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第１回八戸市公共下水道基本構想検討委員会 
 

 
平成 27 年 7 月 29 日(水)10:00～11:30 

八戸市庁別館２階 会議室Ｃ 
 

 
○司会 

本日は、お忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。ただいま

から「第１回 八戸市公共下水道基本構想検討委員会」を開催いたします。なお、市長は本

日所用のため、奈良岡副市長が出席しております。 
本日の会議は、お手元の次第にそって進めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 
はじめに、八戸市公共下水道基本構想検討委員会委員の、委嘱状交付を行います。副市長

が皆様の前まで参りますので、お名前を呼ばれた方は、その場にてご起立願います。副市長、

よろしくお願いします。 
  
 ～副市長より、各委員へ委嘱状交付～ 

 
続きまして、奈良岡副市長から、ご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

 
○副市長 
みなさま、おはようございます。副市長の奈良岡でございます。本日は市長が所用で欠席

しておりますので、私のほうからご挨拶を申し上げます。 
第１回八戸市公共下水道基本構想検討委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げ

ます。 
 本日、皆さまには、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 
 また、この度は、八戸市公共下水道基本構想検討委員会の委員をお引き受けいただき、厚

くお礼申し上げます。 
 さて、公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽などの汚水処理施設は住民の快適な生

活環境を確保するうえで欠かせない施設でありますが、当市の汚水処理人口普及率は平成２

６年度末で７３．０％、約１７万３千人の市民がいずれかの汚水処理施設を利用している状

況となっております。しかし、全国平均の８８．９％と比較して、未だ低い水準となってお

り、特に、公共下水道の整備については、市民の関心も非常に高く、市といたしましても、

普及率向上に努めているところであります。 
今後の下水道整備については、人口減少などの社会情勢を踏まえつつ、効率的に進めてい

く必要があり、本委員会においては汚水処理施設整備の基本となる構想を見直すものであり

ます。 
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 どうか、委員の皆様には、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶

といたします。 
 
○司会 
続きまして、当検討委員会の委員長を選任していただきたいと存じます。 
「八戸市公共下水道基本構想検討委員会 規則」第５条第１項の規定により、新しい委員

長が選任されるまでの間、議事の進行については、奈良岡副市長にお願いいたします。 
よろしくお願いいたします。 

 
○副市長 
それでは、委員長が決まるまでの間、私が議長を務めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 
委員長については、規則第４条第２項の規定により、委員の互選によって定めることとさ

れております。どなたか、ご意見ございませんか。 
 
○委員 
委員長につきましては、上下水道分野で非常に幅広い経験と深い知識をお持ちの八戸工業

大学の福士先生が適任だと思います。是非、福士委員にお願いしたいと思いますが、どうで

しょうか。 
 
○副市長 
ただいま、委員長に福士委員を、というご推薦がありましたが、皆様いかがでしょうか。 
 

○委員 
 異議なし。 
 
○副市長 
ご異議無いようですので、委員長は福士委員にお願いしたいと思います。福士委員、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
それでは、委員長が選任されましたので、この先の進行につきましては福士委員長にお願

いしたいと思います。 
 

○司会 
 それでは、福士委員長から、一言ご挨拶をお願いいたします。 
 
○委員長 
 開会にあたりまして、一言だけご挨拶申し上げたいと思います。ご承知のように下水道施

設は我々の生活を支えます重要な社会基盤施設のひとつでございます。公衆衛生の向上、公
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共用水域の保全、浸水の防除と非常に重要な役割がございます。ここ、八戸におきましても

早急に普及率をあげていく必要があろうかと思います。ただ、下水道整備にはご承知のよう

に、非常に長期間の日時と莫大な財政措置が必要です。また、一方では少子高齢化などの人

口減少などの社会現象も変化してきております。そういった中で、この委員会は、今後の八

戸の下水道の基本の計画を決めていく非常に重要な委員会という風に認識をしてございま

す。私は委員長として、鋭意努力してまいりますので、委員のみなさまがたにおかれまして

は、ご忌憚のない意見を積極的にお寄せいただければ、幸いでございます。 
以上、開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。今後ともよろしくお願いします。 

 
○司会 

ありがとうございました。なお、副市長は公務のため、ここで退席させていただきますこ

とをご了承願います。 
 
○副市長 
 委員長、よろしくお願いいたします。 
 
○司会 
 それでは、福士委員長には、議事の進行をお願いいたします。 
 
○委員長 
続きまして、副委員長の選任になりますが、規則第４条第２項によりますと、副委員長は

委員長の指名により定めることとされておりますので、私の方から指名させていただきたい

と思います。名簿を拝見させていただきましたが、私としては、矢口委員に副委員長をお願

いしたいと考えておりますが、矢口委員でよろしいでしょうか。 
 
○委員 
 異議なし。 
 
○委員長 
それでは、副委員長は、矢口委員ということで、よろしくお願い申し上げます。 
次に本日の議事に入りたいと思いますが、事務局の方から資料の確認等をお願いします。 

 
○司会 

はじめに事務局より報告事項がございます。 
本日は、委員１０名全員が出席しておりますので、規則第５条第２項の規定により、会議

が成立することをご報告いたします。 
次に、事務局の紹介をさせていただきます。 
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    ～司会から、事務局の紹介～ 
 
どうぞよろしくお願いいたします。 
それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、事前に送付しました、

次第、委員名簿、八戸市公共下水道基本構想検討委員会規則、付属機関の会議の公開等に関

する取扱い、審議資料－１、審議資料－２、報告資料－１、報告資料－２、汚水計画図、雨

水計画図、そして本日お配りしました席図、となっております。過不足等ございましたら、

お知らせください。よろしいでしょうか。 
それでは、委員長に議事の進行をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 
○委員長 
それでは、本日の議事に入りたいと思います。 
まず、審議案件の１「検討委員会の公開について」ということですが、事務局の説明をお

