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第２回八戸市公共下水道基本構想検討委員会 

 

 

平成 27 年 11 月 18 日(水)14:00～15:30 

下水道事務所 ３階会議室 

 

 

○司会 

 本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。た

だいまから「第２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。 

本日の会議ですが、委員１０名中、８名の方が出席でございます。「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。 

それでは、資料の確認をさせていただきます。 

事前に送付いたしました本日の「次第」、「委員名簿」、「審議資料－１、

２ 八戸市公共下水道基本構想見直し案について」、そして参考資料としま

して「年費用比較表」、「Ａ１版の図面４枚」、「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」と、本日お手元にご用意させ

ていただきました「席図」、それとパワーポイントを印刷しました資料でご

ざいます。お手元に資料のない方は、お知らせ下さい。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、早速議事のほうに入りたいと思います。 

審議案件の１「基本構想（素案）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  
それでは、審議案件１「八戸市公共下水道基本構想の見直し案について」

ですが、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。  
 今回は、プロジェクターを使用してご説明させていただきます。お手元の

審議資料１、２［八戸市公共下水道基本構想見直し案について］の資料に沿

った内容で、パワーポイントを使って説明していきたいと思います。スクリ

ーンが見えにくい場合は、本日お配りしたパワーポイントの縮小版資料をお

手元にお配りしておりますので、そちらをご覧になりながら説明を聞いてい

ただきたいと思います。  
まずは、第１回目の検討委員会から期間があきましたので、１回目の概要

を簡単に説明したいと思います。  
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はじめに基本構想の見直しの背景についてです。八戸市では、平成 22 年度

に公共下水道基本計画の見直しを行い、下水道事業を推進してきましたが、

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

取り巻く諸事情が大きく変化してきていることや、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、汚水処理施設の効率的かつ適正な処理区

域の設定及び整備・運営管理手法の選定が求められております。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」が国より示され、そのマニュアルでは、基本構想の早急な見

直しと今後１０年程度を目処に各種汚水処理施設整備を概ね完了することが

明言されております。このため本市においても、基本構想の見直しが必要と

なっています。  
 次に、汚水処理施設についてですが、汚水処理をするには集合処理方式と

個別処理方式があります。集合処理は、各戸が管渠で処理場とつながってお

り、終末処理場で汚水をまとめて処理する方法となります。個別処理は、浄

化槽などにより各戸で汚水を処理する方法となります。  
本市の汚水処理施設は、集合処理方式の公共下水道と農業集落排水、個別

処理方式の合併処理浄化槽の３種類です。それぞれの汚水処理人口は、平成

２６年度末で公共下水道５９．２％、農業集落排水２．１％、合併処理浄化

槽１１．８％であり、行政人口に対して７３％の市民が汚水処理をしている

状況であります。  
 新構想マニュアルでは、将来人口は概ね２０年から３０年の範囲で設定す

ることとされており、本構想では、青森県で策定する汚水処理構想と整合を

図り、平成４７年度までを長期計画としました。将来人口についても、平成

４７年時点での人口を想定して、基本構想の見直しを実施します。そのうち、

はじめの１０年間を中期計画として位置付け、アクションプランを策定しま

す。  
アクションプランでは、今後１０年程度での汚水処理施設の概成を目指す

こととされておりますが、本市の場合は汚水処理普及率が県内１０市の中で

も６番目であり、青森県自体も全国で４０番目であることや、市の財政状況

や汚水処理事業に投資できる予算が限られていることも踏まえると、下水道

計画区域内を今後１０年で概成させることは困難であり、本市としては１０

年での整備可能範囲をアクションプランとして策定することとします。これ

についは後ほど、「３．今後の整備に必要となる建設費」で詳しく説明いた

します。  
 将来人口は、中期計画では２０９，０８８人とし、長期計画では１８５，

２２３人としました。これらの推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の

推計値を用いております。採用した理由については、構想見直しの背景でも

ある「本格化する少子高齢化社会の到来」に対する要素を含んでいることや、

これからの都市計画はコンパクトシティ化が主流となり、道路や下水道施設

などの社会インフラ設備を必要最小限にとどめる傾向にあることなどから、

社人研の推計値を採用することとしました。  
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 以上が、前回までの内容を説明いたしました。  
  

