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平成２２白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 
平成２２年８月２６日（木曜日） 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより、建設厚生常任委員会を開催いたします。 

（午後 １時０２分） 

        

○委員長（玉井昭一君） 下水道中期ビジョンの策定についてということで、町側から説明が

ありますのでそれを受けたいと思います。はい、岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） お忙しい中、きょうお時間を取っていただきありがとうござ

います。白老町下水道中期ビジョンの案がまとまりました。 

この後、内容について課長、あるいは担当のほうから説明させていただきますが、案の内容

の主な柱だけありますので、私のほうから４点ほどございますので、最初に説明させていただ

きたいと思います。 

これまでのこの委員会の中で、皆さんからいただいたご意見の一つに、施設を延命させるべ

きではないか。少しでも長持ちさせたほうがいいと、こういうご意見がありました。今回のプ

ログラムの中も、施設を延命させたいと。それから、水の入ってくる量。不明水もありますこ

とから、その不明水対策もきちんとする。そうすることによって処理場の能力がアップする。

不明水対策をすること。 

それから３点目に、当然ですが赤字を改善し、健全経営にしていくと。きょう、お手元のほ

うに、平成４年からの投資額をグラフにしたものをお渡ししています。後ほど具体的にご説明

しますが、18 億円近い投資をした年もございます。そういった内容を説明して、この健全経営

を図っていきたい。 

４点目、下水道使用料でございます。今の新財政改革プログラムは、平成 25 年度に改定、

残り 10％アップさせるという内容になってございますが、これまでの委員さんのご意見は、「何

とかそれを先送りできないか。」とこういうご意見もいただいております。 

今回のプログラムは、先送りする内容でのプログラムをまとめました。これにつきましては、

新財政改革プログラムの中で対策と具体の話を、きちんとご説明しなければならないというふ

うにも考えてございますので、下水道使用料先送りの案件については、このビジョンにも盛り

込む一方で、新財政改革プログラムにもきちんとそれを入れていきたいと。このように考えて

ございます。 

大きな柱４点、今までいただいたご意見をもとにしたまとめ方４点でございます。それらを

もとにして内容の説明をさせていただきたいと思います。 

なお、少しお時間をいただいて説明いたしますのでよろしくお願いしたいと思います。私の

ほうからは以上であります。 

○委員長（玉井昭一君） 続いて、須田課長 

○上下水道課長（須田健一君） 私のほうから、お手元の白老町下水道中期ビジョン（案）に

ついてご説明させていただきたいと思います。 
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 内容の説明に入る前に、本計画の組み立てについて目次を見ていただいて、お聞きいただけ

ればわかりやすいかと思いますので、目次を見ていただければと思います。 

 １－１ページで、計画の策定に至った経緯や必要性について、策定の経緯として取りまとめ

てございます。 

 次に、２－１から２－21 ページにかけまして下水道事業の概要といたしまして、下水道事業

の概要、下水道事業を取り巻く状況、下水道事業の現状と課題について取りまとめてございま

す。 

 次に、３－１ページから３－６ページにかけまして、これからの白老町の下水道の施策のあ

り方として上位計画の関連や、計画目標年度、基本理念、基本方針、施策体系の抽出などにつ

いてまとめてございます。 

 最後に、４－１から４―17 ページにかけまして、基本理念、基本方針に基づき体系化した具

体的な施策について、具体的な施策の内容、概算事業、優先順位、目標値の設定などについて

まとめてございます。これらが、計画の全体的な内容となってございます。 

それでは、計画案の内容について、ご説明させていただきたいと思います。 

まず、１－１ページになりますが、ここにつきましては初回の所管事務調査の中で、下水道

ビジョンの策定の経緯等についてはご説明をさせていただいてございますので、それをまとめ

たものでございますので、説明はここで省略させていただきたいと思います。 

次に、２－１ページの下水道事業の概要からご説明させていただきたいと思います。 

本町の下水道は、昭和 49 年に供用を開始してから約 35 年が経過してございます。本町の下

水道の普及率は平成 21 年度末で 94.3％となっておりまして、全国・全道平均よりは高い水準

となってございます。 

下の表２．１で、本町の事業計画の概要を示してございます。現在の事業の認可計画が、そ

の中では平成 23 年度までとなってございますが、合流改善事業の関係などから本年度認可変

更を行う予定でございます。 

２－２の図２．１につきましては、下水道事業の全体計画と認可区域の区分けを全体計画が

赤色の部分、それから認可区域が青で囲っている部分が、現在の認可区域のエリアということ

になってございます。 

続きまして、２－３から２－５ページにかけましての下水道事業を取り巻く状況について、

財政的制約の強まりと人口減少、少子高齢化社会の進展についてまとめてあります。 

まず、財政的制約の強まりでありますが、現在、新財政改革プログラムに基づきまして下水

道会計の赤字解消を計画的に進めているところでございます。また、本年プログラムの見直し

が行われているところでもあります。 

 図の２．２で、下水道事業費の推移を示してございますが、平成４年から平成 11 年度にか

けて突出して急速な整備が行われて、財政の悪化を招いた要因が考えられます。 

 お手元に別に配布しております下水道事業の投資額表というのがあろうかと思いますが、そ
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れを見ていただいたほうがよりわかりやすいかと思います。色分けでございますが、緑色分が

