
100909
テキストボックス
北諏訪地区農業集落排水処理施設



Ⅱ－２ 汚水処理施設調書
地　区　名 処理区名 北諏訪

敷地面積 性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 告示構造区分処理方式名 計画処理水質 日平均汚水量 人口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等
理 年 月 日 定 年 月 日

㎡ mg/ｌ m3/日 人

　上越市大字東中島 1489,33 BCJー浄3026 H7. 3.15 H7. 4.20 第　８ JARUS-XI BODｰ20以下 292 1080 大字東中島 農業用
H8. 7. 1 第１３ SSー50以下 1914番地先 排水路

　汚水処理フローシート

北諏訪地区

1914番外

処　　　　理　　　　方　　　　式 施　設　計　画　諸　元　等
（一般） 個別　評　定・認　定

汚水処理施設位置



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字東中島 BOD-20以下 大字東中島

1915 1915番地先

（汚水処理フローシート）

第６項 JARUS-ⅩⅠ 165 610

　　北諏訪第二地区 　北諏訪処理区
処理方式 施設計画諸元等

一般（儒別）評定・認定

1,489.33 H8.11.22 H14.3.14DW3N-8138 農業排水路



100909
テキストボックス
保倉東部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ－２ 汚水処理施設調書
地　区　名 処理区名 保倉東部

敷地面積性能評定番号 性能評定受建設大臣認 告示構造区分 処理方式名 計画処理水質 日平均汚水量 人口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等
理 年 月 日定 年 月 日

㎡ mg/ｌ m3/日 人

上越市大字下吉野 1449,98 BCJ－浄3446 H8. 4.30 H8. 8.19 第１３ JARUS－XI BOD-20以下 397 1470 大字下吉野 農業用
　　　1147番地1地先 SSー50以下 1147番地1地先 排水路

　　汚水処理フローシート

汚水処理施設位置

保倉東部地区
処　　　　理　　　　方　　　　式 施　設　計　画　諸　元　等

（一般） 個別　評　定・認　定



100909
テキストボックス
津有南部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字下新町 ＢＣＪ－浄 BOD-20以下 大字下新町

字五百刈490番地 3483 ５４２地先

（汚水処理フローシート）

一般（儒別）評定・認定

　　津有南部地区 　津有南部処理区
処理方式 施設計画諸元等

JARUS-ⅩⅠ 314 1,160 農業排水路1,661 H8.3.22 H8.8.19 第６項



100909
テキストボックス
保倉西部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

㎡ （建設省告示第1232号） mg/l m3/日 人

上越市大字 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字東中島

東中島2869番地１他 0026 SSー50以下 2869番地１地先

（汚水処理フローシート）

一般（儒別）評定・認定

保倉西部地区 　保倉西部処理区
処理方式 施設計画諸元等

JARUS-ⅩⅠ 468 1,730 農業排水路1,588 H8.11.22 H9.2.14 第６項



100909
テキストボックス
高士東部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

㎡ （建設省告示第1232号） mg/l m3/日 人

上越市大字 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字飯田

飯田1169番地2 0017 SSー50以下 1169番地2

（汚水処理フローシート）

405 1,500 農業排水路

一般（儒別）評定・認定

高士東部地区 　高士東部処理区
処理方式 施設計画諸元等

1,700 H9.3.31 H9.2.14 第６項 JARUS-ⅩⅠ



100909
テキストボックス
高士西部四辻地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

㎡ （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

三和村大字野 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 三和村大字野

字川向６４２６番地外 0091 SS－50以下 字川向６４３１地先

（汚水処理フローシート）

1,160.94 H8.11.22 H9.2.14

高士西部四辻 　高士西部四辻処理区
処理方式 施設計画諸元等

農業排水路第６項 JARUS-ⅩⅠ 235 870

一般（儒別）評定・認定



100909
テキストボックス
津有中部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

㎡ （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字藤塚 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字藤塚

551番地3他 0096 SS－50以下 551番地3地先

（汚水処理フローシート）

一般（儒別）評定・認定

津有中部地区 　津有中部処理区
処理方式 施設計画諸元等

JARUS-ⅩⅠ 395 1,460 農業排水路2,523.25 H8.11.22 H9.2.14 第６項



100909
テキストボックス
有田地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字三ツ橋 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字三ツ橋

字沢田902 0121 ９０６地先

（汚水処理フローシート）

2,040.72 H8.11.22 H10.4.2

　　有田地区 　有田処理区
処理方式 施設計画諸元等

農業排水路第６項 JARUS-ⅩⅠ 422 1,560

一般（儒別）評定・認定



100909
テキストボックス
金谷和田西部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字稲荷 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字稲荷

字舞台138-3 0153 138-3先

（汚水処理フローシート）

JARUS-ⅩⅠ 270 1,000

　　金谷和田西部地区 　金谷和田西部処理区
処理方式 施設計画諸元等

一般（儒別）評定・認定

1,700.00 H8.11.22 H10.4.2 農業排水路第６項



100909
テキストボックス
和田東部地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字下箱井 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字下箱井

字下川原531番地 0177 531番地先

（汚水処理フローシート）

1,970.00 H13.11.22 H10.4.2

　　和田東部地区 　和田東部処理区
処理方式 施設計画諸元等

農業排水路第６項 JARUS-ⅩⅠ 441 1,630

一般（儒別）評定・認定



100909
テキストボックス
津有北部諏訪地区農業集落排水処理施設



Ⅱ-２汚水処理施設調書
地 区 名 処理区名

汚水処理施設位置 敷地面積 計画処理 日平均汚水量 人　　口 放流口位置 放流先名称 循環再利用施設等

性能評定番号 性能評定受 建設大臣認 　   水質

理年月日 定年月日 告示構造区分 処理方式名

m3 （建設省告示第1292号） mg/l m3/日 人

上越市大字上真砂 ＪＸＩ９６－ BOD-20以下 大字上真砂

字町畑578-1 0176 578-1先

（汚水処理フローシート）

JARUS-ⅩⅠ 805 2,980

　　津有北部諏訪地区 　津有北部諏訪処理区
処理方式 施設計画諸元等

一般（儒別）評定・認定

3,428.84 H13.11.22 H10.4.2 農業排水路第６項



100909
テキストボックス
須川地区農業集落排水処理施設




