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１．調査の目的

  平成11年度より窒素・りんについての上乗せ

規制が実施になり，汚泥集約処理施設である東
部汚泥処理プラントを抱える砂町水処理センタ

ーの場合，総窒素50mg/L，総りん4.5mg/Lの暫
定規制値が適用されている。しかし，当センタ

ーでは既設処理場の規制値である総窒素30mg/L，

総りん3.0mg/Lを目標に処理することをめざし，
平成10年度に制限曝気での疑似嫌気好気法によ

るりん除去，硝化促進・脱窒による窒素除去に
ついて調査１）を行った。この結果から，当セ

ンターでは年間を通してりん除去が可能である

と判断し，11年度は砂系処理施設において制限
曝気での疑似嫌気好気法によるりん除去を行い，

一時期を除いて良い成績であった。
  一方，汚泥処理は現在のところ一部無機凝集

剤による脱水（ベルトフイルター脱水機：以下

BFとする）が行われており，ここでりんは固定
され水処理に戻ることはない。これに対し，有

機凝集剤を使用する脱水（ベルトプレス脱水
機：以下BP，遠心脱水機）では，りんが溶出し

水処理に戻されることになる。東部汚泥処理プ

ラントの整備が進むとBF脱水機は停止され，汚
泥処理でのりんの固定は少なくなると考えられ

る。10年度調査の中で遠心脱水からの分離液を
調べたところ，かなり濃度が高いことがあった。

  平成11年度は砂系でりん除去を行い，その結

果汚泥処理からのりんの戻りがどのようになる
かを調査することによって，当センターにおけ

る今後のりん除去の方向を検討することとした。
また，合せて窒素特にアンモニア性窒素につい

ても調査を行ったので，その結果を報告する。

２．調査内容

2.1これまでの調査

  汚泥処理から発生する廃水について，これま
でに施設管理部で行った調査，汚泥処理からの

窒素・りん負荷量調査2），および計画部技術開
発課で行った返水処理に関する調査（平成5年

～10年）3）がある。これらの結果を参考として

当センターの調査を補完することとした。

2.2　今回調査の対象と調査方法
  水処理に与える影響が大きいのは溶解性のり

ん，アンモニア性窒素であると考え，調査はこ

れらを中心に測定した。
  当センターの汚泥処理から発生する返水の概

略と発生水量を図－1にまとめた。水処理に戻
る際には，砂系幹線に返流されるもの（以下沈

砂池返水）と，東陽系処理施設の着水井に返流

されるもの（以下着水井返水）とにわかれる。
これについては，毎月行っている通日試験の結

果を用いた。
　また三河島処理場から送られる汚泥，その濃

縮分離水，着水井返水とは別に東陽系に戻され

る東部汚泥処理プラントからの遠心脱水分離液
等，各処理プロセスから発生するもののうち，

主なものについては月に２回行っている汚泥試
験の際に調査した。

　分析項目と分析法を以下に示す。
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・ 総窒素：総和法（Kj-N＋NO2-N＋NO3-N）
・ ケルダール窒素：硫酸分解後蒸留－滴定法

