
第４章 接続検討

４－１．経済性を基にした集合処理・個別処理の判定

検討対象区域について、経済性を基に集合処理が有利か、個別処理が有利

かの判定を行う。

抽出した検討単位区域について、集合処理が有利となるか、個別処理が有

利となるかを、経済性を基に判定を行う。

判定にあたっては、検討単位区域について、計算シートを用いて、個別に

判定を行うものとする。

４－２.集合処理区域（確定区域含む）と個別処理区域との接続検討

４－１における経済比較結果に基づき、以下の検討を行い、集合処理区域

（確定区域含む）に個別処理区域を接続した場合の検討を行う。

（１）集合処理区域に個別処理区域を接続した場合の検討

（２）確定区域に個別処理区域を接続する場合の検討

（１）集合処理と判定された区域に個別処理と判定された区域を接続した場合

の検討

４－１の経済性をもとにした集合処理・個別処理の判定において、集合処

理が有利と判定された区域に、個別処理が有利と判定された区域を接続する

場合の検討を行う。この検討では、集合処理区域 A と個別処理区域 B につい

て、集合処理区域 A は集合処理、個別処理区域 B は合併処理浄化槽による整

備とした方が経済的か、集合処理区域 A と個別処理区域 B を管渠で接続し、

１つの集合処理区域として処理を行う方が経済的かを検討する。（図-4.1）

仮に、集合処理区域 A に個別処理区域 B を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 A＋B（集合処理区域 A＋個別処理区

域 B）と次の個別処理区域 C について、順次同様の手法を用いて接続検討を

行う。



図-4.1 集合処理区域と個別処理区域との接続検討イメージ

（２）確定区域に個別処理と判断された区域を接続する場合の検討

４－１の経済性を基にした集合処理・個別処理の判断において、個別処理

が有利と判断された区域を、確定区域に接続する場合の検討を行う。この検

討では、確定区域 A と個別処理区域 B について、確定区域 A は集合処理、個

別処理区域 B は合併処理浄化槽による整備とした方が経済的か、確定区域 A

と個別処理区域 B を管渠で接続し、1 つの集合処理区域として処理を行う方

が経済的かについて検討する。（図-4.2）

仮に、確定区域 A に個別処理区域 B を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 A＋B（確定区域 A＋個別処理区域 B）と

次の個別処理区域 C について、順次同様の手法を用いて接続検討を行う。

処理場（A＋B＋接続ルート沿い家屋）建設費
＋処理場（A＋B＋接続ルート沿い家屋）維持管

理費
＋処理場（A＋B＋接続ルート沿い家屋）用地費
＋個別処理区域（B）内管渠建設費

＋個別処理区域（B）内管渠維持管理費
＋接続管渠建設費
＋接続管渠維持管理費

＋個別処理区域（B）内と接続のためのマンホ
ールポンプ建設費及び維持管理費

処理場（A）建設費
＋処理場（A）維持管理費

＋処理場（A）用地費
＋個別処理区域 B合併処理浄化槽設置費
＋個別処理区域 B合併処理浄化槽維持管理費

＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽建設
費

＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽維持

管理費



図-4.2 確定区域と個別処理区域との接続検討イメージ

４－３.集合処理区域（確定区域含む）同士の接続検討

集合処理区域同士または集合処理区域と確定区域との接続検討を行う。検

討に当たっては、接続ルート沿いの家屋についても取り込みを行い、経済性

の検討を行うこととする。

（１）集合処理区域同士の接続検討

（２）確定区域と他の集合処理区域の接続検討

（１）集合処理区域同士の接続検討

前述の検討において、集合処理が有利と判定された区域同士の接続の検討

を行う。この検討では、集合処理区域 A と集合処理区域 B について、それぞ

れ単独の処理区として処理を行う方が経済的か、集合処理区域 A と集合処理

区域 B を管渠で接続し、1 つの処理区として処理を行う方が経済的かについ

て検討する。（図-4.3）

仮に、集合処理区域 A に他の集合処理区域 B を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 A＋B（集合処理区域 A＋他の集