願いします。 
 
○事務局 
座って説明させていただきます。それでは、検討委員会の公開についてご説明いたします。

お手元の審議資料－１「検討委員会の公開について」をご覧ください。配付資料に、「付属

機関の会議の公開等に関する取扱い」がございますのであわせてご覧ください。 
ご説明いたします。附属機関の会議につきましては、「附属機関の会議の公開等に関する

取扱い」第２の「会議の公開基準」において、原則として公開することとなっており、公開、

非公開の決定は、第３「会議の公開又は非公開の決定」で附属機関等の長が会議に諮って行

うものとなっております。 
また、第６において会議録につきましては、公開・非公開に関わらず速やかに作成し、会

議において公開しないこととした情報を除き、公開することとなっております。本検討委員

会でご審議いただく公共下水道基本構想は、会議の公開によって議事運営に著しく支障が生

じることはないと思われることから、事務局といたしましては、 
①会議は原則として公開とする。②傍聴者は、会議で発言することはできない。③会議にお

ける発言は、会議録として記録される。④会議録は公開する。⑤その他詳細については、「附

属機関の会議の公開等に関する取扱い」のとおりとする。ということで、検討委員会を運営

していただければと考えております。 
なお、「会議及び資料等の公開に関する取扱い」についてですが、公開する会議録につい

ては、誰の発言かについては特定できないように、氏名は表記せず、発言者については「委

員長」「委員」「事務局」と表記させていただきたいと考えております。また、公開する委員

名簿については、個人情報保護の観点から、委員の氏名のみを記載し、その他の「所属」や

「役職」等の情報については記載しない取扱いとさせて頂きたいと考えております。 
以上でございます。 
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○委員長 
はい、どうもありがとうございます。ただいま事務局から、会議の公開についてご説明が

ございました。この提示された案について、皆さんからご意見、ご質問はございませんでし

ょうか。 
 
○委員 
 異議ありません。 
 
○委員長 
特にご異議なければ、この事務局案とさせていただきます。それでは、審議案件の１につ

きましては、事務局案を採用ということにさせていただきます。 
次に、審議案件の２「会議録の確定について」ということですが、これも事務局の説明を

お願いします。 
 
○事務局 
 それでは会議録の確定について、ご説明いたします。お手元の審議案件２、会議録の確定

についての資料をご覧ください。 
会議録の確定方法につきましては、特に取り決めがございません。確定方法といたしまし

ては、①会議における議決、②出席委員全員による個別の承認、③あらかじめ指名された委

員による承認、などが考えられますが、事務局といたしましては、会議録を速やかに作成し、

確定後、公開する必要があることから、③番の形を採用し、事務局が作成した会議録につい

て委員長から承認を受けた後に、公開するという方法でお願いしたいと考えております。 
また、委員長が欠席した会議など、委員長が承認することが出来ない場合などについては、

規則第４条第４項の規定を準用いたしまして、副委員長から承認を受けた後に、公開とさせ

て頂きたいと考えております。 
以上です。 

 
○委員長 
ただいま事務局から会議録をすみやかに確定して、公開という必要から、ご提案を受けて

おりまして、会議録の確定は、私が確認することとして、私が欠席した会議については矢口

副委員長が確認するという案がございました。委員の皆様、これでいかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。 
 
○委員 
 異議ありません。 
 
○委員長 
それでは、審議案件の２につきましては、事務局案を採用と言うことにさせていただきま
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す。 
引き続き報告案件に入ります。報告案件の１「下水道事業の概要について」ということで、

事務局の説明をお願いします。 
 
○事務局 
それでは、報告案件の１、「下水道事業の概要について」ご説明いたします。よろしくお

願いします。座って説明させていただきます。お手元にある報告資料１［下水道事業の概要］

とＡ３の図面２枚の資料を使って説明していきたいと思います。1枚めくって頂くと、目次

がございます。本日は、この目次に沿って、説明していきます。 

 

1 ページ目をご覧下さい。初めに、下水道の 3つの役割について簡単にご紹介します。 

まずひとつに、生活環境の向上があります。私たちの生活や事業活動から発生する生活雑

排水などの汚水が住宅周辺に溜まると、悪臭や害虫の発生源となりますが、下水道は汚水を

速やかに排除するので、健康で衛生的な生活を送ることが出来ます。 

次に、ふたつめとして、公共用水域の水質保全があります。生活排水が処理されないまま

川や海に流れ込むと水質が悪化し、自然環境を悪化させてしまいます。下水道は、家庭や事

業所からの汚水を処理場に集め、きれいにしてから放流するので、美しい自然を守ることに

役立ちます。 

最後に 3つめとして、浸水の防除があります。道路や宅地に降った雨を川や海へ流すため

の雨水管、都市下水路、排水ポンプ場等を整備することにより、まちを浸水被害から守りま

す。 

以上が、下水道の役割であり、私たちが生活していく上で重要な都市施設と言えます。 

 

2 ページ目をお開き下さい。汚水処理施設の種類についてご説明いたします。 

 汚水処理施設は、法律、所管省庁、事業規模等により区分されております。左側が法律に

よる区分、中央部分が規模や目的による区分、右側が所管省庁による区分となっております。

この図で、赤の囲みが当市で整備、設置されているものです。国土交通省所管の下水道、農

林水産省所管の農業集落排水施設、環境省所管の合併処理浄化槽がそれにあたります。 

 