では、これより審議案件について、事前にお配りしている資料に沿って、

説明をさせていただきたいと思います。  
 １．将来世帯数と将来世帯人員についてですが、本構想では前回説明しま

したように、家屋の集合体ごとに経済性の比較を行うことが基本とされてい

ますので、世帯数を推計することで家屋数を把握することとします。  
 表１では、平成２０年度から平成２６年度までの本市の行政人口、世帯数

及び世帯人員の推移を示しております。行政人口は減少傾向を示しており、

現況では２３６，４０６人となっています。逆に世帯数は増加傾向を示して

おり、現況では１０６，４１０戸となっています。その結果、世帯人員数は

減少しており、現況では１世帯当たり２．２２人となっており、核家族化の

進行が伺えます。  
 将来世帯人員については、青森県が推計している数値があり、平成４７年

度に１世帯当たり２．０２人となります。これは市の人口動態に照らし合わ

せても同様の傾向が伺えることから、青森県が推計した数値を採用すること

としました。これによれば平成３７年度には将来世帯人員が１世帯当たり２．

０９人であり、将来世帯数は１００，０４２戸となります。平成４７年度で

は将来世帯人員が１世帯当たり２．０２人となることから、将来世帯数は９

１，６９５戸となり、将来世帯人員の現況からの減少率は０．９１となりま

す。  
 次に、経済性の比較についてですが、イメージ図のように検討単位区域毎

に実施しています。平成４７年度における将来人口、将来世帯人員、将来世

帯数、計画汚水量原単位を諸元として、経済性の比較を行い、集合処理とな

る公共下水道への接続が有利か、個別処理となる合併処理浄化槽による整備

が有利かの判定を行います。  
 イメージ図で説明すると、既に整備されている集合処理区域に近い検討単

位区域は距離が短いので、公共下水道への接続が有利と判定される可能性が

あります。一方、遠い位置にある検討単位区域は、個別処理が有利になると

いう判定になる可能性があります。しかし、距離だけの比較でこのような結

果になるわけではなく、判定における比較対象項目は次のとおりであります。 
 経済性の比較に用いる費用は、表３のとおりです。集合処理の費用は、処

理場、管渠、マンホールポンプのそれぞれの建設費と維持管理費となり、個

別処理も合併処理浄化槽の建設費と維持管理費となります。集合、個別それ

ぞれに発生する費用を算定し、耐用年数で割り戻すことで 1 年当りに必要な

費用に換算して比較します。それを図４のイメージで示しております。この

比較により、安価な処理方式が有利と判定されます。耐用年数は、表４に示

す新構想マニュアルにおける耐用年数を用いるものとしております。  
 本検討に用いる建設費及び維持管理費の単価を以下に示します。  
 管渠、マンホールポンプ、合併処理浄化槽の建設費は、本市における実績

値を用いるものとしました。それが表５となります。維持管理費については、



6/24 

いずれも実績値の把握が困難であることから、新構想マニュアルにおける単

価を用いるものとしました。それが表６となります。  
 
ここで、記載されている下水道用語について補足説明をしたいと思います。 

 まず、下水道施設について簡単にご説明いたします。各家庭などからの処

理していない汚水を取り込み、地中の下水道管渠をつたって処理場へ集めま

す。しかし、汚水の流下は自然流下が基本ですので、距離が長くなるほど深

くなります。下水道管渠の布設方法は、開削工法といって、道路を重機で掘

って布設し埋め戻しますが、深くなれば重機の掘削範囲を超えてしまいます

ので、推進工法という方法で地中をモグラのように推し進めて布設する方法

もあります。そして、どんどん下水道管渠を延ばすと地中深くなってしまい、

施工が困難になるばかりでなく、不経済になることや維持管理に支障をきた

すことにもなりますので、ポンプを使って圧送などすることにより、また浅

いところからスタートさせます。汚水量の規模によっては図のような大規模

なポンプ場を整備することもありますし、次のスライドのようにマンホール

の中にポンプを設置する小規模なものもあります。この小規模なものがマン

ホールポンプといいます。マンホールポンプから次の自然流下の下水道管渠

までを圧送管で汚水を送ります。そして、最終的に処理場へ集め、汚水を処

理し、基準内の水質で放流します。  
 これらが大まかではありますが、下水道施設の概要となります。  
 次に、合併処理浄化槽についてですが、各家庭などのトイレや風呂、台所

などの水周りからの排水を浄化槽に集めて処理するというものになります。

その処理水は、各家庭などで浸透ますを設けていただき、宅地内浸透で対応

していただいております。  
 以上で補足説明を終わります。  
  

次に、処理場の建設費及び維持管理費についてですが、本市の処理場が建

設途中段階にあることや、先行投資されている施設があることから、完成状

態での実績値を把握できないため、新構想マニュアルにおける費用関数を用

いるものとしました。それが表７になります。  
 処理場の建設費及び維持管理費に用いるＱｄ日最大汚水量は、公共下水道

全体計画における汚水量原単位を用いるものとし、それが表８となります。  
 表８の汚水量原単位についての補足ですが、生活系汚水量は過去の水道給

水実績より、営業系汚水量は用途別給水実績より業務目的のものを用いてお

ります。地下水については、管渠の継ぎ目やひび割れ箇所からの侵入水であ

り、生活分と営業分の合計値の２０％と設定しております。これは下水道施

設設計指針に記載されている内容であり、これらの基本となる汚水量原単位

は、前回説明しました上位計画である「新井田川河口水域流域別下水道整備

総合計画」に基づくものとなります。  
 これらの諸元を用いて、費用比較した結果が事前にお配りしたＡ４の縦長

の表となります。それぞれに検討単位区域番号を振っており、大判のＡ１図
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面に記している数字の番号と整合しております。住所も併記したほうがよい

のではないかとの事前意見がありましたが、検討単位には複数の家屋があり、

住所も複数存在することから、混乱を招く恐れもありますので、番号表示と

させていただきました。  
区域番号ごとに集合処理費用の合計額と個別処理費用の合計額の差を計算

し、安価な処理方式の方を採用しております。  
 これらの経済性の比較結果を反映させた図がこちらとなります。これは、

馬淵川より西側の西部地域となります。グレーで着色されている箇所が、一

部自衛隊などの調整区域も含まれておりますが、概ね市街化区域内であり、

公共下水道で整備するとされている区域になります。そして今回の検討対象

区域が、市街化区域以外の朱色と黄色で表示している箇所となります。その

中でも朱色が公共下水道に接続するほうが有利と判定された箇所であり、黄

色が合併処理浄化槽で整備したほうが有利と判定された箇所になります。  
紫色の地域が農業集落排水地域になります。左上に南郷地域を示しており、

南郷地域には農業集落排水地域が２地区あります。Ｔで示しているのは、処

理場の場所を表しています。農業集落排水地域である永福寺地区は、将来的

に公共下水道へ接続したほうが有利であると判定されており、接続管渠が整

備される沿線上付近の区域は接続距離が短くなりますので、集合処理が有利

と判定されているところもあります。  
 次が、馬淵川より東側の中部東部の経済性比較の結果となります。  
 図の東の方になりますが、桜ケ丘団地南東の第二桜ケ丘団地が朱色となっ

