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１．汚水処理施設整備構想 

 （１）汚水処理施設整備構想 

汚水処理施設整備構想とは、汚水処理施設の整備を、地域特性や地域住民

の意向を考慮し効率的かつ効果的に進めていくために、公共下水道、農業集

落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設について整備区域や整備手法、整備目

標等を定めるもので、汚水処理施設整備の基本方針となるものです。 

なお、大分市汚水処理施設整備構想（以下、「本構想」という。）は、「大分

県生活排水処理施設整備構想策定マニュアル H26.7」に基づき策定し、県内

の他市町村構想も合わせて大分県が取りまとめる大分県生活排水処理施設整

備構想２０１５に反映されるものです。 

下図は汚水処理施設整備事業のイメージを示します。 
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（２）汚水処理施設 

汚水処理の方法には、集合処理と個別処理に分けられます。 

集合処理とは、公共下水道のように家庭や事業所の汚水を管渠で送水し、ま

とめて１箇所で処理する方法で、概略は下図のとおりです。 

 

  

 

  

集合処理は、住宅等が密集した市街地等の汚水処理に適していますが、整備

に時間を要し、区域の中で集合処理を享受できる住民間で時間差が生じます。 

しかし、水質管理が１箇所で安定的に行われるという特徴があります。 
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個別処理とは、各家庭や事業所ごとに汚水を処理する方法で、概略は下図の

とおりです。  

 

     
 

 

個別処理は、住宅等がまばらな集落や中山間地区等の汚水処理に適しており、

管渠が必要ないため整備に時間はかかりません。 

しかし、浄化槽ごとに水質管理が必要で、浄化槽管理者が適正な維持管理を

行わなければなりません。 

 

（３）汚水処理施設整備の効果 

１）生活雑排水等の汚水が側溝や水路に流れ込まなくなり、ハエやカ等の発生 

を防ぐとともに悪臭もなくなります。 

２）水洗トイレの使用により、汲取りの手間や悪臭がなくなり、清潔で快適な 

生活環境になります。 

３）し尿や生活排水等を処理することから、川や海がきれいに保たれ、市民が

安心して集える水辺を提供できます。 

 

 

 

 

 

 

(一社)浄化槽システム協会HPより 
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２．大分市の汚水処理施設整備の現状と課題 

 （１）構想策定の趣旨   

本市の汚水処理施設整備は、公共下水道事業の全体計画を見直す際、国の都

道府県構想策定マニュアルに準じ、既公共下水道事業全体計画の区域が妥当

であることを検証したうえで、各種事業を進めてきました。 

しかし、全国的に人口減少・高齢化の進展等社会情勢の変化や経済情勢の低

迷等、汚水処理施設整備を取り巻く環境は急速に変化しており、その対応を

図るため、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構築に向けた都道府県構想策定マニュア

ル」を取りまとめ、都道府県構想見直しの推進について、通知があったとこ

ろです。 

これを受けて、平成27年度に大分県が大分県生活排水処理施設整備構想(以

下、「県構想」という。)を見直すこととなり、本市の汚水処理施設整備の特

性や地域の実情を勘案する中で県構想と整合性を図り、今回本構想を策定す

るものです。 

 

（２）現状 

本市の平成26年度末の汚水処理人口普及率は、78.5%(公共下水道 60.8%、

農業集落排水 0.4%、合併処理浄化槽 17.3％）となっています。 

下のグラフのとおり、本市の汚水処理施設で公共下水道が占める割合が

77.5％であり、本市の処理施設の根幹をなすものであります。 
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 （３）課題 

本市の課題として、下記に記載したようなことが挙げられます。 

   １）汚水処理の普及 

本市の普及率は全国平均（89.5%）から見ても低く、また、中核市の中で

も 43 市中 42番目と整備段階の都市であります。 

つまり、都市部の人口密集地域でも整備が済んでいないところがあるため、

汚水処理施設整備の促進に努める必要があります。 

   ２）経営状況 

本市公共下水道事業では、平成２６年度末の起債残額が900億円を超え、

本来使用料で賄わなければいけない費用について、平成２６年度決算では、

一般会計から 5億円を超える補填を受けている状況です。 

これからもより効率的で、効果的な汚水処理施設整備が必要です。 

３）既存施設の更新 

本市は５つの下水処理区があり、下水道施設として平成２６年度末現在、

管渠約１，７００キロメートルと５箇所の水資源再生センターおよび１２箇

所のポンプ場（汚水・雨水）を管理しています。 

古い施設では建設後４０年以上経過しているものもあり、近い将来、施設

を更新する時期が集中し、急激に更新費用が増大することが予想されます。  

今後の取り組みとして、更新の平準化等合理的、経済的に整備の効率化を

図る必要があります。 
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３．大分市汚水処理施設整備構想策定基本方針 

