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第３回八戸市公共下水道基本構想検討委員会 

 

 

平成 28 年 2 月 2 日(火)14:00～15:00 

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３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」、「報告資料」、「審議資料」と本日お手元

にご用意させていただきました「席図」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、議事に入りたいと思います。 

まず最初に報告案件ですが、「意見募集の結果について」ということで、

事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局  
それでは報告案件「意見募集の結果について」、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。座って説明をさせていただき

ます。お手元にある報告資料「意見募集の結果について」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ページ目をお開きください 

初めにパブリックコメントの結果について報告します。 

 八戸市公共下水道基本構想（素案）及び中期計画（案）に対するパブリッ

クコメントを平成２７年１２月３日から平成２８年１月８日まで実施したと

ころ、意見の提出はありませんでした。 

 したがって、今後は事務局案を基本構想の素案といたしまして、構想案を

作成してまいりたいと思います。 

２ページ目をお開き下さい。 

第２回目の検討委員会でのご意見について、意見の概要と事務局からの回



4/20 

答を要約しましたので再度ご説明させていただきます。ここで記載されてい

る事務局回答については、第２回検討委員会当日の回答に補足しているもの

もあります。 

 では、①下水道計画区域内の整備順序とその年数についてというご質問で

すが、整備順序はまず市街化区域内から着手します。市街化区域内の中でも

事業計画として定めた区域を先に着手します。その後、事業計画区域内の整

備がある程度進めば、事業計画区域を広げていき、最終的に市街化区域内の

整備を完了するのに１４年かかる見込みとなっております。 

その次に、市街化調整区域に着手し、その完了が６．１年かかることから、

市街化区域と合わせるとおよそ２０年程度整備に期間を要することになりま

す。ただし、事業費が確保でき、工事が順調に進んだ場合の見込みの年数で

あり、私道や施工困難箇所等もありますので完了予定時期は前後する可能性

があります。 

次に、②の毎年２４億円の事業費というのは将来的にも実施可能なのか、

というご質問ですが、今年度の汚水管渠に係る当初予算は２５億円を見込ん

でおり、今後、５年間での汚水管渠に係る事業費を年当たりに平均すると、

２４億円を見込んでおります。しかし、市の経済状況や社会情勢の変化によ

り今後の事業費も増減すると予想されますので、その際には整備完了年次も

見直す可能性があります。 

３ページ目をご覧ください。 

次に③の市の総合戦略における将来人口と基本構想における将来人口が整

合していないのはなぜか、というご質問ですが、平成２７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。 

市の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ということや、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。 

次に、④の田面木地区の整備時期について、中期計画の１０年間ではなく、

その後の４年間での整備と理解してよいか、というご質問ですが、そのよう

な理解で問題ありません。田面木地区については、ご意見のとおり、中期計

画後でかつ１４年間以内に整備する計画としております。しかし、先ほど説

明させていただいたように他事業関連や予算の状況によっては、前後する可

能性があります。 

次に、⑤の中期計画であるアクションプランの概要に対して、否定的な文

言である「無理な拡大」という表現は適切ではないのではないか、というご

意見ですが、対応としましては「適切な拡大」に修正いたします。今回の審
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議案件資料にもそのような形で修正しております。 