ています。これはグレー着色の集合処理区域からは遠い位置にありますが、

家屋が集合していることから、公共下水道に接続したほうが有利という結果

により朱色となっております。そして、その沿線上付近の区域は、第二桜ケ

丘団地までの下水道管が整備されることにより接続管渠の距離が短くなり、

集合処理が有利となっているところが多くなっている状況です。  
 このようにして経済性比較を行った結果、市街化調整区域において公共下

水道で整備する区域が縮小されるという結果となりました。  
  

整備区域の見直しを行った結果を踏まえて、３．今後の整備に必要となる

建設費の表９について説明したいと思いますが、その前に八戸市の整備に関

する現在の状況について、イメージ図を用いて説明したいと思います。  
 外側のオレンジ色の円が行政区域となります。その内側に黒の一点鎖線が

ありますが、これが下水道整備区域です。その間の飛び地にある紫の円が農

業集落排水区域になります。それ以外の水色区域が合併処理浄化槽の整備区

域となります。ピンクで表した点線は市街化区域の線となります。グレー着

色の円は現在下水道整備が完了した区域になります。下水道整備については、

人口が集中している市街化区域の中を優先的に実施しており、市街化調整区

域については、市街化区域の整備が概ね完了した後に整備をする方針として

おります。  
 その市街化区域の中でも青の線があると思いますが、この線の内側が下水
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道事業計画区域といい、現時点で下水道が整備可能な区域となっております。 
下水道事業計画区域は県との協議により定められ、この区域の中について

は一部国からの補助金をもらいながら、整備を進めていくことになります。

この区域の拡大は５から７年程度に１回の頻度で実施しており、平成２７年

現在で今の青の区域まで拡大しました。したがって、整備の優先順位は市街

化区域の中でも現状の事業計画区域内の整備を優先して実施していきます。

そして、現事業計画区域内の整備がある程度進みましたら、市街化区域の中

でまた新たに緑着色の区域を事業計画区域に加えて整備を推進していくこと

になります。  
  

先ほどのイメージ図と沿うように現況図に当てはめてみますと、図のよう

になります。現在整備済みの箇所はグレーです。ピンク線が工業専用地域を

除く市街化区域の線であり、その中に青のラインの事業計画区域線がありま

す。まずは、この事業計画区域内を優先的に整備していきます。事業計画区

域内がある程度整備が進みましたら、次に市街化区域の中で緑着色のように

事業計画区域を拡大し、整備を進めていきます。  
 そのような順序で整備を進めていった場合、今後の整備に必要となる建設

費は表９のとおりとなります。先ほど説明しましたように、先に整備を進め

る市街化区域の中を事業計画区域内と外にわけており、その次に整備する市

街化調整区域内は西部、中部、東部にわけております。本市の財政状況から、

今後の未整備区域にかかる建設投資額は、年当り２４億円を見込んでおりま

す。これより、市街化区域の事業計画区域内における未整備区域の整備完了

までに約５．４年かかることとなります。また、市街化区域の事業計画区域

外の整備に約８．６年かかることから、市街化区域全体の整備完了までに約

１４年かかることとなります。次に、市街化調整区域の整備には約６．１年

かかることから、公共下水道全体の整備が完了するまでに約２０年程度必要

となることが見込まれております。  
 以上で審議案件１についての説明を終わります。  
 
○委員長 

それでは、ただ今審議案件１について、事務局から説明がございましたが、

これについてご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 

○委員 

今後の整備に必要となる建設費、表９ですが、これで見ますと、年２４億

円拠出するという前提で考えているわけです。全部で２０年かければ、この

着色している部分がほぼ整備が終わるのだと聞きました。そうしますと、と

てつもなく大風呂敷なプランでもないし、過度に萎縮したプランでもないと

私は考えました。いわゆる市街化区域も網羅するということですから、十分

実現可能なプランなのではないかと考えます。以上です。 
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○委員長 

十分実現可能だと考えるということですね。 

 

○委員 

はい。 

  

○委員長 

今の意見についていかがでしょうか。それで、少し私のほうからよろしい

でしょうか。地図と対比しながら説明をされたのですけれども、例えばどこ

か具体的な地図でもいいのですが、どこをどこまでやるかということの説明

がはっきりしないのです。色がついたところ全部ということですか。 

 例えばさっき個別がいいか、接続がいいかとやって、当初黄色などで、合

併処理浄化槽のほうが有利とか、そこはやらないとか、その辺の説明をお願

いします。 

 

○事務局 

はい。次の図で説明することになっているのですけれども、表９の中で事

業計画区域内を５．４年で整備するとしているのが赤色の部分で、先ほど説

明しましたように事業計画区域内がいま青のラインで表示されており、事業

計画区域のラインがこのラインになります。この事業計画区域の中を５．４

年で整備するということになります。 

 

○委員長 

確認ですけれども、それはもう最初から事業計画の予定に入っていて、今

結果的に取り残されているというのは言葉が悪いですが、整備がまだ進んで

いないので、そこは整備をやるという意味ですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

結果的にグレーのゾーンに入っているので、やるということですか。 

 