今回の策定でも、汚水処理施設整備の検討は経済比較を基本とします。 

あわせて、今後10年程度を目標に、地域ニーズや周辺環境への影響を踏まえ、

汚水処理施設整備が概ね完了※することを目指します。今後は指標とその目標値

を設定するとともに本構想並びに進捗状況を公表し、「下水道の見える化」をはか

ることで、客観性や透明性を確保し市民の理解を得るよう努めていきます。 

※県構想の 10 年概成(汚水処理人口普及率９０％)を達成するときの本市の汚水処理人口普及率とする。 

 １）検討方法 

次に示すフローの手順を踏んで、集合及び個別処理区域、いわゆる現在の公共

下水道全体計画区域の検証を行います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(処理施設の建設費

持管理費の増加分

＝(処理施設の建設費

 

 

 

 

２）検討区域の決定

検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象と

イメージで表すと次の図のようになります。

     

経済比較は

施している本市において、

算出し実情に応じた数値と

 

処理施設の建設費

持管理費の増加分

処理施設の建設費

 

 

３）各処理区における

プを検討区域と

その戸数が

区域と

家屋間限界距

距離のことであり、

次式から導かれます。

 

L ＝｛(浄化槽の建設費

設の維持管理費の増加分

 

公共下水道

(⾒直し前

※【耐用年数】

・Ｌ：家屋間限界距離

・管渠：

・処理場の土木建築物・機械電気設備全体：

・浄化槽の躯体・機器設備類：

２）検討区域の決定

検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象と

イメージで表すと次の図のようになります。

経済比較は、以下の算式に基づき行うことと

施している本市において、

算出し実情に応じた数値と

処理施設の建設費/33)+(処理施設の維持管理費

持管理費の増加分)+(管渠の建設費×

処理施設の建設費/33)+(処理施設の維持管理費

各処理区における

プを検討区域とします

その戸数が 10

区域となります。

家屋間限界距離

距離のことであり、

次式から導かれます。

浄化槽の建設費

設の維持管理費の増加分

公共下水道事業計画区域

下水道全体計画区域

⾒直し前) 

【耐用年数】：持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアルより

：家屋間限界距離

・管渠：72年 

・処理場の土木建築物・機械電気設備全体：

・浄化槽の躯体・機器設備類：

２）検討区域の決定 

検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象と

イメージで表すと次の図のようになります。

以下の算式に基づき行うことと

施している本市において、

算出し実情に応じた数値と

処理施設の維持管理費

管渠の建設費×L/72)+(

処理施設の維持管理費

各処理区における家屋間限界距離を設定し、その距離以内にまとまるグルー

します。 

10戸未満であれば個別処理区域、

。 

離とは、個別処理と集合処理の

距離のことであり、前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、

次式から導かれます。 

浄化槽の建設費/26)+(浄化槽の維持管理費

設の維持管理費の増加分)｝/(管渠の建設費

下水道事業計画区域

計画区域 

：持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアルより

：家屋間限界距離 

・処理場の土木建築物・機械電気設備全体：

・浄化槽の躯体・機器設備類：32年
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検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象と

イメージで表すと次の図のようになります。

以下の算式に基づき行うことと

施している本市において、過去の実績

算出し実情に応じた数値とします。 

処理施設の維持管理費)＋(

L/72)+(管渠の維持管理費×

処理施設の維持管理費)＋

家屋間限界距離を設定し、その距離以内にまとまるグルー

であれば個別処理区域、

個別処理と集合処理の

前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、

浄化槽の維持管理費

管渠の建設費/72

下水道事業計画区域 

：持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアルより

・処理場の土木建築物・機械電気設備全体：33年

年 

 

検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象と

イメージで表すと次の図のようになります。 

以下の算式に基づき行うこととします

実績から可能な限り建設費

 

(処理施設の建設費の増加分

管渠の維持管理費×L)

＋(浄化槽の建設費

家屋間限界距離を設定し、その距離以内にまとまるグルー

であれば個別処理区域、

個別処理と集合処理の

前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、

浄化槽の維持管理費)-(処理施設の建設費の増加分

/72＋管渠の維持管理費

：持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアルより

年 

検討区域は、公共下水道事業計画区域外を対象とします
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L) 
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個別処理と集合処理の 1 年当たりコストが均衡する

前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、

処理施設の建設費の増加分

＋管渠の維持管理費) 

公共下水道

：持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアルより

します。 

が、すでに各種事業を実

可能な限り建設費や維持管理費

処理施設の建設費の増加分/33)+(処理施設の維

/26)+(浄化槽の維持管理費

家屋間限界距離を設定し、その距離以内にまとまるグルー
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家屋間限界距離を設定し、その距離以内にまとまるグルー

戸以上であれば集合処理
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前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、

/33)-(処理施 
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を
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前述の式の浄化槽設置と処理施設の増加分の比較により、
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また、グループ化のイメージは

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

４）グループ分けされた検討区域

接続検討を行

先取り区域

そのグループの

ただし、

ループから検討

線）が接続不利を示してい

 

 

５）前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

経済性以外の要因を考慮して

す。 

 

公共下水道事業計画区域

公共下水道事業計画区域

イメージで表すと次の図のようになります。

また、グループ化のイメージは

               

 

グループ分けされた検討区域

接続検討を行います

先取り区域に近い下流のグループから検討を行い、個別

のグループの上流

ただし、最も近い

ループから検討を始めます

線）が接続不利を示してい

前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

経済性以外の要因を考慮して

下水道事業計画区域

下水道事業計画区域

で表すと次の図のようになります。

また、グループ化のイメージは

               

