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はじめに

積は６２７.２９㎞
2
である。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

本町は、日本海に面した北海道の北西部に位置し、東西３４km、南北３２kmで面

気候的には、北海道西海岸特有の海岸性気候で、冬期間は風雪を伴う季節風がか

なり強いが、夏期は温暖な気候に恵まれている。また、年間総降水量は１０年間の

平均で1,６１７mmを記録する地域であり、昭和４６年に特別豪雪地帯に指定されて

いる。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

人口の推移をみると、かつては鰊漁と炭鉱で賑わった当町であるが、鰊の凶漁、

炭鉱の相次ぐ閉山、また近年では離農などにより年々減少を続け、平成２１年１０

月１日現在、人口で３,８２７人、世帯数は１,７８３世帯となっている。●●●●

地形的には、海岸部は段丘地帯であり、二級河川・小平蘂川をはじめとする大小

の河川及び支流の流域は肥沃な平坦地で農耕に適した土地である。そのほかの大部

分は天塩山脈の山岳丘陵で占められている。●●●●●●●●●●●●●●●●●

基幹産業は農漁業中心の１次産業であり、農業では水稲やメロン等の野菜類を特

産物とし、漁業ではホタテ貝の養殖等「育てる漁業」のほか、タコ・カレイ類の沿

岸漁業が中心となっている。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

そのほか、観光については、道北有数の規模を誇る臼谷・鬼鹿の両海水浴場、日

本最北の重要文化財「旧花田家番屋」、登り窯「北創窯」、望洋台キャンプ場と同

スキー場、都市農村交流施設ゆうゆうそう、小平ダム（おびらしべ湖）など豊富な

観光資源があり、留萌管内をはじめ管外から、多数の観光客が訪れる。●●●●●

土地の利用状況については、地目別の面積では山林が町全体の面積の９２.７％

とほとんどを占め、次いで田畑の３.７％、宅地は０.２％となっている。●●●●

本町は、平成２０年に策定した「小平町新総合計画」に基づいたまちづくりをす

すめており、公共下水道や合併処理浄化槽による水洗化の普及促進は、健康で快適

な生活環境の確保、公衆衛生の向上、河川水域の水質保全の観点と若者定住といっ

た地域づくりの観点からも極めて重要な課題であると位置づけている。●●●●●

現在、生活排水は小平・臼谷市街地、鬼鹿市街地で公共下水道の整備が終了し適

正処理され、そのほかの農村地域や山間地域の生活排水の大部分は未処理のまま道

路側溝等に放流されており、河川の水質汚濁や河川を通じての海域汚染が指摘され

ている。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

町内で自然公園、湖沼水質保全法などの指定は受けてはいないが、暑寒別天売焼尻

国定公園が近隣している。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

なお、上水道は小平蘂川の上流部に位置する小平ダムを水源としているほか、当

－1 －



１　基本方針

(１)　生活排水処理に係る理念、目標

(２)　生活排水処理施設整備の基本方針

①　人口の密集地域においては、一部を除き下水道計画区域とし、下

　水道を整備する。

②　小規模集落または集落の形態をなしていない分散して立地してい

　る家屋については下水道計画区域外とし、各戸または共同で合併処

　理浄化槽により処理する。

③　単独処理浄化槽を設置している家屋については、生活雑排水の処

　理を進めるため、個別の状況を勘案しつつ合併処理浄化槽への転換

　の指導等を検討する。

④　今後行われる宅地開発については、地域事情に応じて下水道また

　は合併処理浄化槽により処理する。

２　目標年次

平成３１年度とする。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

なお、中間目標年度は設けないが、おおむね５年ごとに、または諸条件に大きな

変動のあった場合においては、見直しを行うものとする。●●●●●●●●●●●

の適正利用に関する普及啓発とともに、生活排水の処理施設を逐次整備していくこ

ととするが、生活排水処理施設整備の基本方針について次のとおりとする。●●●

本町の生活排水処理基本計画における目標年度は、計画策定年より１０年後の

要性と緊急性が認識されており、生活排水を適切に処理することが重要課題となっ

本町では、生活排水による水質汚濁への関心が高まり、社会的にもその対策の必

ている。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

このことから、町民に対し、生活排水対策について啓発を行うとともに、生活環

原則的に本町全域を生活排水処理地域と設定し、生活排水対策の基本として、水

境の確保、公衆衛生の向上、河川水域の保全、若者定住対策、また基幹産業である

農漁業の発展と観光対策の観点からも、本町の特性を十分考慮した生活排水処理施

設を整備し、自然生態系の保全を図る。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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３　生活排水の排出の状況