○事務局 

そうです。８．６年で現在の市の市街化区域の中の整備を完了させたいと

いうことになります。これは緑で書いていますけれども、この部分を次に整

備する区域になります。 

 今、西部しか写っていないのですけれども、中部、東部のほうも事業計画

をまだ取っていないところがありますので、そこを延ばしながら市街化区域

の中を含めて整備するのに残り８．６年かかり、現在からは１４年かかると

なっております。 
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○委員長 

それで、そこが市街化区域内で残っているところをすべてやるのが緑だと。

そうするとそこの中に合併処理浄化槽で我慢して頂くとか、そういうところ

は発生しないのですか。 

 

○事務局 

今回基本構想の見直しを経済比較で行いまして、今回この黄色が集合処理

から個別処理に変わりました。見直しさせていただきました。 

この朱色とこのグレーの部分を含めて、市は今後公共下水道で整備を進め

ていくという区域になります。この朱色とグレーの部分は全て公共下水道で

今後整備する予定となります。 

 

○委員長 

そうすると市街化区域の中でも黄色というものは、存在するのですか。 

 

○事務局 

いいえ、今回この黄色と朱色のほとんどが市街化調整区域となります。 

 

○委員長 

それは、全部市街化調整区域ということでいいわけですね。 

 

○事務局 

はい。市街化区域の中は、前回説明させていただきましたが、集合処理で

整備するということです。 

 

○委員長 

そうすると市街化調整区域で端のほうになりますが、それでオレンジ色で

す。黄色ではなくてオレンジ色のところが、さっきの表９の例えば西部だと

か中部だとか東部ということですね。 

 

○事務局：そうですね。 

 

○委員長 

これはあくまでも公共下水道ですね。 

 

○事務局 

はい。表９に戻りますが、西部地域、中部地区、東部地域で６．１年かか

ると書かせてもらっているのは、これが市街化調整区域になります。今回基

本的に朱色と黄色の部分が市街化調整区域になるので、今回朱色が集合処理

と残りましたので、その部分に関して６．１年かかりますという表現になり

ます。 
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○委員長 

先ほどのイメージ図がありましたよね。あれに黄色と朱色で書いてあると

はっきりしてわかりやすかったのですが。 

 

○事務局 

市街化区域のピンクのラインと、この下水道整備区域のラインの間が市街

化調整区域の中ですが、下水道で整備する区域となります。 

 

○委員長 

オレンジ色（朱色）も入るのですか。 

 

○事務局 

はい。この範囲内に朱色と黄色の部分が存在しているということになりま

す。それが今回合併処理浄化槽の黄色になった区域もありますし、そのまま

朱色で公共下水道整備区域と残ったものがあるということになります。 

 

○委員長 

市街化区域は基本的に公共下水道で整備するということを堅持するという

ことですね。 

いかがでしょうか、ご質問、ご意見等がありましたら。 

 

○委員 

私は長者に住んでいまして、学校は田面木にあるので、その辺は少し気に

なります。長者とか田面木の場合は中期計画に入っていないのだけれども、

市街化区域だから８．６年までには整備したいということで理解していいの

でしょうか。スライドの２６ページ（中期計画の図面）だと、田面木とか長

者は何も塗られていないのですが、１８ページ（基本構想の図面）だと市街

化区域で入っているのですけれども、そういう理解でいいのでしょうか。 

 

○事務局 

長者、田面木といいましても、その中でまた市街化区域、市街化調整区域

があるかと思います。現時点での八戸市の市街化区域の中に関しては、公共

下水道で整備しますので、田面木の市街化区域の中であれば公共下水道で整

備する範囲内になります。ただ市街化調整区域の中でも、このように飛び地

で区域が囲まれているところがありますので、そういうところは１４年のあ

とに整備が進んでいくことになります。 

○委員 

要は市街化区域については少なくとも１０年以内、ここでいうと８．６年

ですか。８．６年くらいを目指して、市街化区域については下水道を整備す

るのだという理解でいいですよね。そうではないのですか。 
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○事務局 

市街化区域は１４年です。 

 

○委員 

申し訳ありません。１４年ですね。市街化区域については１４年で、少な

くとも下水道を整備する。そこから外れた縁辺については、やるところとや

らないところがあるのだということで理解していいのですよね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

少しお聞きします。私は事業費のほうでお聞きしたいのです。１０年間で

２４０億円、年間にすると２４億円。現在の下水道は、平成２７年度の事業

で行っている事業費はどれくらいですか。 

 

○事務局 

今年度ですか。 

 

○委員 

今年度です。 

 

○事務局 

少しお待ちください。今のご質問は平成２７年度全体の下水道の事業費と

いうことですか。雨水もですか。 

 

○委員 

汚水管、公共下水道のみです。 

年間２４億円で整備していて、１０年間で２４０億円で、だいたい市街化

区域を整備できるといっているので、それが年間にすると２４億円。だから

今年度は大体その事業費にどれくらい予算が付いているのか。それで将来予

算的に実施できるのかということをお聞きします。 

 

○事務局 

今年度汚水管渠の整備費用としましては、２５億円程度を見込んでおりま

す。 

○委員 

そうですか。 

 

○事務局 

はい。 
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○委員 

はい、わかりました。そういうことでいけば２４億円ということは、可能

なという形になっていますね。 

 

