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１．１．１．１．汚水処理施設整備汚水処理施設整備汚水処理施設整備汚水処理施設整備構想見直しの背景と目的構想見直しの背景と目的構想見直しの背景と目的構想見直しの背景と目的    

 

１．１１．１１．１１．１    背景背景背景背景とととと目的目的目的目的    

持続的な汚水処理システム構築に向けた汚水処理施設整備構想は、市街地のみならず農村地

域を含めた町全域において、各種汚水処理施設の整備並びに増大する施設ストックの長期的

かつ効率的な運営管理について、適切な役割分担のもと、計画的に実施していくために策定

が必要である。 

南部町の汚水処理施設整備は、町村合併以前から公共下水道事業、農業集落排水事業、団地

排水事業及び合併処理浄化槽整備事業により実施してきたところである。 

青森県が平成２３年度に「青森県汚水処理施設整備構想（第３次構想）」にて県構想を見直

したことを受け、当町においても平成２４年度に合併後の町全域における整備計画の見直し

を行い整備を進めてきたところであるが、少子高齢化による本格的な人口減少社会の到来や、

国及び町の財政が依然として厳しい状況にあること、さらには処理施設の老朽化など、汚水

処理施設の整備を取り巻く環境が大きく変化していることから、さらなる効率的な整備、運

営管理が求められている。 

こうした中、平成２６年１月に汚水処理を所管する３省（国土交通省、農林水産省、環境省）

が連携し、「持続的な汚水処理システムの構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（以

下「新構想マニュアル」）を取りまとめ、町構想の早急な見直しと各種汚水処理施設の概成※

のための計画策定が求められている。 

 

※概成：地域のニーズ及び周辺環境への影響を踏まえ、各種汚水処理施設の整備が

概ね完了すること。 

 

今回の新構想マニュアルに基づく、構想見直しの目的は以下のとおりである。 

① 人口減少化における汚水処理施設整備手法の選定 

今後のさらなる人口減少を踏まえ、平成３７、４７年度を目標とした将来人口の推計を行い、

汚水処理施設の未整備区域について、経済比較を基本とした整備手法の検討を行う。 
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② 汚水処理施設の早期概成 

今後１０年程度で汚水処理の概成を目指した各種汚水処理施設に関するアクションプラン

を策定し、平成３７年度を目標として、整備費用、地域特性等を考慮した各地域における整

備計画を策定する。 

特に、整備に長期間要する地域については、早期に汚水処理が概成可能な方法を導入する等

の効率的な対応を検討する。 

③ 既整備地区の効率的な改築・更新及び運営管理 

老朽化した汚水処理施設の改築・更新について、最適な事業の実施メニューを検討し、各処

理区の将来的な統合について検討を行う。 

現構想における汚水処理施設整備内容を下表に示す。 

表１．１ 汚水処理施設整備内容 

地区名 南 部 名 川 福 地 

事業 

形態 

公共 

下水道 
農業集落排水 

団地排水 

(ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ) 

処理区 南部 赤石 

剣吉 

(諏訪

ノ平 

相内） 

上名久

井 

下名久

井 
片岸 苫米地 福田 あかね 

東あか

ね 

採択 

年度 
H17 － － H15 H8 H10 H6 H14 － － 

供用 

開始 
H23.4 － － H19.4 H12.4 H13.4 H10.4 H20.4 S47.4 S52.8 

計画人

口(人) 
3,500 270 3,326 3,320 2,360 340 1,300 1,630 3,000 1,500 

計画面

積(ha) 
198.0 10.0 150.5 173.3 149.2 16.7 47.0 131.2 56.7 24.5 

整備 

状況 
整備中 計画 計画 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 
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２．将来計画策定の諸元の設定２．将来計画策定の諸元の設定２．将来計画策定の諸元の設定２．将来計画策定の諸元の設定    

