NPDES許可状の条件の一つ以上に違反

しているとされる。会計検査院は， EPAが採水監視をより合理化して，その範囲を広

げることを勧告している。

工場が許可条件に違反していると判断されると， EPAは条件違反をやめさせるため

違反警告（州の許可を受けた者）または行政命令を出すことになる。重大なケースに

ついては司法省に付託し，民事または刑事訴訟にもっていく。1977会計年に， EPAは

223の違反警告， 619の行政命令を発し， 108のケースを司法省に付託した。EPAの強

制措置により約l,570万ドノレの課徴金および罰金が徴収された。 1978会計年には， 291
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第 3図 排水規制のしくみ
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第 1表 NPDES許可権限付与状況

付 与 米 付 与

アイオワ ネプラスカ アラノ〈マ ニューパンプシャー

カリフォ／レニア ネノミダ アラスカ ニュージャージー

コロラド ニュー ヨーク アリゾナ ニューメ キシコ

コネチカ ット ノースカロライナ アーカンザス オクラホマ

デラウエア ノースダコタ フロリダ ロードアイランド

ジョ ージア オハイオ アイダホ サウスダコタ

ノ、ヮィ オレゴン ケンタ ッキー テキサス

インディアナ ペンシルヴァニア ルイジアナ ユタ

イリノイ サウスカロライナ メイン ウエストヴァージニア

カンザス テネシー マサチュセ ッツ

メリ ーランド ヴァーモント

ミシガン ヴァ ージニア

ミネソタ ワシントン

ミシシ ッピー ウイスコンシン

ミズーリ ワイオ ミング

モンタナ

第 2表 NP DES許可状況 （1978年 6月）

許 可 状 1交付数対象数｜交付率 ｜許 可 状 交付数！対象数｜交付率
一一一一一 I I 11 －一一一 I - 「

大規模 I I 1中小規模 ｜ 

公共の下水道 ｜3, 728, 3, 7781 99]1 公共の下水道 i14ラ 148117, 181 8 2 

私企業 I 3, 7 3, 79s1 叫 私 企業 ｜山

半．官半民 ｜ 11 13: 8511 半 1自，半 民 l I, 526! 2’l 131 7 2 

連 邦 施設 ｜ 214. 228i 9411 連邦施 設 II, 6771乙0901 80 

州施設 ｛ 33 33j 10011 州施 設 I1,2171 1,470 83 

そ の 他 l I 6i l 7jj その他 ； 820j I, 9G「 42 

計 : 7, 7凶 7,856! 9811 計 i付， 8111仏側 69 

の違反警告と992の行政命令が発せられ， 133のケースが司法省に付託された。また課

徴金および罰金については約250万ドルにとどまった。

6. 下水道の整備

(1）補助制度

下水道建設に対する補助制度は， 1972年法で抜本的に改善された。補助金は，市田J
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第 3表 下水道建設補助金の推移

年 l根 拠法 ！補助 率 ｜授権金額 ！ 年 ｜根拠法 ｜補助 率 ｜授権矧
I I I （百万ドノレ） I; I I I k同Tlr 1v) 

1957 I 1956年法 1 30% I 50 11 7o I 1966年法 i55% 1,000 
または I rn Ii .,, 

25万わレ ｜ ；~ 11 ；~ I I I I, 250 

し I百 両互瓦可1t: 
58 I, 250 

59 

196211961年法

63 

64 

65 I 

30% l 
まfこは : 

60万ドル l

1966 I 1965年法 ｜または
120万ドル

19:: I 「 55% 

：~i Iι 
79 5,000 

80 5,000 

81 5,000 
150 82 5,000 
450. 

（注） I. 表の金額は，議会が EPAに授権した金瀬であり.;J:f際の支出額は，これを下まわる。なお，197611'

については，授権額は特にないが，それ以前の3年Jl[Jの授権額の残額のうちで支出している。

2. 1972年法以来の速邦補助金により，1979年3月現在，5,276のプロゾェ クト（約17(Q'ドノレの補助金額

に対応）のみか完成したにすぎないが，i並行『，.のものは10,582プロ ジェ クト（約190低ドノレの補助金制

：こ対応） に及ぶ。なおプロ グェク トには，工事のほか， 準備2十両，設計とがある。

村の所在する州政府に害Jjり当てられている枠の範囲内で， EPA地方局または委任され

た州が交付決定する。

補助金の交付を受けるためには，渉：の要件がみたされていなければならない。

(a) 州の計画プロセスに適合していること。

(b) 処理場が NPDESの許可を得ていること。

(c) 二次処理をすること。

(d) 浸透流入水防止を図るこ と。

(e) !CR制度を条例化すること。

(f) 下水道使用条例を定めること。

1972年法以前からの補助率，補助金額 （授権金額）の推移をまとめる と第3表のと

おりとなる。

補助事業の実施は次の 5段階に整理できる。

(a) 市町村の必要事業量調査
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第 4表

二次処理

三次処理

1968年 ｜

処甑｜ι理場記

（同 州、｜の採択順位表の作成

各州は（1）の必要事業量調査を反映した下水道建設の採択順位表を作表する。これに

は汚濁問題の程度，影響のある人口 3 高度な水質の保全等が考慮される。 この順位表

はEPA地方局の審査をうけるが，審査の結果採択順位表からはずされることもある。

(c）施設計画

EPA地方局が採択順位表に同意した後，補助金申請書，調査計画書が市町村から提

出され，州， EPA地方局の審査を受ける。申請要件に適合すると補助金交付書（補助

金協定）に調印される。その後施設計画の作業が開始される。

(d）設計

施設計画の承認後，設計申請書が提出される。これには設計書，仕様書，積算が含

まれる。州および EPAはこれを審査し，要件を満たしていれば認、可する。

(e）工事

工事申請書は，業者との契約書を含む。工事途中の補助金の増額は承認がなければ

できない。工事の最終検査を行なうまでは補助金の 5～10%は留保される。

(2）整備の状況

このような補助にもかかわらず，主要な都市排水の うち， 2,114(58%）が1977年 7

月 l日の二次処理の適用の期限に間に合わなかった。1977年法はこの期限を自治体の

事情によっては， 1983年 7月 I日まで延期することを認めた。

遅れた理由は，連邦補助金を1972年法のプログラムの初期にあまり出さなかったこ

と，認可の遅延，工事の遅延等によるものである。

整備水準の進展を1968年と 1979年とで比較すると第4表のとおりである。

あとがき

以上アメリカの水質管理制度について，連邦水質汚濁防止法を中心に概観してき

た。外国の制度は理解しにくい点も多いが，全般的にわかりやすいよ うにまとめたつ

もりである。記述等に誤り等があれば御指摘を仰ぎたい。

なお本稿をまとめるにあたっては青木保之氏 （前環境庁水質保全局調査官，現建設
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省地方厚生課長）＇久保魁氏（日本下水道事業団理事長 ）に御教示をいただいた。ここ

に謝意を表する次第である。
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