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北海道開発局・北海道・札幌市は、これからの北海道地方の　
本ビジョンは、道内の有識者からなる委員会の審議と道民の皆様　1北海道地方下水道ビジョンとは

マンホール

道路側溝

公共ます

事業所排水

下水を排除する方法には
「分流式」と「合流式」が
あり、「分流式」の下水道は
汚水と雨水を別々の管で
集めて排除する方式です。
「合流式」の下水道は汚水
と雨水を１本の管で集め
て排除する方式です。

快適で衛生的な生活に！

2下水道の役割・しくみについて

家庭の台所や水洗トイレから出る汚れた水や事業所からの
排水を汚水といいます。汚水は下水道（汚水管）を通して、
下水処理場に集められて浄化されます。浄化された汚水は
下水処理水というきれいな水として川、海、湖に放流されます。
このように下水道は快適で衛生的な生活環境をつくる役割を
担っています。

快適で衛生的な生活環境を実現する

道路や住宅地等に降った雨は「雨水」として下水道（雨水管）
に入り、川、海、湖に放流されます。これにより雨天時に街が
浸水することを防いでいます。このように下水道は浸水から
街を守る役割を担っています。

浸水から街を守る

下水の排除方式について

汚水

雨水

下水処理場へ

合流式下水道
合流管

汚水を処理して
きれいな水と
汚泥に分ける

雨水

下水道は地域の環境を守る最も基本的な社会資本であり、生活　
豊かな社会をつくるために大きな役割を担っています。

汚水

降った雨を排水し、
浸水の少ない街に！

下水処理場に流入した汚水
は、沈殿や微生物の働きにより
汚れが処理され、下水処理水
と下水汚泥に分けられます。
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雨水

下水汚泥

汚泥処理施設

下水処理水（きれいな水）

魚や虫が住み、水遊びが
できるきれいな川に！

投雪口

流雪溝

　下水道事業のあり方などを検討し、「北海道地方下水道ビジョン」を策定しました。
　からのご意見を踏まえ、今後、概ね10年間の下水道が取り組むべき方向性を示しています。

雪

健全で良好な水環境を保全する

下水処理場で浄化された汚水は、きれいな水となって川、海
などに放流されています。これにより、放流先での水質は良
好に保たれ、多種多様な魚や虫が生息する場所となります。こ
のように下水道は、健全で良好な水環境をつくり、生態系を保
全する役割を担っています。

汚水を浄化すると、下水処理水と下水汚泥と呼ばれる泥が発生
します。下水処理水は単に川や海などに放流するだけでなく、
水洗トイレの洗浄水としての再利用や、雪をとかす水などとし
ても利用可能です。また、下水汚泥にはリン等の資源が豊富に
含まれ、肥料などとして利用されています。このように、下水
道は下水処理水や下水汚泥を有効利用した循環型社会の構
築や豊かな生活環境づくりに貢献する役割を担っています。

持続可能な社会へ貢献する

下水汚泥は肥料など
として利用！

川などに
放流

　排水、産業廃水を集めて浄化し、良好な水環境を保全することを中心に環境との調和のとれた

下水処理水を
送水して雪を
流すことが可能！



お風呂1杯（約200リットル）の汚水を処理するためにかかる経費は、北海道平均では約35円です
が、市と町村を比較すると市が約28円であるのに対して、町村が約86円と約3倍程度の経費がか
かっています。この汚水を処理するための経費は下水道使用料金と他の税金により賄われていま
すが、北海道地方は将来的に急激な人口減少が進むと推計されており、人口減少に伴う下水道使
用料金の減収が予想されます。安定的な下水道サービスを提供するために維持管理の効率化に加
え、人口減少など地域の実情を考慮した経営基盤強化への取り組みが大きな課題となっています。

北海道地方において整備された下水道の管路延長は約3万㎞、下水処理場は193 ヵ所（平成
19年度末）となっています。このうち管路施設は標準耐用年数50年を経過した延長が、
約240km（30年を経過した延長は約6,500km）、下水処理場の機械・電気施設の標準耐用年
数15年を経過した施設は94箇所と、今後改築や更新を迎える施設が増大してきます。
下水道管路が原因の陥没事故は366箇所（平成18年度）と増加傾向を示しており、このよう
な管路施設の老朽化による道路陥没や、下水処理場の処理機能の停止などの事故を未然に
防ぐために、適正な維持管理と改築・更新を行っていくことが課題となっています。

