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大野市公共下水道事業審議会 会議録

日時：令和４年２月１５日（火）

午後１時３０分～３時３０分

場所：大野市役所大会議室

１ 開会

２ 会長あいさつ

３ 議題

（１）大野市下水道事業経営戦略（案）について

≪議題説明≫

事務局より「大野市下水道事業（公共下水道、農業集落排水）経営戦略概要版（案）」にて

説明

≪大野市下水道事業経営戦略について≫

事務局 ：下水道事業の経営戦略については、令和２年度の公共下水道事業の公営企業

会計への移行を踏まえ、その決算状況などから、本年度、課題分析等の現状

把握に取り組んできた。改定内容は、一旦、１０月に開催した公共下水道事

業審議会において、前の委員に説明しご意見をいただいている。

１０月の審議会で、経営戦略の改定は、令和３年１２月の公表に向けて作業

中と説明したが、その後、庁内で最終調整を行った際に、市民に向けての資

料としては非常に分かりにくいとの意見が出た。

よって、再度、概要版を中心に見直しを行ったので、この度、再上程させて

いただきたい。

（詳細については、資料に基づき説明。）

≪質疑応答≫

会長 ： ただいまの事務局からの説明について、委員の皆さんにご審議をいただき

たい。難しい用語もあったのでご質問でもよい。

委員 ： 一点、お伺いする。

概要版２枚目４－④農業集落排水の使用料について、類似団体は１５０円

／㎥で推移しているということか。他の団体は、１５０円／㎥で推移してい

るにもかかわらず、大野市はそれよりも高い水準である。原因は何か。

事務局 ： 自治体ごとの考え方によるが、農業集落排水にも量水器を設置して条件を

同じにし、公共下水道と料金を同一にしている団体が多い。その場合、料金

改定を行おうとすると農業集落排水に合わせて公共下水道の使用料金も上げ
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なくてはならなくなるため、農業集落排水の料金を上げることができず、現

状を維持しているところが多い。

一方、大野市においては、農業集落排水事業は地元区の要望により実施し

ている事業となり、処理区ごとの独立採算の考え方を重視してきた。各処理

区で人口や処理方式が異なることから、毎年かかる維持管理費が違う。その

維持管理費を賄えるような料金設定を行うと、ある程度料金を上げざるを得

なくなりこのような状況となっている。

委員 ： そうすると、類似団体には不足分の補助が入っているということか。

事務局 ： そのとおりであり、一般会計繰入金として農業集落排水特別会計に補助し

ている。

委員 ： １点目、概要版１枚目４－①水洗化率で類似団体と比較すると大野市の水

洗化率は非常に低い。この違いは、市民の意識の差だけであるか。

２点目、２枚目４－④経費回収率（維持管理経費）のグラフによると令和

２年度の経費回収率が落ちている。この推移では、令和３年度はさらに下が

るということか。

３点目、４－④使用料（農業集落排水事業）の記載によると、料金収入で

維持管理費が賄えない場合は、使用料の検討が必要であるとの記載がある。

既に農業集落排水は料金が高いのに、更なる値上げとなると住民の理解は得

られるのか心配である。

事務局 ： １点目、水洗化率について、大野市と状況が良く似た類似団体について調

べているが、特別手厚い補助を出しているということはない。言えることと

して、他の団体は水道の普及率も高くなっており、水を使うこと、使った水

を排出することにお金をかけるというのを市民が受け入れているというイメ

ージを持っている。

また、大野市では公共下水道の着手が遅かったため、市民の生活水準が上

がる中、水洗トイレへの転換が進むと同時に単独処理浄化槽が普及した。単

独処理浄化槽は放流水質があまり良くなく、公共下水道への接続が法的にも

定められていることもあり、都会などでは下水道への転換が進んだ。

大野市の場合は、まち中に流雪溝が整備されており、冬期以外も側溝に水

が流れていることから、水質の良くない放流水を流しても悪臭などにならず

生活できており、下水道への転換が進まないのではないかと考えている。

事務局 ： 類似団体の補助金についてさらに申し上げると、３６団体中１９団体が何

らかの補助金を交付している。

主な補助金の種類として、下水道に接続する際の排水設備工事資金を借り

入れた場合の利子補給制度が多く、大野市も実施している。他には、くみ取

りトイレから下水道に接続する際に補助金を出している団体、高齢者や生活

保護世帯に補助金を出している団体などもある。

補助金と水洗化率の相関については、補助金が手厚いので水洗化率が高い
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とは言えない。

