
流山都市計画下水道の変更（流山市決定） 

 

 

都市計画流山市公共下水道を次のように変更する。 

 

 

１．下水道の名称    流山市第１号公共下水道 

 

２．排水区域 

    「排水区域は総括図表示のとおり」 

    （備考）面積 約1920 ha（12ha追加） 

 

 

理  由 

本市の公共下水道は、昭和 48 年に都市計画決定を行って以来、現在も事業継続

中である。 

当該地区は既整備区域に隣接しており、既成市街地並みに住宅が密集しており地

元住民から公共下水道への接続要望がなされている。 

今回、長崎地区、八木南団地地区に対し都市計画決定区域の追加を行い、地域の

生活環境の向上及び公共用水域の汚濁防止と内水排除を図ろうとするものである。 

また、全体計画の見直しに伴い、処理区界変更を行うものである。 



新 旧 対 照 表 

（流山市第１号公共下水道） 

項  目 計 画 変 更 既 決 定 備  考 

1.下水道の名称 流山市第１号公共下水道 流山市第１号公共下水道 変更なし 

2.排水区域    

  （汚 水） 江戸川左岸処理区  1,920ha 江戸川左岸処理区  1,908ha 12haの追加 

 野田第５処理分区     10ha 野田第５処理分区     10ha 変更なし 

 流山第１処理分区  28ha 流山第１処理分区  28ha 〃 

 流山第1-1処理分区  71ha 流山第1-1処理分区  71ha 〃 

 流山第２処理分区  5ha 流山第２処理分区  5ha 〃 

 流山第2-1処理分区  93ha 流山第2-1処理分区  93ha 〃 

 流山第３処理分区  37ha 流山第３処理分区  37ha 〃 

 流山第3-1処理分区  179ha 流山第3-1処理分区  178ha 1.35ha処理区界の変更

 流山第3-2処理分区   5ha 流山第3-2処理分区   5ha 変更なし 

 流山第４処理分区  301ha 流山第４処理分区  301ha  〃 

 流山第５処理分区  213ha 流山第５処理分区  213ha  〃 

 流山第６処理分区  113ha 流山第６処理分区  113ha  〃 

 流山第6-1処理分区  88ha 流山第6-1処理分区  88ha  〃 

 流山第6-2処理分区  111ha 流山第6-2処理分区  115ha 
-3.3ha処理分区界の変

更 

 流山第７処理分区  38ha 流山第７処理分区  27ha 10.8haの追加 

 流山第7-1処理分区  57ha 流山第7-1処理分区  57ha 
-0.1ha処理分区界の変

更 

 流山第7-2処理分区  44ha 流山第7-2処理分区  44ha 変更なし 

 流山第7-3処理分区  44ha 流山第7-3処理分区  44ha  〃 

 流山第7-4処理分区  122ha 流山第7-4処理分区  121ha 

-0.15ha処理区界の変

更、+0.35処理分区界

の変更 

 流山第7-5処理分区  37ha 流山第7-5処理分区  37ha 変更なし 

 流山第８処理分区  35ha 流山第８処理分区  35ha 
-0.25ha処理分区界の

変更 

 流山第9-1処理分区  58ha 流山第9-1処理分区  58ha 変更なし 

 流山第9-2処理分区  95ha 流山第9-2処理分区  95ha  〃 

 流山第9-3処理分区  36ha 流山第9-3処理分区  36ha  〃 



項  目 計 画 変 更 既 決 定 備  考 

 
流山第9-3処理分区  89ha 流山第9-3処理分区  89ha 変更なし 

 
松戸第1-2処理分区  8ha 松戸第1-2処理分区  8ha  〃 

 その他  3ha  ― +3.3ha処理分区界の変

更 

  （雨 水） 排水区49カ所  1,920ha 排水区47カ所  1,908ha 12haの追加 

 運河中排水区  10ha 運河中排水区  10ha 変更なし 

 西深井第１排水区   18ha 西深井第１排水区   18ha   〃 

 東深井第１排水区   178ha 東深井第１排水区   178ha -0.15ha処理区界の変更

 江戸川台第１排水区   85ha 江戸川台第１排水区   85ha 変更なし 

 江戸川台第２排水区  5ha 江戸川台第２排水区  5ha   〃 

 江戸川台第３排水区  53ha 江戸川台第３排水区  53ha   〃 

 江戸川台第４排水区 34ha 江戸川台第４排水区 34ha   〃 

 加岸排水区 67ha 加岸排水区 67ha   〃 

 和田堀第１排水区 33ha 和田堀第１排水区 33ha   〃 

 和田堀第２排水区 20ha 和田堀第２排水区 20ha   〃 

 和田堀第３排水区 26ha 和田堀第３排水区 26ha   〃 