北海道地方の汚水処理人口普及率（平成19年度末）は92.6%（516万人）と全国平均値
（83.7％）を上回っています。これは道民10人あたり約９人が汚水処理の普及によるトイレの水
洗化の恩恵を受けていることになります。今後も汚水処理の普及が進んでいない地域において、
水洗化の恩恵を受けるための環境を整えていくことが課題となっています。

北海道地方は過去に日本海溝・千島海溝周辺で大きな地震が多数発生し、下水道施設も多く
の被害を受けています。また、内陸部においても活断層帯が多数存在しているため、いつ大規
模な地震が発生してもおかしくない状況となっています。これに対して、下水道施設の耐震化
はあまり進んでいないのが現状です。
地震対策には膨大な費用と時間を費やすため厳しい財政状況ではありますが、段階的な地震
対策の実施や、緊急時に応じた減災対策及び情報発信による周知などが課題となっています。
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出典：平成18年度「下水道事業経営指標・下水道使用料の概要」総務省を基に作成 出典：平成20年度「都道府県別将来推計人口（平成20年12月推計）」国立社会保障・人口問題研究所
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※下水道及び浄化槽等他の汚水処理施設の処理人口の総人口に対する割合

北海道
汚水処理人口普及率　　 92.6%
下水道処理人口普及率　 88.4%

お風呂1杯
（約200リットル）

老朽施設の
増大

北海道地方の下水道は大正１５年に札幌市で整備に着手したのが　
全国的にも高い普及率であり、道民の快適で衛生的な生活に貢献　　

北 海 道

下水道経営 下水道ストック

汚水処理の普及 地震対策

出典：平成19年度末　国土交通省集計値

北海道地方における下水道ストックの整備推移

施設の重要度に応じた耐震対策のイメージ（汚水管路の例）

北海道地方の人口動態約200リットルの汚水を処理するためにかかる経費

全国の汚水処理普及率

3 下水道の現状と課題

管　路 処理場

河川
一般汚水管路
重要汚水管路

国道 下水処理場の防災拠点化
耐震性貯水槽の設置等

防災拠点
学　校

老人ホーム 消毒施設など
水処理施設の耐震化
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北海道地方の大雨動向は近年増加の傾向にあり、札幌市などの都市化された地域では、
雨水流出量の増大とともに都市型の水害が見られるようになっています。このような浸水
被害に対する対策は十分とはいえない状況です。今後は、雨水流出形態の変化も考慮し、浸水
被害の発生を防ぐとともに、人命・財産の保護と都市機能を確保するため、浸水の被害を
最小化することを目的とした取り組みを、ハード対策、ソフト対策の両方から進めていく
ことが課題となっています。

北海道地方の環境基準達成率（平成18年度）は89.7％であり、全国平均値の86.3％を上回っていま
す。北海道地方の中心都市である札幌市の例をみると下水道整備とともに豊平川の水質が改善さ
れていくことがうかがえ、このようなことから下水道整備が水環境の保全に一定の貢献を果たし
ているといえます。
今後は、河川、環境、農林等の関係機関との連携による公共用水域の水質保全や、財政基盤が弱い
自治体に対する広域連携による維持管理の支援体制の検討などが課題となっています。

合流式下水道の問題点は、大雨時に処理しきれない下水が直接川や海などいわゆる公共用水
域へ流れてしまうことによる水質の汚染です。このような問題に対して法律では中小都市で
は平成25年度、大都市では平成35年度までに緊急改善対策の完了を義務付けています。全道
17の自治体においてこの合流式下水道が採用されており、水質の汚染を軽減するための対策
を進めています。現在、法律に定められた平成25年度（札幌市は平成35年度まで）に改善対策
を完了させることが課題となっています。