 続いて 3ページ目をご覧下さい。下水道事業の計画についてご説明いたします。こちらは

下水道事業に係る諸計画の関係を示しております。概要について、3ページの図を見ながら

ご説明いたしますが、各計画の詳細な説明は 4ページに記載しております。 

まず、汚水にかかる計画ですが、公共用水域の水質環境基準が定められた地域における下

水道整備のマスタープランである「新井田川河口水域、流域別下水道整備総合計画」、いわ

ゆる「流総計画」があります。 

また、全県域の農業集落排水施設や合併処理浄化槽等を含めた各種汚水処理施設の整備に

ついての将来像を描いた「青森県汚水処理施設整備構想」、いわゆる「汚水処理構想」が策

定されております。 
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そして、県が実施する馬淵川の西部における計画で、馬淵川流域下水道計画があります。 

これらの計画、構想との整合を図り、「八戸市公共下水道基本計画」は策定されます。こ

の基本計画は、おおむね 20 年先の地域のあるべき姿を総合的見地から、区域面積、計画人

口、計画下水量、幹線管きょ、ポンプ場、処理場などの主要な施設の規模、配置などを定め

ております。基本構想検討委員会では、この基本計画の下水道整備区域、いわゆる基本構想

区域等の設定の見直しについても検討していただく予定です。 

次に事業を実施するにあたり、この基本計画を基に、「八戸市公共下水道事業計画」を定

めます。この計画は、計画内容の実効性を図り、整備の優先度の高い区域について、汚水と

雨水の計画について定めております。 

また、公共下水道ではありませんが、雨水排除を目的とした下水道施設として、都市下水

路があります。 

 

 一枚めくって、5ページ目をご覧下さい。当市のこれまでの公共下水道事業の経緯につい

てご説明いたします。 

当市の下水道は、新井田川と馬淵川に挟まれた市街地を対象とした合流式による基本計画

を昭和 28 年に策定し、昭和 30 年には小中野地区の事業認可を得て、翌 31 年度に事業に着

手したのが始まりです。ここでいう合流式とは、汚水と雨水を同一の管きょで排除する方式

のことを言います。 

そして、昭和 40 年代の高度経済成長期には、産業構造の変化に伴い公共用水域の水質汚

濁が急速に進みました。そのため、公害対策基本法に基づき、昭和 46 年に「新井田川河口

水域の環境基準」が設定されました。 

 その後、市街化区域の設定や都市計画法・下水道法の一部改正等、諸情勢の変化に伴い、

昭和 46年、48年の２回にわたって、排除方式・原単位・処理場の位置等を含む基本計画の

見直しを行いました。ここで、排除方式というのは、汚水と雨水を同じ管で排除する合流式

か、別々の管で排除する分流式か、という考え方です。原単位というのは、需要予測や施設

規模決定の際に用いられる基本的な単位で、１人が１日あたりどのくらいの汚水を発生させ

るかという最大汚水量や、１人が１日あたりどのくらいの汚れを排出するかという汚濁負荷

量などです。 

その後、昭和 52年に、青森県は下水道整備のマスタープランである「流総計画」を定め、

これに基づき青森県は「馬淵川流域下水道計画」を策定しました。このことにより、本市の

公共下水道は、馬淵川を境として東側地域は従来通り単独公共下水道である「東部処理区」、

西側地域は流域関連公共下水道である「馬淵川処理区」として整備するという大きな改変を

昭和 60年に経て、現在の計画の骨格が形成されました。 

さらにその後、流総計画、流域下水道計画の見直しに伴い、基本計画の見直しを行い、現

在に至っております。 

 

続きまして、6ページ目をお開き下さい。公共下水道事業についてご説明いたします。 

単独公共下水道事業は、市町村が単独で処理場を持つ公共下水道事業であり、八戸市では



8 
 

馬淵川と新井田川に挟まれた区域、及び新井田川の東側の区域を東部処理区として、単独公

共下水道事業で実施しております。江陽にある汚水を処理する東部終末処理場は、昭和 47

年に建設の着手をし、昭和 53 年 9 月に供用開始しております。その後、事業計画区域を段

階的に拡大し、それに併せてポンプ場、処理場といった下水道施設の新設、増設、改築を行

い現在に至っております。 

流域関連公共下水道事業は、県が整備した処理場、あるいは幹線に接続する公共下水道事

業で八戸市では馬淵川より西側の区域を馬淵川処理区として実施しております。昭和 52 年

に青森県は流総計画を策定しました。これにより、八戸市の馬淵川より西側の区域と旧百石

町、旧下田町、六戸町の 1市３町を対象に、馬淵川流域下水道事業を実施することになりま

した。後に、五戸町も参入し、現在に至っております。この流域下水道事業では、処理場、

及び幹線管きょは県がその他の幹線管きょと各家庭を結ぶ、いわゆる面整備と呼ばれる管き

ょは、各市町村が整備します。流域関連分の下水は、河原木の蓮沼にある馬淵川浄化センタ

ーで処理されます。この処理場は、平成 3年度から供用を開始しております。 

 都市下水路事業については、昭和 42年に白山都市下水路事業に着手し、平成 13年度の「美

保野都市下水路事業」の完了を持って完了しております。 

  

続いて、7ページ目をご覧下さい。こちらは当市の下水道事業費の推移、及び、進捗率を

まとめた表となっております。 

基本計画の計画期間は昭和 30年から平成 37 年まで、それに対し、事業計画の事業期間は

昭和 31年から平成 29年までとなっております。 

 全体事業費の表について簡単にご説明したいと思います。これは管きょ、処理場、ポンプ

場、すべて含めた事業費になります。基本計画事業費は、単独公共が 2,446 億 200 万円、流

域関連公共が 1,040 億 8,400 万円で、合計で 3,486 億 8,600 万円となっております。表の一

番右側に平成 26 年度末までの累計事業費を載せております。単独公共で、1,431 億 1,200

万円、流域関連公共では、367 億 8,300 万円、合計で、1,798 億 9,500 万円となっており、

これは基本計画比で 51．6％の進捗率となっております。 

 次に、ページの下側の過年度全体事業費一覧表をご覧下さい。平成５年度の事業費は、お

よそ 98億 5,500 万円で、これが過年度で最大の事業費となっております。平成 26年度の事

業費はおよそ 36億円であり、ピーク時の半分以下となっている状況です。 

  