○委員長 

はい、よろしいですか。特に不明な点はございませんか。 

それでは、またこの続きがあって、中期の説明に入りますので、またあり

ましたらあとで戻って、全体の質問のところでお願いします。 

審議案件の２「中期計画（アクションプラン）（案）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 

はい。続きまして、審議案件２の中期計画、アクションプランの概要につ

いてご説明いたします。 

 まず、本市における汚水処理事業の現状についてですが、公共下水道事業、

農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置補助金制度の３事業があります。公

共下水道事業は、馬淵川を境に東部処理区と馬淵川処理区にわかれており、

残りの未整備区域について整備を継続していく必要があります。農業集落排

水事業は、４地区ともに整備が完了しており、今後は維持管理を続けていき

ます。合併処理浄化槽設置補助金制度は、下水道事業計画区域外への補助を

実施しており、今後も補助金制度の広報に努め、設置を促していく必要があ

ります。したがって、中期計画では、公共下水道事業と合併処理浄化槽設置

補助金制度を継続して実施していく必要があります。 

  

その中の公共下水道事業における中期計画期間、１０年間での整備予定は、

表１１のとおりです。 

 まずは赤で示した事業計画区域内の未整備エリアを集中的に整備し、整備

がある程度進んだら、次の緑色で示した事業計画区域を拡大して整備するこ

ととします。次の事業計画拡大面積は、２９０ha としました。年当たり２４

億円整備できるとして、１０年では２４０億円を投資することとし、事業計

画区域内は５．４年、事業計画区域外は４．６年で整備したいと考えていま

す。 

 新たに事業計画区域に追加する予定の２９０ha 分については、市街化区域

内であること、人口密度が高く、投資効果が高いこと、都市計画街路事業な

どの他事業に起因する整備時期の制約が無いことを基準に選定しました。 

図に示すとこのようになります。 

 まず、西部地域ですが、赤色が事業計画区域内の整備箇所になります。緑

が事業計画区域外でいわゆる次の事業計画拡大予定区域です。赤色の範囲に

ついては、他事業関連や私道などの理由で整備ができない地域も含まれてい

ます。緑色の箇所で今後新たに事業計画区域に追加する箇所は、長苗代の一

部、一番町三丁目付近とその周辺、高館地区、市川町桔梗野となります。次
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に、中部東部地域ですが、新たに事業計画区域に追加する予定の箇所は、岬

台団地、大久保の一部、吹上の一部、中居林の一部となります。これらの赤

色と緑色の部分を中期計画区域と定め、今後１０年間で整備を推進していき

たいと考えております。中期計画における汚水処理事業の概要についてまと

めるとこのようになります。 

公共下水道事業については、東部処理区、馬淵川処理区とも事業計画区域

の拡大を行い、コスト削減可能な工法の検討やルート設定により建設費の圧

縮に努めながら整備を進めていきます。 

農業集落排水事業については、現在整備が完了している４地区について、

農業集落排水事業として処理場等の維持管理を継続して実施していきます。 

合併処理浄化槽設置補助金制度については、公共下水道事業計画区域以外

の地域において、補助金制度を継続し、さらに活用していただけるよう広報

に努めます。なお、公共下水道事業計画区域内では本制度を活用できないた

め、事業計画区域の無理な拡大は行わず、確実に下水道整備が可能な範囲と

し、市街化区域内であっても本制度が活用できるよう努めていきたいと思い

ます。 

  

最後に、長期計画における汚水処理事業についてまとめるとこのとおりと

なります。 

公共下水道事業については、東部処理区、馬淵川処理区とも、事業計画区

域の拡大を図りつつ、効率的な整備を進めていきます。 

農業集落排水事業については、４地区のうち、一日市地区及び永福寺地区

については、処理場設備の更新時期や公共下水道の整備状況を考慮しながら、

公共下水道への切替えを行います。南郷地域の２地区、市野沢地区及び島守

地区については、農業集落排水事業として処理場等の維持管理を継続してい

きます。 

合併処理浄化槽設置補助金制度については、公共下水道事業計画区域以外

の地域において、補助金制度を継続し、さらに活用していただけるよう広報

に努めます。また、公共下水道事業計画区域の無理な拡大は行わず、市街化

区域内外において希望する住民の方々が本制度を活用できるよう、事業間の

連携を図っていきます。 

以上で審議案件２の説明を終わります。 

併せて、今後の予定について少し説明したいと思います。事前にお配りし

ました審議資料の最後のページをお開きください。 

今後の委員会のスケジュールがかかれております。今後は、１２月３日か

ら１月８日までの間、パブリックコメントを実施するほか、１２月９日には

市民説明会を実施し、市民の意見を募り、第３回目の委員会でその内容に対

する事務局の回答と構想の見直し案の修正を行い、報告を行いたいと思いま

す。第４回目では、最終案について報告する形となり、最終的に平成２８年

３月頃を目処に、市長へ検討委員会としての意見書として提出していただき

たいと考えております。 
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私からの説明は以上となります。 

 

○委員長 

パワーポイント最後の事前質問はなんですか。 

 

○事務局 

はい。次は、質疑応答に移りたいと思いますが、事前質問をいただいてい

ましたので、回答します。 

 事前質問で、市の総合戦略における将来人口と本構想の将来人口が整合し

ていないのはなぜか、という意見をいただいておりました。確かに、今年の

１０月に策定された市の総合戦略において、将来の人口ビジョンは平成３７

年で２１４，０６２人、今回の本構想では２０９，０８８人、平成４７年で

人口ビジョンは１９９，８７０人、本構想では１８５，２２３人であり、平

成３７年で４，９７４人の差、平成４７年で１４，６４７人の差があり、本

構想のほうが人口減少率は大きい推計となっております。 

 総合戦略における人口ビジョンは、人口減少対策に関する様々な施策を実

施した場合に、このような数値になるだろうと示したものであり、市の今後

の目標値ではないこと、また、この人口ビジョンは今後５年間に取り組むべ

き施策に関するものですので、下水道基本構想のように長期での計画には適

合していないと判断しました。 

本構想での将来人口は、本格的な人口減少社会を予測して推計している社

人研の数値が本構想の目的に合致しているため、この社人研の推計値を採用

した。 

 

