■飯田市「水循環・資源循環のみち 2015」構想

飯田市『水循環・資源循環のみち２０１5』構想
平成 27 年度策定
飯田市の下水道計画は昭和22年４月、市街地の３分の２を焼失した大火後の復興都
市計画の一環として、分流式公共下水道が立案されたことに始まります。
これを機に本市では、美しい自然環境や水環境を後生に残すため、生活排水施設整備
（下水道、農集排、浄化槽）を進めてきましたが、近年人口減少や高齢化の進展など社
会情勢の変化への対応が求められています。
また、生活排水施設は、機能の維持や利用者である市民の皆様の利便性や快適性を持
続していくため、今後とも適切な維持管理のもと運営を行っていく必要があります。
このため、平成 26 年 3 月に策定した第 1 次飯田市下水道事業経営計画に基づき、
処理場の統合、汚泥処理、維持管理の効率化等を検討し、生活排水施設の持続的な運営
と良好な水と資源の循環を目指すため、20 年後までの生活排水対策の構想である、飯
田市「水循環・資源循環のみち２０１０」を策定し、平成 27 年度に見直しを行いまし
た。

飯田市の指標と目標
飯田市では、構想の目標年度である１５年後までに向けて、利用者（市民）の立場から見た
指標と事業者から見た指標として、県下の統一指標の他、当市の現状を把握した上で、オリジ
ナル指標を設定し、短期、中期、長期の目標を以下のとおり設定しました。

■利用者（市民）の立場から見た指標
（1）暮らしの快適さを表す評価項目
A快適生活率(%)：87.0→90.8→92.4→93.9 【県下統一指標】
※様式Ａ－１
①個別処理区域内の普及率(%)：69.1→74.2→77.1→80.0
※個別処理区域内における普及状況を表す指標
（2）環境への配慮を表す評価項目
B環境改善指数：45.0→86.0→94.0→100.0 【県下統一指標】
※様式Ｂ－１
②水質基準達成度(%)：59.1→85.0→87.0→90.0
※市内78箇所の水質検査の結果、BODの水質環境基準達成率
＊BODとは生物化学的酸素要求量（水中の汚濁物質が微生物によって無機化あるいは
ガス化されるときに必要とされる酸素量をいう。単位mg/㍑）
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（3）住民参画への取組を表す評価項目
C情報公開実施指数：45.7→84.1→98.6→98.6【県下統一指標】
※様式Ｃ－１
③環境学習率(%)：26.0→70.0→75.0→80.0
※小学校 4 年生で行われる課外授業での上下水道施設見学率

■事業者（市町村）の立場から見た指標
（1）整備事業の達成度を表す評価項目
D汚水処理人口普及率(%)：96.5→97.2→97.6→98.0 【県下統一指標】
※様式Ｄ－１
④施設の安全率(%)：50.2→86.3→100→100
※長寿命化対策率(%)
（2）資源循環への貢献を表す評価項目
Eﾊﾞｲｵﾏｽ利活用率(%)：90.8→93.3→96.4→99.6 【県下統一指標】
※様式Ｅ－１
⑤消化ガス有効利用率(%)：83.8→89.5→94.5→99.5
※汚泥消化により発生する消化ガスの有効利用を表す指標
*消化ガスとは下水汚泥が消化槽（タンク）で濃縮・生物分解（発酵）の際に発生する
バイオガス
（3）経営の長期的な状況を表す評価項目
F経営健全度指数：96.0→93.0→95.0→100 【県下統一指標】
※様式Ｆ－１
⑥有収率(%)：69.5→69.9→70.1→70.4
※処理場への全流入量に対する料金収入となる流入量を表す率

施設計画のタイムスケジュール
飯田市では、経営計画に基づき構想の具現化及び目標達成のため、短期、中期、長期及び
超長期にわたっての施設計画等のタイムスケジュールを以下のとおりとしています。

住民参画への取組
２０１5構想公表による意見収集
施設の統廃合、増改築工事等における地元自治会、協議会等への説明
処理場施設の一般公開
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飯田市『生活排水エリアマップ 2015』
平成 27 年度策定
飯田市の生活排水施設整備は、昭和２４年の公共下水道事業から始まり、平成２５
年度をもって集合処理区域の下水道整備が完了しました。
生活排水エリアマップ2015では、持続可能な生活排水施設の観点から経営計画を
長期にわたって検討した上で、施設配置や統合などを含め将来のマップを作成しまし
た。