処理場及びポンプ場の改築工事等の投資額になってございまして、水色部分が合流改善。赤が

公共の環境整備。黄色の部分が特環の管渠ということになってございます。 

 見ていただいておわかりのとおり、平成４年から平成 12 年にかけまして、多額の投資を行

って整備を行っているということになってございます。この整備が、やはり今の下水道事業の

経営に大きく影響してきていると思うのです。 

 この辺の平成 4 年から 12 年規模の、事業の投資というのは、現在、大体「市」とかのレベ

ルで行われている事業レベルということで、かなり町としては多額の投資を行って整備を行っ

てきたというような現状でございます。 

 この中では、やはりこの時期、国のほうでもとにかく「下水道整備を行いなさい。」という

ようなことが強く求められていまして、その中で、基づいて町のほうも事業を進めてきたとい

うことから、当然普及率も全国・全道に比べて非常に高い水準になっているかということに、

現状としてはなってございます。 

 そういった関係から、今後は、表で見ますと平成 21 年度までについては実績数値で、平成

22 年度赤字になっている部分につきましては予算額と。平成 23 年度以降については計画額と

いうことになってございまして、これからは財政的なことも考慮しまして４億円以内の事業費

にとどめて推移していかなければならないというような現状になってございます。 

 次に、人口減少・少子高齢化社会の進展についての関係でございますが、ここでは図２．３

で、本町の人口水準の推移を示して、将来予測につきましては、国立社会保障人口問題研究所

で平成 20 年 12 月に推計した将来階級別人口を用いて整理してございます。 

 これによりますと、計画の最終年度（平成 32 年）には人口が１万 7,108 人になるというよ

うな予測がされてございます。 

 これら、今後もこういった少子高齢化が進み、行政人口もさらに減少していく予測の中では、

現状のままで会計を支える下水道使用料の減少、経営を担う人材の不足等が予測されているわ

けです。 

 次に２－５ページになります。上のほうの図２．４につきましては、５歳ごとの階級別の人

口推移を示したものでございます。中断から、次に下水道の現状と課題についてご説明をした

いと思います。ここにつきましては、下水道経営、下水道ストック、汚水処理、浸水対策、水

環境、合流式下水道、下水道の資源・資産の利活用ということで、７つの項目に分けて２－５

ページから２－21 ページにかけて現状と課題について整理してございます。 

 まず、２－５ページの下水道経営の現状と課題について、２－６ページにもかかりますが、

ご説明をしたいと思います。 

 ２－６ページのほうで表の２．２で、本町の下水道処理事業の経営状況を示してございます。

大変申し訳ございませんが、表の字句に一部誤りがありますので訂正をお願いしたいと思いま

す。経営の効率性という、黄色く塗られたすぐ下の、使用料単価の「量」を使っていますが、
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「料」に改めていただきたいと思います。 

 下のほうの経営診断指標の説明のほうの表にも、同じく使用料の単価とございまして、そち

らのほうも合わせてご訂正いただければと思います。 

 この表につきましては、類似団体等の比較ができることから、総務省で公表している下水道

事業比較形成診断書を引用して表としてまとめてございます。これでは、施設の経営の効率性、

財務状態の健全性について、指標ごとに整理してございます。 

 診断指標の説明、どういうことなのかということについては、下部のほうにどのように数字

が求められているかというのは書いてございます。 

 まず、施設の効率性を表す指標のうち有収率がございます。その表を見ていただきますと、

平成 20 年度で白老町の場合、62.9％という数値になってございます。類型団体等の平均値よ

りかなり低く、雨水の混入など不明水が多いということで、効率性が悪くなっているというよ

うなことがこの数値から取れるわけでございます。 

 次に経営の効率性を表す指標の汚水処理原価の類型団体から比較して、平均値より高く下水

道管理の費用効率は低くなっております。使用料単価は逆に高く、下水道使用料など適正な費

用負担が図られているため、経費回収率も高くなっていると。なお、処理原価が高くなってい

る半面、職員給与対営業収益比率が類型団体の３分の１程度になって、極めて処理原価が高く

なっているのにもかかわらず、人件費についてはかなり低いということで、これらの原因につ

きましては、恐らく職員の数が他に比べて白老町の場合は、かかわっている職員数が少ないの

ではないかというふうに分析してございます。 

 次に、財務状態を表す表で、総収支比率が平成 22 年度で 173％というふうになってございま

すが、ここで平成 19 年度 94％ということで 100 を超えていませんので赤字から、20 年度で黒

字になったということが見えます。 

 これにつきましては、赤字解消のための一般会計からの追加繰出しを受けて黒字になったと

いうことで、大幅な黒字額になっているというようなことになります。下のほうに基準外繰入

金の増加もそうなのですが、平成 20 年度一人当たり１万 2,168 円と高くなってございますが、

これにつきましても赤字解消のために、一般会計からの追加繰出しを行ってために高くなって

いるということでございます。 

 次に、下水道事業の経営状況を表す指標の中に汚水処理原価と使用料単価があるわけですが、

この汚水処理単原価と使用料単価の比較は、１立方メートルの汚水を処理するためにどれだけ

の経費がかかり、その経費に隔てる使用料収支がどれくらいかを検証することによって、経営

状況を分析することができますので、さらに２－７ページ表２．３で汚水処理原価・使用料単

価等の状況と図２．５汚水処理原価・使用料単価等の推移を示してございます。 

 平成 12 年度以降、大幅な事業の増加とともに、汚水処理原価も増加してございまして、使

用料回収率も 40％台になっておりました。新財政改革プログラムに基づき、経営の健全化対策

を進めてきた結果、平成 20 年度以降汚水処理原価も下がり、使用料回収率も 80％台に回復し
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ている状況にございます。 