４ページ目をお開き下さい。 

次に、⑥の市街化区域内は１４年で整備するとなっているが、糠塚地区の

場合は、都市計画道路が整備されていない。そういうところは下水道管をど

のように布設していくのか。都市計画道路の整備の目処が立っていないのに、

下水道管は１４年のうちに整備すると公表してよいのか、というご質問です

が、糠塚地区には３・４・２０都市計画道路というものが、八戸高校の脇か

ら、吹上方面へ計画されています。その都市計画道路を無視して下水道を整

備することはできませんので、道路事業と調整を図りながら、並行して進め

たいと考えております。ただし、これは１４年で下水道が整備完了するから、

３・４・２０都市計画道路も整備されるという趣旨のものではありません。 

また、下水道整備の１４年での完了に関しましても、事業費の２４億円が

継続し、ほかの制約がない場合のあくまで計算上の線引きです。糠塚地区な

どの都市計画道路事業などの他事業の制約がある場合は、他事業との調整に

期間を要する可能性は大いにあります。本計画の策定によって、確実に１４

年で市街化区域内の整備が全て完了するということではなく、整備年数はあ

くまで現状を踏まえての計算上の目標となります。 

次に、⑦の田面木地区の場合は学校が３つあり、かつ日赤病院、青南病院

などの医療施設もある。そういう環境の中では、社会資本の整備が非常に遅

れていると感じる。田面木地区下水道整備の前向きな検討をお願いしたい、

というご意見ですが、田面木地区の下水道整備に関して、他事業関連と調整

を図りながら、下水道配置計画をしっかりと準備し、今後の整備予定に順次

追加していきたいと考えます。整備が遅れており、大変ご迷惑をお掛けして

おりますがご要望として承ります。 

また、補足といたしまして、田面木地区に下水道整備をするにあたっての

他事業関連との調整についてですが、整備する下水道管渠幹線の接続先は、

土地形状や道路状況より、根城方面へ計画されております。しかし、根城方

面には根城史跡が埋蔵されており、次のページをご覧ください。文化財保護

の観点より、史跡範囲内に埋設物を設置するのに大きな制約があり、様々な

調査や手続きが必要となります。それらの調査等を終える必要があることな

どから、田面木地区を中期計画に位置づけませんでした。そのため、課題点

が解決した場合などには、数年後であっても事業着手する場合もありますの

でご理解頂きたいと考えております。 

次に、⑧の合併処理浄化槽の設置補助金について、その申請状況はどうか。

満額申請されているのか。またその制度をこれからも継続していくというこ

とだが、予算的にも増やしていく考え方があるのか。申請をしたのに予算が

足りなかったので、申請から外れたということがないようにしてもらいたい、

というご質問ですが、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、申請分はまかなえております。過去５年間をみましても予定基数を

超える申請はきていないことから、予算確保は十分であると考えております。 

今後の拡充についてですが、これは市が全て負担する補助金ではなく、国
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や県の補助金も含まれていることから、それらの調整を図って、現在の補助

対象基準としております。補助対象基準の緩和という検討はまだありません。 

次に、⑨の国の構想として、今後１０年を目処に概成させるという表現が

あったが、１０年以降、国の補助等が減額される可能性は高いのか。場合に

よっては、また１０年後にこの中期計画、長期計画を見直すことがあるのか、

というご質問ですが、具体的に国からは、１１年目以降に補助金を交付しな

いということは明示されておらず、国の施策がどのようなものになるのかは

現段階で分かっておりません。 

また、計画の見直しについては、社会情勢の変化や政策の変化によって、

下水道事業予算も増減することが予想されることから、事業費も増減してく

ると思われます。次のページをお開きください。また、将来人口の推計につ

いても今後の人口減少率の度合いによって、推計と実績が乖離することもあ

ることから、その時点での情勢に合わせて見直すことは可能性として大きい

と思われます。 

次に、⑩の基本構想策定の範囲は、全市的に実施しているのだと思うが、

ただ右端の白浜、種差方面が図面から省かれている。基本構想は汚水処理の

見直しでもあるので、全市的に網羅した形の計画になるのではないかと思う。

全市的に網羅した形で図面を表示するようにお願いしたい、というご意見で

すが、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見直しておりました。前回の計画の時点で区域

から外していたので、今回の検討区域には該当していなかったことから、表

示はしておりませんでした。 

しかし、ご意見をうけまして、パブリックコメントの時や、今回の資料に

は白浜、種差方面などの地域も含めて図面に表示するようにしております。 

意見募集の結果についての説明は以上です。 

 
○委員長 

ただ今、報告案件として意見募集の結果についてということで説明があり

ました。１つはパブリックコメントの提出は全くなかったということです。

それから前回２回目の委員会で出た意見に対して事務局側としての回答、あ

るいは修正ということで説明があったわけです。いかがでしょうか、さらに

ご意見、ご質問があれば伺います。どうぞ。 

 