生活排水エリアマップ 2015（概要図）
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■「生活排水エリアマップ 2015」の概要
【短期】・現状維持
【中期】・N 処理区と O 処理区をＩ処理区に統合等を検討
・Ｊ処理区をＬ処理区と統合を検討
【長期】・現状維持
【将来】・現状維持

■ 将来人口と整備手法別人口割合
Ｈ２５年度
人口
割合

Ｈ３２年度
人口予想
割合

Ｈ３７年度
人口予想
割合

（人：％）
Ｈ４２年度
人口予想
割合

公共下水道

77,213

73.6

73,513

74.1

70,491

74.6

67,530

75.1

特定環境保全公共下水道

9,452

9.0

8,795

8.9

8,381

8.9

7,974

8.9

農業集落排水施設事業

6,381

6.1

5,983

6.0

5,697

6.0

5,415

6.0

合併処理浄化槽等

11,908

11.3

10,916

11.0

9,959

10.5

9,003

10.0

計

104,954

100.0

99,207

100.0

94,528

100.0

89,922

100.0

アクションプランへの取組
（1） 長寿命化対策への取組
飯田市は平成25年に集合処理100％を達成しました。平成26年３月策定の飯田市下水道
長寿命化計画(飯田処理区第Ⅰ期)に基づき、50年以上を経過した老朽管路の長寿命化対策を
計画的に進めます。
（2）浄化槽整備に関する取組
個別処理区域においては、合併処理浄化槽の設置に要する費用に対し補助金を交付し、設
置の促進を図っています。また、清掃費の一部を補助する補助制度も設けています。
このように、個別処理区域においては、合併処理浄化槽による整備を推進していきます。

地震対策への取組
（1）地震被害想定への取組
平成 26 年３月策定の飯田市下水道総合地震対策計画に基づき、液状化の可能性のある扇状
地・谷底低地の詳細な地質調査(液状化判定)を実施しています。
その結果に基づき、住民周知については危機管理室と協議し検討することとします。
平成 26 年度、公共飯田処理区より下水道 BCP 策定に着手し、その中で長野県地震対策基
本検討を基に下水道施設に対する地震被害想定を行い、災害時の対応について検討しました。
（2）地震対策の取組
松尾浄化管理センターは、平成 27 年度から管理棟等施設の耐震化工事を実施します。
飯田市下水道総合地震対策計画に基づき、重要な幹線管路の人孔管口耐震化工事を実施
していきます。
平成 26 年度、公共飯田処理区から BCP 策定に着手し、平成 28 年度までに特環・農
集排を含む飯田市全体の BCP 策定予定です。また、緊急時における職員の確保と、地元
企業等との応援協定並びに、国・県・市町村との応援体制の拡充を図ります。
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飯田市『バイオマス利活用プラン 2015』
平成 2７年度策定
飯田市で発生する汚泥は、各処理施設の個別処理となっています。特に汚泥発生
量の多い松尾浄化管理センターでは産業廃棄物として焼却灰を県外のセメント工場
に搬出し、年々の処分費が増大しています。また、焼却施設の老朽化に伴う整備費
が増大となっています。
このため、汚泥処理を民間処理施設にて処分を行い、建設費、整備費、維持管理
費、運転人員の削減を図っていきます。また、排水処理施設の統廃合を行い経費削
減を図っていきます。

飯田市におけるバイオマス利活用プラン
■汚泥処理の現状
【公共飯田処理区】
平成２８年度まで既存の焼却施設において汚泥を焼却し、灰をセメント原料として
搬出します。平成２９年度から脱水汚泥を民間処理施設にて焼却し再資源化していき
ます。
【公共川路処理区・特環竜丘処理区】
脱水汚泥を民間処理施設にて焼却し再資源化。
【特環和田処理区】
移動脱水車にて脱水後、民間処理施設にて焼却し再資源化。
【農集排・浄化槽・し尿】
し尿処理施設にて脱水後、民間処理施設にて焼却し再資源化。
【生ごみ】
家庭での生ごみ処理機による堆肥化、市の一部地域は民間の業者に委託して堆肥化、
その他は広域連合ごみ焼却施設にて処分。