 ２－８ページのほうに、新財政改革プログラムで策定した課題の取り組みを記載しいてござ

います。 

 次に、２－９ページから２－12 にかけての下水道ストックの現状と課題についてご説明させ

ていただきます。本町の施設、約 30 年から 40 年経過しておりまして、耐用年数の経過してい

るものも多く老朽化している現状にございます。今後、さらに老朽化が進むため、長寿命化及

び改築更新が必要と予想されてございます。このことから、今後定期的な調査、延命化を含め

た維持修繕・改築等の計画的な実施、ライフサイクルコストの最小化の観点を踏まえた長寿命

化計画による改築及び維持管理、下水道管理者の技術力、維持管理体制の確保など課題となっ

ているのが現状でございます。 

 続きまして、２－12 ページから２－14 ページにかけて汚水処理の現状と課題についてでご

ざいます。汚水処理の現状と課題につきましては、下水道の整備状況につきましては、平成 21

年度末時点で面整備率が 72.9％、処理人口普及率が 94.3％、水洗化率が 93.3％となっており、

全国と比較して高い水準にあります。データ的には比較のデータがまだ平成 21 年度のデータ

が出てございませんので、20 年度と比べていますので、若干数値的には違うかと思いますが、

それほど大きく、全国・全道的にも数値は伸びませんので、それからみても高い水準にあると

いうことについては間違いないかと思います。 

 なお、汚水処理の現状については、今後すべての町民が水洗化の恩恵が受けられるような環

境を整えていくことが課題としてありますが、財政状況の厳しい中、費用対効果を見ながら合

併浄化槽等による汚水処理の導入などを検討していく必要があるというふうに考えてござい

ます。 

 次に、２－14 ページになります。地震対策の現状と課題ということでございますが、現在、

平成８年に改正された耐震設計の基準に基づきまして、平成９年度以降施行した施設について

地震対策済みと考えてございますが、平成８年以前に整備した管渠のうち、約 73％が未耐震と

なっている現状でございます。ポンプ場・処理場施設についてはほとんど未耐震化となってい

るような状況でございます。 

 こういった状況になってございますが、現在の厳しい財政状況の中では、施設の改築更新、

こういった時期に合わせて対策を取っていくということで、地震対策ということでなかなか進

めていくことが難しい現状にあります。 

 次に、２－15 の浸水対策の現状でございますが、これにつきましては昭和 50 年代に災害対

策整備をやりまして、多少、今も内水氾濫等一部ございますが、多くは災害対策というのは済

んでいるというような状況の中で、今、下水道事業としての浸水対策というのは、実際には行

っていない状況にあります。今後もその辺を含めて必要に応じてやっていく必要があるという

ような考え方で実際に進んでいる状況でございます。 

次、２－16 ページの水環境の現状と課題でございますが、処理場の放流先、計画放流水質等
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につきましては表２．８、海域における水質のデータは表の２．９で示してございまして、現

在環境基準を満たしている状況でございます。 

また、適正な維持管理を行っていくためには、今後も技術者の人材不足だとか、財政状況の

悪化などによって、こういったものがクリアできないという状況にならないように進めていか

なければならないというような課題がございます。 

次に、２－17 ページになりますが、合流式下水道の現状と課題につきまして、この合流式に

つきましては、これまでに委員の皆様と議論いろいろとしているところでございますが、これ

につきましては平成 16 年に下水道法の施行令の改正が行われ、合流式下水道を採用している

都市において、雨天時の放流水質基準が定められたと。それに基づきまして 10 年以内に基準

を満たすこととされたため、これまでに遮集管渠の新設を行ってきているところであります。

今後、高速ろ過施設等の新設、雨水吐き室に高速スクリーンの設置など 10 年以内ということ

ですので平成 25 年までに実施をする予定になってございます。これらに関しては、これらの

事業に多額の事業費を当然要することから、財源の確保が課題ということになります。 

次に、２－19 ページから２－21 ページになりますが、下水道資源・資産の利活用の現状と

課題についてであります。汚泥の有効利用につきましては、皆様にも見ていただきましたが、

本年度より地元の中間処理業者において、固形燃料化しまして地元の製紙工場で代替燃料とし

て利用してございます。 

そのほか、工程から発生する消化ガスにつきまして、消化タンクの加温に利用し重油の使用

料を抑制し、使用エネルギーを削減してございます。これらの状況が２－19 ページの下段表

２.10 消化ガスの有効利用の整理のところで数字的にまとめてございます。 

この辺の今現在の効果なのですが、平成 21 年度で重油の使用料が、年８万 8,800 リットル

ということでございますが、そのうち消化ガスの利用が８万 6,908 立方メートルということに

なります。これを重油量に換算しますと、約９万リットルの効果があります。ですから、消化

ガスを活用しなければ、重油については約 16 万リットル年間必要になると。お金に換算しま

すと、今は 600、700 万円の重油ですが、倍の 1,200 万から 1,300 万円のお金がかかるという

ことで、半減できているということでございます。 

その一方で、２－20 ページになりますが、本町での不明水が多い状況にございます。これは、

どういうことかといいますと、例えば大雨などが降りますと、竹浦、虎杖浜方面から汚水を送

る中継のポンプ施設がありますが、マンホールポンプがありますが、そこで大雨が降るたびに

ポンプの能力がいっぱいになると。当然竹浦地区の一部では水洗トイレがあふれるというよう

なことが起きてございます。本来、白老以外、萩野以降は、分流式になってございますので、

本来雨水は混ざって、入ってこないことになります。ただ、そういう現状を考えますと、雨水

が混ざってきているということが考えられると。それらにつきまして、当然それらをなくして

いくことによって、また、施設での余分なエネルギーの消費を抑えることができるということ

で、不明水の対策も課題の一つになっているということでございます。 
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続きまして、３－１ページの説明に入らせていただきたいと思います。下水道施策のあり方