○委員 

前回出席していなくて、流れがあまり把握できていないのですが、３ペー

ジ目のところの３番の人口推計についてのお話ですが、人口推計は当然将来

の人口を推計しているわけなので、ある程度幅が出てくるのはあたりまえの

話で、ここに書かれているお話というものは、市の総合戦略は国の推計でい

うと高位、中位、低位で、その出生率や死亡率を高めに見積もったり、低め

に見積もったりすると人口の幅が変わってくるのです。要は今回この下水道

基本構想検討委員会で人口推計を採用するにあたって、一番低い見積りで計
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算した値で計画そのものを考えるという理解でよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

今回の人口推計に用いているものは国立社会保障・人口問題研究所の平成

２５年３月時点の人口推計値を利用しております。 

 

○委員 

それを使っているということですね。 

 

○事務局 

はい、そうです。 

 

○委員 

総合戦略のほうもそれを採用しているのですか。 

 

○事務局 

そうではなくて、国が発表している出生率等に合わせるような形で、特別

な根拠があるというものではないです。 

 

○委員 

考え方として当然人口推計は当たることもあれば外れることもあって、一

番ベーシックというか、これ以上下がることはないだろうという値で予測を

していくということが、それはそれで堅実なやり方ですが、何かこの書き方

だと総合戦略の推計値がよろしくないというイメージがしましたので、それ

はそれでいいのかなと思ったのです。それでもこのような内容で話し合われ

ているというのであれば私から特に申し上げることはないです。 

 

○事務局 

すみません、補足といたしまして、資料の後ろのほうについています汚水

処理施設整備基本構想の資料編というものがございます。その中の７ページ

のところをご覧いただきたいと思います。表題としては２.３.２の将来行政

人口というところの資料でございます。今事務局からご説明しましたいわゆ

る社人研の推計人口を採用しているということがここのページです。上から

４行目に平成２７年９月に市が策定した第６次八戸市総合計画というものが

ございますけれども、これと推計人口が整合されているということを補足と

して説明させていただきます。以上です。 

 

○委員長 

ほかにありますか。私が見ても前回の委員会で様々な意見が出ましたが、

適切に回答はしているような気はします。よろしいですか。これを反映して、

基本構想を説明していくということでよろしいですか。それではただ今の報
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告案件を了承したということにいたします。 

では次に審議案件に入ります。公共下水道基本構想案、中期計画アクショ

ンプラン案について説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

それでは、審議案件「基本構想（案）及び中期計画（アクションプラン）

（案）について」ご説明いたします。座って説明をさせていただきます。お

手元にある審議資料「基本構想（案）及び中期計画（アクションプラン）（案）

について」の資料を使って説明していきたいと思います。本編と資料編とに

分かれておりますが、この内容が最終的に市長へ対して、検討委員会から提

出する報告書の内容の案となります。内容といたしましては、第１回目の資

料と第２回目の資料を合わせたような内容となっており、重複した説明とな

りますが、確認の意味も込めて再度説明したいと思います。 

 

次のページをお開きください。 

タイトルとして、「八戸市汚水処理施設整備基本構想」というタイトルを

考えております。 

次のページをお開きください。 

はじめにとありますが、前段は当市の下水道事業計画の経緯について説明

しております。一番下から８行目までの範囲に今回の構想見直しの背景と委

員会の設置の目的を簡単に記載しております。最後に、本報告書は、本委員

会における検討結果をまとめたものです、という形でまとめております。 

 

１ページ目をお開き下さい。 

ここでは、基本構想の見直しの背景と目的を説明しております。 

背景としまして、本市の公共下水道は、平成２２年度に基本計画の見直し

を行い、平成２７年４月現在、５，０４１ha を都市計画決定し、４，３３６．

４ha について事業計画を策定し整備を進めており、平成２６年度末には東部

処理区２，５５５．５ha、馬淵川処理区７６３．４ha 整備が完了しています。 

しかしながら、少子高齢化による本格的な人口減少社会の到来や、国及び

市の財政が依然として厳しい状況にあること、さらには昭和３１年の工事開

始から５９年が経過し、今後管渠、ポンプ施設、処理施設の改築更新が増大

していくことが予想されることなど、汚水処理施設の整備を取り巻く諸事情

が大きく変化していることから、さらなる効率的な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」、以下、「新構想マニュアル」が国土交通省、