8 ページをお開き下さい。当市の公共下水道事業における汚水処理の計画整備状況につい

てご説明いたします。汚水計画図と雨水計画図の２枚を用意しておりますので、Ａ３の図面

でタイトルに未普及解消水質保全と描かれている方の図面をご覧下さい。 

当市の公共下水道は、馬淵川を境に東部処理区と馬淵川処理区に分かれております。一日

市地区や豊崎地区の紺色で表示されている区域が農業集落排水事業により整備済の区域と

なっています。これ以外の色の付いた区域が公共下水道基本計画区域として定められている

区域です。図面の赤で表示されている区域が今年度施工する予定の区域で、黄色が昨年度施

工した区域です。灰色で塗りつぶされているところが平成 25 年度までに整備された区域で
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す。また、色は付いていませんが、黒色の実線で囲まれている集落についても基本計画で公

共下水道により整備する予定の区域となっております。 

８ページ目に戻っていただいて、計画区域面積は東部処理区で 4,027 ヘクタール、馬淵川

処理区で 1,723 ヘクタールとなっており、市全体で 5,750 ヘクタールとなっております。現

在の基本計画区域は、市の行政区域面積 30,554 ヘクタールのおよそ 18.8％にあたります。

平成 26 年度までに整備された区域は 3,319 ヘクタールとなっております。これは基本計画

比で 57.7％、事業計画比で 76.5％となっております。 

 

続いて 9 ページ目をご覧下さい。ページ上の表は整備面積、整備率について、年度ごと、

処理区ごとに集計した表でございます。ページ下の表は、整備した管きょの延長の推移をま

とめたものです。 

平成 26 年度末時点での、東部処理区の累計延長はおよそ 666 キロメートル、馬淵川処理

区ではおよそ 162 キロメートルで、合計はおよそ 828 キロメートルとなっております。近年

の単年度ごとの管きょ整備延長をみますと、毎年およそ 15 キロメートルずつ整備している

状況です。 

 

10 ページ目をお開き下さい。下水道普及率と水洗化率についてご説明いたします。 

下水道普及率とは、行政人口のうち下水道を使用できる区域に住んでいる人の割合をいい

ます。単年度で 1％の伸びを目標としており、平成 26年度末時点で 59．2％となっています。

八戸市民の約 14 万人が下水道を使用できる状況になっていますが、下水道普及率の全国平

均は 77．0％ですので、当市は依然として低い水準であると言えます。 

次に水洗化率ですが、下水道を使用できる区域に住んでいる人のうち、水洗化して実際に

下水道を使用している人の割合をいいます。平成 26年度末時点では約 11万 9,000 人が下水

道を使用しており、水洗化率は 85．0％になっております。 

 

続きまして、11 ページ目をご覧下さい。当市の公共下水道事業における雨水対策の概要

についてご説明いたします。 

まず、雨水排除については、河川と下水道との管理分担区分基準が定められており、流域

面積が 2平方キロメートル未満の場合は下水道、2平方キロメートル以上の場合は河川とし

て管理することが原則とされています。 

タイトルに地震対策・浸水対策とかかれているＡ３の図面をご覧下さい。色がついている

区域が、雨水の基本計画区域として定めた区域です。図面の赤で表示されている区域が、今

年度施工する予定の区域で、黄色が昨年度施工した区域です。灰色で塗りつぶされていると

ころが平成 25年度までに整備された区域です。 

11 ページに戻りまして、下水道雨水の現状の表の数値についてですが、平成 21 年 3月末

と標記されていますが、平成 27年 3月末に訂正させていただきます。東部処理区で 3,612.5

ヘクタール、馬淵川処理区で 1,388.5 ヘクタールとなっており、市全体で 5,001 ヘクタール

を整備対象区域としております。市の行政区域面積 30,554 ヘクタールのおよそ 16.4％がそ
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れにあたります。平成26年度までに整備された区域は893.9ヘクタールとなっております。

整備率は 47.3％となっております。 

 

続いて、12 ページ目をお開き下さい。青森県汚水処理施設整備構想の概要についてご説

明いたします。 

  汚水処理施設は、環境省の合併処理浄化槽、農林水産省の農業集落排水施設、国土交通省

の公共下水道と、大きく３つに分類されます。本構想は、各種の整備手法による対象区域を

明らかにし、適正な役割分担のもと、計画的かつ効率的な汚水処理に向けた具体的なイメー

ジを示したものです。本構想は、平成 9年度に「第１次汚水処理施設整備構想」として青森

県が策定し、その後、平成 15 年度に「第２次汚水処理施設整備構想」に見直され、さらに

平成 19 年度に「人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進につ

いて」の通知を受け、平成 23 年度に「第３次汚水処理施設整備構想」に見直し現在に至っ

ております。 

本構想で設定している整備区分をページの下段に載せております。この表中にある最終年

とは、当市における汚水処理施設の整備がすべて完了した状態を言います。整備区分は、公

共下水道が 85.2％、農業集落排水が 2.7％、合併処理浄化槽が 12.1％となっております。 

  

続きまして、13ページ目をご覧下さい。汚水処理人口普及率についてご説明いたします。 

公共下水道のみの進捗を表す数字としては、先程 10 ページで説明した下水道普及率を用

いますが、どれだけの人が汚水処理施設を利用できるかという数字が汚水処理人口普及率に

なります。 

汚水処理施設は、公共下水道、集落排水、合併処理浄化槽に分類されます。この表は、処

理施設整備区分ごとに、県内 10市の平成 25 年度末時点の整備状況をまとめたものです。当

市において、公共下水道での処理人口はおよそ 13 万 8 千人、農業集落排水ではおよそ 5 千

人、合併処理浄化槽ではおよそ 2 万 8 千人となっており、八戸市民およそ 23 万 8 千人のう

ち 17万 1千人、およそ 71.8％の方が汚水処理施設を使用できる状況になっております。こ

の 71.8％が汚水処理人口普及率です。当市は県内 10市中 6番目となっており、県内の平均

75.2％をわずかに下回り、全国平均の 88.9％には遠く及ばない状況となっております。 

  

