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１－１．美馬市の汚水処理人口普及率

　徳島県の汚水処理人口普及率は、55.7%（全国ワースト1位）と全国平均89.5%に

対して大きく立ち遅れており、美馬市においても48.9%（県内１２位）と低い状況に

あるため、汚水処理施設の整備が急務の課題となっています。

　※ 汚水処理人口普及率＝（下水道人口＋農業集落排水人口＋合併浄化槽人口）／総人口

１－２．構想策定にあたっての方針

　本市では、高齢化による過疎化、財政規模の縮小などの問題も抱えており、従前の

人口増加を前提とした計画から、汚水処理施設を持続的かつ適切に整備・管理できる

よう、市の現状に対応した整備手法を検討します。

　本構想は、過去の汚水処理構想について見直しを行い、以下の項目の調査・検討作業

を行うことにより策定しました。

３－１．構想の目標年次

【平成26年度末の汚水処理人口普及状況】

【構想策定の課題・方針】

【構想策定のフロー】

【構想目標・事業完了までの流れ】

１．総 論

美 馬 市 (31,176人)
汚水処理人口普及率 48.9% (15,251人)
下水道処理人口普及率 8.7% (2,709人)

農業集落排水整備率 8.6% (2,678人)
合併処理浄化槽人口普及率 31.6% (9,864人)

全国平均
汚水処理人口

普及率
89.5%

徳島県
汚水処理人口

普及率
55.7%

少子高齢化による人口減少

課題

財政規模の縮小

構想策定の方針

早期の汚水処理の概成
持続可能な整備手法を検討

２．構想策定の手順

①基礎調査 ②構想ﾌﾚｰﾑ値の設定 ③検討区域の設定 ④整備手法の選定

⑤汚泥処理方針の決定 ⑥段階的整備方針の決定

３．構想フレーム値の設定

長期目標
平成47年度

事業完了予定
平成57年度

中期目標
(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ)
平成37年度

構想
策定



３－２．人口予測

　平成22年度の国勢調査を基準とし、「コーホート要因法」にて将来人口を算出

しました。

３－３．概略汚水量原単位の設定

○家庭汚水量：（生活汚水量＋営業汚水量）＋地下水量

○地下水量　： 家庭汚水量【日最大】の10%相当

　徳島県汚水処理構想策定マニュアルに準じ、下水道施設建設費と合併浄化槽建設費、各

々の維持管理費から、集合処理区域（公共下水道、農業集落排水施設等）と個別処理区域

（合併浄化槽）の費用比較を行い、処理区域を設定しました。　さらに、地域の土地利用

状況、施設整備にあたっての要件（国道・鉄道・河川）等を踏まえ、合理的な集合処理単

位を設定しました。

【集合・個別処理の経済比較における均衡点】

【汚水量原単位の設定】

　　　　　　　 　　【将来行政人口予測】　　　　　           単位：人

日平均 370㍑/人･日 (0.7)：日最大 510㍑/人･日 (1.0)：時間最大 970㍑/人･日 (2.0)

基準年・・・平成22年度 人口32,481人

生活・営業汚水量
320㍑/人･日
（給水実績より）

地下水量
50㍑/人･日

（日最大汚水量の10%）

日平均汚水量 370㍑/人・日

４．検討単位区域の設定

項目
Ｈ26
(実績)

H32 H37
(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ)

H42 H47
(長期目標)

行政人口 31,176 29,332 27,865 26,664 25,529



　美馬市は、脇町の一部が都市計画区域に設定されていますが、概ね市内全域が農業振興

地域であります。整備手法の選定にあたり、適用可能な事業種別は以下の事業となります。

『検討区域図』参照

（１）穴 吹 町

（他区域の検討内容）

　穴吹処理区の区域拡大を検討しましたが、管路埋設の際に国道・河川・ＪＲの占

用が必要で、工事費が割高となり、工期の遅延性等が考えられるため、現在の認可

区域以外は検討対象外としました。

（２）脇　町

【適用する整備手法について】

①特定環境保全公共下水道（下水道）
②農業集落排水事業

５．整備手法の選定

集合処理

①浄化槽市町村整備推進事業
②浄化槽（個人設置型）

個別処理

６．集合処理区域 ～検討単位・整備手法のまとめ～

①穴吹処理区（特定環境保全公共下水道）
処理区域 ： 穴吹・尾山・舞中島地域の一部
区域面積 ： 95ﾍｸﾀｰﾙ

目標年次H47処理人口 ： 2,124人(948戸)
事業期間 ： 平成9年度～平成26年度(整備済)

