
第第２２部部  生生活活排排水水処処理理基基本本計計画画  

 
第１章 計画の基本的事項 
 

第１節  基本方針 
 

１．基本理念 

水には種々の役割があり、自然の重要な構成要素であるばかりでなく、快適な生活

環境を生み出し、人に精神的な潤いや安らぎを与えるものである。しかし、近年は生

活排水等による河川、湖沼などの水質汚濁が問題になってきており、社会的にもその

対策の必要性と緊急性が深く認識されるようになってきた。 

法的には、平成２年６月に水質汚濁防止法の改正がなされ、従来からの事業系排水

の規制に加え、生活排水の規定が組み込まれ、国や県はもとより市町村とその住民の

責務が明確にされた。 

こうした状況を踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 
 生活排水を適正に処理し、地域住民協力のもとに、快適な生活環境とよ

り豊かな水環境を得る。 

 

２．基本方針 

本市における生活排水対策の基本は、第１に、市民への啓発による発生源における

水の適正利用・処理対策、第２に、生活排水処理施設の整備、設置による合併処理の

普及・促進である。 

また、生活排水処理施設の整備については、人口の密集度や地域の特性、経済性な

どを勘案し、次の基本方針に沿って行ないます。 
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＜基本方針＞ 
１）公共下水道処理区域内においては、全ての世帯の千曲川流域下水道関

連公共下水道・特定環境保全公共下水道による排水処理を目指します。 
２）公共下水道処理区域外のうち、豊丘地区及び高甫地区は、農業集落排

水施設による排水処理を、その他の地域では小型合併処理浄化槽による

処理を推進し、全ての世帯での水洗化を目指します。 
 

 

節  目標年度 

本計画における目標年度は、須坂市環境基本計画の目標年に合わせ、平成 22 年度とし

。 

画の目標年度  平成２２（２０１０）年度 
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第２章 生活排水の現状 
 

第１節  生活排水の排出状況 
 

現在、本市における生活排水の排出状況は、表２－２－１に示すとおりであり、平

成 16 年度において、計画処理区域内人口 53,804 人（外国人除く）のうち 38,921 人

については、生活排水の適正処理が行なわれている。公共下水道は平成３年に須坂地

区より供用開始し、公共下水道人口は平成 16 年度で 32,238 人となっている。農業集

落排水施設は豊丘地区では平成８年度、高甫地区では平成 11 年度に供用開始を開始

している。公共下水道及び農業集落排水処理区域外は、合併処理浄化槽により整備を

図ることとし、合併処理浄化槽設置整備事業により、設置整備を進めている。 

一方生活排水の未処理人口は、平成 16 年度において 13,639 人となっている。し尿

収集人口は毎年減少してきており、公共下水道の整備に伴いこの傾向はさらに続くも

のと思われる。 

 

 

 

0

0

Ｈ12年度 Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度

（人） 54,207 54,097 53,978 53,843 53,804

（人） 28,318 31,512 34,321 37,221 39,893

①公共下水道人口(水洗化人口） （人） 21,247 23,944 26,804 29,617 32,238

②農業集落排水人口（水洗化人口） （人） 2,392 2,565 2,764 2,866 2,902

③合併処理浄化槽人口 （人） 4,679 5,003 4,753 4,738 4,753

（人） 272 272 272 272 272

④単独処理浄化槽人口 （人） 272 272 272 272 272

（人） 25,617 22,313 19,385 16,350 13,639

⑤し尿収集人口 （人） 25,617 22,313 19,385 16,350 13,639

⑥自家処理人口 （人） 0 0 0 0

（人） 0 0 0 0

（％） 52.2 58.2 63.6 69.1 74.1

注)3  (2)③、(3)、(4)⑤の数値は、一般廃棄物処理実態調査時に県が示した数値を用いた。

注)1　計画処理区域内人口は、長野県の人口（毎年10月１日現在）の数値を用いた。

注)2　(2)の水洗化・生活雑廃水処理人口は、各年度末の数値を用いた。

表２－２－１　　　処理形態別人口の推移

（４）非水洗化人口

（５）計画処理区域外人口

生活排水処理率[(2)/(1)]

処理形態別人口

（１）計画処理区域内人口

（２）水洗化・生活雑廃水処理処理人口

（３）水洗化・生活雑廃水未処理人口
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第２節  生活排水の処理主体 
体は、表２－２－２に示すとおりです。 

 
表２－２－２ 

処理施設の種類 対 水の種類 処理主体 

本市における生活排水の処理主

象となる生活排

千曲 連 
し尿及び生活雑排水 長野県 

川流域下水道関

公共下水道 
千曲川 関連 

特  
し尿及び生活雑排水 長野県 

流域下水道

定環境保全公共下水道

農業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 須坂市 
合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等 
単独処理浄化槽 し尿 個人等 
し尿処理施設 し尿及び 槽汚泥 須高行 組合 浄化 政事務

雑  生活 泥 排水処理施設 雑排水簡易浄化槽汚 市・許可業者 
 

  

 