下水道事業の概要についての説明は以上です。駆け足で説明させていただきましたので少

し分かりづらい部分があったかもしれません。この場で質問等をいただければお答いたしま

すが、後でお読み直しになって、なにかご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合

わせいただきたいと思います。私からの説明は以上です。ありがとうございました。 

 

○委員長 

はい、どうもありがとうございます。ただ今事務局から説明がありましたけれども、それ

に対して、ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 
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○委員 

7ページの資料について、一番上に基本計画と事業計画がございます。計画期間と事業期

間で、事業期間のほうが昭和 31年から平成 29年になっています。 

 

○委員長 

計画期間と事業時間の違いですね。 

 

○委員 

左様でございます。 

 

○事務局 

お答えします。事業期間というものは全体の計画の中のある一部分を事業計画として定め

て、一つずつ集中的に整備を続けていくことを繰り返していきますので、次また 29年から

また伸びるという形になりますが、現在のところは平成 29年までという表記になっており

ます。 

 

○委員 

10 ページの下水道普及率について教えていただきたいのです。行政人口があって、これ

はいいのですが、処理人口と水洗化人口というものがあります。ここはどう違うのか教えて

いただければと思います。 

 

○事務局 

私のほうから説明させていただきます。処理人口は下水道を整備して下水道が使用できる、

供用開始できるようになった人口が処理人口になります。ただそこで、下水道に接続せずに

合併処理浄化槽などをまだお使いになられている方もおりますので、処理、供用開始できる

下水道に接続可能な人口は 13万 9,847 人です。その中で、下水道に接続している方は 11

万 8,893 人ということになります。それが水洗化人口となります。以上です。 

 

○委員 

いま現在で下水道を利用されている人は、水洗化人口ということなのですね。それが 11

万 8,000 人いらっしゃるということですね。そういう理解ですね。 

 

○事務局 

そうです、そういうことになります。 

 

○委員 

私も同じ 10ページの質問なのですけれども、この普及率、県内主要都市の普及率のとこ

ろの数を見て、この３市の違いはどこからきているのかということを質問します。 
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○事務局 

八戸市が他の市と比べて低いという理由ということでよろしいでしょうか。下水での投資

がこれまで多かったとか、他都市に比べて。また人口密度が少ない。あとは地形的な関係で

整備費用が若干高めであると今までは説明してまいりました。 

 

○委員 

大体わかりました。やはり坂とか、そういうものが多いと費用も掛かったりするというこ

となのでしょうか。それとも道路が狭いからとか、そのような理由もあるのですか。 

 

○事務局 

やはりいろいろな理由があると思います。坂もそうですし、土質というか、地下水である

とか、そのようなものが複合して絡んできていると思います。 

 

○委員 

結構差があるのですね、３市で。 

 

○事務局 

はい、ご覧のとおりでございます。 

 

○委員長 

ほかありますか。 

 

○委員 

今の質問に関連してよろしいでしょうか。この 13ページです。３市で弘前市は農・漁村

集落排水、八戸市は合併処理浄化槽の比率が結構高いのですけれども、青森市はそれほど両

方高くないのです。どうしてこういう特徴が出たという理由がおわかりになれば教えてほし

いのです。 

 

○事務局 

調べていないのですが、おそらく資料の２ページにある汚水処理施設の種類のところにい

ろいろ条件がありますので、集落排水をやるためにはその条件がなければできないので、多

分その辺、弘前市辺りはそれにマッチする地区が多かったのかと想像されます。 

 

○委員長 

いいですか。ほかはいかがですか。かなりの量をざっと説明されましたので、結構難しい

ところがあります。 
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○事務局 

もう一つ。合併処理浄化槽が八戸市は大きいのですけれども、公共下水道が整備される前

というのはおそらく浄化槽を使っているわけで、公共下水道の整備が進んでいけば合併処理

浄化槽から公共下水道に変わっていきます。ですから青森市、弘前市は普及率が高いわけで

すから、その結果浄化槽の率が低くなってきていると思います。 

 

○委員長 

ほかによろしいですか。どうぞ、はい。 

 

○委員 

私がどういう意味でここに選ばれたのかわかりませんが、この先々もこの下水道の、これ

からの発注、これからどこがどのようになっていくのかということを、わかれば教えていた

だきたいと思います。 

 

○事務局 

先ほど説明した資料のうち、Ａ３のタイトルに未普及解消水質保全と書かれたＡ３の図面

をご覧ください。先ほども説明しましたが、こちらに書かれている赤い色が今年度施工する

予定の地域となっており、黄色が昨年度施工した地域となっております。少し見えにくいで

すが、事業計画のラインが青色、青い線になっております。いま現在では事業計画を取得し

ているのが、この青い線の中になっております。この中でいま現在下水道事業を推進してい

るところなのですけれども、主に現在は東のほうからいきますと、鮫地区、新井田地区、大

久保の桜ケ丘団地地区、田向地区、新幹線八戸駅の西地区、あとは尻内町の地区。あとは桔

梗野などの辺りを整備しております。今後事業計画を拡大すれば、高舘地区等も下水道のエ

リアになる可能性がありますし、今後この青いラインを広げていくという形で整備していき

ます。以上です。 

 