確定区域の処理場（A＋B＋接続ルート沿い家
屋）建設費
＋確定区域の処理場（A＋B＋接続ルート沿い家

屋）維持管理費
＋確定区域の処理場（A＋B＋接続ルート沿い家
屋）用地費

＋個別処理区域（B）内管渠建設費
＋個別処理区域（B）内管渠維持管理費
＋接続管渠建設費

＋接続管渠維持管理費
＋個別処理区域（B）内と接続のためのマンホ
ールポンプ建設費及び維持管理費

確定区域の処理場（A）建設費
＋確定区域の処理場（A）維持管理費
＋確定区域の処理場（A）用地費

＋個別処理区域 B合併処理浄化槽設置費
＋個別処理区域 B合併処理浄化槽維持管理費
＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽建設

費
＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽維持
管理費



合処理区域 B）と次の集合処理区域 C について、順次同様の手法を用いて接

続検討を行う。

図-4.3 集合処理区域同士の接続検討イメージ

（２）確定区域と他の集合処理区域の検討

確定区域に、他の集合処理区域を接続する場合の検討を行うこととする。

この検討では、確定区域 A と集合処理区域 B について、それぞれ単独の処理

区域として処理を行う方が経済的か、確定区域 A と集合処理区域 B を管渠で

接続し、 1 つの処理区として処理を行う方が経済的かについて検討する。

（図-4.4）

仮に、確定区域に他の集合処理区域を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 A＋B（確定区域 A＋集合処理区域 B）と

次の集合処理区域 C について、順次同様の手法を用いて接続検討を行う。

処理場（A＋B＋接続ルート沿い）建設費
＋処理場（A＋B＋接続ルート沿い家屋）維持管
理費

＋処理場（A＋B＋接続ルート沿い家屋）用地費
＋接続管渠建設費
＋接続管渠維持管理費

＋接続に必要なマンホールポンプ建設費
＋接続に必要なマンホールポンプ維持管理費

処理場（A）建設費
＋処理場（A）維持管理費
＋処理場（A）用地費

＋処理場（B）建設費
＋処理場（B）維持管理費
＋処理場（B）用地費

＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽建設
費

＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽維持

管理費



図-4.4 確定区域と集合処理区域の接続検討イメージ

４－４.費用関数

経済比較に用いる費用としては、市実績資料が少ないため、ここでは、県

マニュアルにおける費用関数を採用し、経済比較を行う。

次頁に経済比較に用いる費用関数等を示す。なお、本検討においては、個

別処理における浄化槽汚泥は既存のし尿処理場で処理することに対し、集合

処理(下水、農集)においては、新規の処理施設が必要となると考えられるた

め、集合処理(下水、農集)においては、用地費(脱水工程まで)を考慮するこ

ととした。

なお、用地費単価(万円/m2)については、徳島県が公表している平成 26 年

地価公示価格の住宅地、商業用地のものから、住宅地の価格の平均より、

3(万円/m2)とし検討を行う。

表-4.1 用地費単価の設定

※徳島県平成 26 年地価公示 (徳島分 )より

※上記 3 点は下水及び農集未整備エリア

土地の用途 標準地番号 H26 価格(円)

住宅地 美馬-1 30,500

美馬-2 25,900

平均 28,200

商業地 美馬 5-1 68,800

既整備区域等の処理場（A＋B＋接続ルート沿
い）建設費

＋既整備区域等の処理場（A＋B＋接続ルート沿
い家屋）維持管理費

＋既整備区域等の処理場（A＋B＋接続ルート沿

い家屋）用地費
＋接続管渠建設費
＋接続管渠維持管理費

既整備区域等の処理場（A）建設費
＋既整備区域等の処理場（A）維持管理費

＋既整備区域等の処理場（A）用地費
＋処理場（B）建設費
＋処理場（B）維持管理費

＋処理場（B）用地費
＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽建設
費

＋接続ルート沿いの家屋の合併処理浄化槽維持
管理費



表-4.2(1) 経済比較における参考資料

※県マニュアル p34 より



表-4.2(2) 経済比較における参考資料

※県マニュアル p35 より



４－５．検討対象区域の設定

検討対象区域は、確定区域（既に集合処理で整備されている区域）の周辺

状況、住宅・商業施設・事業所等の密集状況、道路・河川の状況、地理的状

況、地域性等を踏まえ設定する。

本市においては、平成 22 年度に美馬市汚水処理構想(以後、汚水処理構想

(H22))を策定し、国道・河川・ＪＲ、地形等の条件を踏まえ、集合処理区域、

個別処理区域の設定を行い、策定した汚水処理構想に沿って、集合処理区に

おいては、公共下水道及び農業集落排水処理施設、個別区域については、合

併処理浄化槽により整備進めている。表-4.3、図 4-5 に汚水処理構想(H22)