「飯田市」バイオマス発生量予測

単位：Dst
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「飯田市」バイオマス利活用プラン

【短期】

■公共下水道施設
・松尾浄化管理センターで発生した汚泥は、平成２９年度から脱水汚泥として民間への
全量外部搬出し処理を行う。
・消化ガス発電を増設し場内の電気として再利用していく。
・排水処理施設の統廃合を検討する。
【中期】

・下水汚泥に含まれるリンの回収を検討する。
【長期】
・各処理施設で発生した汚泥を民間業者にて全量処理を行い、再利用できる廃棄物につ
いて活用していく。

下伊那地区の広域的なバイオマス利活用プラン

【短期】・各市町村単位での単独処理とする。
【長期】・民間による汚泥処理及び資源の再利用を検討する。
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飯田市『経営プラン 2015』
平成 2７年度策定
飯田市では、昭和24年に公共下水道を供用開始して以来、農集排を含め15処理区
が供用開始済みとなっています。その経営状況は、使用料収入の他、市民の税金か
らの繰入れにより賄われています。
このため、平成26年3月に策定した第1次飯田市下水道事業経営計画に基づき、
50年先の状況まで見通した上で、構想の策定目標年度の１５年後までにできる改善
計画を検討した上で、経営計画を策定し「経営プラン2015」を策定しています。

飯田市における生活排水の経営計画
■第1次飯田市下水道事業経営計画
計画の基本方針
貴重な社会基盤である下水道の計画的維持管理に努め、下水道サービスの安定供給と健
全な経営により、公共用水域の水質保全と安全・安心で快適なまちづくりを進めます。
計画の位置付け
下水道は都市基盤・まちづくりを支える重要な施設であり、都市計画や防災計画などと
密接な関係があります。「第１次飯田市下水道事業経営計画」は住み続けたいまち・住ん
でみたいまちを理念とした「第5次飯田市基本構想基本計画」の実現に向け、「飯田市土
地利用基本方針」「飯田市地域防災計画」等との整合を図った上で、リニア駅周辺の土地
利用などの社会情勢の変化も踏まえながら、持続可能な下水道事業の構築を目的とした第
１次(H26～H30)の計画とします。
計画の構成
経営計画の柱
その1 美しい飯田の環境を守る（ストックを活用【施設管理】）
既存ストックを最大限に活用し、持続可能な下水道機能を確保する維持管理
その2 市民の暮らしを守る（リスクへの対応【危機管理】）
リスク評価と診断による外部リスク（災害等）及び内部リスク（老朽化等）対策
その3 安定した下水道サービスの提供（経営の安定化【経営管理】）
公営企業の経営基本である公共性・経済性を最大限に発揮し、経営の効率化に努める。
計画の期間
第1次下水道事業経営計画の期間は、平成26年度から平成30年度までの5年間としま
す。計画期間中の企業会計移行やリニア開業を見据えた土地利用の変化など、下水道を取
り巻く環境の大きな変化が見込まれるため、随時改定を加えていくものとします。

飯田市経営計画アクションプラン
■第 1 次飯田市下水道事業経営計画における主な取組内容（H25～H30）
１ 長寿命化対策等
（１）管路については第１期計画（H26-30）において、50 年以上経過している施設
（約６㎞）を対象に施工
（２）松尾浄化管理センターについては第１期計画（H25-29）において、汚泥脱水機、
用水砂濾過設備、管理棟ほかを対象に施工
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２

危機管理
（１）地震対策等については、管路及び松尾浄化管理センターを主に平成 26 年度より順
次耐震化を実施
（２）下水道事業の「業務継続計画(BCP)」を平成 28 年度までに策定
３ 経営管理
（１）平成 28 年度から地方公営企業法の財務規定を適用し企業会計方式に移行

経営計画

経営計画

構想期間H23(2011)～H42(2030)