○委員長 

はい、ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。結構大量の情報ですけれども、

今大きなことについてはよろしいですか。今この場で１回やってもらっても、そんなに詳し

いところまではわからないということでしょうが、次に提案の順番も入っていますよね。 

 それでは、先ほど事務局のほうからもお話ありましたが、もしも再度お考え、あるいはお

読みになってわからないところがあれば、いつでも質問をくださいということでありました

ので、そのようにさせていただきたいと思います。とりあえず、今日はこの辺でよろしいで

しょうか。 

それでは、次に報告案件の２ですが、「八戸市汚水処理構想の見直しについて」というこ

とで、説明をお願いします。 
 
 



14 
 

○事務局 

それでは、報告案件１に引き続き、報告案件の２「八戸市汚水処理構想の見直しについて」

計画調査グループの若江がご説明いたします。よろしくお願いします。座って説明させてい

ただきます。お手元にある報告資料２［八戸市汚水処理構想の見直しについて］とＡ３の図

面２枚の資料を使って説明していきたいと思います。表紙に目次がございます。この目次に

沿って、説明していきたいと思います。 

 

1 ページ目をお開き下さい。初めに、基本構想を見直す背景についてご説明いたします。 

 当市は平成 22 年度に基本計画を見直し、下水道事業を推進しておりましたが、少子高齢

化による本格的な人口減少社会の到来など、汚水処理施設の整備を取巻く諸事情が大きく変

化していることや、国及び市の財政が依然として厳しい状況にあることに伴い、汚水処理施

設のさらなる効率的整備が求められています。 

こうした中、平成 26 年１月に「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策

定マニュアル」が国土交通省、農林水産省、環境省の連名により公表され、基本構想の早急

な見直しと各種汚水処理施設の概成のための計画策定が求められています。このため、当市

においても基本構想の見直しを実施することにしました。 

  

2 ページ目をご覧下さい。基本構想の見直しの目的と作業手順についてご説明いたします。 

 目的は大きく分けて２つあります。まず１つ目は、人口減少化における汚水処理施設整備

手法の選定であります。八戸市の将来人口は、現行の基本構想策定時の平成 21 年度と比較

して、さらなる減少が予測されております。そこで、新たに平成 47 年度を目標とした将来

人口の設定を行い、汚水処理施設の未整備区域について、汚水処理施設間の経済比較を基本

とした整備手法の検討を行います。 

２つ目は、汚水処理施設の早期概成を考慮した整備優先順位の設定であります。新構想策

定マニュアルではアクションプランといいますが、今後 10 年程度を目処とした汚水処理施

設の概成のための中期計画の策定が求められており、平成 37 年度を目標とした整備優先順

位の設定を行いたいと考えております。アクションプランの内容は、整備費用、地域特性を

考慮した施工性、及び住民の意向等の地域ニーズを含めて設定を行います。 

  

続いて 3ページ目はその作業フローを示しております。 

用語については２回目以降の会議で詳しくご説明していきたいと考えておりますが、ここ

では整備手法の選定について、経済性の比較を基本としつつ、地域特性も考慮にいれながら

設定を行っていくという流れを示しております。 

  

4 ページ目をご覧下さい。将来フレーム想定年次についてご説明いたします。 

新構想マニュアルにおいて、中期計画は汚水処理の 10年程度での概成という目標があり、

想定年次としては平成 37 年度としております。また、長期計画については、持続可能で効

率的な改築・更新や運営管理に関する整備を行うとあり、新構想マニュアルの中で 20 年～
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30 年とされていることから、20年後である平成 47年度を想定年次と設定しました。 

 

続きまして、5ページ目をお開き下さい。中期計画の検討対象区域の設定についてご説明

いたします。 

汚水処理の整備手法は大きく分けると集合処理と個別処理があります。集合処理は公共下

水道や農業集落排水などの処理場を有する区域の処理方法となっており、個別処理は合併処

理浄化槽などの各家庭で処理する方法です。 

中期計画策定に向けた、未整備地域の整備手法に関する検討対象区域を下の図のとおりと

しましたが、最後のページのＡ３の図面をご覧ください。現行の下水道基本構想では、太枠

の黒線で囲っている範囲が全て公共下水道の集合処理区域となっております。その中で、ピ

ンク色部分が今回の検討対象区域となっており、灰色部分が公共下水道事業計画策定済み区

域であります。 

今回、検討対象区域から除外した区域は、既に公共下水道事業計画を策定し、集合処理を

推進している灰色の区域、また紺色の農業集落排水区域についても既に整備されていること

から、集合処理区域として検討対象区域から除外しています。さらに、緑色の区域について、

公共下水道の事業計画はまだ取得しておりませんが、市街化区域内であり人口が多く家屋が

連なっていることから、集合処理が優位となることが想定されるので、検討対象区域から除

外しています。そのほか、現行の基本構想で経済比較により個別処理として判定されている

区域についても、検討対象区域から除外しています。 

  

続いて、6ページ目をご覧下さい。将来人口の設定についてご説明いたします。 

 将来人口については、フローのとおり、①行政区域全体での将来人口の推計、②地域別人

口の推計、③下水道計画区域内外人口、市街化区域内外人口の順に推計をおこないました。 

  

続いて 7ページをお開き下さい。 

将来行政人口の推計については、国勢調査を基に推計している国立社会保障・人口問題研

究所が公表している推計人口を用いることとします。これは、現在策定中の「第６次八戸市

総合計画」と整合が図られております。推計値によりますと、平成 37 年には 209,088 人、

平成 47年には 185,223 人とされており、減少傾向にあることがわかります。 

 

続いて 8ページ目をご覧下さい。地域別将来人口の設定ですが、最後から２枚目のＡ３の

図面をご覧ください。 

ピンク色が中部、水色が東部、緑色が西部、そして図面にはありませんが、南郷の、八戸

市を４つの地域に分割しています。8ページに戻りまして、図２をみると、いままでの人口

実績値の推移から、緑線の東部の人口が減少しているのがわかり、赤線の中部はほとんど減

少がみられないことがわかります。この図より八戸市の中でも地域によって人口減少に偏り

があることがわかります。 

これらの人口実績動態より、トレンド推計式を用いて平成 37年度、平成 47年度を地域別
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に推計した表が次のページの表３となります。 