北海道地方の下水汚泥の有効利用率（平成18年度末）は84.8%と全国平均（74.4%）を上回ってお
り、そのうち緑農地利用は34.7％を占めており、食糧基地としての北海道に貢献しています。ま
た、下水道施設を他の汚水処理事業と共同して利用する取り組みも進められています。
今後は、低炭素社会の構築にむけてバイオガスや汚泥燃料などエネルギーとしての下水道資源
の有効利用の取り組みや、資源循環の観点から、下水中に含まれるリンの回収などの取り組みが
課題となっています。　　　　　　　　　　　
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2
　始まりであり、平成20年度末で152の自治体で整備が進められています。
している一方で、健全な下水道経営や増加する下水道ストックの維持・更新に対する課題を抱えています。

浸水対策 水環境

合流式下水道 下水道資源・資産の利活用

 

1時間50㎜以上の降水の発生回数（全国）

合流式下水道の問題点

下水道普及率と環境基準の達成の関係（札幌市）
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このような
現状と課題
を踏まえて

下水道普及率

※BOD環境基準の適合率とは、豊平川に関連する環境基準点において環境基準値を達成した地点の全体に占める割合を示しています。
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平均 234 回    

H9～H18
平均 313 回    

1時間降水量50㎜以上の降水の発生回数（全国） 1時間降水量の年間延べ件数
（全国アメダス地点約1,300箇所より）

S47札幌オリンピック

S54豊平川にサケが戻る

合流式下水道は、雨水及び汚水

を一つの下水管路で排除する

システムであり、一定規模以上

の降雨時にし尿を含む未処理

水が河川等へ流出し、公共用水

域が汚染され、公衆衛生上きわ

めて重要な問題です。
雨天時には、未処理下水の一部がそのまま流出

汚水＋雨水下水処理施設

雨水

汚水
合流
管



【脚注】
※1　資源循環とは、有価・無価を問わず有用な資源を
　　　循環的に利用することです。
※2　下水道の持つエネルギーの利用に関しては創エネ
　　　ルギー※3、処理水の有効利用等があります。
※3　創エネルギーとは、下水道の有するエネルギーな
　　　どの再利用により従来の化石燃料に頼らないエネ
　　　ルギーを創造し、下水処理場などで有効利用する
　　　ことです。

北海道地方の下水道が今後、維持管理
の時代への転換期を迎えるにあたり、
厳しい地方財政や人口減少、少子高齢化
などの困難に立ち向かいつつ、下水道の
サービスを継続的に提供する  「持続
可能な下水道」  の精神を守ることの
意味を込めています。

北海道地方下水道ビジョンは、今後、下水道事業が目指す方向性について
「北の大地を支える持続可能な下水道」を基本理念とし、体系化しました。4北海道地方下水道ビジョン

基本理念のもと、北海道地方を取
り巻く状況や地域のニーズ等を踏
まえ、下水道が実現すべき将来像

目標像の実現に向けて、下水道に
求められる役割や地域のニーズを
踏まえ「選択と集中」の視点より設
定する下水道事業の目標

事業目標を達成するために、下水
道管理者が進める具体的な施策

下水道が地域の目標の実現に向け
て、地域の多様な主体が参加・協
働する取り組み

下水道の抱える現状と課題を踏まえ、
今後の北海道が目指すべき共通の理念

反映 実現

反映 実現

連携・協働
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北 海 道 地 方 の 目 標 像
安全で安心できる

快適な生活環境の実現
（暮らし）

地域の産業・経済に
貢献

（地域活力）

 豊かな自然環境をまもり、
調和のとれた社会の実現
（自　然）

快適な住環境の実現
（水洗化）

水環境・水循環の
保全・創出の実現

安全・安心な
暮らしの実現

事　業　目　標

低炭素・循環型社会の構築

下水道機能の有効活用

食料基地・観光交流空間への貢献

資源循環の促進 施設の有効活用の促進下水道のもつエネルギーの利用

汚水処理の未普及解消 健全な水環境の保全・創出
雨につよい街づくり
地震につよい下水道

中  長  期  的  方  向  性

都市と周辺地域 産学官及び住民下水道と他分野

事業を推進するための取り組み
連携及び協働した事業展開

健全な下水道経営 下水道施設の適正な維持・管理

─北 海 道 地 方 下 水 道 ビ ジ ョ ン─
北の大地を支える持続可能な下水道

※1 ※2
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北海道の下水道が目指すべき3つの目標像を北海道地方を取り巻く状況や
地域のニーズを踏まえ設定しました。5北海道地方の目標像（3つの目標像）