ということで３になりますが、まず、ここで、本計画の位置づけにつきまして、上位計画であ

る総合計画や、新財政改革プログラム等の関連を図３．１で示してございます。 

そのほか計画目標年度、本計画の目標年度を平成 23 年度から平成 32 年までの 10 年間とし

てございます。また、実施計画としてアクションプログラムということで、計画期間が平成 23

年から平成 27 年の５カ年ということにしてございます。これを体系的に示したものが図３．

１になってございます。 

次に、３－２ページから３－３ページにかけまして、基本理念及び基本方針の設定について

整理してございます。基本理念につきましては、住民の生活に密接にかかわる下水道サービス

水準を今後も維持し、経営の健全化を図り、下水道サービスを継続的に提供していくという決

意を込めて基本理念を案として、みんなの暮らしを支え続ける下水道という形でスローガンと

して組み立ててございます。 

次に、基本方針につきましては、この基本理念を踏まえまして、４つの視点から下水道にお

ける目標と展望、その方向性などを設定してございます。３－３ページになりますが、一つは

安全・安心の確保として公衆衛生の向上、公共用水域の水質改善や道路陥没等の事故、未然防

止により住民の健康や安全を確保することを目標として、一つは安全・安心な暮らしの確保と

いう基本方針をたてました。 

二つ目は、良好な自然環境の創造としまして、下水道施設の利活用により循環型社会の形成

に寄与し、良好な自然環境を創造することを目標として、良好な自然環境の創造という基本方

針をたててございます。 

三つ目につきましては、快適で活力ある暮らしの実現として、下水道の整備率や水洗化率を

向上させて住民生活の改善を行うことを目標としてございます。これによって、快適で活力あ

る暮らしの実現という基本方針としてございます。 

四つ目は事業の継続性の確保ということで、持続可能な下水道事業を目指すため、経営の安

定、透明性の確保、住民との対話による政策展開を行うことを目標としてございます。これで

四つの基本方針を定めたところでございます。 

次、３－４ページになりますが、ここにつきましては今、定めた基本方針に基づいて具体的

に行っていく施策が国の下水道ビジョンの施策と適しているかどうか検討した表を、そこで示

してございます。 

当然、今後国の交付金になりますが、そういった中では国の進める方向性と合致していなけ

れば、交付金の対象にもなりませんので、その辺、進めていく事業が適正かどうかをチェック

したリストということになってございますので、我々の市町村に関係ないものにつきましては、

バツというようなことになっている場合もございまして、事業行う必要のないものもバツとい

うことになっているものもあります。 

そのなかで、次、３－５ページになりますが、ここで下水道の将来像と施策の体系の抽出と
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いうことで、今お話ししたことを体系的にまとめたものでございます。基本理念に基づきまし

て、今、ご説明した基本方針、４つの柱をもとに具体的な施策ということで、安全・安心の確

保については、具体的な施策として管路の適正管理、定期検査、それから合流式下水道の改善

（水系リスクの低減）というようなことになってございます。 

２つ目の良好な自然環境の創造の具体的な施策としては、資源エネルギー循環の形成という

ことで消化ガスの有効利用、機械設備の省エネ化、また不明水の消滅ということで、組み立て

てございます。 

３つ目の快適で活力ある暮らしの実現としましては、汚水処理整備率の向上、水洗化率の向

上、未普及及び地域の整備促進の検討という形で施策を示してございます。最後に、４つ目の

事業の継続性の確保ということで、処理場・ポンプ場施設の長寿命化計画の策定、処理場・ポ

ンプ場施設の長寿命化・改築、更新。もう一つは経営の健全化ということで３本になってござ

います。 

続きまして、３－６ページ。今お話しした施策は、一つの基本方針によらず４つの方針にま

たぐものがございますので、その整備を行うにあたっての効果としてあらわれる関連を、３－

６ページの表３．２で関連性をまとめてございます。 

星印が直接的、主に関連している。丸印がついているものが間接的、副次的に関連していま

すというような表のつくりになってございます。これらによって、それらの事業をやることに

よってこういった改善に効果が表れるということになってございます。 

次に、４－１ページから４―17 ページまでの具体的な施策計画ということについてご説明さ

せていただきたいと思います。ここでは、今後計画期間内に進めていかなければならない下水

道の施策を基本方針に基づきまして、各施設ごとの背景、課題を抽出して目標を示し、施策内

容を整理してございます。また、計画期間内の概算事業費、年次計画、施策別目標値の設定に

つい合わせて整理をしてございます。 

まず、４－１－ページになりますが、合流式下水道の改善、安全・安心の確保ということで、

合流式下水道の改善ということで、目標値につきましては平成 25 年度に 100％事業を終えると

いうことで、目標値としては 100％にしてございます。合流式下水道の対策のイメージだとか

概要について、４．３でフロー図的に示してございますが、これについては後ほど技術的なこ

とになりますので、私の説明が終わりましたら担当のほうからご説明したいと思いますので、

ここのところは飛ばさせていただきたいと思います。 

次に４－４ページになりますが、良好な自然環境の創造というところでございますが、資源

エネルギーの循環形成の検討についてのマップを、下水汚泥のリサイクル率を現在と同様

100％を継続していくということにしてございます。また、消化ガスの有効利用の推進、改築・

更新時における省エネルギーの技術の導入の検討も行っていくということにしてございます。 

ここでも、４―５ページの図４．３と続きまして４－６ページの省エネルギー導入検討のイ

メージ、これも図にしてありますが、後ほど合わせて担当のほうからご説明をしたいと思って
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います。 