２．１２．１２．１２．１    将来フレームの想定年度将来フレームの想定年度将来フレームの想定年度将来フレームの想定年度    

将来フレームの想定年度は、青森県構想と整合を図り、次のとおりとする。 

中期計画（アクションプラン）：平成３７年度 

長 期 計 画   ：平成４７年度 

中期計画（アクションプラン）については、今後１０年程度での汚水処理施設の概成を目標

とする。 

長期計画については、既存施設の効率的な改築・更新や運営管理に関し、２０年後の平成  

４７年度を目標とした計画を策定する。 

    

２．２２．２２．２２．２    検討対象区域の設定検討対象区域の設定検討対象区域の設定検討対象区域の設定    

アクションプラン策定に向けた未整備地域の整備手法に関する検討対象区域を以下のとお

りとする。 

・・・・南部処理区南部処理区南部処理区南部処理区      ・・・・剣吉処理区剣吉処理区剣吉処理区剣吉処理区 

未整備区域の整備手法の検討は、経済性の比較を基本とするため、現構想において個別処理

とされた区域については対象外とする。 

 

２．３２．３２．３２．３    将来人口の設定将来人口の設定将来人口の設定将来人口の設定    

将来行政人口の推計は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を採用し、世帯数は当町の

特性を踏まえ、ロジスティック曲線により推計した数値を採用する。 

また、地区別将来人口及び世帯数は、平成２６年度の実績を基に将来行政人口のシェア割り

により設定する。 
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表２．１ 将来人口及び世帯数 

地区名 年度 
H22 年度 

（実績） 

H23 年度 

（実績） 

H24 年度 

（実績） 

H25 年度 

（実績） 

H26 年度 

（実績） 

H37 年度 

（推計） 

H47 年度 

（推計） 

南部地区 

人口 

（人） 
5,572 5,465 5,417 5,307 5,218 4,161 3,454 

世帯数 

（戸） 
2,079 2,077 2,114 2,099 2,096 2,117 2,121 

名川地区 

人口 

（人） 
8,441 8,299 8,149 7,949 7,829 6,241 5,183 

世帯数 

（戸） 
3,008 3,025 3,014 3,008 2,994 3,024 3,030 

福地地区 

人口 

（人） 
6,745 6,673 6,630 6,497 6,404 5,105 4,236 

世帯数 

（戸） 
2,367 2,390 2,397 2,408 2,414 2,438 2,443 

合計 

人口 

（人） 
20,758 20,437 20,196 19,753 19,451 15,507 12,873 

世帯数 

（戸） 
7,454 7,492 7,525 7,515 7,504 7,580 7,594 

平成２６年度世帯当たり人数：19,451／7,504＝2.59 人／戸 

平成３７年度世帯当たり人数：15,507／7,580＝2.05 人／戸 

平成４７年度世帯当たり人数：12,873／7,594＝1.70 人／戸 

 

２．４２．４２．４２．４    将来将来将来将来汚水量汚水量汚水量汚水量原単位の設定原単位の設定原単位の設定原単位の設定    

汚水量原単位は、上水道の給水実績から算出した公共下水道事業計画の諸元を採用する。 

表２．３ 汚水量原単位 

 生活＋営業 地下水 計 

日平均 260 65 315 

日最大 335 65 400 

 



 

３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討

３．１３．１３．１３．１    検討の概要検討の概要検討の概要検討の概要    

検討対象区域を一定の家屋集合体

かを比較し、最適な処理区域を設定

検討方法は、経済比較を基本としつつ、集合処理区域と個別処理区域との接続、集合処理区

域同士の接続、さらには地域特性等を

処理区域の設定イメージは下

図３．１

 

また、中期計画及び長期計画

～３０年程度の時間軸を設け、以下のようなイメージで持続的な汚水処理システムの構築を

目指す。 
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３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討３．集合処理と個別処理の比較検討    