穴吹浄化

センター

②知野地区：（農業集落排水施設）

処理区域 ： 知野・宮内地域の一部
区域面積 ： 5.7ﾍｸﾀｰﾙ

目標年次H47処理人口 ： 81人(36戸)
事業期間 ： 平成7年度～平成10年度(整備済)

知 野

処理場

③宮内地区：（農業集落排水施設）

処理区域 ： 宮内・調子野・田方地域の一部
区域面積 ： 50ﾍｸﾀｰﾙ

目標年次H47処理人口 ： 186人(83戸)
事業期間 ： 平成12年度～平成16年度(整備済)

宮 内

処理場

①脇町処理区（特定環境保全公共下水道） ★新規予定区域
処理区域 ： 曽江谷川以西の助松地域までの間（都市計画区域の平坦部）
区域面積 ： 326ﾍｸﾀｰﾙ

目標年次H47処理人口 ： 6,370人(2,831戸)
事業期間 ： 平成30年度～平成57年度(新規)

②井口東地区：（農業集落排水施設）

処理区域 ： 岩倉・別所上地域の一部
区域面積 ： 43.1ﾍｸﾀｰﾙ

目標年次H47処理人口 ： 366人(163戸)
事業期間 ： 平成6年度～平成12年度(整備済)

井口東

処理場



（他区域の検討内容）

Ⅰ．都市計画区域内の平坦部を集合処理とし、山間地、家屋密度が低い、商業施設

　　等が少ない地域は、個別処理としました。

Ⅱ．曽江谷川以東は、脇町処理区へ接続するための橋梁添架延長が長く、集合処理

　　の核となる区域が存在しないため、個別処理としました。

Ⅲ．都市計画区域外の地域は、整備効果・経済性を考慮し、個別処理としました。

（２）美 馬 町

（他区域の検討内容）

　野村谷川から喜来地区（農業集落排水既整備区域）の平坦な住宅密集地を喜来処

理区へ接続し、道路の起伏があり集合処理が不利となる地域を個別処理としました。

　また、鎌倉川より以西の東原地区、露口地区については、経済性の他、合併浄化

槽の整備が進んでいることや汚水処理の早期整備を図る必要があることを踏まえ

個別処理としました。

（２）木 屋 平

　家屋密度が低く、道路の起伏もあることから、整備効果・

経済性等を考慮して、全区域を個別処理としました。

③別所浜地区：（農業集落排水施設） ★拡大予定区域

処理区域 ： 岩倉・別所・井口地域の一部
区域面積 ： 49.9ﾍｸﾀｰﾙ
目標年次H47処理人口 ： 575人(256戸)

事業期間 ： 平成8年度～平成16年度(整備済)
◇処理場機能を増強し、以下の区域を接続します。
処理区域 ： 木ノ内・野村・井口・小星地域の一部

区域面積 ： 39.5ﾍｸﾀｰﾙ
目標年次H47処理人口 ： 673人(299戸)
事業期間 ： 平成32年度～平成37年度(新規)

別所浜

処理場

①喜来地区：（農業集落排水施設） ★拡大予定区域
処理区域 ： 宮西・銀杏木・寺の下・願勝寺・鍵掛井出縁

・喜来・妙見・大宮西・天神・天神北地域の一部

区域面積 ： 110ﾍｸﾀｰﾙ
目標年次H47処理人口 ： 983人(431戸)

事業期間 ： 平成16年度～平成21年度(整備済)
◇処理場機能を増強し、以下の区域を接続します。
処理区域 ： 中宗重・駅・蛭子・中山路・土ヶ久保・鍵掛滝ノ宮

地域の一部
区域面積 ： 63.1ﾍｸﾀｰﾙ
目標年次H47処理人口 ： 1,249人(548戸)
事業期間 ： 平成28年度～平成36年度(新規)