茨城県の団体では排水設備の工事資金に対し３５万円を上限に補助すると

ころもあるが、経営状況としては良い状態ではない。

水洗化率が上がると汚水量が増加し、その汚水処理にも費用がかかる。大

野市の場合で言えば、仮に３人世帯が加入したとして、年間使用料は

４万６千円、維持管理費は年間４万５千円となる。そこに５万円の補助金を

支払うと維持管理費が大幅な増額となる。補助金を手厚くしたり、件数を多

く出しすぎたりすることは、経営を圧迫することにつながる。

経営戦略本編の５１ページ第９章に公共下水道の経費回収率の向上に向け

たロードマップを示しているが、国は、下水道整備に係る補助金（社会資本

総合交付金）を交付する際、経費回収率向上の取組を要件化してきている。

今後も、国庫補助金や地方交付税などを受けるため、経営状況改善の要件が

さらに厳しくなることが予想されるため、簡単に補助金を手厚くすることは

できない状況にある。

２点目の令和２年度の経費回収率が１０１．９３％に下がっている理由に

ついて、令和元年度及び２年度は公営企業会計への移行事務により委託料、

人件費などが上がっていたことなどが主な理由である。

令和３年度について、決算を見ないと明確なお答えはできないが、令和２

年度と比較すると上昇する見込みである。

３点目の農業集落排水の料金値上げについては、市でも市民の理解が得ら

れるかを危惧している。

これまで、料金値上げの際には当該処理区に説明を行っており、地元から

は状況改善の手立てを示すよう要望されている。本年度、汚水処理施設最適

化計画により、農業集落排水と公共下水道の統合や農業集落排水同士の統合

などによる維持管理費の低減を検討しており、今後、料金ができるだけ上が

らないような対策を講じていきたいと考えている。

委員 ： 概要版１枚目４－①水洗化率と４－１②汚水処理人口普及率の違いは何か。

事務局 ： 水洗化率は、下水道を整備された区域の中で、どれだけの人が下水道を使

っているか、汚水処理人口普及率は、汚水処理状況の普及状況を示す指標。

下水道や農業集落排水を整備した区域内の人口に加え、区域外で合併処理浄

化槽を使用している人口を総人口で割ったもの。整備状況が何パーセントで

あるという指標。

事務局 ： 汚水処理人口普及率が８５．３％の主な理由は、一言で言えば、公共下水

道の整備が全て終わっていないからということになる。農業集落排水の整備

率は１００％で接続率は９５％であり、農集は、整備も完了している上にほ

とんどが使われている状況。一方、公共下水道は、下水道を使うことができ

る人口を示す普及率も低いし、加えて、下水道を使うことができる人口の内、

接続率が３７％と低い状況にある。総じて、県内で比較すると汚水処理が進
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んでいない自治体ということが言える。