3つの目標像を実現するために下水道として取り組むべき6つの事業目標を
「選択と集中」の視点より設定しました。6下水道の事業目標（6つの事業目標）

低炭素・循環型社会の構築
　・下水道設備の省エネルギー化や下水熱や下水汚泥などからのエネルギー創出を推進することにより、低炭素社会の構築へ貢献します。
　・下水汚泥の緑農地利用や建設資材利用、下水に含まれるリンなどの枯渇資源の回収などにより、循環型社会の構築へ貢献します。
食糧基地、観光交流空間への貢献
　・下水汚泥の緑農地利用により、北海道の基幹産業である農業の生産性向上に貢献します。
　・豊かな自然環境を活かした観光地における汚水処理の普及や適切な維持管理により、観光交流空間の創出に貢献します。
快適な住環境の実現（水洗化）
　・未だ普及の遅れている小規模な市町村において普及促進を図ります。
　・地域の実情に応じた、より効率的な整備手法を検討し、他の汚水処理事業と連携しながら快適な住環境の実現を図ります。
安全・安心な暮らしの実現
　・浸水被害を軽減するため、雨水排除能力の強化や流出抑制を組み合わせたハード対策、住民への災害対応を支援するためのソフト対策を推進します。
　・地震からの防災対策を着実に進めるとともに、下水道施設被害の最小化を図る減災対策を組み合わせた総合的な地震対策を推進します。
水環境・水循環の保全・創出の実現
　・下水道施設の適正な維持管理を行い、水環境の保全に寄与するとともに、合流式下水道の改善対策を早期に完了させます。
　・都市域でのせせらぎ水路の整備や雨水の地下水涵養（かんよう）を目的とした施設整備などにより、健全な水環境の創出に貢献します。
下水道機能の有効活用
　・人口減少の進展などにともない余裕の生じてくる施設を他の事業と連携を図りながら、持続可能な下水道の実現に向けた下水道資源資産及び機能の
　  有効活用を推進します。

安全で安心できる快適な生活環境の実現（暮らし）
　・道民が衛生的で快適な生活環境を実現するために、計画的・効率的に汚水処理を進めていきます。
　・頻発する浸水、地震など自然災害に対して、安全で安心して暮らせる社会の構築に貢献します。
豊かな自然環境をまもり、調和のとれた社会の実現（自然）
　・広大で豊かな自然環境をまもり、次世代に引き継ぐために、水環境・水循環の保全、創出に貢献します。
　・低炭素社会の構築に向けて、下水道設備の省電力化や未利用エネルギーの利用促進を行っていきます。
地域の産業・経済に貢献（地域活力）
　・循環型社会の構築に向けて、下水道資源・資産を有効活用し、地域の産業・経済に貢献します。
　・地域の水環境を改善することにより、活力ある個性豊かな観光地づくりに貢献します。

〈特に重視すべき事業目標〉
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６つの事業目標を達成するために下水道管理が進める具体的な
９つの施策を設定しました。

7中長期的方向性（９つの施策）

今後、改築更新の投資額が増えることと、人口減少の進展による使用料収
入の減少が見込まれるなか、持続可能な循環型社会の実現に向けた安
定的な下水道サービスを提供するために、住民のみなさまの理解と協力
のもと下水道経営の基盤の強化を図り、健全な下水道経営を目指します。

経営基盤の強化、技術力レベルを確保していくとともに、適正な施設管理
のもと持続可能な下水道機能の維持を図ります。また、省エネルギー対策
や機能高度化を進め、自然エネルギーによる発電利用の導入を検討する
など、維持費の軽減を図ります。
●長寿命化計画の策定による施設の延命化
●下水道処理施設の省エネルギー運転の取り組み　など

