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平成 30 年度 

第２回 八戸市行政改革委員会 議事録（概要） 

 

日  時   平成 30 年 10 月 31 日 午後１時 30 分～  

場  所   八戸市庁 本館３階 議会第四委員会室 

出席委員   武山委員長、北向委員、椛沢委員、田中委員、西川委員、橋本委員 

事 務 局   大坪総務部長、田中総務部次長兼人事課長、田中行政管理課長、井上行政改革 GL、 

尾崎主幹、髙村主査、鈴木主査、小野寺主事 

次  第   １ 開 会 

       ２ 委員長挨拶 

       ３ 審 議 

         ・公共事業再評価（八戸市公共下水道事業）について 

       ４ 閉 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

次第３ 審 議 ・公共事業再評価（八戸市公共下水道事業）について 

 

委員長： それでは、議事を進めます。本日の審議案件は、「八戸市公共下水道事業の公共事業

再評価」についてです。はじめに、公共事業再評価の制度の概要について、事務局から

説明をお願いします。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

委員長： 只今の説明について、何かご質問はございませんか。 

 

〔質問なし〕 

 

委員長： それでは、公共下水道事業に関して３つの評価シートがありますので、まずは、東部

処理区について、事務担当部署からの説明を求めます。 

 

〔下水道建設課が資料に基づき説明（東部処理区）〕 

 

委員長： それでは、東部処理区の説明について、何かご質問があればお受けしたいと思います。 

まず、私の方からいくつか質問します。再評価シートの１ページ目で、今の計画では

終了年度は平成 47 年度ですが、２ページ目の下水道事業計画の計画期間は平成 36 年度
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までとあります。この違いは何ですか。 

事業課： 全体計画の方は、八戸市の将来の一時点における人口分布に応じて、どこを下水道整

備するかという計画で、その終了年度が平成 47 年度となります。それに対して、２ペ

ージの平成 36 年度についてですが、下水道事業は規模が大きいですから、一気にその

範囲を整備することができません。上流の方を整備したとしても、下流の方が繋がって

いないと機能が発揮できないということがあります。そのため、だいたい５年から７年

という範囲で全体計画の一部を集中的に進めるという計画を立てて順次整備すること

になります。２ページに書いてある、平成 36 年度の計画はこちらになりまして、直近

の目安になる位置付けになっております。 

委員長： 分かりました。それと、東部処理区でいうと、全体計画の処理計画人口と、３ページ

にある処理区域内人口 11 万４千人との差は何ですか。 

事業課： 再評価シート１ページの処理計画人口は、平成 47 年度時点での全体の人口、つまり、

資料 1-1 のピンクのエリアとグレーのエリアの人口となります。これに対して、３ペー

ジの処理区域内人口というのは、平成 29 年度までに下水道の整備が済んでいるところ

の中の人口となります。 

委員長： 今、人口減少社会と言われています。平成２年の処理計画人口は約 19 万人となって

いますが、その後、どんどん数を減らしているという状況ですか。 

事業課： 元になる全体計画等につきましては、何年かごとに作り直していますが、その段階で

将来の人口減というのを考慮した上で全体計画を立てて事業を進めております。 

委員長： その他、皆さんの方から何かありませんか。 

委員Ａ： 経費削減のために小口径塩ビ管を使うということですよね。将来的にそれで間に合う

予定ですか。 

事業課： 現在使われているのは、先ほど現場で見ました最小口径塩ビ管 200 ミリですが、十分

間に合うと考えています。逆に、あれ以上小さくなると各家庭から流れていくマスを繋

げるのが難しいので、技術革新があれば別ですが、当面はあの形になるかと思います。 

委員長： 一番細くてあの口径ということですね。 

事業課： だんだん枝線が集まってきて幹の方になると大きくなりまして、処理場の近くでは

3,000 ミリというように、下流になるにしたがって口径が大きくなるような作り方をし

ています。 

委員長： その他、よろしいですか。それでは、順番にしたがって次の馬淵川の排水区について

説明をお願いいたします。 

 

〔下水道建設課が資料に基づき説明（馬淵川左岸第二、第五排水区）〕 

 

委員長： 今の説明に対して、ご質問があればお伺いいたします。それでは私の方から、今の説
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明の再評価シート２ページで、事業費ベースでいうと進捗は５割強という状況で、ポン