 和田堀第４排水区 46ha 和田堀第４排水区 46ha   〃 

 和田堀第５排水区 39ha 和田堀第５排水区 39ha   〃 

 和田堀排水区 61ha 和田堀排水区 61ha   〃 

 流山第１排水区 348ha 流山第１排水区 348ha   〃 

 流山第２－１排水区 13ha 流山第２－１排水区 13ha   〃 

 流山第４排水区 53ha 流山第４排水区 53ha   〃 

 坂川第１排水区 37ha 坂川第１排水区 37ha   〃 

 坂川第２排水区 42ha 坂川第２排水区 42ha   〃 

 坂川第９排水区 81ha 坂川第９排水区 81ha   〃 

 坂川第１０排水区 10ha 坂川第１０排水区 10ha   〃 

 坂川第１１排水区 29ha 坂川第１１排水区 29ha   〃 

 坂川第１２排水区 7ha 坂川第１２排水区 7ha   〃 

 坂川第１４排水区 14ha 坂川第１４排水区 14ha   〃 

 鰭ヶ崎第１排水区 9ha 鰭ヶ崎第１排水区 9ha   〃 

 鰭ヶ崎第２排水区 5ha 鰭ヶ崎第２排水区 5ha   〃 

 鰭ヶ崎第３排水区 13ha 鰭ヶ崎第３排水区 13ha   〃 



項  目 計 画 変 更 既 決 定 備  考 

 名都借第１排水区 59ha 名都借第１排水区 59ha -0.15ha処理区界の変更

 名都借第２排水区 47ha 名都借第２排水区 47ha 変更なし 

 名都借第３排水区 16ha 名都借第３排水区 16ha   〃 

 名都借排水区 33ha 名都借排水区 33ha   〃 

 八木川第１排水区 265ha 八木川第１排水区 259ha 5.8haの追加 

 上富士川第１排水区 21ha 上富士川第１排水区 21ha 変更なし 

 上富士川第２排水区 21ha 上富士川第２排水区 21ha   〃 

 上富士川第３排水区 8ha 上富士川第３排水区 8ha   〃 

 大堀川右岸第１排水区 39ha 大堀川右岸第１排水区 38ha 1.5ha処理区界の変更 

 大堀川右岸第２排水区 26ha 大堀川右岸第２排水区 26ha 変更なし 

 大堀川右岸第５排水区 16ha 大堀川右岸第５排水区 16ha   〃 

 その他  33ha その他  28ha 
5.0haの追加 

2排水区追加 

3.下水管渠    

（汚 水） 幹 線 数  １本 幹 線 数  １本 変更なし 

 
流山１号幹線 

φ0.7m 約 20m 

流山１号幹線 

φ0.7m              約 20m 
変更なし 

    

4.貯留施設 

 

名称 市野谷調整池 

位置 流山市市野谷字二反田 

面積 33,120㎡ 

 

名称 古間木調整池 

位置 流山市野々下一丁目、 

古間木字芳賀殿及び字水深 

面積 41,850㎡ 

 

名称 西平井調整池 

位置 流山市大字西平井字羽 

中、字広田及び字槐戸 

面積 15,000㎡ 

 

名称 市野谷調整池 

位置 流山市市野谷字二反田 

面積 33,120㎡ 

 

名称 古間木調整池 

位置 流山市野々下一丁目、 

古間木字芳賀殿 

面積 41,850㎡ 

 

名称 西平井調整池 

位置 流山市大字西平井字羽中 

面積 15,000㎡ 

 

変更なし 

 

 

 

住所表示の変更 

 

 

 

 

住所表示の変更 

    

5.処理施設 
なし 

(江戸川左岸流域下水道に流入)

なし 

(江戸川左岸流域下水道に流入) 
変更なし 

    

    

 



 

（別添図） 

 

既決定区域 ：1,908ha 

今回追加区域：   12ha 

合計  ：1,920ha 

①今回追加区域 5.2ha 
（流山第７処理分区） 
（八木川第 1排水区） 

②今回追加区域 5.6ha 
（流山第７処理分区） 
（八木川第 1排水区） 
（八木川第 2排水区） 
（坂川第 5排水区） 

処理区界の変更箇所 



表　　示 区　　　　分

凡　　　 例

計 画 図 (1/2)
1/2,500

縮尺

図面番号
流山市第１号公共下水道事業名

単位 mm

設計流山市事業主



区　　　　分

凡　　　 例

表　　示

計 画 図 (2/2)

単位 mm

1/2,500

縮尺

設計流山市事業主

図面番号
流山市第１号公共下水道事業名



単位 mm

1/2,500

縮尺

図面番号

設計流山市事業主

参 考 図 (1/2)

流山市第１号公共下水道事業名

区　　　　分

凡　　　 例

表　　示



区　　　　分

凡　　　 例

表　　示

単位 mm

1/2,500

縮尺

図面番号

設計流山市事業主

参 考 図 (2/2)

流山市第１号公共下水道事業名