持続可能な下水道の実現
※プラスチック材により既存管路の内面を被覆し、施設の長寿命化を図る技術。 実施市町村：札幌市など

経営的側面

下水道経営の基盤強化

管理的側面

経営の計画性の向上 経営の透明性の向上 技術の維持と伝承

民間活力の利用

維持管理費の効率化 適正な費用負担

下水道資源・施設の活用

※

「健全な下水道経営」を目指します 「下水道施設の適正な維持・管理」を進めます

管路の維持・管理

健全な下水道経営

管路の改築・更新

テレビカメラ車

止水プラグテレビカメラ止水プラグ

マ
ン
ホ
ー
ル

マ
ン
ホ
ー
ル

●収入－支出の見直し
　下水道管理者の効率的な整備・管理による経費の縮減と住民の理解と協力のもと
　での下水道使用料金の適正化や接続率向上の取り組みを進め、収入・支出の両面
　において経営健全化に向けた取り組みを進めます。
●経営の計画性・透明性の向上
　将来の収支見通しを踏まえた中長期的な観点からの経営計画の策定し、住民への
　理解を得るための分かりやすい説明などの取り組みを進めます。

特に重視
すべき施策

特に重視
すべき施策
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基幹産業である農業振興に貢献するため、今後も安全
性に留意しながら下水汚泥の緑農地利用を積極的に、
継続的に取り組んでいきます。また、下水処理水の利用
やバイオマスとしての下水汚泥の利活用を促進します。

急激な人口減少の進展により、今後、流入水量の減少や
施設の統廃合など予想されることから、余裕が生じてくる
施設について、他の汚水処理事業との共同処理による効
率化や他のバイオマス（生ごみなど）との共同処理による
エネルギーの創出を目的とした施設活用の検討、導入を
促進します。

下水処理水の熱エネルギーを利用した流雪・融雪や暖房
への活用など下水道のもつエネルギーの有効利用や下水
汚泥の処理過程において発生する消化ガスを活用した発
電などのエネルギー利用を促進します。

●下水汚泥の緑農地利用の促進
●下水に含まれるリンの回収　など

●汚水処理施設共同整備などによる
　他事業との連携による施設の有効活用
●下水汚泥とバイオマス（生ごみなど）の
　共同処理　など

●下水処理水の有効活用（流雪・融雪・暖房等）
●消化ガス発電利用の促進
●下水汚泥の固形燃料化 　など

「資源循環の促進」を図ります 「下水道のもつエネルギーの利用」を図ります 「施設の有効活用の促進」を図ります

下水汚泥の緑農地利用 下水処理水を利用した雪対策の例 下水汚泥とバイオマスの共同処理の例

下水処理場

流雪溝

公共施設など

下水処理水
下水
処理水
引込

下水
処理水
圧送

生ごみ

公共
下水道 下水

処理施設

下水
汚泥

ガス
タンク

消化
ガス

消化汚泥

汚泥脱水機

バイオマス
混合調整棟

消化
タンク

汚泥
乾燥施設

汚泥を肥料化

浄化槽汚泥等

緑農地利用

消化ガスは
処理場内の
エネルギー
として有効
利用

実施市町村：札幌市、江別市など実施市町村：苫小牧市、清水町など 実施市町村：北広島市

※

コンポストなど

下水処理場

緑農地利用
ヒートポンプによ
り暖房熱源として
利用

※

※ヒートポンプとは、
　大気や水などの熱を集め、
　冷却または加熱に用いる
　システム
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近年における集中豪雨の増加傾向から、雨の降り方を再
分析し、雨水排除計画を見直すなど効率的な事業の推
進を図るとともに、重点地区においては浸水被害の最小
化を図るため、ハード整備の着実な実施に加え、ソフト対
策や自助を組み合わせた総合的な浸水対策を講じてい
きます。

日常における下水道施設を適正に維持・管理していくこと
に加え、地震による下水道施設の被害を防ぐため、緊急
的・効率的に「防災」及び「減災」の両面から地震対策を講
じていきます。なお、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
防災対策推進地域に指定されている地域では、重点的に
下水道施設の耐震化を進めていきます。