プ場は２つとも出来上がっているのですが、残事業の主な内容を教えてください。また、

その事業によってどの辺りがどう改善していくのかも説明願います。 

事業課： 残事業としましては、一番お金のかかるポンプ場は終わっているのですが、それがフ

ルに効果を発揮するには中に入って来る管渠（かんきょ）が必要で、先ほどの尻内の雨

水ポンプ場の場合ですと東系・西系と二つの管渠が分かれていましたが、最上流の方の

管渠の大きさが下水道の基準に合っていないということがございます。現在水路等はご

ざいますので、雨についてはそちらを流れてくるのですが、下水道の計画的な視点から

しますと、まだ能力的に足りないため、整備を進めたいと考えております。 

委員長： 先ほども現場を見せていただいて、ポンプ場に一番お金がかかるように思えるのです

が、深く掘るということですと管渠もかなりお金がかかるという感じですか。 

事業課： やはりポンプ場に一番お金がかかります。管渠を持って来るのにかなり深い所まで掘

るのですが、それ以上に深い所まで掘らないとポンプ場には水が溜められないというこ

とになります。視察したポンプ場の１階に蓋があったのを覚えていますでしょうか。中

を覗かれたと思いますが、かなり深い所まで行きますので、それなりに整備費はかかっ

ております。 

委員長： ３ページに内訳表がありますが、維持管理費が５倍ぐらい上がっています。この辺り

はどのようになっているのですか。 

事業課： 維持管理費につきましては、この再評価の 10 年の間に下長雨水ポンプ場が稼働して

実際どのくらいかかるのかという額が分かってきました。今回尻内の方のポンプ場がで

きたことによって将来的にそちらの方を参考にしながら、前回は完全に推計だけでした

が、今回はある程度確度が高い推計値ということで計上させていただいております。 

委員長： 他に何かありませんか。話の中にゲリラ豪雨とか話が出てきましたが、その辺りは見

直す予定はありますか。 

事業課： 現在、八戸市の降雨強度につきましては、下水道は５分の１という確率年でやってい

ます。５年に１回降るか降らないかの雨を基準にするもので、それに対応できるだけの

施設を整備しております。地域によっては 100 年に１回とか考えてやっている所もある

ようですが、さすがにそうなると相当の規模になりますので、その費用対効果を考えま

すと現在はまだ５分の１と考えております。 

委員長： ５年に１度の雨量自体は見直しをしていないのですか。 

事業課： 前回の全体計画で５年に１回降るか降らないと申し上げたのは、ならした場合と考え

ていますので、100 年というスパンで考えた方が良いのかもしれません。時間が経って

いきますと過去のデータが増えていきますので、最新の計画に当たっては最新のデータ

として個数を増やして見直していこうということは毎度繰り返してやっている状態で

す。 
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委員Ａ： 最近の雨の降り方は異常ですよね。本当に局所的という感じですね。 

委員Ｂ： ３ページの特記事項のポイントは数字の変化、今回と前回の評価の違いになりますけ

ど、便益の浸水の防除効果の増加は全体計画の変更による評価期間の延伸に伴い増加し

た、ということについて説明いただきたいと思います。 

事業課： 便益につきましては、下水道を整備することによって、被害が軽減されるであろう期

待額というのを毎年どのくらい出てくるのだろうということを算定して積み上げてい

きます。その中で評価期間が伸びますと、それが毎年追加となっていくことになります

ので、その分が増加というような計算になります。 

委員長： 事業着手から完成後 50 年と言われるので、年数が経っていくうちに計算に入れる期

間が大きくなるということですね。 

委員Ｂ： 分かりました。 

委員長： あと、過去の分については割増しになるので、10 年経つとそれぞれの金額が前回の評

価より増加していることも関係していますよね。 

 

〔下水道建設課が資料に基づき説明（浅水川左岸第三、四、五、右岸第三排水区）〕 

 