委員 ： １点目、本編１１ページ（1）有収率が令和２年度に８６．２％に下がっ

ている。理由は何か。

２点目、全国的に村部の人口減少が進んでいるが、国の政策で農業集落排

水が平成一桁台に普及している。人口減少が進む中、農業集落排水が維持で

きず、和泉地区のように合併処理浄化槽方式に戻そうという選択肢があるの

か。

３点目、全ての財政状況の改善手法は、加入率かと思う。加入率を上げる

具体策までは記載されていないが、手立ては何であると考えるか。

事務局 ： １点目、有収率が下がっている要因は、令和２年度に大口の加入者があり、

不明水の増加が確認された。現在、該当者にも原因究明を求めており、メー

ターを通らずに公共下水道に流れ込んでいる雨水など不明水の対策を行って

いる。

２点目、集合処理を個別処理にするのかというご質問であるが、人口減少

を受けて、現在、汚水処理施設最適化計画により農集の公共下水道へのつな

ぎ込みや農集同士の統合、農集のスケールダウンなどの手法を検討している。

農集のスケールダウンというのは、処理場規模を小さくするか、今の処理

場をやめて個別処理にするのかということがあり、現在の計画の中でその検

討も行っている。全国的に集合処理をやめて、個別処理に移行したという事

例は聞いていないが、本市の検討段階では、１処理区２０戸以下になった場

合には、個別処理への移行も考えなければならないという結果が報告されて

いる。

３点目、水洗化率の向上については苦労しているところである。補助制度

が多少は有効であるとは考えているが、経営状況を踏まえると補助の乱発は

よろしくない。

汚水処理の必要性を普及啓発し、意識改革を図ることが重要であると考え

ている。一例では、小学４年生が授業の一環で下水処理センターを訪問し見

学しており、子どものうちから水環境に対する意識付けを図ったり、職員が

戸別訪問を行い訴えていくような取組を継続していきたい。

委員 ： 接続しないという理由にはどのような理由があるのか。農業集落排水の場

合は、すぐに賛成された。

事務局 ： 農業集落排水の組合を設立されているところは、組合主体で事業を計画し

加入促進を行っていただいており、１００％加入しているのが普通だとお考

えになると思う。

宅内配管やトイレ、お風呂の改造など、下水道に接続するには大きなお金

がかかるが、農業集落排水の場合には、集落全体で先の接続を見据えて積み

立てもしていただいていた。下水道の場合には、そこまで意識は高くないし、
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計画的に接続するなどとは考えていただけていないのが現状。

委員 ： 大野市の公共下水道のパンフレット８ページを見ていて、大野市内にはト

イレのみを処理する単独処理浄化槽と生活排水も処理する合併処理浄化槽が

あり、単独処理浄化槽４，０００基に比較し、合併処理浄化槽は１４００基

しかない。それぞれにかかる経費は違うのか。

事務局 ： 浄化槽は、個人が浄化槽法に基づき管理を行うことになっている。合併処

理浄化槽で言うと、保守点検や清掃、水質検査など適正な管理をした場合に

は、公共下水道の使用料と概ね同等と試算している。

単独処理浄化槽は、トイレだけを処理し、台所やお風呂の排水は川に流し

てしまっており、現在、新規の設置は認められていない。

委員 ： 単独処理浄化槽が大野市内に４，０００基あると書かれており、これらの

お宅は、生活排水を川へ流してしまっている。どう、解消していくと良いか。

委員 ： 浄化槽の管理については、福井県奥越健康福祉センターが担当しており、

浄化槽台帳の整備や適正管理の促進などを行っている。

単独処理浄化槽については、浄化槽法により新規の設置は認められていな

いが、法改正までに設置されたものが残っている状況にある。

浄化槽の維持管理料金については、契約などによっても違うと思うが、年

に３～４回の点検などが必要になり、業者に対しそれなりにお金がかかる。

委員 ： ４，０００基の単独処理浄化槽をそのままにしておくのか。合併処理浄化

槽への転換を促進するなどはしないのか。

事務局 ： 市では、間宮委員ご指摘のとおり単独処理浄化槽を問題視しており、下水

道のパンフレットに掲載したのは、本年度が初めてある。

本年度、奥越健康福祉センターに協力を得て、市内の５，４００件余りの

浄化槽設置者に対し、単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換、補助なし合

併浄化槽から公共下水道への転換など、補助制度の周知を行っている。

大野市内では、単独処理浄化槽の普及が進んだことにより、トイレが水洗

になっていれば水洗化していると捉えている市民が多いと認識している。本

来の水洗化は、生活雑排水も含めて汚水処理を行うことであり、市民の意識

を変えるための働きかけを行っていくことは重要であると考えている。

委員 ： 概要版３枚目７－（１）農業集落排水事業の投資財政計画－建設改良費の

グラフに、１０年で１０処理区の施設更新を計画していると書かれている。

今後、統合や再編、下水道への接続などもあると思うが、施設更新が必要な

主な設備はどのようなものになるのか。

事務局 ： 機械設備、電気設備は、１５年程度で耐用年数に達し、ポンプ設備につい

ては、定期的に点検を行い耐用年数に達すると通常の維持管理の中で修繕な

どを行っている。

経営戦略に記載した建設改良費は、農業集落排水事業の仕組みの中で、７
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年に１回補助を受けることができるので、そのタイミングで設備の更新を計