次に、４－７ページになりますが、不明水の消滅についてでございます。先ほども触れまし

たが、不明水の消滅を目標として目指すこととし、不明水の多いと予想される竹浦地区から調

査を行って、対策の評価指標の設定を行い、優先順位に基づき、具体的にはコンクリート製の

桝から止水性の高い塩ビ桝への交換をしていくなど、事業を進めていくという考え方を持って

ございます。 

次に４－８ページになりますが、快適で活力ある暮らしの実現ということで、汚水処理普及

率の向上について、普及率につきましては先ほども高水準にあるということで、今後、市街化

調整区域について下水道と合併浄化槽の役割分担に、汚水処理の整備を行っていくこととなり

ます。普及の目標値については平成 21 年度から１％の上昇を目指して、平成 32 年度 97％とし

てございます。ここでは、４－９ページ、図４．５に役割分担のイメージがございますので見

ていただければと思います。ここでは、オレンジ色で囲った部分が下水道の現在の全体計画区

域でございます。 

赤で囲ってある部分が、ここが、人口が密集しているために下水道整備が効果的だと言われ

る部分です。そのほか、黒塗りになっているところが、すでに整備をした区域ということでイ

メージされてございます。全体区域で密集しているところとしていないところがあります。密

集していない地域については、これから費用対効果等含めますと必ずしも下水道整備が有効な

のかどうかということも当然ありまして、合併浄化槽も非常にすぐれてきておりますので、こ

ういったものの全体の事業計画を見直して合併処理浄化槽で対応していくというようなこと

も、今後進めていかなければならないということで検討しているわけでございます。 

ですから、この辺につきましても今後、直接住民の皆さんとお話ししていかなければならな

い部分もございます。ただ、１軒、２軒のために何千万円も投資して管を整備していくという

ことになりますと、それだけ会計の財政の圧迫にもつながるということで、当然何軒か張りつ

くまで事業の推進を待たなければならないというようなことになりますので、それではその方

の生活環境は改善されないわけです。ですから、それを１日でも早く改善するためには、合併

浄化槽等の推進を行うことにより下水道と同じような対策がとれるようなことを進めていか

なければならないということで、この辺合わせて具体的な施策として上げさせていただいてい

るわけでございます。 

次に、４－10 ページの事業の継続性の確保についてでございますが、一点目としては長寿命

化計画の策定でございます。これにつきましては老朽化した施設の維持管理について、長寿命

化計画の策定を行い、計画的な長寿命化・改築・更新を行っていくことを目標としていると。 

これをやることによって、今後、いつどういった施設を直していかなければならないのか。

また、こういった施設についてはどれだけ延命化できるのかということが、これを行うことに

よってその中で優先順位を定めて事業を進めていくというような考え方になろうかと思いま

す。 
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次に４－11 ページから４－13 ページになりますが、経営の健全化について、下水道使用料

だけでは経営が難しく、現在も一般会計からの繰入金の収支を行って何とか赤字を出さないよ

うにやっているのが現状でございます。こういった経営の効率化、基盤の強化が課題となって

いるわけでございます。安定した経営を継続して行って、災害時に対する危機管理を確実に行

っていくためには、今後職員の人材育成というのも合わせて重要な課題になっているわけでご

ざいます。 

経営の健全化の目標としては、今、会計で抱えている赤字の解消。これを含めて健全な経営

が図れるよう、新財政改革プログラムにそって、それぞれの施策を実施して行くこととしてご

ざいます。 

施策の内容でございますが、下水道使用料の見直しにつきましては新財政改革プログラムに

基づきまして、平成 21 年度 13％の値上げを行って平成 25 年度にはさらに 10％の値上げをす

ることとなっておりますが、現在プログラムの見直しを行っておりますので、その見直しの中

で平成 25 年の値上げは実施しない方向で、現在調整しているところでございます。この件に

つきましては先ほど、部長がお話ししたとおりプログラムの中で見直し議論をしていきたいと

考えてございます。ただ、現在、その計画に４－13 ページの中段になりますが、料金改定は原

則４年ごと見直しを行うということになってございますが、これら見直しが終わった時点で、

多少文言等は差しかえたいというふうに考えてございます。 

２つ目が定員管理の給与の適正化についてということで、新財政改革プログラムに基づき実

施していくことに。この点については合わせて行っていくということにしてございます。 

次に、一般会計からの赤字補てんの繰り入れにつきましては、赤字補てん分の基準繰り出し

金として平成 22 年も 5,000 万円の繰出しを受けることになってございますので、今後も赤字

分の基準外繰出しをしていただきまして、赤字解消に努めていくこととしてございます。 

次に公的資金補償免除の繰上償還の実施につきましては、平成 19 年度から平成 21 年度の３

カ年で繰上償還を実施してございまして、低金利の借換債に切りかえた結果、公債費のうちの

利子分、効果額としては約３億 2,400 万円の利子が、効果として現われてございます。これら

につきましては、現在繰上償還については、21 年度で終了してございますので、その借りかえ

を行った利子分が、今後それぞれ毎年効果額として先ほど３億 2,400 万円ほどと言いましたが、

これ総額でございますので、その年その年の効果額がそれぞれ出てくるというようなことにな

ってございます。 

次に建設事業の縮減及び見直しにつきましては、事業費についてはできる限り縮減を図って

いくと。見直しの必要な事業については見直しを行うということになってございます。 

そこに書いてございますが、事業計画全体の見直しというのは先ほどイメージ図で説明した

とおり、下水道区域内の人口が集中していないところについては、必ずしも下水道で整備をす

るということにこだわらず、合併浄化槽等での対応も視野に入れた形で進めていきたいという

考え方になってございます。 
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また、処理場の業務委託につきましても、本年度で契約が終了いたします。来年度から再度