委員長： ありがとうございました。ただ今のご説明に対して何か質問等ありませんでしょうか。 

委員Ａ： 舗装復旧費の削減というのはどういうことですか。掘って埋め戻しをすることとは思

いますが。 

事業課： 下水道は大体出来上がっている道路の所に隠れていますので元に戻すためには一番上

になっているアスファルト舗装を直さなければなりません。ただ、区画整理というのは

最初から道路の方をつくっていく事業でもありますので、まだ舗装がかかっていない段

階でこちらの方が先に管を入れ、その後で区画整理の方で舗装する、ということですと

二重投資が避けられるということで安くなってくるということになります。 

委員Ａ： その埋め戻しが前のようにしっかり出来ますか。例えば、相当な重量の車両が通った

時、でこぼこが出来ないように、掘った後の埋め戻しの作業はどんな感じですか。 

事業課： 埋め戻しにつきましては、やはり皆さんが心配されると思いますが、適正な基準とい

うのがあります。一定の強度を持った材質で締め固めなければならないという基準があ

りまして、私たちはそれに合格するような形で舗装しております。ただ、一部につきま

しては経年劣化で下がっているところも現実としてはあり得るとは思います。 

委員Ａ： 元々土質が悪いところはますますそうなる可能性があるのでしょうから、その辺は経

費がかかりますよね。 

事業課： 下水道の整備が終わってすぐへこむというのはまず無いと思います。長い時間が経っ

てくるとやはり埋め戻ししている部分の材質が若干他と違いますので、沈み方に差が出

るということはあるかと思います。 
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委員長： 前も出てきていましたけど、最小土被りを浅くするということが記載されていますが、

これは位置を見直しているという意味ですか。 

事業課： 雨水ですが、それを流すのであれば丸管でも四角の管でもどちらでも能力が発揮でき

ます。ただ、強度的に丸管の方がちょっと弱いところがありますので、同じ深さのとこ

ろに設定すると、道路の場合は上に乗った車の荷重で割れやすくなるということがあり

ます。ですから、丸管であれば、ある程度の深さまでもっと持っていかなければならな

いこととなります。それに対して、四角い管は車が乗っても何をしても壊れないような

強度を持っているのもございます。そうするとかなり浅いところからスタートして必要

な勾配を確保しながら流すことができるので、その分掘らなくて済むのであれば安くな

るということで工事をやっています。 

委員Ａ： 暗渠（あんきょ）は皆四角ですものね。 

事業課： 浅いところはそうかと思っています。 

委員Ａ： この代替案はないということですけども、仮に、これ以外に工法として何かあるもの

ですか。 

事業課： 雨水についてですと、管渠の断面が大きくなりますので、まともに水路を作るという

ことになるかと思います。それこそ街路とか住宅地を突っ切るような形で整備するとな

りますと、下水道以外に代替案はないのかなと考えております。 

委員長： 前の２つに比べると相当小さい事業と思いますが、ポンプ場は必要なのですか。 

事業課： ポンプ場は必要ありません。事業費についても、ぐっと下がってくると思います。 

委員長： ２ページの当初計画時にポンプ場という語句が出てくるのですが、これは何ですか。 

事業課： これは、当初計画時につきまして、全体のもので考えていましたので、語句としては

残っているものです。ここだけの計画でやっていなかったので、先ほどの馬淵川も含め

た形で最初は雨水をやりましょうという動きで計画を建てましたのでちょっと紛らわ

しかったのですが、そのまま載せております。 

委員長： 計画流出量は結構な量になっていますが、これは自然流下で浅水川に流せるのですか。 

事業課： 自然流下で浅水川に流せます。 

委員長： 途中で水位が上がって困るようなことはないですか。 

事業課： ないです。浅水川は今 50 分の１だと思います。ただし、本川の方が溢れるようであ

れば、こちらもアウトとなります。それは馬淵川の方も同じですが、馬淵川の水位が上

がって堤防が壊れるような状況まできた場合は、もうポンプ場は動かせませんというよ

うになりますので、やはり流す先の方に影響は受けてしまうということになります。 

委員長： その他ありますでしょうか。３件を通してでもよろしいです。 

委員Ｃ： 八戸市全体の下水道普及率について、資料でいうと最初のご説明いただいた資料の２

ページ目に書いてありますが、全国平均が 78.8％に対して、八戸市全体の普及率が

62.4％でちょっと低いような感じですが、これが事業が終わる平成 47 年度辺りになる
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とどのくらいになるのでしょうか。 