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

管理運営費 A=C+D

使用料収入 B

維持管理費 D

建設費 E

起債償還額 C

経営基盤の向上対策
■経営計画の柱となる具体的な事業（H26－H35）※第2次計画期間を含む
（1）リニア駅等への対応
○これからのリニア・都市計画道路等交通体系の変化を見据え、他事業にかかる新設や布
設替えについて、土地利用計画との整合や関係機関との連携によって効率的な整備を行
います。
○リニア開業を見据えた地域づくりについて、今後、変更される土地利用基本方針に基づ
き、飯田都市計画公共下水道計画区域の変更等が必要になった場合は、本計画の見直し
など必要な措置を講じていきます。
（2）長寿命化対策（予防保全型の維持管理）
○耐用年数を経過した施設の詳細点検を行い、必要な箇所に適切な改修や更新を行いま
す。
○下水道の既存施設を有効に活用し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。
○更生工法による管路の長寿命化（浸入水対策を含む）を促進します。
（3）地震対策（被災リスクの軽減）
○災害に強い社会基盤を整備し、災害予防対策を講じます。
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（4）地方公営企業法の適用
○下水道事業の持続性について経営の面から捉え、経営状況の透明化と情報共有を図りな
がら財務管理体制を強化します。
3-5-8
○地方公営企業法の適用以降は、水道事業を含めた包括的な組織体系の展望について調査
研究を進めます。
（5）水洗化のさらなる普及促進による、公衆衛生の向上と生活環境改善
○水洗化改造義務期間中（特別推進期間）の普及を一層促進し、水洗化率の向上を目指し
ます。
（6）適切な施設の維持管理
○日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故や機能停止を未然に防止するため、限ら
れた財源の中で計画的なメンテナンスを行い、施設の機能低下を防ぐとともに、施設の
ライフサイクルコストの低減を図ります。
○既存の下水道施設の調査・診断・清掃・点検等の適切管理による、持続可能な維持管理
体制を保持します。
（7）下水道事業のあり方検討
○少子高齢化が進むことで発生すると思われる社会構造の変化や、下水道事業の自立性へ
の影響について、長期的視点から事業効率を検討します。
○財政計画において中長期的な財政シミュレーションを行い、優先度や効率性を考慮しな
がら事業を推進していきます。
（8）災害対策
○緊急事態を予測した危機管理（リスクマネジメント）によりリスクの分散・回避を図り
ます。
○下水道施設が被災した場合も、果たすべき機能を確保し、被害の最小化を図る「減災対
策」に着手します。
（9）下水道施設管理
○今日まで保たれてきた美しい環境を、次の世代に引き継ぐため、計画的な下水道施設管
理（ストックマネジメント）に取り組みます。
（10）雨水排水対策の推進
○宅地内からの雨水排出の抑制と、市全体の河川や道路側溝、用排水路等の既存施設を総
合的に組み合わせた雨水排水路の効率的な整備に努めます。
（11）共同管・個人管への対応
○集合処理区域内における、共同管等の老朽化対策について実態を把握し、対応の検討を
始めます。
（12）専門技術者の育成
○下水道に関わる職員の能力向上のほか、維持管理を委託する民間業者も含め、下水道事
業の基本「流す」「処理する」について、専門的な知識や技術の蓄積と継承を促し、継
続的な管理運営能力の向上を目指します。
（13）再生可能エネルギーへの取組
○現在3基で行っている消化ガス発電については増設を行い、さらなる経費節減とCO2排
出量削減を図っていきます。
○再生可能エネルギー等の情報を積極的に収集し、地球温暖化防止に向けた低炭素社会づ
くりの実現を目指して取り組んでいきます。
（14）経営基盤の向上に向けた使用料の適正化等
○平成25年10月の使用料改正を踏まえ、平成27年度（3年おき）に下水道を取り巻く状
況を把握し、健全な下水道事業運営のため使用料の適正化検証を行います。
○下水道の多岐にわたる役割を長期的・安定的に果たしていくため、水洗化促進と、収納
率の向上等により財源を確保し、経営基盤の安定化を図ります。
（15）積極的な情報公開と地域との協働
○下水道事業の役割や経営状態に関する広報活動を継続し、使用者の皆さんと共に大切な
資産である下水道を守り支えていきます。
○下水道の施設に負荷がかからないように、適切な使用について啓発し協力を求めていき
ます。
○地域コミュニティとの情報交換や、地域のニーズへの対応を図ります。
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■飯田市「水循環・資源循環のみち 2015」構想