契約をしなければなりませんが、総合評価方式の導入による一般競争入札で行う考え方で、現

在準備を進めているところでございまして、委託費の削減につなげたいというふうにも考えて

ございます。 

次に水洗化の促進につきましては、水洗化の普及に努めて使用料収入の増収を図っていくこ

ととしたいということにしてございます。 

次の収納率の向上対策について、平成 21 年度の下水道使用料の徴収率につきましては、現

年度 98.54％で 0.05％の増と、滞納繰越分につきましては 49.67％ということで、前年度に比

べて 2.41％マイナスということで、合計で 97.43％ということで、0.02％のマイナスというこ

とで、ほぼ前年度並みに推移したということでございます。 

なお、受益者負担金の現年分については 93.12％ということで前年比 0.08％の増と。滞納繰

越分については 14.79％ということで、5.72％の増ということになってございます。合計では

70.36 ということで、前年比で比べますと現年度、滞納繰越合わせまして、それぞれ上回って

いるのですが、合計であらわしますとマイナス 2.54％になるということです。これにつきまし

ては、分母と分子の関係上、我々もどちらも上げたのに、どうして合計すると下がるのかとい

うことで悩みましたが、これについては分母とか分子の関係上で、そういう結果になったとい

うことです。 

ただ、単年度で見ればどちらも受益者負担金については、徴収率については増加したという

ことでございます。こういった状況で現年度分を前年度の維持を行っていくのが、今の経済情

勢の中では非常に厳しい状況が続いてございますので、さらに目標として計画期間内に収納率

を１％アップさせるということを目標において努力したいと考えてございます。 

今ご説明した、以上の対策を講じることによって赤字額は、平成 26 年度には解消されると

いう見込みになってございます。 

続きまして、４－15 ページになりますが、具体的な施策の内容と概算事業費について、表４．

２でまとめてございます。計画期間内の事業費の総額はそこに、それぞれ基本方針ごとの額が

入ってございますが、下部のほうに合計で約 36 億円と。35 億 5,800 万円というようなことに

なる見込みでございます。 

下部のほうの、施策別優先順位の策定というところについてでございますが、これについて

は４－16 ページに表がございまして、具体的な施策の年次計画を示しております。期間の前半

５年間に施策が完了する。あるいは途中経過評価できる具体的な施策をアクションプログラム

として設定することとして、実施計画を策定するという形にしてございます。これらについて

は、現在指標数値化できるものとできないものがございますので、その辺を含めて分けている

わけでございます。 

４－16 ページのほうになりますが、ここについては実線になっている部分については実施中、

あるいは実施年度が決まっている計画済みということを表して、点線部分については実施年度
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が未定なものということになってございます。 

最後に、４－17 ページになりますが、施策別目標値のアウトカム指標の設定でございます。

これにつきましては、事業実施にあたって事業評価を行い実施していくということの観点から、

施策別の目標値を設定して行うこととしてございます。これを表４．４で示してございます。

目標値については現在数値化できるものを表示してございますが、今後も不明水対策等につい

ては数値化をどういうような形で求めたらいいのかということもはっきりしてございません

ので、わかり次第数値化しながら進めていくというふうに考えてございます。 

以上で、私のほうの説明終わらせていただきますが、先ほど説明を省略したところ、担当の

ほうからご説明したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 齊藤主幹。 

○下水道課主幹（齊藤誠一君） それでは、私のほうから説明させていただきます。ページと

しましては４－１を開いていただきたいと思います。 

 これ合流改善のことなのですが、そのページの真ん中に目標というのが３点ございます。合

流改善として求められているものをそのまま目標にしているわけですが、一つが汚濁負荷量を

分流なみの水質にするということです。この改善率が 21 年度はゼロというのは前にもお話し

しましたが、合流改善の方式として、完全分流化と遮集して処理するという２種類の方式があ

りまして、分流化の場合は少しずつ進んでいくと。うちのような方式だといきなりゼロから 100

になるという形なものですからこのような表示になっております。 

 ２番目に、未処理下水の放流回数の半減、３番目に吐口からのきょう雑物の流出を防止と。

この３つが目標になります。 

 次にページ、４－２のページを開いていただきまして、４－３のほうに合流区域全体の模式

図があります。これ下のほうの赤くなっている新設ポンプ場、雨天時処理施設というのが、こ

の間、現地を見ていただいた、建設予定地を見ていただいたところになります。隣の既存水処

理施設が現在の処理場という形です。それに、赤い矢印が３本なりまして、一番下は放流渠で

す。次に短いのと長いので赤い矢印が書いてありますが、長いほうが遮集管、短いほうが流入

渠というのですが、これは処理場の中なので流入渠という名前で呼んでいるだけで、中身は遮

集管と全く同じです。 

 白老町には合流の雨水吐き室が５個ございます。小さく四角いものが５つあると思いますが、

これがそうです。対策といたしまして、この５つすべてにスクリーンをつけてきょう雑物の流

出は防止します。堰のかさ上げ等の雨水吐きの改造はします。ただし、遮集管及び流入道がつ

くのは２個の雨水吐室という形になります。 

 左側の４．２なのですが、図面が３つございます。上のほうのスクリーン等の設置というほ

うに雨水吐室がございます。これが、現在の状態の雨水吐室というふうに考えてください。雨

水吐室というのは、道路上からみると前にも言いましたが、全くマンホールと同じです。見分

けがつきません。中がマンホールより少し大きめという形になります。 
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 この絵にありますように、合流管というので汚水が流れてきて、右側の遮集管で処理場に向