農林水産省、環境省の連名により策定・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、というの

が背景の内容となっております。 

次に目的として、今回の新構想マニュアルに基づく基本構想見直しの目的

は、以下のとおりです。 
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①人口減少化における汚水処理施設整備手法の選定 

②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 

公共下水道計画区域内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。 

また、新構想マニュアルでは今後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、アクションプランの策定が求められていることから、

平成３７年度を目標として、整備費用、住民の意向等の地域ニーズ、水環境

保全、施工性や用地確保の難易度などの地域特性を考慮した各地域における

整備優先順位の設定を行います、という内容が目的になっております。 

 

２ページ目をお開きください。 

基本構想の概要としまして、１つ目は、将来フレーム想定年度ですが、青

森県汚水処理構想と整合を計り、中期計画は平成３７年度、長期計画は平成

４７年度を想定年度としております。 

２つ目は、将来行政人口ですが、国立社会保障・人口問題研究所が平成２

５年３月に公表した推計人口を採用し、平成３７年度は２０９，０８８人、

平成４７年度は１８５，２２３人としております。 

最後に、ページ３からページ７がこれらの設定を基に汚水処理施設整備区

域を表した図となっております。この図は、これまでに委員会で検討して頂

いた結果を基に、最終形で表示しております。赤色が下水道整備区域、紫色

が農業集落排水区域、着色されていない箇所が合併処理浄化槽区域となりま

す。また、前回の委員会で白浜地区及び種差海岸なども図面に表示すべきで

あるとの指摘がありましたので、全市を網羅するような形で図面を表示する

ようにいたしました。 

 

次に８ページをお開きください。 

中期計画の概要についてです。 

中期計画、アクションプランにおける整備区域は、次の基準により決定し

ました。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です。 

これらの条件を総合的に判断し、中期計画の期間内に整備する区域の概要

は表２のとおりで、中期計画期間内に整備する区域は９ページから１１ペー

ジのとおりとなりました。 

本編の内容の説明は以上となります。 

 

つづきまして、資料編の説明に移りたいと思います。 

資料編の表紙をお開きください。 

表紙をめくっていただきますと目次がありますが、これまで検討していた

だいた内容が１から６にまとめられております。内容につきましては、これ

まで説明してきた内容となりますので、説明は割愛させていただきますが、

これまでの検討委員会で委員のみなさまから表現方法などについてのご指摘
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があった部分を抜粋して説明いたします。 

まず、８ページをお開きください。 

上から６行目、南郷地域の表示を旧南郷村と表示しておりましたが、南郷

という表示に修正しました。南郷区という意見もありましたが、南郷区は平

成２７年３月３１日で設置期間が終了しましたので、南郷のみの表示としま

した。 

次に２３ページをお開きください。表１５の面積の合計値が１，３４４．

６となっておりましたが、計算ミスでしたので、１，２５０．５に修正しま

した。 

次に２６、２７ページをお開きください。合併処理浄化槽設置補助金制度

について説明している文章内に「無理な拡大」という文言がありましたが、

それを「適切に拡大」に修正しました。 

以上が今までの指摘を含めて修正した点であり、資料編の内容となります。 

以上、簡単ではありましたが、説明を終わります。 

 

○委員長 

はい、ありがとうございました。ただ今、基本構想、中期計画アクション

プラン、それから資料編で若干前と変えたところがあるということで説明が

ありました。質問、ご意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。資料

をじっくりご覧になって、時間はあります。はい、どうぞ。 

 

○委員 

確認というか、くどいようですけれども、図面で３ページから５ページ、

６ページの辺りの橙色の塗り潰したところは、将来的に下水道で整備すると

ころで、次の９ページからの緑色の部分は、この中で中期計画、すなわちこ

こ１０年くらいで整備をしたいと考えているところと理解してよろしいでし

ょうか。 

 