検討対象区域を一定の家屋集合体の検討単位区域に分け、集合処理が有利か

し、最適な処理区域を設定する。 

検討方法は、経済比較を基本としつつ、集合処理区域と個別処理区域との接続、集合処理区

域同士の接続、さらには地域特性等を考慮し、総合的な判断により設定する。

下図のとおりである。 

図３．１ 処理区域の設定イメージ 

また、中期計画及び長期計画では、効率的な汚水処理施設整備手法を検討した結果

～３０年程度の時間軸を設け、以下のようなイメージで持続的な汚水処理システムの構築を

が有利か個別処理が有利

検討方法は、経済比較を基本としつつ、集合処理区域と個別処理区域との接続、集合処理区

する。 

効率的な汚水処理施設整備手法を検討した結果に、１０

～３０年程度の時間軸を設け、以下のようなイメージで持続的な汚水処理システムの構築を



 

図３．２

 

３．２３．２３．２３．２    経済性の検討経済性の検討経済性の検討経済性の検討    

３．２．１ 経済性比較の概要

検討対象区域について、平成３７年度における将来人口、将来世帯数

諸元として経済性の比較を行い、集合処理（公共下水道、農業集落排水）が有利か、個別処

理（合併処理浄化槽）が有利かの判定を行う。

◆経済性の基本的な考え方◆経済性の基本的な考え方◆経済性の基本的な考え方◆経済性の基本的な考え方    

経済性の比較は、集合処理の場合と個別処

費を算定し、どちらが安価となるか比較する。

比較検討する単位となる検討単位区域

等地域特性を考慮して設定する
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図３．２ 中長期計画策定イメージ 

経済性比較の概要 

検討対象区域について、平成３７年度における将来人口、将来世帯数、計画汚水量原単位を

諸元として経済性の比較を行い、集合処理（公共下水道、農業集落排水）が有利か、個別処

理（合併処理浄化槽）が有利かの判定を行う。 

経済性の比較は、集合処理の場合と個別処理の場合について、それぞれの建設費と維持管理

が安価となるか比較する。 

なる検討単位区域は、家屋間限界距離をもとに、現況の家屋分布や地形

等地域特性を考慮して設定する。設定した検討単位区域を下図に示す。 

、計画汚水量原単位を

諸元として経済性の比較を行い、集合処理（公共下水道、農業集落排水）が有利か、個別処

理の場合について、それぞれの建設費と維持管理

をもとに、現況の家屋分布や地形
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３．２．２ 経済性の比較結果 

検討対象区域（南部地区、剣吉地区）について、公共下水道と農業集落排水の２つの事業で

比較検討する。 

表３．１ 南部地区 経済性比較結果 

図３．

３ 

検討

単位

区域

図 



- 8 - 

 

区域名 区域番号 
処理方式 

公共下水道 農業集落排水 

既整備地区 南１ 集合 集合 

町営住宅 南２ 個別 個別 

門前（一部） 南３ 個別 個別 

小向地区 南４ 個別 個別 

古町地区 南５ 個別 個別 

馬場地区 南６ 個別 個別 

正寿寺地区 南７ 個別 集合 

門前（一部） 南８ 個別 集合 

沖田面地区 南９ 集合 集合 

玉掛地区 南１０ 個別 個別 

赤石地区 南１１ 集合 集合 

諏訪ノ平地区 南１２ 個別 個別 

相内地区 南１３ 集合 集合 

 

表３．２ 剣吉地区 経済性比較結果 

区域名 区域番号 
処理方式 

公共下水道 農業集落排水 

上中町＋荒町地区 剣１ 集合 集合 

虎度地区 剣２ 個別 集合 

桜本町＋桜町地区 剣３ 個別 集合 

新開地＋他２地区 剣４ 集合 集合 

上斗賀地区 剣５ 集合 集合 

下斗賀地区 剣６ 集合 集合 
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３．３３．３３．３３．３    集合処理区域と個別処理区域、集合集合処理区域と個別処理区域、集合集合処理区域と個別処理区域、集合集合処理区域と個別処理区域、集合処理区域同士の接続の検討処理区域同士の接続の検討処理区域同士の接続の検討処理区域同士の接続の検討    