かうと。これだけでしたらただのマンホールです。これに白い帯がありますが、ここに堰がご

ざいます。その堰の超えたところに吐口ということで河川へ放流と、放流管がついてございま

す。これが雨水吐室です。右のほう遮集管渠の増強ということで、従来の遮集管が黒く点線に

なっていますが、その斜め上に、今回つくる遮集管を一本ふやします。なおかつ、先ほどの白

い帯のような堰を少しかさ上げします。これによって目標の２番目の放流下水の半減というも

のを達成し、それから左側にスクリーン等の設置。スクリーンが、８種類のうち雨水吐きに使

われるのが６種類。うちで想定しているのは、それをただ網張っているだけですと詰まってし

まいますので、これをもとの処理場へ行くほうに戻さなければいけないのですが、それを電動

にするのか無動力。うちで考えているのは無動力ということで、この堰を超えるスクリーンが

筒のようなスクリーンがあって、その下に同じようなものがあるのですが、それが水車のよう

になっていて、堰を越した水の力によって水車を回して、自動で電気を使わないでごみを戻す

というようなことを当初計画では想定していました。こういうものをつけまして、これによっ

てきょう雑物の流出防止をするという三つ目の目標を達成すると。 

 最後に、先ほどの遮集管渠を通って、下の管渠は従来の処理場へ行くのですが、赤い新しく

増強したものは、今度の水処理施設に行きます。ここで高速ろ過施設によって、簡易処理して

放流すると。それによって１番目の目標の汚濁負荷量を分流なみに達成するというような仕組

みになってございます。 

 続きまして４－５ページ、ここにも絵がありますが、上が現状、下が目標とする形というふ

うになってございます。ただし、ことしの３月までの状態が上の現状で、現在はこの中でも、

下の図の中の機械濃縮というところだけが４月からになっている状態です。ただし、効果とし

ましては消化タンクなどもやらないと出てきませんので、まだ効果は上がっていませんが、こ

の説明を致しますと、上でも下でもよろしいのですが、一番上の行、下水が入ってきて最初沈

澱池、反応タンクに行って最終沈澱池に行って放流すると。滅菌もしますがこれが処理場の水

処理系の部分です。この下の部分が汚泥処理系ということになります。 

 それらを濃縮して消化すると、それを脱水機にかけると。その消化するときに、基本的に処

理場の水処理系、エアレーションタンクとか脱気槽とか反応タンクとか、いろいろな言葉で表

されますが、こちらでは、基本的には好気性の微生物によって消化のようなことをします。つ

まり、空気を好む微生物です。これによって有機分を食べてもらいます。続いて、汚泥処理系

へ行って消化タンクで空気を嫌う菌によって消化をすると。その際に、メタンガスを主体とす

る消化ガスが発生します。これを、消化タンクで消化するためには温めなければなりませんの

でボイラーでたくのです。これを使わないと先ほど言いましたように、年の平均気温によって

少し違うのですが、重油だと恐らく今だと 1,300 万円くらいだとか重油代を使うのですが、去

年は半分この消化ガスで賄いました。ですが、今やろうとしているのは、買ってくる重油の量

を限りなくゼロに近づけたいというのが我々の考え方です。それがこの表に現われております。
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それだけ化石エネルギーを消費しないということでエコですという意味合いでございます。 

 続きまして次のページ、４－６ページなります。これは機器の、新技術の導入ということで、

左側の散気装置改善による削減のイメージということで、従来型の散気装置から、要するにエ

アレーションタンクといいますか反応槽の中ですね。水処理系の心臓部ですけれども、微細気

泡散気装置ということで、これはＡ系古いほうの一番古い反応タンクは平成 20 年度、改築更

新する際にこれに変えております。これによって大きく電気代を減らすことができたという形

です。Ｂ系のほうはこれからです。やや新しいほうは改築更新時に合わせてやると。これだけ

のためにお金をかけてやるというのは損ですので、改築更新しなければならないときに一緒に

新技術を導入していくというふうに考えてございます。 

 左も同じですが、これは電機のほうで、これもインバーター制御によって電気代を減らして

いきたいと。そのようなものを改築更新のときに、効果が上がる機器については入れていきた

いと考えてございます。今、大体、処理場の場合ですと月に 140 万円ほどの電気代がかかって

おりますので、これを少しでも減らしていきたいというふうに考えてございます。以上でござ

います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、説明が終わりました。暫時休憩いたします。 

休  憩（午後 ２時１０分） 

             

再  開（午後 ２時２２分） 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じまして、委員会を再開いたします。町の説明が終わりま

した。委員の方、ご質問のある方どうぞ。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） この中期ビジョンについての内容は今まで継続的な部分で調査し

てきましたので、内容的なものについては大体わかりました。平成 25 年度の料金改定、これ

もこの長寿命化計画を策定することによって、もしかしたら改定しなくても済むというような

見通しが見えてきたということ自体が一つの大きな結果となってくるのではないかと。そうい

う見通しはすごく評価できるものだと思います。 

 僕、わからないでものを言っているのかもしれませんが、例えば良好な自然環境の創造の中

で自然エネルギーの循環形成という部分があります。下水道の終末処理場の、先ほどの説明が

ありましたが重油を使っている量だとか、消化ガスを利用することによって今の重油の使用を

補っている部分だとかはすごくよく理解ができたのです。これにもう一歩進んで、下水道の終

末処理場に集まってくる水を使って、毎分にしたらというか、毎秒にしたというか、単位は専

門家ではないのでわからないけれども結構な量ですね。集まってくる水を利用した電気施設と

いうか、発電施設というのはできないのだろうか。その発電施設というのを使って、緑の分権

改革だとかというもので、そういったもの全部集まってきて起こせる発電量をすべてほくでん

さんに買い取ってもらって、使う分だけ逆に施設で利用するような考え方というのもあります

ね。経済産業省かどこかの考え方の中で。そういう国のやり方を使って、いろいろなまちで最
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近新聞報道が出るけれども、２億円まで 100％補助でやれるような事業だと聞いていますが、

