
 

 地 域 再 生 計 画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

潤いのある快適で安全なまちづくり計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

坂城町 

 

３ 地域再生計画の区域 

    長野県埴科郡坂城町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

    坂城町は、長野県の北信地域と東信地域の結節点に位置し、かつては、北

国街道の宿場町として栄え、今は、長野新幹線、しなの鉄道、上信越自動車

道、国道 18号が通る交通の要所となり、加えて、気候的に年間を通じての降

雨量が尐なく湿度が低い好条件にあり、製造業、農業、商業に適し、これを

活かしたものづくりのまちとしての技術力が集積され、ブランド力が高めら

れ、個性ある自律と協働のまちづくりを進めてきております。 

東西に広がる山の間を南から北へと清らかな千曲川が悠々と流れ、その脇

の肥沃な土地に田畑が広がり、扇状地の端部からは集落が点在する田園風景

が山裾へと続き、ぶどう・りんごと果樹栽培が山腹まで営まれております。 

「ふるさと坂城」を、人々がともに輝くより魅力あるまちに導き、さらに

未来につないでいくことは、私たちに課せられた使命であります。 

急速な尐子・高齢化、人口減尐、産業ニーズの多様化、頻繁な地震・豪雨

等災害の発生、自然環境の保全と、対応をしていかなければならない私たち

を取り巻く社会環境は大きく変化してきております。 

特に、高齢化率は、平成 26年４月１日時点で全国平均 25.1％（長野県平均

28.9％）と比較して高く 31.8％となっております。 

千曲川は、４月の「つけば漁」に始まり６月の風物詩「鮎釣り」と親しまれ、

矢口高雄先生の「釣りキチ三平」の背景には土木遺産の 9連ローゼ橋「昭和橋」

も描かれ、山頂の村上義清公の葛尾城址を望むことができます。 

また、千曲川を原風景のまま後世に残すプロジェクトの一つとし、千曲川の

ほとりに「さかき千曲川バラ公園」が平成 13 年に開園され、250 種 2,000 株

のバラが６月に開催の「ばら祭り」には芳醇な甘い香りを漂わせ、彩り鮮やか



な大輪の花を咲かせ来場者の目を和ませており、平成 21 年「全国ばらサミッ

ト」を開催し、平成 27年は記念すべき 10周年を迎えます。 

 

坂城町は、長野市、千曲市と共に、千曲川流域下水道（上流処理区）とし下

水道の処理をしており、「千曲川流域関連坂城町公共下水道全体計画」を基本

に公共下水道の事業を進め、平成 22年度からは長野県の主導により「水循環・

資源循環のみち 2010」構想を立て、県内全ての自治体が整合を取り今後の指

標を定め、各プランで示したタイムスケジュールに基づき構想を推進してきて

おります。 

坂城町は、千曲川流域下水道の最上流に位置し公共下水道の整備が遅れてき

ましたが、計画的に整備を進め最終段階に入ろうとしております。 

引き続き、最上流端の南条地区の公共下水道の整備と合併処理浄化槽整備に

よる整備を合わせて行い、公衆衛生の向上及び水質環境の保全を目指し、千曲

川を守っていきたいと考えます。 

 

    坂城町の汚水処理人口普及率は平成 25年度末で、公共下水道による処理人

口は 11,152人で普及率は 70.7％、公共下水道の処理計画区域内も含めた合併

処理浄化槽による処理人口は 2,220 人で普及率は 14.1％となり、全体で汚水

処理人口普及率 84.8%となっており、公共下水道の整備を一層促進することに

より、公共下水道と合併処理浄化槽による整備を合わせた汚水処理人口普及

率を 84.8％（13,372 人）から 90.0％（14,194 人）に向上させます。 

  また、最終的な公共下水道と合併処理浄化槽による汚水処理計画区域毎で

の水洗化率は低い状況で、公共下水道による町内全域の 94.2%の計画区域では

7,977 人-50.6%が水洗化をしており、また、合併処理浄化槽による 5.8%計画

区域では 330 人-2.1%が水洗化をしており、全体では 52.7%の水洗化率となっ

ており将来的な構想計画としては、まだまだ低い状況にあります。 

    全体計画面積 614ha の整備面積率を 73.8％（453ha）から平成 31年度には

90.0％（553ha）に向上させ、合わせて汚水処理人口普及率を 52.7％（8,311

人）から平成 31 年度には 70.0％（11,040 人）に向上させ、健康で快適な生

活環境の確保を図り、流入水の水質改善により千曲川の清流を保全していき

ます。 

 

（目標１）汚水処理施設の整備の促進 

汚水処理施人口普及率 84.8％（基準値：H２５年度末） 

→88.2％（中間目標値：H２９年度末） 

→90.0％（計画目標値：H３１年度末） 



（目標２）汚水処理施設の整備の促進 

公共下水道整備面積 453ha(73.8%)（基準値：H２５年度末） 

→513ha(83.5%)（中間目標値：H２９年度末） 

→553ha(90.0%)（計画目標値：H３１年度末） 

 

（目標３）汚水処理施設の整備の促進 

水洗化率の向上 52.7%（基準値：H２５年度末）  

→64.2％(中間目標値：H２９年度末） 

→70.0%（計画目標値：H３１年度末） 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１  全体の概要 