において設定された集合処理区を示す。

表-4.3 汚水処理構想(H22)における集合処理区

※ No は、 H22 構想における処理区番号

No 地域名
処理区名
地区名

事業 備考

A-1 穴吹町 穴吹 特定環境保存公共下水道事業 整備完了

A-2 〃 知野 農業集落排水事業 〃

A-3 〃 宮内 農業集落排水事業 〃

A-4 脇町 井口東 農業集落排水事業 〃

A-5 〃 別所浜 農業集落排水事業 整備中

A-6 美馬町 喜来 農業集落排水事業 〃

A-7 脇町 脇町 特定環境保存公共下水道事業 未着手

A-8 美馬町 東原 農業集落排水事業 〃

A-9 〃 露口 農業集落排水事業 〃



図-4.5 既存の汚水処理構想(H22 年度策定)



図-4.6 に、汚水処理構想(H22)において集合処理区に設定された区域の整

備状況を示す。集合処理区域については、汚水処理構想(H22)において、市

全体で 865ha の区域を設定されている。汚水処理構想(H22)の策定後、本市

では、集合処理区において鋭意整備を進めてきているものの現況(平成 26 年

度)における整備済み区域は 354ha と、設定された集合処理区域の約 40％と

なっており、未整備区域が多く、脇町の公共下水道においては未着手の状況

となっている。

また、図-4.7 に、本市における合併処理浄化槽の設置状況を示す。家屋

等密集した集合処理区域内では、主に未整備区域において合併処理浄化槽が

設置された箇所が存在している。個別処理区域については、汚水処理構想

(H22)に基づき、合併処理浄化槽による整備を進めていることから、現在に

おいては、合併処理浄化槽が点在的に設置されている状況となっている。

以上のことから、個別処理区域については、合併処理浄化槽の整備が進め

られ、合併処理浄化槽が既に点在していることを踏まえ、今後も合併処理浄

化槽による整備区域（個別処理区域）とし、本検討においては、未整備区域

が多く残る集合処理区を対象に、集合・個別処理の判定を行うこととする。

図-4.8 に検討対象区域の概要を示す。

＜検討対象区域の設定＞

・汚水処理構想(H22)に沿って、集合・個別区域とも整備を

進めている。

・集合処理区の整備状況は約 40％と、まだ未整備区域が多

く残っている。

・個別処理区においては、合併処理浄化槽による整備が進め

られている。

・検討対象区域として、汚水処理構想(H22)の集合処理区に

おける未整備区域を対象とする。

(※個別処理区域については、今後も合併処理浄化槽による整備を進める。 )



図-4.6 汚水処理構想における集合処理区の整備状況(H26 年度末)
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図-4.7(2) 合併処理浄化槽の設置状況(集合処理区域周辺の拡大)