○委員長 

事前質問はこれだけですか。 

 

○事務局 

ほかにあったのですけれども、説明の資料の見やすさとか、わかりやすさ

に関する質問でしたので、それを改善したような形で今回発表させていただ

きました。具体的な事前質問はこれだけになります。 

 

○委員長 

はい。それでは以上で２番目の審議の説明ですが、ご質問ありますか。 

 

○委員 

田面木の代表です。確認です。建設費の表９の中で市街化区域が概ね１４

年で整備しますということですけども、１０年間の中期計画においては、田

面木の場合は色が塗られていないですけども、そういうことは、残りの４年

間で整備の方向であると理解してよろしいでしょうか。 
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○事務局 

お答えします。いま委員がおっしゃられたように、田面木地区につきまし

ては先ほどの事業計画の拡大区域から外れています。ただし１０年間では整

備は行き渡りませんけれども、１４年では田面木地区も公共下水道が行き渡

るように整備をしたいという構想になります。 

 

○委員 

はい、わかりました。 

 

○委員長 

ほかありませんか。はい。 

 

○委員 

中期計画プランの概要のところで、文言にこだわると言われればそれまで

なのですけれども、合併処理浄化槽制度のところです。無理な拡大は行わず

という、この意味をご説明いただきたいのです。 

 

○事務局 

下水道事業計画区域の中に関しては、合併処理浄化槽の補助金の制度が使

えませんので、下水道事業計画をむやみに広げてしまうとその分その補助金

制度を使う人たち、利用できる人たちが減りますので、下水道事業計画を無

理に拡大せずに、下水道事業として５年から７年の間で整備可能な範囲を絞

って徐々に広げていき、その事業計画外の人が合併処理浄化槽補助金制度を

活用できるようにという文言でした。 

 

○委員 

そうだとすると、これは中期計画なので、やはり今ご説明にあったように、

可能な限り行動するというような文言だといいのですけれども、中期計画に

無理な拡大を行わずという否定的な文言はどういうものなのでしょうか。 

 

○事務局 

事業計画区域というものは、下水道事業を５年から７年でやる範囲という

ことで、集合処理区域の全てではないわけです。最初に集合処理と個別処理

を分けましたけれども、集合処理区域であっても合併処理浄化槽を設置して

いるわけですし、その集合処理区域の中でも下水道をやるといった区域は、

下水道事業計画区域以外に関しては、将来集合処理区域であっても合併処理

浄化槽の補助をしているわけです。だから、この下水道事業をやりますとい

う範囲を広げてしまうと、その中は補助をしていないのです。近々下水道を

整備するであろう区域に関しては合併処理浄化槽の補助はしていませんが、

遠い将来下水道を整備する区域に関しては、合併処理浄化槽の補助をしてい

るということです。だから、あまり広くしてしまうと、市民の皆さんはその
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間に補助をいただけないということになります。おわかりいただけたでしょ

うか。 

 

○委員 

少し難しいですね。 

 

○委員 

要は、下水道はまだ来ないのだというところについては、合併処理浄化槽

の補助金が出るのだけれども、下水道があと５年くらいで来ますと、計画区

域にした段階で補助対象にはならないということになると、その市民の方は

１日も早く汚水処理をしたいのだというときに困るだろうということですよ

ね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

だから少なくても５年とか、７年くらいの間に下水道が通れるところは、

申し訳ないけれども下水道を使ってもらいたいので、浄化槽の補助金は出せ

ませんと。それ以外のところであれば、遠い将来に下水道が来たとしても、

浄化槽の補助金を出しましょうという制度なのです。事前配布の資料のとこ

ろで、そのように読んだのです。そういう理解でよろしいですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○事務局 

少し補足しますと、例えばこの中（市街化区域内）は、将来的に公共下水

道で整備する地域となっているのです。この中でも、下水道はまだここまで

（現下水道整備済み区域）しか整備されておりませんので、ここ（市街化区

域内であるが、下水道事業計画外）に家を建てる人、ここで汲み取り式トイ

レから水洗化を行いたいとなったときに、下水道が全然来ておりませんので、

この区域は下水道の事業計画外のところなので、最終的に集合処理区域の中

なのだけれども、まだ事業計画としてはそこまでいっていないので、浄化槽

の補助金の対象になる。ただ、事業計画をどんどん拡大していくと、ここも

事業計画の中になりますので、そうなれば補助事業制度の対象にはならない

ということになります。 

 

○委員 

それはわかります。 
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○事務局 

確かに言葉だけをみると、マイナスの言葉にも読み取れます。 

 

○委員 

アクションプランに対しては、どうかなと思ったのです。 

 

○委員長 

無理な拡大は行わずと、断定的に書いているように見えるわけですよね。 

 

○委員 

はい。ご説明の意味は理解しています。理解していますけれども、このア

クションプランに対してのこの文言はいかがなものかというだけのことです。 

 

○委員長 

言葉のニュアンスを少し考えていただくことはできますか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

難しいのですよね。 

 

○委員 

多分難しいと思うのですけれども、市民がこれを読んだときにやはり違和

感があるのかと感じます。 

 

