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◎はじめに 

 

   那珂川町は、福岡県の西部にあり、福岡市から１３kmのところに位置している。

東を春日市、大野城市、筑紫野市に、南を佐賀県に、北と西を福岡市に接して

いる。総面積は７４.９９km2 （７,４９９ha）だが、その７５％は林野が占め、平地は北

部に集中している｡ 

   昭和３１年に旧南畑村、岩戸村、安徳村が合併して発足した当時は、８,９４８

人の人口であった。福岡市に隣接する北部が住宅地として脚光を浴び、恵まれ

た自然環境とも相まって昭和５０年、５５年、６０年の国勢調査では県下第一の人

口増加率を示した｡ 

   本町の中央には町の名前にもなった那珂川が南北に貫流し、福岡市を経て博

多湾に流れ込んでいる。この那珂川は、本町ではもちろん、春日市、福岡市の貴

重な上水道源であるばかりか、農業用水としても利用され、生産と生活の両面か

ら住民に深い関わりを持っている｡ 

   本町の下水道は昭和４９年度に事業認可を受けて以降、事業を推進しており、

その計画面積は９４６.５ha である。これは、町全体面積の１２％ほどに過ぎないが、

本町人口の約９９％がこの地域に集中している｡ 

 

◎基本方針 

 

   本町の生活排水については、北部を中心とした下水道認可区域では下水道

で処理している。その他の地域では浄化槽による処理を除き、宅地内での地下

浸透または水路に未処理のまま排出されている。近年、河川は農業用水や治水

対策として土や植生によらないコンクリート等の護岸設備が進み、自然の浄化機

能が失われつつあり、那珂川水域の水質を保全するためにも、生活排水処理施

設を整備していくことが求められている｡ 

 

1.生活排水処理に関する考え方 

    那珂川町は那珂川の上流に位置し、那珂川及び博多湾における公共用水

域の水質汚濁を防止するためにも、生活排水対策を進めることが求められて

いる｡もとより那珂川町は、水と緑、暮らしがとけあうまちづくりを第５次総合計画

にもうたっており、自然環境を後世に残す施策に対する住民の要望関心も高

い｡ 



- 2 - 

 

 

2.浄化槽と下水道により処理する区域 

    本町においては、平成１８年度に那珂川町汚水処理基本構想を策定するに

あたり、集合処理区域と個別排水処理区域について試算を行い、それぞれの

処理区域を定めた。平成２３年３月に流域関連公共下水道事業及び特定環

境保全公共下水道事業の変更計画について認可を受け、より広範囲な地域

で下水道による生活排水処理が可能となった｡さらに平成２４年度からは市町

村設置型浄化槽整備事業を実施し、下水道と同等の個人負担による生活排

水処理が可能となっている。 

    以上のことから、那珂川町における生活排水処理は、公共下水道及び特定

環境保全公共下水道の計画区域においては下水道により、その他の区域に

ついては浄化槽により処理を行うものとする｡ 

 

3.目標年次 

    本町の生活排水処理基本計画における目標年次は、計画策定時の平成２５

年度（２０１３年）より１５年後の平成４０年度（２０２８年）とする｡なお、中間目標

年次として概ね５年毎に見直しを行うものとする｡ 

 

4.生活排水の排出状況 

 

① 下水道について 

昭和４９年に事業を開始し、７６８.８ha の認可区域のうち６７９.８ha（平成２４

年度末現在）の整備を終えている｡人口密度の高い都市部ではほぼ下水道の

整備が終了し、今後は人口密度の低い中山間部の整備を行っていくことにな

る。このため下水道処理人口の伸びが鈍化することが予想されるが、水洗化に

対する住民の強い要望があることから、今後も計画的に下水道整備をしていく

こととする｡ 

② 浄化槽について 

平成３年度より公共下水道事業認可区域外を対象区域として個人設置型の

浄化槽設置整備事業を実施し一定の成果を上げてきた。平成２４年度からは市

町村設置型合併処理浄化槽事業により、町が合併処理浄化槽を整備し、下水

道事業の整備が及ばない地区における生活排水処理を推進することとしてい

る。 
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③ その他について 

現在のところ、コミュニティプラント、農業集落排水施設の計画予定はない。 

単独浄化槽設置の世帯に対しては、今後も、小型合併処理浄化槽又は下水

道への切り替えを指導していく｡ 

なお、本町における生活排水の排出状況は次表のとおりである｡ 

 

生活排水の排水状況   （過去５年間の実績）                      （単位；人） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

1.計画処理区域内人口 49,421 49,667 50,047 50,000 49,872 

 2.水洗化・生活雑排水処理人口 44,189 45,064 45,523 45,784 45,840 

 （１）下 水 道 42,752 43,969 44,757 45,018 45,103 

（２）浄 化 槽 1,437 1,095 766 766 737 

（３）コミュニティプラント 0 0 0 0 0 

（４）農業用集落排水施設 0 0 0 0 0 

3.（単独処理浄化槽）人口 73 68 61 61 58 

4.非水洗化人口 5,159 4,535 4,463 4,155 3,974 

5.計画処理区域外人口 0 0 0 0 0 

 