○事務局 

はい、そうです。 

 

○委員長 

間違いないですね。私も今比較して見ていたのですけれども、入っていま

すよね。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○委員長 

今委員の発言をさらに確認しますが、後ろの緑っぽいところとか、既に緑

で斜線、これをとにかくほかよりも早く進めて、１０年くらいには早く進め
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るという理解でよろしいですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

最初のほうの図面で赤というかベージュといいますか、ここは４７年度ま

でかけて一応今のところ整備するということですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

あとはそれ以外を個別の浄化槽で何とかするということでよろしいですか。 

 

○事務局 

はい、そういうご理解でいいかと思います。 

 

○委員 

わかりました。 

 

○委員長 

ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

２３ページの今後の１０年間の表１５がありますけれども、既に事業計画

区域と次の拡大予定区域に分けて書いてあります。かなり必要となる建設費

が、例えば面積当たりとか、管渠延長当たりで大幅にあとの５年のほうが増

えています。これは当然地域特性もあるのでしょうけれども、この理由は何

なのでしょうか。 

 

○事務局 

それは既事業計画区域内のほうが面積が多いですが、建設費が下の拡大予

定区域と変わらないということになっているのですけれども、既に事業計画

区域内での箇所については私道であったりですとか、あとは他事業関連等で

整備が施工困難な箇所が多数存在しておりまして、そのことも含めて面積表

示をしているものですから、少し面積としては多くなっています。この中に

整備できない箇所も含まれているので、実際に今すぐ整備できる箇所は少な

くなっております。その部分のすぐに着手できるようなところの建設費を抜

き出して表示しているのがその建設費なので、少し面積の表示と建設費の表

示が乖離しております。図で説明しますと、赤色の箇所になるのですけれど
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も、赤色の箇所は全て面積を拾っています。この中に私道、施行困難という

ところがありまして、整備できない、現在はすぐに着手できない箇所が含ま

れております。このところの建設費は抜いております。 

 

○委員 

面積は違いますけれども、管渠延長だと実際に管渠で敷設できるのはこれ

だけだからですか。 

 

○事務局 

そうでございます。面積比でいくと既事業計画区域が９６０ha、拡大予定

が２９０ha なので約３倍違うわけでございますが、管渠延長から見ますと７

９キロメートルに対して、約１０２キロメートル。案分でいくと８０キロメ

ートルと１００キロメートルという比率でいくと１０対８という形になりま

す。委員がおっしゃられたように管渠延長比での事業費としてご理解いただ

ければわかりやすい。ただし面積でご説明しますと、やはり困難地域であっ

たり、私道の場合は申請等があがってこなければ整備できないものですから、

今すぐには整備できないという判断の中から、この管渠延長と必要とされる

建設費という比率でご覧いただければご理解いただけるのではないか。たし

かに面積比で考えると大きな矛盾が生じることは確かでございます。あくま

で管渠延長という視点で考えるとよいと思います。 

 

○委員長 

いかがですか。いいですか。 

 

○委員 

はい。 

 

○委員長 

実際には整備できないところも入っていたりして、広くなったということ

ですか。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○委員長 

しょうがないですね。比較は難しいですね。 

 

○委員 

つまりあれですか。面積単価は大きな違いがあるけれども、延長単価はそ

んなに違いませんということですか。 
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○事務局 

そうです。面積は実際に整備しないところも含まれているのですけれども、

管渠延長は実際に整備できる部分だけをひろっているので、管渠延長と建設

費は整合がとれていますが、面積はそれと対応していない状態となっていま

す。 

 

○委員長 

ほかはいかがですか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

この中にデータが入っていなかったのですが、アクションプランの１ペー

ジ目のところに背景というものがありまして、しかしながらということで今

後管渠、ポンプ施設、処理施設の改築更新が増大していくことが予想される

と。これはその通りだと思うのですけれども、要は現状の施設を維持更新し

ながら、新たな下水道を整備していかなければいけないということですが、

現段階で八戸市の維持更新というか、修理に回すお金と、それから新たに整

備すると思うのですけれども、その費用というものはどのくらいの割合で、

将来的にはそれがどういう感じになっていくかということ。これはなかなか

難しい質問なのですけれども、考えていらっしゃるのであれば。おそらくこ

ういうことを考えていかないと、どれだけ予算が付けられるかという話と関

係してくる話だと思うのです。 

 