喜来処理場



　本市では、汚水処理人口普及率が低く、現在も多くの家屋で汲み取り式トイレや単独浄

化槽が使用されています。本市の汚泥の処理については、下水道で発生した汚泥は場外搬

出処分し、埋立及び堆肥化として有効利用しています。また、し尿、浄化槽汚泥、農業集

落排水施設からの汚泥は、吉野川環境整備組合吉野川浄園で処理を行い埋立処分していま

す。

７－１．発生汚泥量の推計

　右表に旧町村単位の年間発生汚泥量

を示します。

７－２．汚泥処理の方向性

　汚泥処理の方向性としては、生活排

水処理計画(H27.11)に示されている

とおり、現在の処理形態を維持し、

汚泥処理を進めていきます。

７－３．汚泥処理による今後の課題

　し尿・浄化槽汚泥の処理を行っている吉野川環境整備組合吉野川浄園については、供用

を開始してから施設の更新を迎える時期が迫っていることから、今後、汚水処理施設を段

階的に整備していく中で、農業集落排水処理施設へのし尿・浄化槽汚泥の投入、コンポス

ト化等の検討や事業間連携を含めた汚泥処理計画について検討を行います。

７．汚泥処理の方針

【年間発生汚泥量の推計】

穴吹町 特環 穴吹 37.2 34 32 30.5 29.1

穴吹町 農集 知野 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

穴吹町 農集 宮内 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

脇町 農集 井口東 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

脇町 農集 別所浜 0.8 0.7 1.5 1.5 1.4

美馬町 農集 喜来 1.4 2.2 2.8 2.7 2.5

脇町 特環 脇町 0.0 0.0 8.6 29.2 48.2

合併浄化槽 上記以外 10.9 13.8 15.0 17.4 17.5

20.9 14.6 9.0 3.1 0.0単独浄化槽、汲み取り等

H26
(現況)

H32 H37年 H42年 H47年地域名
事業の
名称

処理区
域名

地区名

発生汚泥量（m3/日）



　本構想における処理施設の整備計画と概算事業費を以下に示します。

９－１．整備目標

　　汚水処理人口の普及率向上を目指し、以下の整備目標を設定しました。

９－２．整備推進するためのアクションプラン

　　汚水処理の整備にあたり、推進活動としてのアクションプランを設定しました。

【汚水処理の整備目標】

　　　　　　【美馬市　汚水処理計画事業表】 (単位：百万円)

現況 整備目標

平成26年度 平成47年度

31,176 29,332 27,865 26,664 25,529 25,529

2,709 2,479 2,965 4,351 5,639 8,494

2,678 3,272 4,503 4,304 4,113 4,113

9,864 12,444 13,489 15,639 15,777 12,922

15,251 18,195 20,957 24,294 25,529 25,529

8.7 8.5 10.6 16.3 22.1 33.3

48.9 62.0 75.2 91.1 100.0 100.0

下水道処理人口普及率  (％)

汚水処理人口普及率　   (％)

平成32年度

汚水処理施設整備人口  　 (人)

平成37年度 整備完了

集 落 排 水 処 理 人 口     (人)

合併処理浄化槽処理人口  (人)

目標年次

行　 政 　人　 口　　           (人)

下 水 道 処 理 人 口         (人)

平成42年度

８．段階的整備計画の決定

９．整備目標およびアクションプラン

効率的な整備拡大
コスト縮減工法の導入

供用開始区域の接続推進
早期接続補助の継続実施

汚水処理の知識向上
パネル展、出前講座の開催

合併浄化槽の整備促進
設置の助成金継続実施

事業費計

450 4,893

1,073

5,966

672

169 169

841

1,130

19 19 37

1,167

7,974

1,073

672

551

事業費計 597 2,934 1,125 1,125 2,193

570

処理場施設

事業費
597

農業集落排水施設 管路施設
578

841

処理場施設

事業費

2,193

農業集落排水施設 管路施設

1,125 1,125

1,125

処理場施設

1,125 2,193
事業費

1,523

喜来処理区

脇町処理区

特環公共下水道 管路施設

H28～H32 H33～H37 H38～H42 H43～H47 H48～H57処理区域 事業

別所浜処理区
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宮内処理区
H47：186人

知野処理区
H47：81人

穴吹処理区
H47：2,124人
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中
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明連川

脇町処理区
H47：6,370人

井口東処理区

H47：366人

別所浜処理区
H47：575人

喜来処理区
H47：983人

A-8
東原地区

個別処理へ
A-9

露口地区
個別処理へ

凡 例

特定環境保全公共下水道

農業集落排水施設

未整備区域

集合から個別へ変更

上記以外 個別処理区域

都市計画区域

T

T

T

T

T

T

喜来・拡大区域
H47：1,639人

別所浜・拡大区域
H47：1,376人

美馬中周辺・拡大区域
H47：51人

検 討 区 域 明 図