・ アンモニア性窒素：蒸留－滴定法

・ 亜硝酸性窒素：N－(1－ナフチル)エチレン
ジアミン吸光光度法

・ 硝酸性窒素：ブルシン法
・ 全りん：ペルオキソ二硫酸カリウム－オー

トクレーブ分解後モリブデン青（アスコル

ビン酸還元）吸光光度法
・ りん酸性りん：モリブデン青（アスコルビ

ン酸還元）吸光光度法
　汚泥試験時のアンモニア性窒素は，ろ液

（No.5C）について直接インドフェノール法を

適用した。この方法の蒸留－滴定法との誤差は
ほぼ10％以下であった。

３．調査結果と考察

3.1　これまでの調査結果から

　　施設管理部で行った調査2）から，当センター
の返流水からの負荷量は，総窒素は16.2t/日で

流入負荷量20.9 t/日に対して0.8倍，全リン
1.7t/日で流入負荷量1.8t/日に対して0.95倍で

あった。汚泥処理返流水中に占める負荷の比率

が高いのは，総窒素，全りんとも濃縮廃液であ
った。特にりんについては分離濃縮を行ってい

る遠心濃縮分離水のりんが高くなっていた。BF
脱水の廃液は総窒素については200mg/Lであっ

たが，全りんでは0.06t/日でほぼ無機凝集剤（塩

化第二鉄，石灰）により固定されたと考えられ
る。

　また送泥による汚泥の変質で可溶化するりん，
窒素，有機物等について調べている。この調査

では汚泥をパイプ中で循環させ，0，6，24時間

後を測定しているが，冬期調査の結果の一部を
表－１にまとめた。溶解性りんについてみると，

冬期でも0時間ですでに35.3mg/Lと高い値を示

している。硫酸還元により硫化物が生じている
ことから，すでに汚泥が嫌気状態にありりんの

放出が起こっていたと考えられる。さらに6，24
時間を経過すると，溶解性りんは51.7，57.1mg/L

と高くなっていた。

　一方アンモニアをみると，0時間では33mg/L
で顕著な増加はない。これは汚泥の嫌気的な分

解が起こっていないことを示している。6，24
時間後ではそれぞれ49，90mg/Lで，長時間の圧

送は汚泥の分解・可溶化を起こすことがわかる。

　溶解性BODは，0時間では174mg/Lで流入水よ
りやや高い程度であるが，6，24時間後は531，

968mg/Lでアンモニア以上に高くなる。有機酸
の生成と合せてみると，溶解性BODの増加は主

に有機酸に起因すると考える。

流入水 第一沈殿池 放流

遠心濃縮機 分水槽
濃縮槽

東陽系着水井 BP脱水機 流動床焼却炉

BF脱水機 多段焼却炉
洗浄水

三河島受泥 洗浄槽 遠心脱水機 流動床焼却炉

汚泥の流れ 返水の流れ

図－1　砂町水処理センターの汚泥処理の概要

沈砂池
曝気槽、第二沈殿池

　表－１　送泥による汚泥性状の変化（冬期）
(mg/L)

分析項目 平均 最大
SS 9,059 10,900
揮発性有機酸 73 138
溶解性BOD 174 380
溶解性リン 35.3 44.8
アンモニウムイオン 33 75
SS 7,771 9,520
揮発性有機酸 191 334
溶解性BOD 531 866
溶解性リン 51.7 78.4
アンモニウムイオン 49 90
SS 6,756 8,860
揮発性有機酸 518 750
溶解性BOD 968 1440
溶解性リン 57.1 88.4
アンモニウムイオン 90 130

原
泥

6
時
間
後

24
時
間
後
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　返流水の処理の調査3）では，三河島処理場か