３．３．１ 接続検討の概要 

経済性の検討結果を踏まえて、集合処理区域と個別処理区域、集合処理区域同士の接続の検

討を行う。 

◆接続の基本的な考え方◆接続の基本的な考え方◆接続の基本的な考え方◆接続の基本的な考え方    

経済比較により判定された集合処理区域と個別処理区域について、管渠で接続し１つの処理

区として処理を行う方が経済的になるかを検討する。仮に接続することが有利となった場合

には、新たに形成された集合処理区域と別の個別処理区域について順次同様の手法を用いて

接続の検討を行う。 

既整備区域と個別処理区域との接続、集合処理区域同士の接続、既整備区域と他の集合処理

区域の接続についても同様の考え方とする。 

 

３．３．２ 接続の検討結果 

１）南部地区 

南部地区では、現在公共下水道事業を実施中であるため、既整備区域との接続について検討

する。 

前回の構想見直しにより、南部地区公共下水道から剣吉地区農業集落排水へ変更した諏訪ノ

平地区及び相内地区については、再度どちらへの接続が有利であるか検討する。 
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表３．３ 南部地区 接続の検討 

区域名 区域番号 

事業手法：公共下水道事業 

経済性判定 接続の検討 

既整備地区 南１ 集合 － 

町営住宅 南２ 個別 接続なしの個別処理 

門前（一部） 南３ 個別 接続なしの個別処理 

小向地区 南４ 個別 接続なしの個別処理 

古町地区 南５ 個別 接続なしの個別処理 

馬場地区 南６ 個別 接続なしの個別処理 

正寿寺地区 南７ 集合 
接続なしの集合処理 

（農業集落排水） 

門前（一部） 南８ 個別 南部処理区に接続 

沖田面地区 南９ 集合 南部処理区に接続 

玉掛地区 南１０ 個別 南部処理区に接続 

赤石地区 南１１ 集合 
接続なしの集合処理 

（農業集落排水） 

諏訪ノ平地区 南１２ 個別 
剣吉処理区に接続 

（農業集落排水） 

相内地区 南１３ 集合 
剣吉処理区に接続 

（農業集落排水） 
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２）剣吉地区 

剣吉地区では、経済的に有利な農業集落排水による接続について検討する。 

表３．４ 剣吉地区 接続の検討 

区域名 区域番号 
事業手法：農業集落排水事業 

経済性判定 接続の検討 

上中町＋荒町地区 剣１ 集合 剣吉処理区に接続 

虎度地区 剣２ 集合 剣吉処理区に接続 

桜本町＋桜町地区 剣３ 集合 剣吉処理区に接続 

新開地＋他２地区 剣４ 集合 剣吉処理区に接続 

上斗賀地区 剣５ 集合 剣吉処理区に接続 

下斗賀地区 剣６ 集合 剣吉処理区に接続 

 

３．４３．４３．４３．４    経済性以外の特性を考慮した集合処理、個別処理の検討経済性以外の特性を考慮した集合処理、個別処理の検討経済性以外の特性を考慮した集合処理、個別処理の検討経済性以外の特性を考慮した集合処理、個別処理の検討    

これまでの検討結果にさらに整備時期、水質保全効果、地域特性等を考慮し、総合的判断に

基づいて検討する。 

表３．５ 経済性以外の特性を考慮した検討 

地区名 
経済性以外の特性 

総合的な判断 
整備時期 水質保全効果 地域特性 住民の意向 

南７ 

正寿寺地区 
－ － 

国指定の史跡

区域であり、管

路埋設に際し

発掘調査に時

間及び費用を

要する。 

－ 個別処理へ変更 
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３．５３．５３．５３．５    検討結果のまとめ検討結果のまとめ検討結果のまとめ検討結果のまとめ    