 

9 ページ目をお開き下さい。 

平成 37年度、平成 47年度ともに西部、中部、東部、南郷の合計値が社人研の数値になる

ように按分比で算出しております。 

次に、計画区域内外、市街化区域内外人口についても、同様に人口実績値から平成 37 年

度、平成 47年度の人口を推計しております。表４はその人口実績を表示しており、10ペー

ジ目にそのフロー、11ページ目にその結果を表示しております。 

 

10 ページ目をご覧下さい。 

トレンド推計については、地域別行政人口の配分時に設定した推計式と同じものを採用し、

推計を行っています。 

 

11 ページ目をお開き下さい。 

地域別将来人口と同様に、平成 37年度、平成 47年度ともに、計画区域内外人口及び市街

化区域内外人口の合計値が社人研の数値になるように算出しております。 

 以上のように、将来人口の推計を実施し検討対象区域の将来人口を勘案しながら、汚水処

理施設の整備手法を設定することになります。 

  

12 ページをご覧下さい。今後の作業についてご説明いたします。 

第１回目の検討委員会では、基本構想の見直しの背景や目的と将来人口の考え方等を説明

させていただきました。 

今後の作業については、検討対象区域を一定の家屋集合体に分けて、集合処理か個別処理

か検討いたします。検討の方法は、経済比較を基本としつつ、地域特性等を考慮しながら、

集合処理への接続か個別処理かを判断していきます。図３がそのイメージ図です。 

  

続きまして、13 ページをお開き下さい。中期計画及び長期計画の策定についてご説明い

たします。 

簡単なイメージ図になりますが、最終的に設定された中期計画及び長期計画は図 4のよう

な形で表示されるようになります。そして、ＨＰ等で進捗状況を公表することとされており

ます。 

  

最後に、14 ページをご覧下さい。今後の委員会スケジュール案についてご説明いたしま

す。 

 本日第１回目の検討委員会を開きまして、残りの開催回数は３回を予定しております。第

２回目では、中長期計画についての説明をする予定であり、基本構想の案となる内容となり

ます。第２回目の意見聴取で構想案を固めたいと思っております。 

その後、何らかの方法で市民へ意見を伺う機会を設ける予定です。その意見を反映して第
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３回目では構想案をさらに固める予定です。 

そして、第４回目で最終的な構想案を確認したいと考えております。 

最終的な市長報告については、平成 28年の３月ごろを予定しております。 

 

八戸市汚水処理構想の見直しについての説明は以上となりますが、さきほどの８ページ目

ですが、資料の赤線、緑線、水色線、紫線の図がありましたけど、こちらのＡ３の図面の東

部と西部の色が逆になっていたようです。わかりづらくなっており、申し訳ありませんでし

たが、文字をみて判断していただけるようにお願いします。 

駆け足で説明させていただきましたので、少し分かりづらい部分があったかもしれません。

この場で質問等をいただければお答いたしますが、後でお読み直しになって、なにかご不明

な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせいただきたいと思います。 

また、第２回目の検討委員会では事前に意見を記入してもらい返送していただく方法をと

ろうと考えております。意見に対して、委員会当日に事務局より回答させていただきます。 

私からの説明は以上です。ありがとうございました。 

 

○委員長 

はい、どうもありがとうございました。ただ今の説明に対してご意見、ご質問等ありまし

たらお願いします。 

 

○委員 

説明ありがとうございました。Ａ３の地図が４、５枚ありますけれども、これについて少

し教えてください。私は田面木なのですけれども、帰ってから説明しなければならないもの

ですから。最初のＡ３の図面は中部、東部、西部の地図でよろしいのですよね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

田面木は中部ですよということですよね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

２枚目ですけれども、汚水という地図があります。これを見ますと田面木がほとんど緑で、

ピンクが少しありますけれども、これを少し説明していただけますか。 
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○事務局 

田面木は緑で表されています。まず、田面木は人口が密集しておりまして、市街化区域に

大部分がなっていると思われます。ただ、八戸市の下水道事業計画については、まだこの緑

の部分に関しては事業計画を拡大して認可、事業計画を取得、策定しておりません。事業計

画は策定していないのですけれども、市街化区域の中であります。市街化区域の中であると

いうことは人口が密集しているということで、下水道の検討を行ったときに、公共下水道の

ほうが経済比較をしたときに合併処理浄化槽よりも優位だろうということで、今後緑の部分

については公共下水道ということで整備するということであります。 

ピンクの部分については市街化調整区域になりますので、そこに関しては改めて公共下水

道か、合併処理浄化槽かということを経済比較で検討するということになっております。 

 

○委員 

はい、わかりました。以上です。 

 

○委員長 

ほかはいかがでしょう。はい、どうぞ。 

 

○委員 

私の単純な疑問なのですけれども、８ページの南郷地域のところです。旧南郷村になって

いますけれども、これはこれでいいのでしょうか。南郷区になってから、もしくはそれ以前

の問題ということなのですか。 

 

○事務局 

これはわかりやすく旧南郷村の区域ということで、ここであえて旧南郷村と書かせてもら

いました。西部、中部、東部が旧八戸市の区域で、南郷地域が旧南郷村の区域ということで

書かせていただきました。それも八戸市全体、南郷を含めて四つの地域に分類しましたとい

うことになります。 

 

○事務局 

あまり意味はないです。旧南郷村でも、南郷区のどちらでも同じ場所ですので。 

 

○委員 

確かに地域として、人間の感情として、やはり南郷村ではなくて、南郷区にしたほうがい

いのではないかという感じが、私はこの書類を見て感じ取りました。 

 

 

