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１．はじめに 

本町の下水道は、昭和 63 年に基本計画を策定して以来、整備を進めてまいりましたが、

厳しい財政状況、急速に進む少子高齢化、地球環境問題などにより下水道を取り巻く環境

は大きく変化しています。 

そこで、国土交通省は、平成 17 年 9 月に「下水道ビジョン２１００」を、平成 19 年 6

月には「下水道中期ビジョン」を策定し、下水道の基本的な方向と具体的な施策の考え方

を示しました。これを受け北海道は、平成 21 年 3 月に「北海道地方下水道ビジョン」を策

定し、各地方公共団体がそれぞれの視点で地域特性を考慮した下水道ビジョンを策定し、

具体的な事業計画の方向性を定めることとしています。 

このようなことから、今後 10 年間の新十津川町の下水道が目指すべき将来目標と、取り

組むべき施策を町民の皆様にご理解いただくため、「新十津川町下水道中期ビジョン」を策

定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-１ 「新十津川町下水道中期ビジョン」の位置づけ
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１．１ 中期ビジョンとは 

 

 

 

 

具体的には 

人口減少など社会情勢の変化を踏まえた全体計画の見直しを行うなかで、 

○限られた財源の中で多様な課題に対応するための方向付けをする。 

○下水道事業の仕組みや必要性、整備目標などを地域住民等にわかりやすく説明する。 

○地域住民に対する説明責任を果たし合意形成を図り、効率的で信頼性の高い事業運営に

つなげる。 

 こと等を目的として、国土交通省が各地方公共団体に策定を促しているものです。 

 

これに際し、国土交通省と（社）日本下水道協会は、「下水道ビジョン２１００」や「下

水道中期ビジョン」等の策定を通じ、今後の下水道の方向性や施策のあり方等を示してい

ます。 

また、北海道開発局・北海道・札幌市も同様な考え方から「北海道地方下水道ビジョン」

を策定しています。 

 

下水道中期ビジョンに定める主な内容としては、次の項目が挙げられます。 

 

○基本方針 

地域の現状と課題を踏まえ、地域の将来像の実現に向けた下水道の取り組み方針を

定めます。 

 

○整備目標 

地域住民にとって、理解しやすい目標を設定します。 

 

○具体的施策 

事業の重点化の観点も踏まえ、どのような地区を対象として、どのような事業に取

り組むかについて定めます。その際、施策の総合化の観点から、下水道事業と連携し

て実施する他事業や住民等の参加も考慮します。 

 

○管理と経営に関する事項 

長期的な収支の見通しに基づき、経営計画の策定に当っての収入確保、支出削減に

向けた方針や具体的な方策等を記載します。 

 

 

 

下水道中期ビジョンとは、 

目指すべき下水道の将来目標と、 

その実現に向けたおおむね１０年間に取り組むべき施策を示したものです。
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(1) 下水道ビジョン２１００(国土交通省) 

下水道から「循環のみち」への１００年の計 

― 地域の持続的な発展を支える２１世紀型下水道の実現 ― 

 

国土交通省は、100 年という長期の将来像を見据えた下水道の方向性、それらを具体

化する様々なアイデア等を提示し、平成 17 年 9 月に「下水道ビジョン２１００」とし

てとりまとめました。 

ビジョンでは、持続可能な循環型社会を構築するため、これまでの「普及拡大」中

心の 20 世紀型の下水道から、「健全な水循環と資源循環」を創出する 21 世紀型下水道

への転換を目指すべきとしています（基本コンセプト「循環のみち」）。 

そして、「循環のみち」実現のために「水のみち」「資源のみち」「施設再生」という

三つの基本方針を提示しています。 

また、国土交通省下水道部では、「循環のみち下水道」成熟化検討委員会を設置し、

成熟期を迎える下水道界の戦略と国の取るべき具体的な行動について、3つの軸「下水

道界の持続性の確保」、「貢献する分野の拡大」、「貢献する地域の拡大」とし、それら

の「7つの戦略」を定め、各戦略における「国の行動」を検討し、今後の方向性として

とりまとめを行っています。 

 

(2) 下水道中期ビジョン（国土交通省） 

～「循環のみち」の実現に向けた１０年間の取り組み～ 

・下水道の課題と下水道を取り巻く状況→中期の下水道政策のあり方 

 

国土交通省は、「下水道ビジョン２１００」に示された新たな下水道施策のコンセプ

トである「循環のみち」と、これを支える「水のみち」、「資源のみち」及び「施設再

生」の 3 つの基本方針を踏まえつつ、現下の下水道が直面している課題を解消するた

め、中期（概ね 10 年程度）の下水道政策の基本方向と施策ごとの整備目標及び具体施

策の考え方についてとりまとめました。 

 