グループ分けされた検討区域

います。 

に近い下流のグループから検討を行い、個別

上流にある

最も近いグループが３）段階で個別の場合は、上流の直近の集合グ

を始めます

線）が接続不利を示してい

前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

経済性以外の要因を考慮して

下水道事業計画区域 

下水道事業計画区域 
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で表すと次の図のようになります。

また、グループ化のイメージは下図のようになります。

                

グループ分けされた検討区域を、先取り

に近い下流のグループから検討を行い、個別

にあるグループも個別処理と

グループが３）段階で個別の場合は、上流の直近の集合グ

を始めます。上記の図の矢印（実線）が接続有利、矢印（破

線）が接続不利を示しています。 

前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

経済性以外の要因を考慮して、集合処理区域と個別処理区域の設定を行

 

で表すと次の図のようになります。 

下図のようになります。

先取り区域(

に近い下流のグループから検討を行い、個別

グループも個別処理と

グループが３）段階で個別の場合は、上流の直近の集合グ

。上記の図の矢印（実線）が接続有利、矢印（破

前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

集合処理区域と個別処理区域の設定を行

公共

下図のようになります。 

(公共下水道事業計画区域

に近い下流のグループから検討を行い、個別

グループも個別処理とします。

グループが３）段階で個別の場合は、上流の直近の集合グ

。上記の図の矢印（実線）が接続有利、矢印（破

前述の結果を踏まえ、整備時期、水質保全効果、地域特性、住民の意向等の

集合処理区域と個別処理区域の設定を行

公共下水道事業計画区域

公共下水道事業計画区域

に近い下流のグループから検討を行い、個別判定となった場合は、

。 

グループが３）段階で個別の場合は、上流の直近の集合グ

。上記の図の矢印（実線）が接続有利、矢印（破
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5．アクションプラン 

本構想では、中期計画として汚水処理施設の 10 年概成（平成 37 年度）に向

けて、次のとおり、指標（ベンチマーク）を設定し指標を達成するための目標年

度及び取組を策定し、これをアクションプランとします。 

 

 １）指標（ベンチマーク） 

   汚水処理人口普及率 

 

 ２）目標 

   平成 37 年度末 ９０．６％ 

   平成 32 年度末 ８４．６％（中間年度） 

 

※汚水処理人口普及率（％）＝当該年度末の汚水処理人口/当該年度末の行政人口 

（汚水処理人口とは公共下水道、農業集落排水及び浄化槽の汚水処理施設を利用できる人口をいう。） 

※平成２６年度末の汚水処理人口普及率は 78.5%です。 

 

 ３）目標達成基本方針 

  ａ．コストキャップ 

公共下水道事業において、経営安定化のため、引続き、中期経営計画に基づ

き、投資額に上限を設定し収支バランスを考慮します。 

 

    ｂ．コスト縮減 

国の示すクイックプロジェクト等を積極的に採用し、工事コストを縮減する

ことで、整備面積当たりの事業費を引下げ、より多くの地域の整備を可能と

します。 

 

  ｃ．弾力的な整備手法 

早期に汚水処理が概成可能な手法の検討を行い、多岐にわたる整備手法を積

極的に活用します。 

 

ｄ．民間資金等の活用 

ＰＰＰ／ＰＦＩ事業による汚泥処理や管渠整備について、実現の可能性を検

討し、可能なものについては、積極的に活用します。 

 

ｅ．既存施設の有効利用 

これからの人口減少や節水型生活による流入減少により、余裕が生じる処理

場への分配等、既存施設の有効利用の検討を行います。 
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  ４）目標達成の取組（アクションプラン） 

  ａ．人口密度の高い地域の優先的整備 

これまでの事業進捗スピード化を図るとともに、人口密度のより高い地域か

ら整備することで、目標達成を目指します。 

 

ｂ．効率的な公共用水域の水質保全 

汲取り便槽やみなし浄化槽の割合の大きな地域を早期に整備することで、公

共用水域の水質保全に努めます。 

 

ｃ．効率的整備のための整備計画説明会 

接続促進も踏まえた、公共下水道整備が有効とされる住宅が密集している地

域や住民の要望等のある地域から整備計画説明会を開催し、早期接続を図り

ます。 

住民に対し、整備実施前に説明会を開催し住民意向を把握し、より効果的で

収益性の高い地区を優先的に整備します。 

なお、地区要望があり接続が確実な地区については、密集地区でなくても積

極的に整備します。 

 

ｄ．浄化槽整備の推進 

浄化槽についても事業進捗のスピード化を図るため、浄化槽設置整備費補助

基数を増やし、汚水処理施設として一体的に取り組みます。 

 

 ５）下水道の見える化 

汚水処理事業を進める上で整備だけではなく、公共下水道への接続や浄化槽

の維持管理等において、市民の理解と協力を得ることが重要です。 

そのため、策定した本構想の客観性・透明性の確保や、本構想の確実な実行

を図るため、指標（ベンチマーク）やその目標の進捗状況を公表します。 