     千曲川の流れに沿い下流の集落を形成する地区から順次公共下水道の整

備を進めてきており、最上流域の南条地区の集落の整備が未だのため、公

共下水道の整備を進め、合わせて公共下水道計画区域外においては合併処

理浄化槽設置により整備を促進し、健康で快適な生活環境の確保を図ると

共に、流入水の水質改善により千曲川の清流を保全します。 

     また、シンボルである千曲川については、川沿いの「さかき千曲川バラ公

園」「ウォーキングステーション」をシンボルポイントとし、公園の充実と、

千曲川の自然を体感できるよう堤外地に「せせらぎ水路」「自然観察路」「野

草園」の整備を進めると共に、同公園や河川運動公園等における各種イベ

ントの開催や、住民との協働による清掃活動等を通じた美しい水辺環境の

創出により、引き続き観光客や釣り人を誘致すると共に、千曲川を町のシ

ンボルとして水と緑の憩いの場を形成し、オープンスペースとして有効利

用を図り、清潔で潤いのある空間整備を目指します。 

 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

   該当無し 

 

５－３  法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 汚水処理施設整備交付金【Ａ３００２】 

 ・公共下水道、個人設置型浄化槽・・・平成２６年２月事業計画策定（変更） 

 

[事業主体] 

・坂城町 

 



[施設の種類]               

・ 公共下水道、個人設置型浄化槽      

    [事業区域] 

     ・ 公共下水道          坂城町南条地区 

     ・ 浄化槽（個人設置型）坂城町の全域（ただし、公共下水道の計画区域を除く）  

    [事業期間] 

     ・ 公共下水道          平成 27年度～平成 31年度 

     ・ 個人設置型浄化槽  平成 27年度～平成 31年度 

    [整備量] 

     ・ 公共下水道          φ100-200ｍｍ  L=25,000ｍ 

   （単独事業      φ100-150ｍｍ  L= 5,000ｍ） 

     ・ 個人設置型浄化槽  ５人槽-10基  ７人槽-10基 10人槽-５基 

              計-25基 

     なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおりです。 

     ・ 公共下水道          南条地区で 1,000 人 

・ 個人設置型浄化槽   坂城町下水道全体計画区域外で 75人 

    [事業費] 

     公共下水道 

           事業費 １，５００，０００千円(うち、交付金 ５００，０００千円）

単独事業費 ５００，０００千円 

        個人設置型浄化槽          

事業費    １０，２００千円（うち、交付金 ３，４００千円） 

        合計                    

           事業費  １，５１０，２００千円（うち、交付金 ５０３，４００千円） 

           単独事業費  ５００，０００千円 

     

     ５－４ その他の事業 

 ５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

        該当無し 

 

 ５－４－２ 複数事業と密接に関連させて効果を高める独自の取組 

        該当無し 

 

 ５－４－３ 支援措置によらない独自の取組 

（１）千曲川環境整備事業 

  内  容 千曲川沿いに整備された「さかき千曲川バラ公園」を、千



曲川に並行し走るしなの鉄道の車窓から眺められるよう、

堤内地側に拡幅された公園を充実させていきます。 

堤外地側についても、歩き眺め、千曲川の自然を体感でき  

るよう、地形、植生を利用したせせらぎ水路や自然観察路を

関係機関、各種団体と協力し引き続き整備していきます。 

   実施主体  坂城町 

   実施期間  平成２７年４月～平成３２年３月 

（２）千曲川河川愛護事業 

   内  容  「さかき千曲川バラ公園」、「河川運動公園」、「通学橋大  

望橋」を拠点とした千曲川河川敷の３エリアで、小学生・

中学生・住民・ボランティア・行政との協働によるクリー

ンキャンペーンを実施し、豪雨・雪融けの出水により流れ

てきたごみや、捨てられたごみの清掃を行い、美しい水辺

環境を創出すると共に、環境保全意識の高揚を図ります。 

   実施主体  坂城ライオンズクラブ・坂城町 

   実施期間  平成２７年４月～平成３２年３月 

 

５－５ 計画期間 

      平成２７年度～平成３１年度 

 

６ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

６－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

  ４に示す地域再生計画の目標については、計画期間の中間年度及び計画年

度終了後に坂城町が必要な調査を行い、評価し、公表します。 

 

 ６－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 

 

    平成 25年 

（基準年度） 

平成 29年 

（中間年度） 

最終目標 

目標１    

汚水処理人口普及率 ８４．８％ ８８．２％ ９０．０％ 

目標２    

公共下水道整備面積 ４５３ha ５１３ha ５５３ha 

目標３    

水洗化率 ５２．７％ ６４．２％ ７０．０％ 



（指標とする数値の収集方法） 

 

 

・目標の達成状況以外の評価を行う内容 

１． 事業の進捗状況 

２． 総合的な評価や今後の方針 

    

 ６－３ 目標の達成状況に係る公表の手法 

４に示す地域再生計画の目標の達成状況を始め中間評価及び事後評価の内

容を、インターネット（坂城町のホームページ）の利用、その他縦覧により公

表する。 

６－４ その他 

 該当なし 

７ 構造改革特別区域計画に関する事項  

該当なし 

８ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 

該当なし 

９ 産業集積形成等基本計画に関する事項 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 収集方法 

汚水処理人口普及率 坂城町の毎年の集計データより 

公共下水道整備面積 坂城町の毎年の集計データより 

水洗化率 坂城町の毎年の集計データより 