以上の検討結果を踏まえた処理方式を下表に示す。 

表３．６ 検討結果のまとめ 

地

区 
区域名 

区域 

番号 

経済

性 

接続

検討 

地域

特性 
処理方式 処理区名 

南

部

地

区 

既整備地区 南１ 集合 集合 － 公共下水道 南部処理区 

町営住宅 南２ 個別 個別 － 合併処理浄化槽 － 

門前（一部） 南３ 個別 個別 － 合併処理浄化槽 － 

小向地区 南４ 個別 個別 － 合併処理浄化槽 － 

古町地区 南５ 個別 個別 － 合併処理浄化槽 － 

馬場地区 南６ 個別 個別 － 合併処理浄化槽 － 

正寿寺地区 南７ 集合 集合 個別 合併処理浄化槽 － 

門前（一部） 南８ 個別 集合 － 公共下水道 南部処理区 

沖田面地区 南９ 集合 集合 － 公共下水道 南部処理区 

玉掛地区 南１０ 個別 集合 － 公共下水道 南部処理区 

赤石地区 南１１ 集合 集合 － 農業集落排水 赤石処理区 

諏訪ノ平地区 南１２ 個別 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

相内地区 南１３ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

剣

吉

地

区 

上中町＋荒町地区 剣１ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

虎度地区 剣２ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

桜本町＋桜町地区 剣３ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

新開地＋他２地区 剣４ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

上斗賀地区 剣５ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 

下斗賀地区 剣６ 集合 集合 － 農業集落排水 剣吉処理区 
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４．整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定４．整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定４．整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定４．整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定    

４．１４．１４．１４．１    効率効率効率効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定的な運営管理を見据えた整備計画の策定的な運営管理を見据えた整備計画の策定的な運営管理を見据えた整備計画の策定    

早期の汚水処理施設の概成と効率的な改築更新及び運営管理を見据えた整備計画は、町構想

を地域的、時間的にどのように実現していくかについての基本的方針であり、概算事業費や

実施優先度、実施可能事業量を踏まえたうえで、次の事項について定めるものとする。 

① 平成３７年度までの１０年間で汚水処理施設を概成するための整備計画（中期

計画：アクションプラン） 

② 将来フレーム想定年次（平成４７年度）に至るまでの長期的な整備・運営管理

計画（長期計画） 

 

４．２４．２４．２４．２    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプランの概要の概要の概要の概要    

４．２．１ アクションプランにおける整備事業 

新構想マニュアルの中で、アクションプラン期間内での各種汚水処理施設の概成が求められ

ている。 

当町における現在の汚水処理事業は、公共下水道事業１地区、農業集落排水事業５地区、コ

ミュニティ－プラント２地区、合併処理浄化槽設置補助事業の４事業となっている。 

表４．１ 現在の汚水処理事業 

事業種別 処理区名 着手年度 供用開始年度 整備状況 

公共下水道 南部処理区 Ｈ１７ Ｈ２３ 整備中 

農業集落排水 

片岸処理区 Ｈ１０ Ｈ１３ 完了 

苫米地処理区区 Ｈ６ Ｈ１０ 完了 

福田処理区 Ｈ１４ Ｈ２０ 完了 

上名久井処理区 Ｈ１５ Ｈ１９ 完了 

下名久井処理区 Ｈ８ Ｈ１２ 完了 

コミプラ 
あかね処理区  Ｓ４７ 完了 

東あかね処理区  Ｓ５２ 完了 

合併処理浄化槽    整備中 
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このうち、整備が完了した地区及び財政的理由から１０年間での整備が困難なものを除いた

事業を対象とし、これに、老朽化によるあかね処理施設の更新を公共下水道事業（特定環境

保全公共下水道）として整備事業に加える。 

以上のことから、アクションプランで整備を進めていく集合処理事業は公共下水道事業２地

区とする。 

集合処理から個別処理となった区域については、合併処理浄化槽設置補助事業により実施し

ていく。 

表４．２ アクションプランの概要 

処理区域名 事業内容 実施期間 整備面積 処理人口 概算事業費 

南部処理区 
未普及地区の

整備 
～Ｈ３７ 179.4 ha 2,669 人 3,511 百万円 

あかね処理区 
水処理施設の

整備 

Ｈ２８ 

～Ｈ３２ 
56.7 ha 1,085 人 344 百万円 

計   236.1 ha 3,754 人 3,855 百万円 

 