5.生活排水の処理主体 

処理主体の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

1. 下水道 し尿及び生活雑排水 福岡県（御笠川那珂川流域下水道） 

2. 浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等 

3. 浄化槽（単独処理） し尿 個人等 

4. し尿処理施設 し尿・汚泥 福岡市（委託） ※H25 まで 

5. （仮称）那珂川町浄化センター し尿・汚泥 那珂川町    ※H26 供用開始 

 

6.生活排水処理基本計画 

 

① 生活排水の処理計画 

    全体の 98％の生活排水を施設で処理することを目標とし、各地区の実情に

対応した処理方式を採用する｡ 
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  ○生活排水の目標                                （単位；％） 

項目 目標年次 

平成２５年度 平成３０年度 平成３５年度 平成４０年度 

生活排水処理率 92.3 94.3 96.1 97.8 

○人口の内訳                                              （単位；人） 

項目 目標年次 

平成２５年度 平成３０年度 平成３５年度 平成４０年度 

行政区域内人口 49,900 51,100 51,300 51,000 

計画処理区域内人口 49,900 51,100 51,300 51,000 

水洗化・生活雑排水処理人口 46,045 48,165 49,285 49,900 

○生活排水の排出状況                             （単位；人） 

 平成２５年度 平成３０年度 平成３５年度 平成４０年度 

1.計画処理区域内人口 49,900 51,100 51,300 51,000 

 2.水洗化・生活雑排水処理人口 46,045 48,165 49,285 49,900 

 （１）下 水 道 45,330 47,500 48,700 49,400 

（２）浄 化 槽 715 665 585 500 

（３）コミュニティプラント 0 0 0 0 

（４）農業用集落排水施設 0 0 0 0 

3.（単独処理浄化槽）人口 55 35 15 0 

4.非水洗化人口 3,800 2,900 2,000 1,100 

5.計画処理区域外人口 0 0 0 0 

○生活排水処理を行う区域 

     別紙（那珂川公共下水道事業汚水計画図）のとおり 

 

② し尿・汚泥の収集運搬計画 

ア.平成２５年度までの処理 

し尿収集については、許可業者（別表１）により那珂川町し尿中継基地ま

で運搬する。那珂川町し尿中継基地からは委託業者（別表２）により福岡市

中部中継所まで運搬し、その後、福岡市中部水処理センターへ圧送され、

処理する｡ 

   浄化槽汚泥収集については、許可業者（別表３）により那珂川町し尿中継

基地まで収集運搬され、し尿とともに処理する｡ 
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イ.平成２６年度以降の処理 

   福岡市の中部中継所は老朽化に伴い建替えが計画されており、本町のし

尿・汚泥の安定的な処理を目的とし、平成２６年４月から直接下水道管に投

入する（仮称）那珂川町浄化センターを整備し、次に示す処理により運営を

開始する。 

○収集・運搬処理 

し尿収集については、許可業者（別表１）により、また、浄化槽汚泥につい

ては、許可業者（別表３）により（仮称）那珂川町浄化センターまで収集運搬

し、投入する｡ 

○中間処理 

（仮称）那珂川町浄化センターに集められたし尿・汚泥は異物等を除去し

た後、下水道への排水基準まで加水による希釈処理を行い公共下水道に

流入させて処理を行う。 

○最終処理 

下水道に流入したし尿・汚泥は御笠川那珂川流域下水道の処理場で最

終処分を行う。 

 

し尿・汚泥の搬出状況                                   （単位；kl/日） 

項目 現在（平成 24 年度） 目標年度（平成 40 年度） 

汲取りし尿 7.30 3.54 

浄化槽汚泥 4.17 4.16 

合計 11.47 7.70 

  

③ その他 

      生活排水処理対策の必要性及び浄化槽維持管理の重要性について定期

的に啓発・広報活動を行い、住民の認識を高めていく｡また排出する排水の

汚染物質を少なくすることから公共水域の水質を保全する取組みを行う｡ 
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 （別表１） し尿の収集運搬許可業者 

業者名 有限会社 那珂川事業センター 

所在地 筑紫郡那珂川町下梶原１丁目１０番２６号 

業務内容 収集及び那珂川町し尿中継基地までの運搬 

収集運搬機材 バキューム １.８ｋｌ積載車（収集運搬車）２台 

収集区域 那珂川町全域 

 

 （別表２） し尿等の運搬許可業者 

業者名 有限会社 那珂川事業センター 

所在地 筑紫郡那珂川町下梶原１丁目１０番２６号 

業務内容 
那珂川町し尿中継基地から福岡市中部中継基地までのし尿

等の運搬 

収集運搬機材 バキューム ９.５ｋｌ積載車（収集運搬車）１台 

 

 （別表３） 浄化槽汚泥の収集運搬許可業者 

業者名 有限会社 筑紫環境開発 

所在地 筑紫郡那珂川町下梶原１丁目１０番２２号 

業務内容 収集及び那珂川町し尿中継基地までの運搬 

収集運搬機材 バキューム １.８ｋｌ積載車（収集運搬車）３台 

収集区域 那珂川町全域 

 