○事務局 

一応今後２４億円と表示しておりますが、それは今後維持管理更新に関わ

る費用も含めて、下水道事業予算の中に改築更新と新規の汚水整備を含めた

内容で検討した結果、２４億円というものが出てきました。 

 

○委員 

例えば今年度であればどっちが多いのですか。まだ圧倒的に新しくつくる

ほうが大きいですか。 

 

○事務局 

そうですね。今年度であればまだ新設の事業費がまだ多いです。来年度か

ら処理場、ポンプ場だけになりますが、長寿命化計画を今年度策定していま

したので、それに来年度から着手というか、入っていく予定です。今正確に

は記憶していませんが、５年間で事業費は４０から５０億くらいを予定して

おります。 

 

○委員 

結構ありますね。その分だけ５年間で４０億円、５０億円くらいのお金が

２４億円の中から削られるというイメージなのですか。 
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○事務局 

別枠になります。 

 

○委員 

別枠なのですか。 

 

○事務局 

過去５年くらいみますと、総事業費は４０億円弱くらい、今後５年は５０

億円を少し超えるくらいの金額でみておりまして、それを今の汚水の管渠以

外のものとしてはポンプ場とか建設しておりましたので、それが目処がたっ

てきまして、それとともに施設の長寿命化が段々スタートしていきます。そ

の後、管渠の長寿命化が入ってくるという予定です。２４億とは別枠で考え

ております。 

 

○委員 

ありがとうございました。 

 

○委員長 

ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○委員 

また戻りますが、先ほどの橙色で書いていた２０年後の区域に住んでいる

であろうという人口の数値はどこかに書いてありますか。人口が減っていっ

て、１５万人ぐらいにはなるのでしょうが、その内下水道区域に住んでいる

であろうという人口はどのくらいということは、何か指標等はございますか。

ざっとでいいです。いっぱい表があるので、どこが何なのか探せないので。 

 

○事務局 

下水道整備区域内の将来の人口ですね。 

 

○委員 

将来でもいいですし、例えば直近でもいいので。大体何割くらいがこの下

水道区域の中に住んでいるととらえているのかお願いします。市街化区域内

とイコールなのですか。 

 

○事務局 

平成４７年で約１７万８，０００人（※）です。 

注：（※）については訂正あり。末尾を参照ください。以下同様。 

 

○委員 

それはどこかこの冊子の中に書いてありますか。 
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○事務局 

資料の１１ページの表５です。 

 

○委員 

これですね。 

 

○事務局 

これは市の人口なのですけれども、計画区域内の部分です。 

 

○委員長 

表５の中段くらいのところですね。計画区域内の合計のところですね。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員 

そうするとこの表でいうと、例えば平成４７年度に市の人口は１８万５，

０００人で、それに対して計画区域内に 1７万８，０００人（※）住んでいら

っしゃるということになるわけですね。 

 

○事務局 

はい、そうです。 

 

○委員 

９６パーセント（※）ということですか。わかりました。 

 

○委員長 

逆にそのくらいまでに上がらないと、整備したとはいえない。頑張ってく

ださい。 

 

○事務局 

現在浄化槽が１０パーセント強あるのですけれども、当然それが公共下水

道に取り込まれていくということになる。農集が２パーセント程度ですが、

それは減っていき、現状維持であると思われる。 

 

○委員 

意外と高いですね。 

 

 

○委員長 

よろしいですか。ほかはありませんでしょうか。いいですか。どうぞ。 
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○委員 

お聞きしたい点は、この基本構想の見直しの背景なのです。ここで理解す

るためのものですが、少子高齢化による本格的な人口減少が伴っていくのだ

といいながら、今後の管渠、ポンプ施設、処理施設等の改築、更新が増大さ

れる。この辺の理解というものは、これまでにつくられたものが改修、補修

していかなければならないということで事業が増大すると理解してよろしい

ですか。 

 