第３章 生活排水処理基本計画 
 

第１節  処理基本計画の内容 
（１）生活排水の処理計画 
①処理目標 

基本理念、基本方針を達成するため、おおむね全ての生活排水について、し尿と生活

雑排水を合併処理することを目標とし、下水道整備計画が平成 24 年度を整備目標とし

ていることから、平成 22 年度において全市の 85％を超える人が、公共下水道と農業集

落排水により処理するものとし、この実現のため、公共下水道への速やかな接続を促進

する。 

なお、一部の世帯は公共下水道及び農業集落排水施設の区域外となることから、それ

らの世帯は合併処理浄化槽による整備を進める。 

公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽を合わせた生活雑排水の整備目標を全市

の 92％とする。 

 

表２－３－１  現在及び計画目標年度における生活雑排水処理 

ア生活排水の処理の目標 

 現  在 

（平成 16 年度）

計画目標年度 

（平成22年度） 

生活排水処理率  注 1) 72.3% 92.2% 

公共下水道水洗化率 注 2) 72.0% 85.0% 

  ※注１)計画処理区域内人口に占める生活排水処理人口の比率 

   ２）供用開始区域内人口に占める接続人口の比率 

イ人口の内訳                      （単位：人） 

 現  在 

（平成 16 年度）

計画目標年度 

（平成22年度） 

1.行政区域内人口 53,804 53,500 

2.計画処理区域内人口 53,804 53,500 

3.水洗化・生活雑排水処理人口 38,921 49,327 
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ウ生活排水の処理形態別内訳               （単位：人）

  
現  在 

(平成 16 年度) 
計画目標年度 
(平成 22 年度) 

（１）計画処理区域内人口  注１） 53,804 53,500

  

（２）水洗化・生活雑廃水処理人口[(3)＋
(4)] 39,893 49,327

  （３）公共下水道等処理人口 35,140 45,509
    ①公共下水道人口 32,238 42,592
    ②農業集落排水人口 2,902 2,917
  （４）合併処理浄化槽人口 4,753 3,818

  

（５）水洗化・生活雑廃水未処理人口 
  （単独処理浄化槽人口） 272 51

  （６）非水洗化人口 13,639 4,122
（７）計画処理区域外人口 0 0
※注 1)須坂市後期基本計画の人口推計値を用いた。 

 

②生活排水を処理する区域 

生活排水の処理を行う区域は市内全域とし、処理方法は既に整備された地区及び計画

が定められた地域は計画どおりとしました。 

公共下水道は計画に基づき順次処理区域の拡張を図り、普及を促進することとし、農

業集落排水施設は計画した２箇所で事業が完了しており、引き続き接続を促進すること

とします。その他の地域においては、原則として合併処理浄化槽による処理を推進しま

す。 

これらに基づき生活排水を処理する区域の将来目標（平成 22 年）を図２－３－１に

示す。 

 

 

（２）し尿・汚泥処理計画 

①現 況 

し尿処理の収集、運搬は許可業者が実施しており、浄化槽汚泥の収集、運搬について

も許可業者が浄化槽清掃と併せて実施しています。また、本市のし尿処理及び浄化槽汚

泥は全量を須高行政事務組合（須坂市、長野市の一部、小布施町、高山村）で処理をし

ています。 

し尿・汚泥の最終処分については、し尿処理施設で脱水、乾燥及び焼却を行なってお

り、乾燥汚泥・焼却灰は、平成 16 年度は全量を肥料として活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 59





②し尿、汚泥の排出状況 

平成 16 年度実績（単位：kl） 

 し尿 浄化槽汚泥 計 

須 坂 市 17,073 1,879 18,952 

長野市の一部 

（若穂地区） 
7,350 606 7,956 

小布施町 1,263 89 1,352 

高 山 村 847 401 1,248 

計 26,533 2,975 29,508 

 

③し尿、汚泥の処理計画 

 アし尿、汚泥の収集運搬計画 

  収集区域の範囲・・・・・・本市の行政区域全域 

  収集運搬の方法 

・・・現在、許可業者により、バキューム車による収集運搬が行なわれており、

引き続き許可業者による収集運搬を行なう。また、し尿収集人口の減少に伴

い、現在の申込み制による収集方法の見直しなどより効率的な運営が求めら

れている。 

 

収集頻度： し尿・・・・・・随時（申込み制） 

      浄化槽汚泥・・・随時（申込み制） 

収集体制： し尿・・・・・・許可業者 

      浄化槽汚泥・・・許可業者 

 

イ中間処理計画 

し尿及び浄化槽汚泥の処理については、今後とも須高行政事務組合の業務として行

なうものであり、その計画策定は基本的に組合主体で行なうものであります。公共下

水道等の整備に伴い、し尿処理量が減少しており、処理施設の処理能力を大幅に下回

ることが予想され、処理に支障をきたすことが考えられ、現行処理体制の見直しが急

務となっています。そのため、長野広域連合では、管内のし尿処理施設を統廃合し、

広域処理を進めるため「広域化基本構想」を策定しました。 

今後、この計画を具体化し、処理施設の統廃合を進めていく必要がありますが、須

高衛生センターについては、下水道への投入をどのような方法で行なうかが課題とな

っています。 

 

ウ最終処分計画 

現在、組合のし尿処理施設で発生する汚泥は、し尿処理場に設置されている乾燥機

で、し尿残渣は焼却炉で処理されています。発生する乾燥汚泥と焼却灰は、肥料取締

法の登録を得て肥料として農地還元しており、今後もこうした資源化を継続していき

ます。 
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