図-4.8 検討対象区域図



【参考 H22 汚水処理構想における検討対象区域を設定した方針（１/２）】

（１）穴吹町

本区域は、特定環境保全公共下水道で集合処理区域として以前から設定

されており、事業認可区域内の舞中島地区を中心に整備中である。現状の

認可区域からの拡大については、管路の埋設に際し、国道・河川・ＪＲ、

地形等の制約条件も厳しい占用となり、工事費も割高になる傾向で工期の

遅延性も考えられるため、現状の認可区域以外は検討対象区域として設定

しないものとする。

（２）脇 町

①曽江谷川以東

曽江谷川以東については集合処理の核となる区域が存在せず、集合処

理をするためには曽江谷川よりも西側の集合処理区域に接続をする必要

がある。

曽江谷川の川幅は 250ｍ以上あり、維持管理上の支障や事故の発生確

率、河川管理者との調整を考慮すると、曽江谷川以東は西側の核となる

区域への接続が困難とされるため、当該区域は検討対象区域から除外す

る。

②曽江谷川以西

ここでは集合処理の核となる区域が 2 区域ある。

当該範囲はほぼ区域が集合処理区域に接続可能となり、地形的にポン

プが必要な箇所や数軒しか家屋がない区域などが点在する形となる。

集合処理と個別処理が同じ地区内で混在する場合、管理上煩雑となり、

また、地縁性の観点からも、都市計画区域内については集合処理（公共

下水道）とする。

一方、北側の都市計画区域外の区域については集合処理区への接続が

可能な区域もあるが、１つの処理区が大きくなると整備効果の発現が遅

れるため、都市計画区域外の区域については接続を行わない。接続を行

わない場合には、集合処理の核となる区域が存在しないため、都市計画

区域外については個別処理により対応する。

③井口谷川～野村谷川（別所浜地区農業集落排水区域以西）

当該区域では集合処理の核となる区域が 1 箇所ある。

地形上、県道より北側では急激に標高が高くなり、家屋密度も低くな

ることから、山側の区域で商業施設等がないものについては個別処理と

する。また、集合処理と判定された地区についても別所浜地区（農集排

既整備）への接続を行う。



【参考 H22 汚水処理構想における検討対象区域を設定した方針（２/２）】

（３）美馬町

①野村谷川～喜来地区（農集排）

芝坂、川原町地区には一部住宅が密集した地区があるが、集合処理区

域とはならず、道路の起伏もあるため、基本的に個別処理区域とする。

農業集落排水事業を採択している喜来地区の東側の地区は比較的開け

ており、集合処理が有利である。単独処理区での整備も考えられるが、

経済性のみでなく維持管理性の効率等も考慮して喜来地区との統合で検

討を行う。

②鍋倉谷川～中野谷川

当該地区の住宅隣接区域を集合処理で妥当か検討する。

③中野谷川～高瀬谷川

当該地区の住宅隣接区域を集合処理で妥当か検討する。



４－６．接続検討結果

（１）脇町地域の検討

脇町地域において、前述を踏まえ接続検討した結果を次頁以降に示す。



（２）美馬地域の検討

美馬町地域において、接続検討した結果を次頁以降に示す。



（３）脇町地域、美馬町地域における接続検討結果のまとめ

前節の脇町地域、美馬町地域における接続検討結果(A-5～A-9)と整備が完

了している集合処理区(A-1～ A-4)を表-4.4 に示す。接続検討結果を図-4.9

に示す。

表-4.4 接続検討結果における集合処理区

面積 戸数 人口

No 処理区名 (ha) (戸) (人)

A-1 穴吹 特環 95.00 948 2,124 整備完了

A-2 知野 農集 5.70 36 81 〃

A-3 宮内 農集 50.00 83 186 〃

A-4 井口東 農集 43.10 163 366 〃

A-5 別所浜 農集 89.44 555 1,248 整備中

A-6 喜来 農集 160.80 958 2,185 〃

A-7 脇町 新規 326.19 2,831 6,370 未着手

A-8 東原 新規 58.44 452 1,031 〃

A-9 露口 新規 50.51 944 944 〃

処理区
事業 備考



図-4.9 接続検討結果
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ここで、新規の事業着手が必要な処理区は、表 -4.4 より、 A-7：脇町、