事業課： 現在、毎年１％くらいずつ上げている計算になりますので 47 年度となるとあと 20％

弱くらいは上がるかと思います。これは、国費をもらって事業を進めているところが結

構ありまして、どのくらいもらえるかというのもかかってきます。下水道につきまして

は、再評価シート３つの説明をさせていただいていますが、汚水に関するものと雨水に

関するものと同時進行で整備していかなければならないというのもございまして、昨年

までのように尻内のポンプ場を早急に整備しなければならないとなると、どうしてもこ

ちらの方が影響を受けることもございます。 

委員長： その他、何かありますか。 

委員Ａ： まったく話が違いますが、前回の津波で小中野の被害が少なかったです。殆ど浸水し

ないで済んでいます。小中野地区も海面から低い方ですよね。あちらの方は何かそうい

う計画があるのでしょうか。 

事業課： 下水道は入ってはいます。小中野が八戸で一番最初に入っている地区にはなります。

ただ、下水道は津波に対しては無力と思われます。 

委員長： 雨水の排除については問題ないということですか。 

事業課： 問題ないですが、海から来るものについては対応が難しいと思われます。 

委員長： その他よろしいですか。それでは、これで質疑応答を終了します。事業担当部署の皆

さんは退室してください。 

 

〔環境部 退室〕 

 

委員長： それぞれ評価シートの「総合評価」の「行政改革委員会意見」を決したいと思います。

それでは順番に、３つのシートのうち東部処理区の方から審議します。継続、計画

変更、休止、中止の中からいずれにするか、また附帯意見があれば何か付けるかど

うかになりますけど、皆さんの方から何か意見がありますか。 

委員Ａ： こういう事業は長いスパンで見ないと完了しません。また、その都度何か変化があれ

ば見直しをしなければならないのでしょうが、ぜひとも下水道にしろ雨水にしろやって

いただけなければ困りますので、予算も大変でしょうが継続して出来るだけ早い時期に

終われれば理想ですけども、継続してやっていただきたいと思います。 

委員長： 事業の額も相当大きくて、読んだこともないような数字になっています。 

委員Ａ： ちょっとびっくりしますが、人件費は上がるし、資材も高騰するだろうし、色んなこ

とを考えると減額することはおそらく考えられないでしょうから、どうやって予算を捻

出していくか、出来れば工期は早く終わらせて欲しいですね。 

委員Ｄ： オリンピックによって、資材や人は今東京に集中していて、人件費も上がっていると

いう話もあります。オリンピック以降どうなっていくかというのはありますが、やはり
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経済状況等を勘案しつつ、この事業は当然我々の生活の中では不可欠なので、ぜひ継続

すべきと思います。 

委員Ａ： 消費税も上がることですし、予算がおそらくプラスになっていくかなと思いますが、

是非やっていただかなければ困ることですよね。 

委員Ｂ： 再評価シートの２ページに定例会一般質問の内容が入っていて、また、実際、国全体

で公共下水道の普及率が低い状況ではありますが、一方で、人口減少の中、合併処理浄

化槽と下水道とで果たしてどちらが良いのかという議論があります。全国で見ると自治

体によっては、実際に下水道をやめてしまうところもあります。八戸市はどうなのかと

見ていましたが、27 年度に見直しをする計画があるということでこれを見たので、特に

質問はありません。行政改革の視点はどうなっているかというところが一番知りたかっ

たことですが、それがなされている形であれば、特に意見はないです。 

委員長： それでは、慎重な審議が必要かと思いますが、継続ということでよろしいでしょうか。 

一 同： はい。 

委員長： 色々意見は出ましたけれども、附帯意見も付けないということでよろしいでしょうか。 

一 同： はい。 

委員長： では、そのようにさせていただきます。 

それでは続いて、馬淵川についてです。今日見せていただいたポンプ場が出来ていま

したが、継続ということでよろしいですか。 

一 同： はい。 

委員長： 特に附帯意見なしということでよろしいですか。 

一 同： はい。 

委員長： それでは最後、浅水川です。まだ４割くらいは残っているという状況ですけれども、

継続ということでよろしいでしょうか。 

一 同： はい。 

委員長： 附帯意見もなしでよいですか。 

一 同： はい。 

委員長： それでは、これも特に附帯意見なしで継続ということにしたいと思います。 

全体として、何かありませんか。 

 

〔意見・質問なし〕 

 

委員長： それでは、今後のスケジュールを事務局からお願いします。 

事務局： 今後の予定でございますが、まず、本日のご審議いただいた意見を踏まえた市の最終

的な対応方針を決定し、11 月 21 日開催の建設協議会において、下水道建設課より報告

するとともに、市ホームページで公表するという流れとなります。今後の予定は、以上
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でございます。 

委員長： それでは、これで、本日の案件すべて終了ということで、進行を事務局にお返しいた

します。 

事務局： これで第２回行政改革委員会を終了といたします。皆様、お疲れ様でした。 

 

 


