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１．実施計画の範囲 

 湖北広域行政事務センター規約第４条第１項第２号に定める共同処理事務 

 

 

 

２．一般廃棄物の排出予測量 

 し尿 浄化槽汚泥 計 

長浜市 2,517 kl 14,815 kl 17,332 kl 

米原市 1,113 kl 3,079 kl 4,192 kl 

計 3,630 kl 17,894 kl 21,524 kl 

 

 

 

３．一般廃棄物の処理主体 

種類 処理区分 区分 
処理主体 

収集・運搬 処理 

し尿 

し尿処理 

委託 

長浜市内 

長浜地域 
㈱ライフリリーフ 

湖北広域行政事務センター 

第１プラント 

橋本クリーン産業㈱ 

浅井地域・びわ地域・ 

虎姫地域・湖北地域 
㈱テックアシスト 

高月地域・木之本地域・ 

西浅井地域・余呉地域 

㈱日の丸清掃社 

㈲伊香清掃センター 

米原市内 
山東地域・伊吹地域 ㈱ハウステクノ関ヶ原 

米原地域・近江地域 橋本クリーン産業㈱ 

浄化槽汚泥 許可 

長浜市内 

長浜地域 
㈱ライフリリーフ 

橋本クリーン産業㈱ 

浅井地域・びわ地域・ 

虎姫地域・湖北地域 
㈱テックアシスト 

高月地域・木之本地域・ 

西浅井地域・余呉地域 

㈲伊香清掃センター 

㈱日の丸清掃社 

米原市内 市内全域 

㈱ハウステクノ関ヶ原 

喜多嘉和㈱ 

㈲キタセイ 

 

 



４．処理計画 

（１）生活排水の処理計画 

処理の方法 長浜市 米原市 計 

し尿くみ取り 3,296 人 416 人 3,712 人 

単独処理浄化槽 1,874 人 943 人 2,817 人 

合併処理浄化槽 1,553 人 1,311 人 2,864 人 

下水道 93,143 人 33,307 人 126,450 人 

農業集落排水処理施設 17,187 人 3,204 人 20,391 人 

自家処理 0 人 0 人 0 人 

計 117,053 人 39,181 人 156,234 人 

 

 

（２）し尿および浄化槽汚泥の処理計画 

 ①排出抑制・再資源化計画 

種類 量の見込み 処理方法 

中間処理 し尿処理施設 ９２㎥／年 脱水・乾燥 

 

 

 ②収集・運搬する廃棄物の量の見込み、回数、方法など 

し尿 3,630 kl 長浜市・米原市 

「別紙１」のとおり 

随時 バキューム式収集運搬 

による個別方式 浄化槽汚泥 17,894 Kl 年１回以上 

 

 

 ③中間処理計画 

 １）処理施設の概要 

施設名称  湖北広域行政事務センター 第１プラント 

所在地  滋賀県長浜市湖北町海老江１０４９番地 

敷地面積  ２０，６４２．５７㎡ 

公称能力  １５７ｋｌ（し尿１２２ｋｌ／日・浄化槽汚泥３５ｋｌ／日） 

処理方法 
 低希釈二段活性汚泥法＋高度処理（凝集沈殿、砂ろ過、 

 活性炭） 

放流先  一級河川琵琶湖 

 

 

 



 ２）搬入される廃棄物の搬入業者別の内訳予測表 

搬入者 種別 搬入予定量 保有車両台数 

㈱ライフリリーフ 
し尿 819 kl 

 3.00t：3台 
浄化槽汚泥 2,091 kl 

橋本クリーン産業㈱ 
し尿 1,102 kl  1.80t、2.10t、 

 3.00t、3.70t： 

 各 1台 浄化槽汚泥 2,483 kl 

㈱テックアシスト 
し尿 553 kl  3.00t、10.00t： 

 各 1台 浄化槽汚泥 5,059 kl 

㈲伊香清掃センター 
し尿 601 kl  3.00t：2台、 

 9.57t：1台 浄化槽汚泥 5,115 kl 

㈱日の丸清掃社 
し尿 107 kl 

 2.70t：1台 
浄化槽汚泥 66 kl 

㈱ハウステクノ関ヶ原 

し尿 448 kl 
 1.80t、2.50t、 

 2.92t、3.70t、 

10.40t：各 1台 

 3.00t：各 2台 
浄化槽汚泥 1,161 kl 

喜多嘉和㈱ 浄化槽汚泥 995 kl 

 1.80t、2.40t、 

 2.70t、3.10t、 

 8.30t、9.87t： 

 各 1台 

 3.50t：各 2台 

㈲キタセイ 浄化槽汚泥 924 kl 

 3.00t：各 2台 

 3.70t、9.00t: 

 各 1台 

 

 

 ３）残渣の量及び処分方法 

種類 量 処分方法 

乾燥汚泥 92㎥／年  農地還元 

焼却灰 104ｔ／年 
 湖北広域行政事務センター一般廃棄物最終処分場 

（ウイングプラザ）で埋め立て処分 

清掃汚泥 100㎥／年  陸上処分（民間委託） 

 

 

 



別紙１ 

 

 

 

し尿収集区域 

業者名 収集区域 

㈱ライフリリーフ 長浜市  長浜地域 

橋本クリーン産業㈱ 長浜市 

米原市 

 長浜地域、 

 米原地域・近江地域 

㈱テックアシスト 長浜市  浅井地域・びわ地域・虎姫地域・湖北地域 

㈲伊香清掃センター 長浜市  高月地域・木之本地域・西浅井地域・余呉地域 

㈱日の丸清掃社 長浜市  高月地域・木之本地域・西浅井地域・余呉地域 

㈱ハウステクノ関ヶ原 米原市  山東地域・伊吹地域 

 

 

 

浄化槽汚泥収集区域 

業者名 収集区域 

㈱ライフリリーフ 長浜市  長浜地域 

橋本クリーン産業㈱ 長浜市  長浜地域 

㈱テックアシスト 長浜市  浅井地域・びわ地域・虎姫地域・湖北地域 

㈲伊香清掃センター 長浜市  高月地域・木之本地域・西浅井地域・余呉地域 

㈱日の丸清掃社 長浜市  高月地域・木之本地域・西浅井地域・余呉地域 

㈱ハウステクノ関ヶ原 米原市  米原市全域 

喜多嘉和㈱ 米原市  米原市全域 

㈲キタセイ 米原市  米原市全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