A-8：東原及び A-9：露口の３箇所である。

A-7：脇町については、都市計画区域であり、脇町地域における中心街を

含んでおり、既存の他処理区を含め、汚水処理対象人口が一番多い区域とな

っている。そのため、A-7：脇町については、集合処理区として整備を行う

こととする。

A-7 脇町処理区(新規)：集合処理区として設定

＜設定理由＞

・都市計画区域であり、汚水処理対象人口が多い。

A-8：東原、A-9：露口については、汚水処理構想(H22)において農業集落

排水事業として整備する区域として設定されているが、本市の集合処理区域

の整備状況が低い状況で、整備を優先する区域としては、既存施設を利用す

る A-5：別所浜、A-6：喜来、また、汚水処理対象人口が多い A-7：脇町が挙

げられる。また、A-8：東原、A-9：露口については、新規の処理場建設が必

要となる地区である。そのため、A-8：東原、A-9：露口については、事業着

手にとりかかる時期が大幅に遅れてくる区域となってくるが、当該区域につ

いては、既に合併処理浄化槽が設置された状況(図-4.10)である。

以上のことから、A-8：東原、A-9：露口については、既に合併処理浄化槽

が点在している状況及び整備完了まで長期間を要することを踏まえ、本構想

においては、合併処理浄化槽による整備区域（個別処理）とする。

A-8 東原地区(新規)、A-9 露口地区(新規)：個別処理区として設定

＜設定理由＞

・既存の他処理区の整備状況が低く、既存施設を利用する

他処理区を優先し整備する方針である。

・新規の処理場建設が必要であり事業着手に時間を要する。

・事業着手及び整備完了までに長期間を要する。

・既に合併処理浄化槽による整備が進んでいる。

なお、美馬地区統合小学校が新設される美馬中学校周辺(井川自治会)につ

いては、喜来地区へ取り込むことが決定しているため、喜来地区へ接続する

こととする。取り込み区域及び経済比較は図-4.11 と表-4.5 に示すとおりで

あり、取り込むことによる経済性で優位であることを確認した。



図-4.10 合併処理浄化槽の設置状況
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合併比率 (％ )＝ 合併処理浄化槽設置建物数÷建物数× 100

(※ 検討 単位区域毎 )



表-4.5 経済性比較結果

(美馬中周辺を喜来地区への取り込み)

図-4.11 合併処理浄化槽の設置状況

喜来地区

凡例

：自治会境界

：取り込み区域



参考１ 自治会図 参考２ 美馬中周辺の家屋配置状況

凡例

：取り込み区域

：検討単位区区域

● ：家屋・事業所

● ：家屋・事業所

(合併処理浄化槽設置 )



以上のことから、本市の処理区域をまとめると表-4.6 のようになる。

本検討における接続検討結果のまとめを図-4.12 示す。

表-4.6 処理区域の設定

※A-8：東原、A-9：露口は個別処理区とした。

面積 戸数 人口

No 処理区名 (ha) (戸) (人)

A-1 穴吹 特環 95.00 948 2,124 整備完了

A-2 知野 農集 5.70 36 81 〃

A-3 宮内 農集 50.00 83 186 〃

A-4 井口東 農集 43.10 163 366 〃

A-5 別所浜 農集 89.44 555 1,248 整備中

A-6 喜来 農集 173.10 979 2,232 〃

A-7 脇町 新規 326.19 2,831 6,370 未着手

処理区
事業 備考



図-4.12 接続検討結果まとめ
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４－７．確定区域同士の接続検討(処理区の統合)

ここでは、前述までに設定した確定区域において、比較的隣接している以

下のものについて、接続検討を行う。

【確定区域同士の接続検討】

１）下水道 脇町処理区を穴吹処理区へ接続

２）農集 知野地区を宮内地区へ接続

１）下水道 脇町処理区を穴吹処理区へ接続

脇町処理区を整備が完了し隣接している穴吹処理区へ統合した場合の接続

検討を行う。

表-4.7 確定区域の諸元

脇町処理区は未着手の処理区であり、本検討では、下水処理場の建設位置

の特定は行っていない。ここでは、脇町処理区を穴吹処理区へ接続した場合

の検討を行うため、脇町処理区において地盤が低く周辺家屋が少ない図

-4.13 に示す位置を想定し検討を行う。

図-4.14 に接続ルートを示す。ここで、脇町処理区を穴吹処理区へ接続す

る場合、脇町の下水処理場からポンプで圧送することとし、途中、１級河川

である吉野川を横断する必要がありため、横断する国道 193 号線の穴吹大橋

に添架できるものとし検討を行った。経済性における検討結果を表-4.7 に

示す。

費用比較した結果、2 処理区を接続する場合の費用が有利という結果とな

った。なお、今回の検討における課題を次頁に示す。

面積 戸数 人口

No 処理区名 (ha) (戸) (人)