現状把握と検証
飯田市「水循環・資源循環のみち２０１０」構想の見直しに当たり、事業者が構想における
現状把握と検証を行いました。その結果を基に見直しを行いました。

現状把握
（平成 25 年度末現

指標

検証結果

在）

計画

見直し方針

実績
Ａ指標は、目標の 90.4％に達 Ａ指標は、行政人口の減少によ
していません。原因は、特定環 る影響で、平成 42 年の目標

A:快適生活率(%)

90.4

87.0

境保全公共下水道・合併処理浄 96.2％から 93.9％に変更し、
化槽の接続率の低さだと考え

目標達成するように、接続率の

られます。

向上方法を検討します。

①指標は、目標の 90.1％に達 ①指標は、効果検証結果に記載
①:個別処理区域内の
普及率(%)

していません。原因は、アンケ したとおりの原因により、目標
90.1

80.1

ートの内容（下水道事業に限ら 達成が厳しいと思われるため
ず他の事業も含まれる）と考え 指標を見直します。
られます。
Ｂ指標は、目標の 48％に達し Ｂ指標は、目標達成をしていま
ていません。環境関係部署の話 せんが、環境関係部署と協力を

B:環境改善指数

48

45

では、徐々にではありますが下 して、目標どおりに進めます。
水道の普及により河川の水質
は上昇しているとのことです。
②指標は、目標の 60.0％に達 ②指標は、目標達成をしていま

②:水質基準達成度

60.0

59.1

していません。原因は、測定時 せんが、目標率は変更せず測定
の現場条件だと考えられます。 時の条件等を検討します。

C:情報公開実施指数

22.6

23.3

C 指標は、目標どおり進んで

C 指標は、当初目標どおりに

います。

進めます。

③指標は、目標の 40％に達し ③指標は、目標達成をしていま
ていません。原因は、課外授業 せんが、目標率は変更せず見学
③:環境学習率(%)

40

26

として下水処理場を選んでい
る小学校がほぼ固定している
ことだと考えられます。
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施設を検討します。

■飯田市「水循環・資源循環のみち 2015」構想

現状把握
（平成 25 年度末現

指標

検証結果

在）

計画

見直し方針

実績
Ｄ指標は、目標の 98.6％に達 D 指標は、行政人口の減少に
していません。原因は、合併処 よる影響で、平成 42 年の目標

D:汚水処理人口普及
率(%)

98.6

96.5

理浄化槽の汚水処理人口普及

99.1％から 98.0％に変更し、

率の低さだと考えられます。

目標達成するように、合併処理
浄化槽の汚水処理人口普及率
が向上するに検討します。

④:施設の安全率(%)

100

100

④指標は、目標達成をしまし

④指標は、目標達成をしました

た。

ので、指標を見直します。

Ｅ指標は、目標の 85％に達し E 指標は、平成 42 年の目標
E:バイオマス利活用指
数

ていません。原因は汚泥総発生 100％から 99.6％に変更し、
85

76

量に対する、県外利用汚泥量の 目標達成するように、県内利用
割合が多いからだと考えられ

の検討を進めます。

ます。
⑤指標は、目標の 96％に達し ⑤指標は、平成 42 年の目標
ていません。原因は、消化ガス 100％から 99.5％に変更し、
⑤:消化ガス有効利活
用率(%)

発電機の稼働時間が、メンテナ ガス発電機の稼働時間が多く
96

84

ンスやガス濃度の低下による

なるように、機器の調整及びガ

停止等により設定目標値に比

ス濃度の安定確保等の検討を

べて少ないからだと考えられ

進めます。

ます。
F:経営健全度

14

15

F 指標は、目標どおり進んでい F 指標は、当初目標どおりに進
ます。

めます。

⑥指標は、目標どおり進んでい ⑥指標は、当初目標どおりに進
⑥:有収率(%)

69.3

69.5

ます。
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めます。