○事務局 

では、「下水道事業計画区域を適切に拡大し」に変えます。 

 

○委員長 

これでいいですか、今のところは。 

 

○委員 

はい。 

 

○委員長 

ほかはいかがでしょうか。今の件で改めて確認ですけれども、先ほど市街

化区域はほぼ公共下水道でやってしまうという話ですが、今の中期の現状だ

とその中（市街化区域）でも色が抜けているところは、合併処理浄化槽でし

ばらくは、ということでよろしかったですね。 
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○事務局 

はい。 

 

○委員長 

合併処理浄化槽で、ということですね。 

 

○事務局 

はい、そういうことです。 

 

○委員長 

ほかは、いかがでしょうか。 

 

○委員 

長者地区の代表です。少しお聞きしたいのだけれども、市街化区域の中は

大体１４年で終わって、ここにある図面のところで赤とグリーンがあります

よね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

この中の白い箇所も、これも一応１４年の中では終わるということですか。 

 

○事務局 

そうでございます、市街化区域の中は全てです。先ほど田面木の会長から

もお話ございましたように、市街化区域の中は、今の計画では１４年で下水

道の整備が完了する見込みとなっております。 

 

○委員 

そういうことで理解しているのですが、現実的に糠塚地区の場合は、道路

が整備されていないわけです。そういうところで今の汚水処理の管をどのよ

うに布設していくのか。 

 

○事務局 

今のご質問でございますけれども、長者地区、いわゆる糠塚地区には３・

４・２０都市計画街路というものが、八戸高校の脇から、今止まっている都

市計画街路が吹上のほうにあります。それらの計画と整合しながら、その都

市計画街路を無視して下水道を入れるわけにはいきませんので、そういう市

が持っている大きな事業に照らしながら、並行して進めたいとは考えており

ます。ただし、これは向こう１４年で３・４・２０街路が整備されるという

趣旨のものではございません。 
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○委員 

そこで、これを私は地域性を考えれば、ある程度理解できます。ただ、こ

れを一般市民に対して説明をするときに、どうでしょうか。市の行政では３・

４・２０の整備そのものの目処が立ちませんと言っているわけです。 

 

○事務局 

今の２４億円を継続していって、ほかの制約がない場合のあくまで計算上

の線引きなのです。ですから１４年で全て終わりますと確約するものではな

いわけです。先ほども出た街路事業がありますけれども、当然下水道を整備

したあとに街路事業をやられると二重投資になってしまうので、そういうこ

とで遅れる場合もあります。極端な例をいえば、私道は勝手に入っていけま

せんので、その部分は申請がなければできない。あくまで今の事業費で継続

していった場合の計算上の数字です。そのほかのいろんな条件があれば、そ

れは当然変わってきます。下水道を整備するから、それまでに街路ができる

という話にはならないので、誤解のないようお願いしたいと思います。 

 

○委員 

はい、わかりました。そこで、結局は市街化区域の中で、布設が可能なと

ころを整備していきますと、理解していいわけですね。 

 

○事務局 

そうでございます。他事業との関連などを保障するものではなくて、金額

ベース、いわゆる年間２４億円を単純にかぶせていくと整備できるという概

念でとらえていただきたいということです。１４年で市街化区域全部終わる

という疑問を持たれる市民の皆さまもいらっしゃるかと思いますけれども、

それについては、やはりいろんな制約や制限等がございますので、それらを

全てきれいにクリアすれば、今の１４年でということでございます。確実に

１４年で整備が全部終わるのだということではありません。 

 

○委員 

したがって、地域性を考えて可能な限り布設できるところで、市街化区域

の中を整備しますと理解したほうがいいですね。 

 

 

○事務局 

はい。いま画面のほうにも表示されてございますけれども、先ほどご説明

申し上げたように、緑の部分は次に事業計画を広げる区域でございます。い

ま委員がおっしゃられた長者、糠塚地区、それから田面木地区等は市街化区

域であるけれども、緑に塗られていない。それは先ほど委員からもご質問あ

ったように、合併浄化槽の補助制度等を考えた上で、適切な区域拡大という

ご理解をいただいた部分が緑の部分です。それで、白抜きになった部分は、
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１０年で整備する市街化区域の中から一部除外されている区域とご理解いた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

私から質問ですが、今、年２４億円と出されていますけれども、この金額

が今も出ているのですか。 

 

○事務局 

そうでございます。 

 

○委員長 

それが１０年も２０年も先の将来、ほぼ確実に出せるような金額、これが

中期、１０年くらい続くのでしょうかということです。確約しろと言ってい

るわけではありませんが。 

 

○事務局 

実は平成２８年、来年度から平成３２年度までの５カ年の財政ビジョンを

想定した上で、この平成２８年から平成３２年の５カ年で、未普及の汚水処

理分の投資費用額として、はじき出したものが年平均２４億円という数字で

ございます。いま委員長からご質問のあったのは、１０年というようなビジ

ョンを見越しているのかという趣旨のご発言かと思います。それについて６

年目以降は、まだ市の財政ビジョンを立てていないのですけれども、やはり

この金額ベースというものは今後も整備体制に向けた基本となるものでござ

いますので、今の段階でお示しできる金額としては２４億円というものが現

状ということでございます。以上でございます。 

 

○委員長 

ほかありませんか。 

 

○委員 

要望でもよろしいですか。 

 