A-1 穴吹 特環 95.00 948 2,124 整備完了

A-7 脇町 新規 326.19 2,831 6,370 未着手

処理区
事業 備考



＜脇町処理区を穴吹処理区へ統合する際の課題＞

①接続ルートとして、吉野川横断においては、国道 193 号線の穴吹大

橋に添架できることを前提とした検討としている。そのため、事業

を実施する際には、荷重等の詳細な検討を行った上で、関連部局と

の協議を行い、穴吹大橋への添架について了承を得る必要がある。

②脇町処理区の汚水を穴吹浄化センターで処理を行うため、処理施設

の増設を行う必要がある。統合後の水量が約 7,700m3/日 (日最大)

となり、穴吹浄化センターの現有施設能力 1,200m3/日に対して、

約 6 池分の増設が必要となることから、現在での処理場敷地内での

設置が困難であることから、別途、増設用の処理場敷地を確保する

必要がある。

③処理区の統合により、下水処理場は一括管理となるが、脇町処理区

からの送水のため、ポンプ場を設置する必要があり、ポンプ場の管

理が必要となってくる。

本構想においては、現段階において脇町処理区は事業未着手であることや

上記の課題等を踏まえ、今後、事業着手が確定した時点で、接続ルート(吉

野川の横断)等を含め、2 地区の接続を検討することとする。



図-4.13 脇町処理区下水処理場想定位置図

図-4.14 接続状況(脇町処理区→穴吹処理区)



表-4.7 経済性比較結果(脇町処理区を穴吹処理区へ統合)



２）農集 知野地区を宮内地区へ接続

ここでは、整備が完了し隣接している穴吹町地域の知野地区、宮内地区の

農集 2 処理区の接続検討を行う。

表-4.8 確定区域の諸元

2 処理区の現在の処理状況を表-4.9 に示す。処理場規模の大きい宮内地区

に知野地区の汚水を接続するケースを検討する。なお、現状において、2 地

区の日平均汚水量の合計(未接続分を考慮)は、宮内地区の既存の処理能力の

範囲内であることが確認できる。

表-4.9 接続検討結果における集合処理区

接続方法としては、地形条件より、知野地区の汚水をポンプ圧送すること

とした。接続ルートを図-4.15 に、経済性における検討結果を表-4.10 に示

す。

費用比較した結果、2 地区を接続する場合の費用が有利となった。これは、

処理場統合によるスケールメリットが働いたものと考えられる。

将来、農集排施設が老朽化し、抜本的な改築更新が必要となった時点で、

2 地区の接続を検討する。

面積 戸数 人口

No 処理区名 (ha) (戸) (人)

A-2 知野 農集 5.70 36 81 整備完了

A-3 宮内 農集 50.00 83 186 〃

処理区
事業 備考

面積 処理能力
区域全体にお

ける想定水量

年間 日平均 日最大 処理区域内 水洗化 日平均

(ha) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (m3/日) (人) (人) (m3/日)
① ② ③ ④=③/365 ⑤=④/0.7 ⑥ ⑦ ⑧=④*⑥/⑦

知野 5.7 45 8,162.6 22.4 32.0 103 101 22.8

宮内 50 126 19,307.0 52.9 75.6 237 184 68.1

計 55.7 27,469.6 75.3 107.6 340 285 90.9

※農集は日平均汚水量で施設規模を設定

人口汚水量
処理区名

現況(H26年度)



表-4.10 経済性比較結果

図-4.15 接続状況(知野→宮内)



４－８．汚水処理構想区域の設定

前節の検討により、本市の処理区域をまとめると表-4.11 のようになる。

本構想における汚水処理構想図を図-4.16 示す。

表-4.11 処理区域の設定

※A-8：東原、A-9：露口は個別処理区とした。

面積 戸数 人口

No 処理区名 (ha) (戸) (人)

A-1 穴吹 特環 95.00 948 2,124 整備完了

A-2 知野 農集 5.70 36 81 〃

A-3 宮内 農集 50.00 83 186 〃

A-4 井口東 農集 43.10 163 366 〃

A-5 別所浜 農集 89.44 555 1,248 整備中

A-6 喜来 農集 173.10 979 2,232 〃

A-7 脇町 新規 326.19 2,831 6,370 未着手

処理区
事業 備考



図-4.16 汚水処理構想図
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