○事務局 

申し訳ありませんでした。ご指摘ありがとうございます。 
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○委員長 

確かにおっしゃるとおりです。ほかはいかがですか。 

 

○委員 

少し自分の理解を深めるために、確認でございます。要はこの委員会で検討するのは、こ

のＡ３図面の（汚水）という部分の、黒い部分は既に下水道に着手している、緑の部分は着

手を予定している、市街化区域という意味合いもあって、予定している区域ということです

よね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

青い、紫の部分は農業集落排水ということだと思いますが、それらのところはもう下水道、

あるいは集合処理をするのだと決めてありますと。ただ、ピンクの部分については離れた集

落であったり、小さい集落であったりしている部分、あるいは黒い区域の中に逆にピンクが

あるといった部分について、今回この会議で検討していくと理解してよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

そうなります。 

 

○委員 

わかりました。 

 

○委員長 

実は私もそれを確認したかったのです。ずっと言葉が錯綜していて、例えば括弧して汚水

と書いたＡ３の図面があります。ピンクは今回の委員会の検討対象なのですよね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

ここは今、いわゆる汚水処理のいろんな施設がないのでということですね。 

 

○事務局 

はい。 
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○委員長 

それから問題は緑なのですけれども。これは今回の委員会では無関係なのですか。 

 

○事務局 

緑については、検討委員会の中ではじめのほうにアクションプランで、今後 10年程度を

めどにアクションプランを策定するということで話させていただきましたけれども、整備の

優先順位についても策定したいということで話させてもらいました。集合処理で整備するの

ですけれども、ただその整備の時期等に関しましても決めていく必要があるということにな

ります。 

 

○委員長 

そうすると、やはり緑も一応大きな長いスパンでは検討の対象ということなのですね。 

 

○事務局 

はい。委員会の検討対象となります。 

 

○委員長 

10 年くらいのアクションプランで、早急に決めなければならないのがピンクくらいだと

思えばいいのですか。その間で、さらに長い長期プランで緑も入ってきながら考えると。 

 

○事務局 

逆になりますね。緑の中が 10年間の中で、今後整備を考えていかないといけないところ

で、ピンクの部分がもし公共下水道、集合処理に判定されれば、長期的にそこまでにいつく

らいにいくのかとかを検討しないといけないということになります。 

 

○委員長 

そういうことですか。では緑を先に決め、基本的に決められて、ピンクは周りに付随する

ので、将来的にどうやってつなぐとか、つながないとか、それを検討していくということ。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

そうすれば、その緑というものは、今の構想か、事業計画かわかりませんけれども、ここ

はもういわゆる公共下水道の整備というものは決まりということですか。それとも一部変え

るとか。公共下水道は決まりですか。 
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○事務局 

今回見直す基本構想の中では、集合処理として考えていくということです。 

 

○委員長 

集合処理ですね。それで優先順位は考えるけれどもということですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

ですからその集合処理をこの委員会で見直して、違うとか、そういうことまではしないと

いう委員会ですね。 

 

○事務局 

そこのピンク色の部分が現基本構想では集合処理、公共下水道となっておりますので、そ

こは今回経済比較の検討したときに、もしかしたら公共下水道から合併処理浄化槽に変わる

ということになりますので、その結果をこの委員会で示しまして、委員の皆さまから意見を

伺いたいということです。 

 

○委員長 

大体わかります。ここが大事なポイントなのですよね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

我々はどこの範囲を検討するかということ。 

 

○事務局 

大きく分けて、さっきの話をまとめますと二つになるかと思うのです。まず 10年間の中

期計画の中では、公共下水道の範囲をどこまで 10年で整備できるかということ。それは緑

色の部分を含めてのことになります。あとピンク色の部分は公共下水道でやるのか、それと

も合併処理浄化槽にするのかという検討になります。 

 

○委員 

それに関連して、よろしいですか。では、さっき説明があった最後の、この浸水対策は今

回の委員会の検討事項ではないのですね。 
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○事務局 

浸水対策については、今回の検討委員会では話しません。汚水に関する下水道についてと

なります。 

 

○委員長 

汚水だけですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

感想として、いくつかわかりにくいのは、５ページの区域の設定、４番のところがありま

す。オレンジ色の、この辺の読みが非常にわかりづらいのです。だから聞いたのです。 

 

○事務局 

申し訳ありません。 

 

○委員長 

次はもう少しわかりやすい工夫がいると思うのです。地図で見ればこうだと、それはそれ

でいいのですけれども、考え方としてはこういう考え方は必要だと思うのです。今までこう

きたと、その中で今回ここを見直すということ。難しいのですよ、この理解がすごく。そこ

を考えてください。 

 

○事務局 

はい。次回の資料に関して、わかりやすく提示したいと思います。 

 

○委員長 

前提を間違えると、議論が全然かみ合わなくなります。 

ほかはいかがでしょうか。いかがですか、よろしいでしょうか。とりあえず今日は質問な

り、おわかりにならないところをある程度はっきりさせるために、よろしいですか。 

それでは、特に大きな質問はないようでございますので、今日の報告案件が二つありまし

たけれども、一応説明は承ったということになります。それでよろしいですね。 

本日の案件はここまでとなりますけれども、これで終了ということでよろしいですか。そ

れでは進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。このあとは進行を司会のほ

うにお返しします。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 
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本日の会議の会議録につきましては、作成し次第、委員長からご確認をいただき、公開す

ると同時に皆様へ配付させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

次回の会議につきましては、11 月の中頃、時間につきましては午後２時からを予定して

おります。場所は、今回とは別の場所になりまして、江陽三丁目にあります下水道事務所の

３階会議室になります。後日改めて、次回の会議資料と合わせて、開催案内を送付させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これをもちまして、「第 1 回八戸市公共下水道基本構想検討委員会」を終了さ

せていただきます。 

本日はありがとうございました。 