表　処理形態別人口（小平町全体）の推移

１ 計画処理区域内人口※

(１)合併処理浄化槽

(２)下　　水　　道

４非水洗化人口

５ 計画処理区域外人口

※）各年度１０月１日現在の人口

４　生活排水の処理主体

表　生活排水の処理主体

（１）公共下水道  し尿及び生活雑排水

（２）合併処理浄化槽  し尿及び生活雑排水

（３）単独処理浄化槽  し尿

0

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体

0 0 0 0

本町における生活排水の処理主体は、次表のとおりである。●●●●●●●●●

79

2,390 2,299 1,860 1,670 1,529

221 202 166 97

235

1,320 1,326 1,746 1,891 2,078

405 411 355 377

2,101 2,268 2,313

4,127

平成20年度

4,035 3,921

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

を下水道計画区域とし、平成７年度より国庫補助事業（特定環境保全公共下水道整

備事業）として整備を進め、平成１２年度から小平処理区の一部で供用を開始し、

平成１９年度には鬼鹿処理区の整備も完了し、全面供用を開始している。●

また、単独浄化槽は下水道の供用開始により減少しており、今後も鬼鹿処理区が

供用を開始していることから減少することが予想される。●●●●●●●●●●●

計画処理区域内人口３,９２１人のうち、２,３１３人については生活排水の適正処

本町における生活排水の排出状況は次表のとおりであり、平成２０年度において

理がなされている。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

下水道については、小平処理区(小平地区、臼谷地区)及び鬼鹿処理区(鬼鹿地区)

２水洗化・生活雑排水
　処理人口

３水洗化・生活雑排水
　未処理人口（単独処
　理浄化槽）

4,336 4,238

1,725 1,737

小平町

個人等

個人等
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５　生活排水処理基本計画

（１）生活排水の処理計画

①　処理目標

ア　生活排水の処理の目標

イ　人口の内訳

　１　行政区域内人口 人 人

　２　計画処理区域内人口 人 人

　３　水洗化・生活雑排水処理人口 人 人

ウ　生活排水の処理形態別内訳 （単位：人）

１計画処理区域内人口

２水洗化・生活雑排水処理人口

（１）合併処理浄化槽

（２）下水道

３水洗化・生活雑排水未処理人口

（単独処理浄化槽）

４非水洗化人口

５計画処理区域外人口

②　生活排水を処理する区域及び人口等

（別紙図面）

これらに基づき、処理施設区域の状況を図面で示す。●●●●●●●●●●●

本町が、公共下水道、合併処理浄化槽を整備していく地域について、公共下水

道整備計画、地区の特性、周辺環境、公共水域の保全、地区の要望等を考慮して

定めた。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

すでに整備された地区及び計画が定められた地区は、その計画どおりとした。

0

3,280

2,775

315

2,460

43

462

0

235

2,078

1,529

（平成３１年度）

3,921

3,921

2,313

3,280

3,280

2,775

現在

（平成２０年度） （平成３１年度）

3,921

79

2,313

現在

（平成３１年度）

８４.０％

目標年度

（平成２０年度）

目標年度

｢１ 基本方針｣に掲げた理念、目標を達成するため、おおむね計画処理区域内

人口の８４％以上の生活雑排水を処理することを目標とし、また、町内の各地区

現在 目標年度

の実情に応じた処理方式を採用するものとした。●●●●●●●●●●●●●●

生活排水処理率

（平成２０年度）

５９.０％
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③　施設及びその整備計画の概要

(百万円)

 小平処理区 人

 鬼鹿処理区 人

(各処理区一部を除く)

 公共下水道整備

 区域外の地区

（２）し尿・汚泥の処理計画

①　現況

②　し尿・汚泥の排出状況

年度

項目

kl/年

kl/日(365)

kl/年

kl/日(365)

kl/年

kl/日(365)

(注)それぞれの原単位は、平成１６年度の実績から、汲み取りし尿2.03㍑／人･日、浄化槽汚泥

　　5.03㍑／人･日とした。

7.8

し　尿

浄化槽
汚　泥

合計
8.1

2,950 2,832

3.1 3.2

4.9

6.9 5.5

2.7 3.1

1,899 1,428

5.2 3.9

2,522 2,010

3.1 2.6

984 1,122949

4.6

1,149 1,160 1,122

3.8 2.9

平成20年度
目標年度

(平成31年度)

915 306

2.5 0.8

1,801 1,672 1,400 1,061

本町のし尿の収集・運搬については町委託業者が行っており、浄化槽汚泥の収

集・運搬については町委託業者が浄化槽清掃業と併せて実施している。

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

ため、今後も増加傾向が続く見込みである。

この施設は、昭和５４年度竣工の嫌気性消化・活性汚泥法による計画処理能力

８０kl／日の施設であり、そのうち浄化槽汚泥の投入量が平成２０年度の実績で

約５２％を占めているが、この割合は下水道加入によるし尿汲み取りが減少する

また、本町のし尿処理及び浄化槽汚泥は、全量を留萌市外２町衛生センター組

合（１市２町の一部組合）のし尿処理施設で処理している。

人 平成 6～31年度

計画処理区域
計画処理

人　　口

平成 7～29年度

整備予定年度

3,915

50

事業費見込み

平成14～29年度 2,623

況は、次表のとおりである。

し尿・汚泥の最終処分については、し尿処理施設で脱水処理後、農地還元して

おり、し渣については乾燥処理した後、１市２町の一般廃棄物最終処分場で埋立

処分している。

｢５（１）①ウ 生活排水の処理形態別内訳」に基づいたし尿・汚泥の排出状

公共下水道

合併処理

浄 化 槽

920

1,540

315
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③　し尿・汚泥の処理計画

（３）その他

し尿・汚泥の収集、運搬、最終処分については、現在の形態で実施するものと

する。

理等指導の強化を図る。

生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性等について町民に周知を図るた

め、定期的な広報・啓発活動を実施する。

また、浄化槽については定期的な保守点検、清掃及び定期検査について、広報

等を通じてその徹底に努めるとともに、関係業者との連携を強めて適正な維持管
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