(3) 北海道地方下水道ビジョン（北海道開発局・北海道・札幌市） 

『北の大地を支える持続可能な下水道』 

平成 21 年 3 月、北海道開発局・北海道・札幌市は、これからの北海道地方の下水道

事業のあり方などを地方から考え、発信する「北海道地方下水道ビジョン」を策定し

ました。 

本ビジョンは、北海道地方下水道ビジョン策定委員会の審議と地域住民からの意見

を踏まえ、「北の大地を支える持続可能な下水道」の基本理念のもと、今後の北海道地

方の下水道が目指す 3 つの目標像（暮らし・自然・地域活力）を実現するために取り

組むべき方向性を示しています。 
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１．２ 各計画との関連 

本ビジョン策定の前提となる下水道計画諸元（計画区域、人口等）については、次に示

す計画と整合を図り、設定しました。 

各計画の策定状況と概要（計画区域と将来人口設定について）は、次のとおりです。 

 

「新十津川町第 5次総合計画 2012～2021」 

目指すまちの将来像や基本目標、主要な施策などを総合的・体系的にまとめた、各種行

政計画のもっとも上位に位置づけられる計画で、計画期間は平成 24 年度（2012 年度）～

平成 33 年度（2021 年度）の 10 年間です。 

将来人口は、「10 年後に目標とする人口を 6,300 人に設定します」と記されています。 

また、『みんなでつくる住みよいまち』を実現する施策として、下水道の整備が位置づ

けられています。 

 

「新十津川町都市計画マスタープラン」 

都市計画マスタープランは、総合計画に即し、各種中間計画、分野別計画を横断的に連

携・整合して反映し、都市計画分野の行政運営の方針を示すものとして位置づけられてい

ます。策定は平成 15 年 3 月で、第４次新十津川町総合計画の具現化と、それ以降の総合

計画策定の方向性を示すものであり、概ね 20 年先を目標として策定しています。 

下水道における整備区域について、「白樺団地、文京区、宮前区の一部を下水道計画区

域として拡大し、計画的に整備を進めていきます」と記されています。 

 

「新十津川町環境基本計画」 

本計画は、新十津川町環境基本条例の目的である環境の保全と創出を実現するための方

策を、総合的かつ計画的に推進するための手立てについて具体的に述べるもので、環境基

本条例と密接な関連をもつ計画として位置づけられています。 

 

「石狩川流域別下水道整備総合計画」 

「石狩川流域下水道事業計画」 

石狩川流域下水道は、北海道の中央に位置する石狩川の中部地区を計画の対象とし、合

理的な公共投資や都市の生活環境整備とともに石狩川流域の水質の保全を図り、合わせて

地域の水資源を保護するものとして、昭和 49 年度より事業に着手、昭和 60 年度末に一部

供用開始しました。 

上位計画である石狩川流域別下水道整備総合計画により、合理的な公共投資や都市の生

活環境整備とともに、石狩川流域の水質の保全を図り、併せて地域の水資源を保護するも

のとして、石狩川流域下水道事業計画が策定されています。 
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本町は、石狩川流域下水道事業の構成事業体の一員であり、石狩川流域下水道事業計画

書には、本町の下水道事業計画の諸元（表 １-１）が示されています。 

 

 

本町の下水道事業計画は、各計画の考え方を受け、下水道の果たすべき役割を認識しつ

つ、更に効果的な下水道の整備を行うため、次のような方針のもと策定しています。 

・下水道計画人口は、総合計画と目標年度が合致しており、総合計画値を採用してお

り、集中化率を乗じて求めています。 

・下水道計画区域は、都市計画マスタープランに基づき設定しています。 

 

 

表 １-１ 下水道事業計画の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の値は、平成 24 年 3 月策定数値です。 

 

 

 

 

 

 

新十津川分区

下水道目標年 平成28年

排除方式（分流・合流の別） 分流式

排水区面積 （ha） 249.8

計画人口 （人） 4,520

原単位(日最大） （L/人・日） 300

計画日最大汚水量 （ｍ3/日）

家庭汚水量 1,356

工場排水量 34

地下水量 226

合計 1,616

処理区名
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１．３ 新十津川町下水道中期ビジョンの策定フロー 

『新十津川町下水道中期ビジョン』を策定するに当たり、『北海道地方下水道ビジョン』

に掲げられた各種施策を参考としつつ、本町における現状や課題に配慮し、今後の具体的

な下水道事業の施策を本ビジョンとして取りまとめます。 

策定に当っては、総合行政審議会を通して、新十津川町民との合意形成を図ったビジョ

ンの策定を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-２ 新十津川町下水道中期ビジョン策定フロー 

 

国や道の方針に沿って、長期的な視野を持ちつつ将来的に目指す基本方針を示した上で、

中期ビジョンの計画期間は、平成 26 年から平成 35 年までの 10 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-３ 下水道中期ビジョン計画期間

※アクションプログラムとは 

本町における下水道の将来目標を実現するための、具体的施策の実施時

期を示したものです。 
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