らの汚泥を実際に遠心濃縮を行った分離水につ

いての測定結果があり，これによるとりん酸性
りん36 mg/L，アンモニア性窒素80mg/L，溶解

性BOD 485mg/Lであった。このときの送泥濃度
は約0.8％，時間は４時間ほどであった。

　これらの結果を総合してみると，嫌気好気法

等でりんを除去した汚泥は短時間の送泥でほと
んど溶出してしまい，また長時間の送泥では汚

泥の分解が起こり，アンモニア性窒素，BODが
溶出してくる。アンモニアはBODに比べ分解・

溶出に時間がかかりそうであることがわかった。

3.2　本調査の結果について

3.2.1　返水の調査結果
　通日試験の結果を表－２にまとめた。この

中でりん酸性りん，アンモニア性窒素の負荷

量の最大値は最大濃度に平均水量をかけて求
めた。着水井返水は重力濃縮系の廃水，沈砂

池返水はそれの一部と遠心濃縮系，脱水系の
廃水である。水量は年平均値である。

　返水のSSがかなり高いことがあるが，これ

は汚泥処理が東部汚泥処理プラントへ移行す
る途中で不安定であること，雨天時の大量の

SS流入により汚泥の滞留があること等による。
　CODは流入水の濃度とほとんど変わらない

ため水処理に大きな影響を与えることはない

とみられ，またアンモニア性窒素は若干高い
ものの負荷量としては16％程度である。それ

に比べ溶解性りんは返流水由来のものが流入
負荷にほぼ匹敵する。この負荷を加えた流入

濃度は約2.5mg/Lとなる。以上のことから，

砂町水処理センターの返流水対策はりんに対
するものが急務であることがわかる。以下，

りんの負荷量が大きいとみられるプロセスに
ついて検討を行った。

3.2.2　濃縮処理からの返流水について
　当センターの濃縮処理は第一沈殿池からの

引抜き汚泥の重力濃縮，余剰汚泥の遠心濃縮，

三河島から送れてくる汚泥を洗浄－濃縮する

３系統あるが，このうち負荷の大きいと考え
られる遠心濃縮分離水，洗浄廃水の結果を表

－３に示した。余剰汚泥は基本的には遠心分
離により濃縮されるが，処理能力を上回った

場合には第一沈殿池に戻され，濃縮槽に送ら

れる。11年度は余剰汚泥を第一沈殿池に戻す
場合，砂系を中心に行った。

　遠心濃縮分離水のアンモニア性窒素は数回
分析を行ったが，処理水より若干高い程度で

推移したので継続しなかった。りん酸性りん

の濃度は平均9.9mg/Lであったがかなり変動
が大きく，3.0～15.2mg/Lの間で変化した。

これは余剰汚泥中のりんの濃度，すなわち反
応槽でのりんの除去量と，硝酸イオンの持込

によるりんの放出の遅れがあり，分離水への

りんの溶出に差があったためである。余剰汚
泥中の可溶化するりんは70mg/L程度と考えら

れるので，分離水の濃度は低く押さえられて
いたとみる。

　三河島処理場からの汚泥（以下三河島受

泥）は，流入水のほかに砂町水処理センター
の負荷に大きな割合を持って占めている。SS

でみると流入水の負荷約40ｔ/日に対し，三
河島受泥は60ｔ/日と1.5倍になっている。ア

ンモニア性窒素，りん酸性りんの負荷量では

三河島受泥からは506kg/日，319 kg/日で，
返水負荷量のそれぞれ34％，62％と，りんの

負荷が高い割合を示していることがわかる。
すなわち返流水のりんの負荷が高いのは三河

島処理場受泥分があるためで，3.1で述べた

ように，送泥で可溶性のりんがほとんど溶出
することを考慮すると，受け手側で濃縮等の

設備の運転による対処はできない。これを流
入水に加わる負荷として考えると，流入する

りん酸性りんの濃度は2.1mg/Lということに

なる。三河島処理場では，11年度は各系列で
りん除去を行って効果を上げており，それは

表¦２ 返流水の水質と負荷量 

水量 ＳＳ  ｓ-ＣＯＤ 
m3/日 mg/L mg/L mg/L Kg/日 mg/L t/日 

平均 35,400 764 32 8.0 283 21.9 775 
最大 3,350 53 10.5 372 39.1 1,384 
平均 28,000 919 30 9.2 258 25.2 706 
最大 3,550 35 12.5 350 38.0 1,064 
平均 425,200 91 38 1.4 595 21.2 9,014 
最大 178 48 1.8 765 26.9 11,438 

沈砂池 
返水 

着水井 
返水 

試料名 ＰＯ ４ -Ｐ ＮＨ ４ -Ｎ 

流入水 

表－２　返流水の水質と負荷量

yda yda


yda yda


yda yda


yda yda


2000


2000


yda yda


yda yda


yda yda
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受泥側処理場のりんの負荷を増加させること