○事務局 

はい、そのとおりです。改築更新というものは現在あるものを直していく

ということです。新しくつくるという意味ではございません。 

 

○委員 

少子高齢化と切り離してもいいことなのです、これは。別に少子高齢化に

なるから改修しなければならないということではないでしょう。 

 

○事務局 

そうです。３つここでは述べております。 

 

○委員 

高齢化は高齢化で、人口は減少していくと。けれども今まで布設されたも

のを改修等していかなければならないので、事業費が増大していくと理解す

ればいいわけですか。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

よろしいですか。ご指摘のとおりです。ほかの委員の方も何かあれば。よ

ろしいでしょうか。 

それではただ今審議案件として基本構想案、それから中期計画アクション

プランの案についてご審議をいただいたわけですが、私の判断ではこの基本

案を修正するとか、数字を変更しなければいけないなどというご意見はなか

ったように思われます。そういうことになると、今日はこの辺でよろしいの

ですが、次の委員会を事務局ではどのように考えていらっしゃいますか。こ

れ以上意見がなければこれが案かなという気もします。 

 

○事務局 

お答えいたします。今委員長から次回の委員会についてのご質問がござい

ました。次回につきましては、本日委員の皆様から提言いただきました意見

を含めたうえで、最終案という形で提出させていただきたいと考えておりま
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したけども、今委員長からのご発言がございましたように、特に修正意見と

いうことはなかったように思われますので、次回の開催につきましても本日

の資料の内容と同じような資料でのご審議ということになろうかと考えてお

ります。いわゆる最終審議については本日と同じ資料で、同じようなご意見

をいただくような形となると考えております。 

 

○委員長 

わかりました。特にこれ以上修正する点とかはないですか。 

 

○事務局 

委員の皆様は本日の意見等の中で大きな修正はなかったのかなという判断

から、同じような内容になると思われます。 

 

○委員長 

今事務局から次回も同じになるやの発言があったのですが、そうであれば

次回をどのような形でもっていくか。あるいは事実上今回で審議、協議を終

了するか、その辺の判断。これは皆さんのご意見を承って決めていかなけれ

ばいけないわけです。その辺はいかがですか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

これは中期計画で終わりですか。長期計画の構想というものはないのです

か。中期、長期と構想が出るのかと思っている。そうではなくて中期で終わ

りということになるわけですか。 

 

○委員長 

最初のほうの基本構想というものが長期的な中身になるのです。平成４７

年度までの。 

後ろのほうが中期で今後１０年間、平成３７年度までのという２本立てな

のです。 

それ以上の長期的なものはないのです。前半が長期です。結論は簡単なの

です。要するに地図で示すしか手がないので、これだけかという感じですけ

れども。確かに２番が基本構想です。３番が中期なのです。 

 

○委員 

前のときに長期も入っていたわけですね。 

 

○委員長 

はい、それを今回かなり簡単にまとめて、結論はこうだと書いてあります。 

 

○委員 

はい、わかりました。 
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○委員長 

いかがでしょうか。次回の委員会の持ち方、あるいは今日で終わりにする

か、その辺のご意見。もう少し検討するのであればやぶさかではありません。

例えば考えられるとしますと、私ども学識経験者委員は別にしても、町内会

関係の方々は例えばこれを今一度町内へ持ち帰られて、どなたかしかるべき

場所でご意見を聞くとか、そういうこともあろうかとは思うのです。そのた

めに次にもう１回という考え方もあろうかと思います。その辺は私もわかり

ませんので、いかがでしょうか。無理に今日でやめるというよりは、ないな

らないで合理的なのですが、それは別にして、一応予定としては次回も用意

されているわけですよね。日程的には。 

 

○事務局 

はい。 

 

○委員長 

いかがですか。なかなか委員長職権でこうだとするにはあまり。いかがで

すか。 

 