アクションプランにおける、整備予定区域を図４．１に示す。 

図中、塗りつぶしの区域は既整備、斜線の区域がアクションプランでの整備予定区域となる。 

早期概成を目指した実行メニューとして、下水道クイックプロジェクト手法を積極的に活用

して、期間短縮を図ることとする。 
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４．２．２ 中期計画（アクションプラン）のまとめ 

◆公共下水道事業◆公共下水道事業◆公共下水道事業◆公共下水道事業    

南部処理区については、アクションプラン期間内を目途に整備完了を目指し整備を進めてい

く。 

あかね処理区については、特定環境保全公共下水道の新規事業として水処理施設の整備を実

施する。 

事業の実施に際して、コスト縮減可能な工法の検討やルートの設定により建設費の圧縮に努

め、さらなる早期概成を図る。 

 

◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等    

事業が完了している６地区について、処理施設の適正な維持管理を継続していく。 

    

◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業    

公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業等の集合処理区域以外の地域において、同事

業を継続し、さらに活用されるように努める。 
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４．３４．３４．３４．３    長期計画の概要長期計画の概要長期計画の概要長期計画の概要    

長期計画における汚水処理事業は、以下のとおりとする。 

◆公共下水道事業◆公共下水道事業◆公共下水道事業◆公共下水道事業    

アクションプラン期間内に整備を完了し、適正な処理施設の維持管理を継続していく。 

◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等◆農業集落排水事業等    

未整備となっている剣吉処理区及び赤石処理区について、整備を促進する。 

事業が完了している地区については、処理施設設備の更新時期に合わせ、隣接する処理区へ

統合し、維持管理コストの削減に努める。 

◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業◆合併処理浄化槽設置補助事業    

公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業等の集合処理区域以外の地域において、同事

業を継続し、さらに活用されるように努める。 

表４．３ 長期計画の概要 

処理区名 事業内容 実施期間 
平成４７年度 事業最終年度 

整備面積 処理人口 整備面積 処理人口 

剣吉処理区 整備 
Ｈ３８ 

～Ｈ５７ 
76.0 ha 1,150 人 150.5 ha 2,297 人 

赤石処理区 整備 
Ｈ４８ 

～Ｈ５７ 
－ － 10.0ha 177 人 

東あかね処理区 
福田処理区へ

の統合 

Ｈ３８ 

～Ｈ４２ 
155.7ha 1,236 人 － － 

片岸処理区 
苫米地処理区

への統合 

Ｈ３８ 

～Ｈ４２ 
63.7 ha 818 人 － － 

上名久井処理区 
下名久井処理

区への統合 
Ｈ５３～ － － 322.5 ha 2,572 人 

長期計画において、整備予定区域を図４．２に示す。 

図中、塗りつぶしは既整備区域、斜線がアクションプランでの整備予定区域、白抜きが長期

計画での整備区域となる。  
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４．４４．４４．４４．４    汚水処理人口普及率汚水処理人口普及率汚水処理人口普及率汚水処理人口普及率    

アクションプラン及び長期計画における汚水処理人口及び普及率の目標値は下表のとおり

とする。 

表４．４ 汚水処理人口及び普及率 

事業種別 

平成２６年度末 平成３７年度末 平成４７年度末 

処理人口 普及率 処理人口 普及率 処理人口 普及率 

公共下水道 1,604 人 8.2％ 3,754 人 24.2％ 3,116 人 24.2％ 

農業集落排水等 8,348 人 42.9％ 5,572 人 35.9％ 5,776 人 44.9％ 

合併処理浄化槽 2,595 人 13.4％ 2,860 人 18.5％ 2,885 人 22.4％ 

合計 12,547 人 64.5％ 12,186 人 78.6％ 11,777 人 91.5％ 

行政人口 19,451 人 15,507 人 12,873 人 
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