にもなる。なお3.1で示した三河島受泥の濃

度に比べ低くなっているが，これは送泥管の
変更により送泥量が8,000m3/日から22,000m3

/日になったためである。
　三河島処理場からの送泥に対する臭気対策

で，７～10月の水温の高い時期にポリ硫酸鉄

（以下ポリ鉄）の注入をお願いしている。こ
れにより汚泥中の硫化物濃度はやや抑えられ，

臭気の抑制にはそれなりの効果があったとみ
られたが，ポリ鉄によるりんの固定はなかっ

たとみられる。これはポリ鉄の注入量が硫化

水素の発生を抑える十分な量でなかったこと
によると推定している。このことから，ポリ

鉄等の凝集剤でりんを固定しようとする場合
に，硫化物についても配慮する必要があると

みられる。

　三河島処理場からの汚泥は旧洗浄槽で受け，
沈降性改善のため砂系処理水（9,600m3/日）

で洗浄し濃縮している。滞留時間は6.6時間
であるが汚泥の分解・可溶化は起こっていな

かった。砂系処理水による溶存酸素，あるい

は時期によっては硝酸イオンの持込により，
送泥中の嫌気状態が改善されたためであろう。

砂系処理水の硝酸イオン濃度が高い時期には，
希釈の効果以上に洗浄廃水の硫化物濃度が低

下している場合もあった。

3.2.3　脱水処理からの返流水について

　脱水処理は現在BP，BF，遠心脱水の３系統

があるが，このうち早期に停止が予定されて
いるBF脱水を除き２つの廃水についてそれぞ

れのアンモニア性窒素，りん酸性りんの結果
を表－４に示した。BF脱水ろ液はアンモニア

性窒素がやや高いものの，りん酸性りんは

1mg/L以下であった。
　BP脱水廃液はろ布洗浄水も含んでいるので

濃度は低くなっているが，脱水ろ液は投入量
から見てほぼ3分の1とみられる。脱水性を安

定させるために，BP脱水原汚泥には余剰汚泥

はできるだけ加えないように運転されており，
そのためろ液のりん酸性りん濃度は低い。

　11年度は，汚泥量の減少，東部汚泥処理プ
ラント焼却炉試運転等でBP脱水処理量が減少

した。12年度以降はBF脱水機とともに，東部

汚泥処理プラント焼却炉定期補修時以外はそ
れほど稼動しないと予想される。

　遠心脱水の廃液は量は少ないが濃度は高く，
特にりんの負荷量は無視できないものとなっ

ている。この廃水は臭気の問題もあり東陽系

の着水井に直接送られており，3.2.1であげ
た返流水の中に含まれていない。したがって

その影響は東陽系に集中し，3.2.1の着水井
返水とともに負荷量を増大させている。

表－３　濃縮プロセスから発生する廃水の水質と負荷量　

水量 ＳＳ ｓ-ＣＯＤ
m3/日 mg/L mg/L mg/L Kg/日 mg/L Kg/日

平均 7,380 589 － 9.9 73 － －
最大 1,667 － 15.2 112 － －
平均 27,800 217 － 12.4 345 23.7 659
最大 920 － 17.4 484 30.4 845
平均 21,800 － 32 14.6 319 23.2 506
最大 － 45 19.4 423 30.8 671

表－４　脱水プロセスから発生する廃水の水質と負荷量　

水量 ＳＳ ｓ-ＣＯＤ

m3/日 mg/L mg/L mg/L Kg/日 mg/L Kg/日
平均 6,990 361 － 6.1 42 31.1 217
最大 1,052 － 7.2 50 31.1 217
平均 3,670 682 177 39.1 143 69.9 257
最大 3,067 253 56.4 207 105.6 388

三河島
受泥

遠心濃
縮廃液
洗  浄
廃  液

試料名

遠心脱
水廃液

ＰＯ４-Ｐ ＮＨ４-Ｎ

ＰＯ４-Ｐ ＮＨ４-Ｎ

試料名

BP脱水
廃液
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　遠心脱水原汚泥は三河島受泥の濃縮汚泥お