○委員長 

どうぞ。 

○委員 

手前のことばかり話して怒られるかもしれませんけれども、田面木の場合

は学校が３つあって、日赤病院、青南病院などもあります。そういう環境の

中では、社会資本の整備が非常に遅れていると思います。そういう中で、今

下水道の話を載せていただきまして感謝申し上げますけれども、前向きにご

検討をよろしくお願いいたします。 
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○事務局 

公共施設、学校等、病院がありながら、なかなか公共下水道がいかなくて

ご迷惑をお掛けしておりますけれども、できるだけ整備を進めてまいりたい

と思います。ご要望として承っておきます。 

 

○委員 

合併浄化槽の設置補助金に対することなのですけれども、その件数という

か、使われ方はどうか。満額申請されているのか。それからその制度をこれ

からも継続していくということですが、予算的にも増やしていく考え方があ

れば、補助金を受けられないということもないので、そういう点があればお

聞きしたい。 

 

○事務局 

昨年、決算ベースですけれども４４基分補助しておりまして、おそらく申

請分はまかなえていると思います。今後の拡充については、これは市の補助

だけではなくて、この中に国のお金と県のお金も入っていますし、それによ

った基準で補助しておりますので、補助対象基準の緩和などというお話はま

だありません。 

 

○委員 

申請したけれども、外れたということがないような形で、できればお願い

したいと思います。家を建てたり、改築する人が助かると思います。 

 

○事務局 

一言付け加えますが、新築は対象となっておりませんので、トイレの改築、

改造に対する補助だけです。ですから件数もそれほど多くないのかと。 

 

○委員長 

ほかいかがでしょうか。 

 

○委員 

詳しいことは不明かもしれませんが、国の構想として、今後１０年を目処

に概成させるという表現がありますけども、５年間で２４億円という話があ

りましたが、１０年以降、かなり国の補助等が減額される可能性は非常に高

いのでしょうか。 

 

○事務局 

はい、国の方針としては１０年概成ということで、１１年目から予算を付

けないのかという印象を我々も受けておりますけれども、具体的に１１年目

以降に国がどのような施策をとるかということは、まだ示されていないのが

現状でございます。以上でよろしいですか。 
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○委員 

場合によっては、また１０年後に、この中期計画、長期計画を見直さざる

を得ないということですか。 

 

○事務局 

はい。今のご質問でございますけれども、先ほど委員長からも事前にご質

問があった人口ビジョンにもありましたが、それらなど、将来の人口の推移、

それから社会情勢等の変化がどのような様子に変わるのか、それらを含めて

我々が今回汚水処理基本構想の見直しとの乖離が見られるようであればその

都度、スパン的には５年、１０年になるのかは今申し上げられませんけれど

も、乖離が明らかで、計画に大きな影響が出てくるようであれば、その時点

で見直しをしていきたいと考えております。ちなみに前回の計画の見直しは

平成２２年度でしたので、今回は５年を経過しての見直しということでござ

います。次回も５年程度のスパンを持っての見直しもあるのかなというふう

に考えています。その中で国の制度などがどのように変わってくるのか、そ

れについてはその時点で見極めて、下水道事業に反映していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

 

○委員長 

意見はよろしいでしょうか。 

 

○委員 

要望ですけれども、私は資料の１８ページ（基本構想の図面）の図面を見

ております。経済性の比較、中部・東部という図面です。これは全市的に見

直しを実施しているのだと思うのですが、ただ右端の白浜、種差方面ですよ

ね。この辺も図面からこぼさずに表現してもらったほうが、全市的に網羅し

た形のプランになるのではないかと思いますので、可能であればお願いした

いと思います。 

 

○事務局 

はい、ご要望としてお受けいたします。 

 

 

○委員 

下水道計画の中に入っていないから描いていないということなのかもしれ

ませんけれども、せっかくこの黄色で集落を囲っているのであれば、白浜、

種差も遠いからということだと思いますが、こぼさずに表現したほうがいい

のではないかと思いますので、可能であればお願いします。 

 

○事務局 

ご要望ということで委員からお話がございました。簡単にこれまでの種差、
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白浜地区の経緯につきまして、ご参考までご説明させていただきます。この

種差海岸や白浜地区などは、前回平成２２年度の見直しのときに、集合処理

から個別処理地区に変えておりました。前回の計画の時点で区域から外して

ございまして、今回の検討区域には該当しておりませんので、着色はしてご

ざいませんでした。参考までに。以上です。 

 

○委員 

わかりました。 

 

○委員長 

そうすれば、今日のところはこの辺でよろしいですか。次が今日の意見を

若干修正なりしたものを、また次に報告、その前にパブリックコメントです

か。 

 

○事務局 

そうですね。 

 

○委員長 

それでは、本日の案件は以上ですので、そのほかなければ、これで終わり

たいと思います。どうもありがとうございました。この後は、進行を司会の

方にお返しします。 

 

○司会 

どうもありがとうございました。 

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布させていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

なお、先ほど審議案件１、２でも説明させていただきましたが、基本構想

素案と中期計画、アクションプラン案については、本日の検討委員会での意

見を反映させ、修正した案を、１２月３日から１月８日までの間、パブリッ

クコメントを実施する予定です。また、１２月９日には、市役所の方で市民

説明会を開催する予定です。 

次回の会議につきましては、２月の初め頃を予定しております。それで、

開催場所になりますが、来年度から環境部の環境政策課と環境保全課がこの

会議場所に移動することが決まっておりまして、年明けに工事に入りますの

で、場所が確定していなくて申し訳ないのですが、次回の開催案内に記載し

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、これをもちまして、「第２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。 

本日は誠にありがとうございました。 