○事務局 

あともう１つ補足といたしまして、冒頭にも申し上げましたパブリックコ

メントでありますとか、住民説明会のほうでいろんなご意見をいただくとか、

今回の第３回の委員会での修正案等で大きく変更点等があれば、第４回の委

員会ということも想定してございました。先ほどご説明しましたように、今

大きな修正点はないという考えから先ほど申し上げましたので、再度申し上

げたいと思います。 

 

○委員 

委員長と事務局に判断を一任します。 

 

○委員長 

はい。そうすれば私自身は今後事務局と今日の結果を受けて、次やりませ

んかやりましょうかのどちらかと聞かれれば、この段階でこれ以上ないとい

うことですので、今日でこれを最終結論としたいということが委員長として

の考えです。もう１度協議しても同じ結果だと思います。私もこういう書き

方しかないのかという気がして、地図で詳しく書いていますけれども、それ

以外ないと思います。 

本日はいろいろご質問、ご意見承ったわけですが、この中身を大きく変え

るようなご意見というものがなかったということで、概ね賛成を得たのでは

ないかと思っています。委員長としては今日で最終結論として、この案でい

きたいと考えていますが、いかがですか。次回はこのままだとやらない、よ

ほどのことが起きない限りやらない。市長へ最終報告になる。よろしいです
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か、それで。どうでしょうか。一応委員の方のご賛同がないと、私は判断で

きません。 

 

○委員 

お任せします。 

 

○委員長 

いいですか。 

 

○委員 

はい。 

 

○委員長 

異議なしということですので、今日の資料を最終案とする形で、２月か３

月か未定でしょうが、市長に報告するという形で結論を出したいと思います。

そうさせていただきます。 

それでは以上で審議は終わりでございます。委員会そのものも本日で終了

という形になります。皆様大変お疲れ様でした。ありがとうございます。 

それでは、また進行は司会に戻します。 

 

○司会 

それでは、この内容で八戸市公共下水道基本構想としてご承認いただきま

したので、皆様のお手元にある資料の表紙に、「平成２８年２月」と記入し

て、完成とさせていただきたいと思います。 

また、後日委員長にはご足労いただきまして、市長への報告という形で手

渡ししていただきたいと考えておりましたので、よろしくお願いいたします。 

最後に、副所長の中村よりお礼の挨拶を述べさせていただきます。 

中村副所長、よろしくお願いします。 

 

○中村副所長 

 昨年の７月２９日の第１回検討委員会から、本日の第３回検討委員会まで、

皆様には貴重な審議をしていただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日は、検討委員会として公共下水道基本構想を取りまとめていただきま

したので、引き続きこの基本構想に基づいて、基本計画の検討に入らせてい

ただき、来年の春頃には八戸市の公共下水道のマスタープランとなる八戸市

公共下水道の全体計画を策定したいと考えております。 

 また、基本構想検討の過程で皆様から頂いた貴重なご意見やご要望につき

ましても、今後の下水道行政に反映させていきたいと考えております。 

 検討委員会は本日をもって終了となりますが、委員の皆様におかれまして

は、これからも八戸市政、特に下水道行政に目を向けていただき、ご意見、

ご要望をいただきながらも、温かい目で見守っていただきたいと思います。 
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 改めまして、これまでのご労苦に対して感謝を申し上げ、お礼の言葉とい

たします。 

 本当にありがとうございました。 

 

○司会 

それでは、これをもちまして、「第３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。 

 

 

 

※p.１４、p.１５の「１７万８，０００人」、「９６パーセント」という数

値についてですが、資料を再度確認した結果、誤りでした。正式には以下

のとおりです。 

        （誤）           （正） 

   「１７万８，０００人」 →  「１７万４，０００人」 

   「９６パーセント」   →  「９４パーセント」 

 

資料の中には、上記の数値を載せておりません。あくまで、今回の内容は

構想ですので、区域見直し後の計画面積及び計画人口の詳細は掲載せずに、

地図で見直し後の区域の表示をしております。 

詳細な計画面積及び計画人口については、本構想を基に下水道計画を策定

する際に、決定することになります。（来年の春頃を予定しております。） 