よび一部余剰濃縮汚泥で，余剰混合槽で両者

を併せ，東部汚泥処理プラント汚泥貯留槽に
送られ脱水される。余剰汚泥と混合されてか

ら脱水までの時間は最大12時間ほどあったと
みられ，この間に汚泥中にある可溶化するり

んは溶出していたとみられる。

　表－５にBF原汚泥，遠心脱水原汚泥，三河
島受泥，遠心濃縮投入汚泥（余剰汚泥）のり

んとSSの関係を示した。全りんから溶解性の
全りんを差し引いたものがSSに捕えられてい

るりんであるとした。嫌気状態に置かれた汚

泥中のSS当たりのりんはほぼ1％であり，余
剰汚泥は嫌気状態になっていないのでSS当た

りのりんが高かった。BF原汚泥中のりん酸性
りんは，脱水の際に無機凝集剤で固定される

ためにろ液中には出ないが，遠心脱水の場合

にはこれが同濃度で分離水に出てくると考え
られる。

　この先BF脱水機が運転を停止すると，無機
凝集剤によるりんの固定がなくなり，嫌気好

気法等を適用して反応槽でりん除去を行って

も，それが水処理にすべて返流してくること
が予想される。実際に11年７～８月にかけ東

部汚泥処理プラント，遠心濃縮機（余剰汚泥），
BF脱水機が順次工事等で停止した時期があっ

た。返流水の影響をより大きく受ける東陽系

沈殿下水のその間のりん酸性りんの濃度をみ
ると，東部汚泥処理プラント停止中は流入水

よりも1.5mg/L高い程度であったが，これは
遠心濃縮機が停止中も同様であった。しかし

BF脱水が停止し東部汚泥処理プラントでの余

剰汚泥処理量が増加したところ，その差は最
大で4.2mg/Lまで広がり，5.8mg/Lとなった。

その後BF脱水機が稼動し始めるとりん酸性り
ん濃度は４mg/L程度まで下がり始め，その差

は最大で2.5 mg/Lになった。

　12年度から東部汚泥処理プラントが焼却炉
２基体制になり，一部を除き汚泥の全量処理

が可能になる。このことは水処理施設で嫌気

好気法等でりんを除去すると，汚泥処理から

の返流でりんの蓄積が起こり脱水分離水の濃
度はさらに上昇することが考えられる。とす

ればこの分離水に対してりん除去を対策する
ことが重要と考える。

3.3　返流水の水処理に与える影響
　各返流水がどのように水処理に戻るかは図－

１に示したが，これによる影響を系統ごとに検
討した。

　まずりんについてであるが，砂系では疑似嫌

気好気法でりん除去を行い，余剰汚泥の一部が
第一沈殿池に戻されていた。過剰摂取されたり

んは第一沈殿池で放出されたとみられ，そのた
め反応槽の流入水のりん酸性りんは第一沈殿池

流入水よりも平均で0.2mg/L，最大で0.8 mg/L

高くなっていた。10年度調査の影響で硝化が抑
えきれていなかった時期（11年4月～5月中旬）

には，りんの過剰摂取が起こっておらず，第一
沈殿池の前後でりん酸性りんの濃度は変わらな

かった。

　砂系での返流水の影響をみると，主なものは
遠心濃縮分離水とBP脱水ろ液である。第一沈殿

池流入水のりん酸性りん濃度は流入水に比べ，
平均で0.1mg/L，最大で0.5 mg/L高くなってい

た。しかしこれらの濃度の上昇は嫌気好気法で

十分対応できる範囲で，これは戻される負荷が
全体の一部分で多くは東陽系に戻されるためで

ある。
　東陽系では濃縮系廃水および遠心脱水の分離

水を受けている。このため反応槽流入水のりん

酸性りん濃度は平均で3.1mg/Lと，流入水の
1.4mg/Lに比べ1.7 mg/L高くなっている。また

最も差が大きかったのは2.9 mg/Lで反応槽の流
入濃度は4.4 mg/Lであった。このように高くな

る要因は，濃縮系の返流水（9.2 mg/L，28,000m3/

日）と遠心脱水の分離水（39.1 mg/L，3,000 m3/
日）の影響である。これらの返流水からの負荷

量は平均で375kg/日となった。これは東陽系の
高級処理水量に対し約1 mg/L濃度を上昇させる

量である。

東陽系の反応槽でも一部流入BOD負荷の高い
槽で硝化が停止し，嫌気好気条件ができりんの

除去が行われた。このため系全体の処理水りん
酸性りん濃度は平均で1.8 mg/L，最大で2.5 mg/L

であった。反応槽流入濃度よりはかなり低くな

っており，除去率は42％でりん酸性りんの除去

表－５　汚泥中のりん

SS T-P ｓT-P SS中のP P/SS
% mg/L mg/L mg/L %

BF脱水原泥 1.6 264 104 160 1.00
遠心脱水原泥 2.3 273 40 233 1.01
三河島受泥 0.29 49.3 19.4 29.9 1.03
遠心濃縮原泥 0.36 110.5 9.3 101.2 2.81

表－５　汚泥中のりん
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率としては良いほうである。しかし流入水のそ