画したものであり、個々の処理区を残すことを前提に計画したものである。

先ほどから説明している汚水処理施設最適化計画では、処理場同士の統合

などを検討しているものであり、その建設改良費は見込んでいないとご理解

いただきたい。

なお、統合を行う場合、お示ししている建設改良費の低減を目指していき

たい。

会長 ： 意見も出尽くしたようなので、ご意見・ご質問を締め切ります。

下水道事業の経営戦略につきましては、我々審議会に策定を委ねられてい

るものではないが、今日の皆さんの意見を踏まえ策定していただきたい。

（ 3）その他
事務局より当日配布資料「大野市汚水処理施設最適化計画（図）」にて説明

≪大野市汚水処理施設最適化計画について≫

事務局 ： 本日議事の経営戦略の主要施策の中で、経営改善に向けた取り組みとして、

汚水処理施設の最適化について触れさせていただいている。

現在、人口減少に対応し、施設の維持管理費や更新費などのコスト縮減を

図るため、大野市汚水処理施設最適化計画の策定作業を行っており、今年度

末の策定を予定している。

本日、公共下水道、農業集落排水、し尿処理の各汚水処理施設の将来的な

統合図案をお示しし、説明させていただく。

これは、現在、考えうる統合案であり、実際に整備を行うためには、使用

料金をどうするか、農集から公共下水道への接続に要する整備費をどうする

か、その負担金をどうするかなど、様々な解決すべき課題がある。

加えて、農集の施設統合に際しては、農集の組合に対する説明と調整が重

要となる。

来年度以降、汚水処理施設最適化計画を基に、整備箇所の調整を行ってい

きたいと考えている。

（詳細については、資料に基づき説明。）

≪質疑応答≫

委員 ： 大野市汚水処理施設最適化計画資料－４．最適化計画の策定－案２の農集

の処理区同士の統合というのは、②将来エリアマップのどこに記載があるの

か。

事務局 ： 配布資料の②将来エリアマップは、計画どおりに進んだ場合の最終のエリ

アマップを掲載しており、そこに至るまでの途中段階で発生する施設統合が

ある。具体的には、阪谷地区の阪谷第一と阪谷中部を一旦統合する計画であ
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る。阪谷地区は一旦統合するが、将来的な人口減少を見据え、最終的には富

田中部を経由し公共下水道に接続する。

委員 ： エリアマップが小さくて見づらい。赤い丸Ｐは中継ポンプのことか。

事務局 ： 赤い丸Ｐは、中継ポンプ、赤線は接続管であるが、②将来エリアマップは、

２０年以上３０年程度後の現段階の計画図である。

上庄地区、富田地区についても処理場の統合を検討したが、下水道に近い

エリアから順番に接続するのが効率的との報告を受けている。

いずれにしても、農業集落排水については、組合との協議が必要になると

考えている。

委員 ： それぞれの接続工事は、農業集落排水は農林水産省、公共下水道は国土交

通省、浄化センターは厚生労働省などが所管になるか。

事務局 ： 農業集落排水が公共下水道に接続する場合、浄化センターが公共下水道に

接続する場合には国土交通省の補助、農業集落排水同士の接続には農林水産

省の補助、浄化センターの内部を更新する際には環境省の補助を活用する。

委員 ： 例えば、木本まで順番につなぐ場合、１本の管路でつなぐことになるが、

埋設している管で太さは充分なのか。

事務局 ： 既存の埋設管で接続が可能であることを確認している。赤色で示した中継

ポンプ、接続管の新設が必要になるが、農業集落排水のそれぞれの処理場を

更新する代わりに、中継ポンプや管路を整備するとお考えいただきたい。

事務局 ： ご質問のように、各処理場の上流部の末端管渠は細いので、接続が可能か

どうかの検討も必要であり、現在の計画の中で確認した。その中で、例えば、

上庄南部－稲郷・野中－上庄西部を接続する場合には、ある程度人口減少が

進んだ時に接続するというような計画を検討している。

会長 ： 活発に議論いただき、意見も出尽くしたようであるので、議長を退任させ

ていただく。経営戦略については、修正がないということで事務局で進めて

いただきたい。

議事のスムーズな進行にご協力いただき、感謝申し上げる。

事務局 ： 本日ご審議いただいた経営戦略については、３月には公表する予定である。

これで、令和３年度大野市公共下水道事業審議会を終了する。

以上