●雨水流出抑制の強化
　（雨水貯留浸透施設の設置等）
●内水ハザードマップ作成・公表による
　減災対策　など

●最低限の処理機能等を確保すべき施設の耐震化
●流下機能を確保すべき管路（防災拠点と処理場
　を結ぶ重要管路）及び被災時に重大な交通障害に
　つながる管路（軌道下の重要管路）の耐震化　など
　

「雨につよい街づくり」を進めます 「地震につよい下水道」を目指します
人口減少、少子高齢化の進展など社会的情勢の変化を踏ま
え、他の汚水処理事業も含めた事業計画に基づき、汚水処
理の未普及解消を図ります。

●他の汚水処理事業（浄化槽、農業集落排水
　など）と連携し、処理区の再編も考慮した
　総合的な汚水処理計画の実施　など

「汚水処理の未普及解消」を図ります

7中長期的方向性（９つの施策）

適正な事業計画に基づく、汚水処理の未普及解消の例 雨水流出抑制対策の例 既存施設の耐震対策

管路の耐震化の例

透水性
舗装

雨水管

浸透管

浸透ます 浸透ます

T 終末処理場
市街化区域

T

T

T

TT

合併処理浄化槽
（個別処理）

特定環境保全
公共下水道

コミュニティー
プラント

流域関連
公共下水道

流域関連
公共下水道

漁業集落
排水施設

マンホール 地震時の不同沈下
にも追従できる継
手の設置

消毒施設の
耐震化

耐震性貯水槽の
設置

下水処理場
（地域防災計画に位置づけ）

処理場間をつなぐ
ネットワーク管路

管路のループ化
（迂回ルート設置）

防災拠点と処
理場を接続す
る管路や緊急
輸送路・避難
路・軌道下に
ある重要危険
管路の耐震化

D村

B町
C町

A市

合同処理浄化槽
（個別処理）

流域関連
公共下水道

農業集落
排水施設

都市計画区域
行政区域
農業振興地域

公共下水道

※路面の水を浸透させる舗装

※

下水管路

マンホールに直接
接続する仮設トイレ

備蓄倉庫の設置
（例：仮設ポンプを備蓄）



　下水道事業の経営基盤の強化に加え、管理業務の効率化の観点から、整備段階はもとより、維持管理
　段階においても広域化の取り組みを積極的に推進します。

都市と周辺地域

　下水道事業の多様な方向性を確かなものとするために、河川、農政、環境、その他行政分野間の横断的
　な連携を図り、総合的な施策展開を促進します。

下水道と他分野

　下水道は住民、NPO、民間事業者などの共有財産であるという意識を持って、下水道管理者と連携・
　協働し地域の下水道の役割や環境保全の重要性について理解を深めるための取り組みを推進します。

産学官と住民

10

広大で豊かな自然環境を引き続き守るために、合流式
下水道の改善や適正な維持管理を行っていきます。ま
た、都市域では良好な水辺空間の創出を目的としたせせ
らぎ水路の整備や健全な水循環の形成を目的とした雨
水を貯留浸透させる施設整備の検討を行っていきます。

●合流式下水道の改善対策の実施
●都市域におけるせせらぎ水路や雨水貯留
　浸透施設の整備　など

改善前

「健全な水環境の保全・創出」に努めます

これからの下水道事業を効率的・効果的に
進めるために地域の多様な主体が参加する
枠組みへの転換を図ります。

8事業を推進するための取り組み
─連携・協働した事業展開─

合流式下水道の改善例

改善後

貯留管
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北海道地方下水道ビジョンは、下水道をはじめとする各分野の有
識者、学識経験者、地方自治体の長により構成される「北海道地
方下水道ビジョン策定委員会」並びに地方自治体の下水道管理
者による「ワーキンググループ」を設置し、北海道地方における
下水道の整備と管理のあり方、中長期的視点から重点化すべき
事項などについて審議を行い、また、住民の方の意見を踏まえ取
りまとめました。
今後、各地方自治体では、本ビジョンに基づき、地域特性を考慮
した具体的な下水道政策（中期ビジョン、アクションプラン）を定
めていくこととなります。

｢北海道地方下水道ビジョン｣は、北海道開発局のホームページに
掲載しています。
http://www.hkd.mlit.go.jp