れと比べると除去率はマイナスになっている。

東陽系からのりんの放流量は平均でも流入水の
負荷量に比べると約130kg/日上回っており，最

大値で計算すると350 kg/日になる。これは三
河島からのりん酸性りん負荷量に近い値で，こ

の結果処理施設でりんの蓄積が起こっていなか

ったと考える。全流入負荷量と放流負荷量との
差は，BF脱水により固定される量の他は，雨天

時の簡易放流水，あるいは好気HRT不足で放流
される量等で調整されていたものであろう。

　次に窒素については，砂系では返流水により

アンモニア性窒素濃度はほとんど影響を受けて
いない。流入水の21.2 mg/Lに対し，反応槽流

入水は21.1mg/Lで変わらない。第一沈殿地の流
入水はケルダール窒素がやや上昇するものの，

沈殿処理により除去されている。濃縮系の返流

水のアンモニア性窒素濃度がほぼ流入水並で，
越流水が悪化した場合でもSSに起因する窒素が

増加するだけで，これは沈殿により除去されて
いた。

　東陽系の反応槽流入水は23.2mg/Lと流入水に

比べやや高くなっていたが，これは遠心脱水の
分離液が70 mg/Lと高かったためである。この

程度の濃度上昇であれば，硝化・脱窒に影響は
ない。現在は三河島処理場からの受泥だけであ

るが，将来小台系統の汚泥を受けるようになる

と送泥時間が延び，また量も増加することから
この濃度，負荷量とも増加すると予想できる。

その場合には返流水処理による窒素除去，ある
いは水処理施設の増強等が必要になる。

　

４．まとめ
4.1　現状での窒素・りん処理の可能性

　11年度は砂系の疑似嫌気好気法を実施し，夏
期の硝化進行時を除き良好な結果を得た。しか

し，そこで除去されたりんは一部を除き東陽系

への負荷上昇を招き，結局放流されるという結
果であった。現状では送泥により流入するりん

は新たな水処理の負荷として捉えるべきであり，
それを汚泥処理でいかに軽減するかが問題であ

る。現在は窒素・りんの規制値が暫定値である

こと，送泥も三河島処理場からのみで当面その
先が接続しないことから，この状態でも対応は

可能である。しかし，本規制値への移行，汚泥
集約処理の進展で小台処理場他の処理場からの

送泥開始を考えると，現状ではまったく対応の

目途が立たない。

　これまでは汚泥処理からの返流水の負荷を全

りん，総窒素の量で捉えていたが，SSに起因す

るものは固液分離で除去すべきで，溶解性のり
んあるいはアンモニア性窒素が水処理に与える

負荷であると考えるべきであろう。アンモニア
性窒素は長時間の送泥でいくらかの分解・溶出

が起こるが，これは水処理施設での硝化・脱窒

で対応可能な範囲であろう。もちろん受泥以降
の汚泥処理で腐敗・分解が起こらないような運

転が基本であり，これを行ったとしても高濃度
のアンモニア性窒素に対し硝化・脱窒を行うた

めには，施設の増強，処理コストの上昇は必至

である。
　りんについては送泥，汚泥処理での溶出は避

けられないと考えられるので，これを固定・除
去する必要がある。どこで除去するかというこ

とになると，一つは送泥する前すなわち送泥側

の余剰汚泥からりんを固定・除去すること，も
う一つは集約処理施設，東部汚泥処理プラント

の場合で言えば脱水分離水から固定・除去でき
ればよい。この脱水分離水は濃度が高く量もそ

れほど多くないことから，除去方法は高い除去

率を必要としない。
　脱水分離水量を7,000m3/日，りん酸性りん濃

度を50mg/Lとして，その負荷量は350kg/日とな
る。これを80％除去できれば返流負荷量は70

kg/日となり，除去された量280kg/日は三河島

からの受泥による負荷量に近いものとなり，水
処理施設でのりんの蓄積は起こらない。これに

より放流水のりん酸性りんの濃度は流入水並に
管理することが可能となる。今後このような技

術について調査をしていく。

4.2　今後の必要な改善

　汚泥処理，特に脱水分離水からのりん除去は
4.1に上げたとおりであるが，汚泥処理の集約

化の進捗に対してその他にもいくつか改善すべ

き点がある。まず余剰汚泥は完全に分離濃縮と
すべきで，水処理施設で除去したりんを，脱水

工程に確実に持ち込むようにする。これにより
りん処理の必要な水量を少なくできる。

　水処理側では，平成10年度調査１）でも記載

したが，特に東陽系での短絡流防止を中心とし
た反応槽の改良，砂系反応槽の散気設備の改良，

それに返流水の負荷が特定処理系統にかたよら
ないようにすることが必要になってくる。また，

窒素の処理のためには処理施設の増強が必要で

ある。
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　今後受泥量の増加と窒素・りんの負荷量の増

加に対応するための方策を，本局各部とも協力

し検討し，安定した処理を目指していきたい。
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