あのようなものを何とか使ってできないのかと僕はすごく思うのです。太陽光とそういったも

のを併用した常に捨てるエネルギーを使う。利用価値のあるエネルギーに変えるようなやりか

というのはこういった施設でこそできるような気がしてならないのだけれども、そういったこ

とというのはどうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） 今、お話しのあった処理場のそういったものを利用して電力、

これは実は小野寺参事のほうから話がありまして、小水力発電の関係で小野寺参事のほうで組

み立てしていただきまして、放流の水量を利用して小発電できるのではないかということで、

水道の施設とあわせて、お金をいただくべく試みてやっていただいた経過がありまして、残念

ながら事業化にならなかったという経緯があります。ですから、今氏家副委員長がお話しにな

ったことは、決してできないことではありません。我々もチャンスがありましたらそういった

ものも当然視野に入れて進めていきたいというふうに考えてございます。 

 今、残念ながらメニューがある中では、なかなか採択がなかったというようなお話を聞いて

いますので、現状としては難しい現状でありますが、これから将来に向けてチャンスがある中

では、計画も考えていきたいというふうに考えでございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。そういう考え方があって、採択されなかったという部

分では残念かと思いますが、やはりこういう地方だから、今こそそういった資源をうまく使っ

てやれることってたくさんあるような気がするのです。そこを僕たちもそういったことに目を

向けていかなければならないけれど行政はあらゆる面で、そういったところにしっかり目を向

けて、そして少しでも削減できるものは削減して、使えるものは使ってという形でやっていく

ことが、長寿命化計画と並行して、それが町民にとって利益になることであればどんどんやっ

ていかなければいけないことだと思うのです。そういったチャンスがあるわけですから。そう

いったものがないのなら仕方がないけれども、どうぞやってくださいと言われる一つの施策が

出てきている以上はそれに向かって努力していくことが必要だと思います。今回その採択がで

きなかったということがあるかもしれないけれど、もしかしたらもう少し考え方を変えればで

きることかもしれない。 

 ぜひ、そういった部分については目を向けて頑張ってもらいたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） 今、氏家副委員長がおっしゃったことは当然のことだと思いま

すので、我々もそういう機会は情報を含めて、素早くキャッチしてあらゆる角度から試みると

いうか、前向きにやらない限りはそのような情報も逃してしまいますし、そういう気持ちを職

員それぞれが持ってやっていきたいと思っておりますので、ご理解していただければと思いま

す。 
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○委員長（玉井昭一君） 今、氏家副委員長が言われたことは大事なことだと思うのです。民

間企業ではほとんどやっているのです。もちろん日本製紙も当然大昭和製紙の時代から、王子

製紙だってやっていますね。そういう観点から月に 140 万円も電気料がかかると、１年で 1,680

万円。10 年で１億 6,800 万円になると。 

 今、副委員長が言われたように補助金が２億円くらいなら、という話もあれば、これは足せ

ば３億 6,800 万円になるわけだから、その辺を考えればできないことではない数字ですね。そ

れが、いずれもとを取ってかからなくなるわけだから。こういう施設っていうのは何十年もも

つのです。電気関係というのは。だから徹底して考えるべきだと私も思います。 

 ほかに、委員の方でございませんか。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） きょうの説明の中で、有収率が他の団体より非常に比較してよくない

ということで、これは不明水量が多いという説明がございました。要因の１番目に上げられて

おります汚水管と雨水管の誤接合という、誤って接合しているというところがありますが、具

体的にどのくらいこういったところがあるのかということとなぜそういったことが起きてし

まったのか、この要因１に対して、解決する方法はやり直しをするのかどうなのかを含めて、

説明いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、齊藤主幹。 

○下水道課主幹（齊藤誠一君） これ４－７ページのことだと思いますが、これ確かに誤解を

招きやすい文章で、要因１、２、３、というのは一般的に不明水というとこうありますという

意味で、実際白老町でどうかといわれますと、要因１の汚水管と雨水管の誤接合、特に雨水管

を汚水管に誤接合したことは私の知る限り確かないはずです。検査受けるまでの間、１週間と

かやって、検査受けるまでの間に汚水管を間違って雨水管につないだというのがあって、すぐ

につなぎなおさせたというのは１件か２件あったかと思いますが、白老町において雨水整備は

ほとんどされていないのでないのです。非常に誤解を招きやすい文章で、一般的に要因として

は３つありますという意味で書かれているのです。現実に白老町で、本当に要因となっている

のはこの２と３なのです。という意味です。すみません。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） これはやはりはっきり言って誤解を招きます。今おっしゃったように、

仮に業者が間違って接合したとしても、必ず検査があるわけだから、なぜこのようなことが起

こるのかと真っ先に疑問に思ったので、白老町にないのであればこれはやはり消したほうがよ

かったのではないでしょうか。資料として提出するのには。ないと聞いてほっとしました。 

○委員長（玉井昭一君） はい、齊藤主幹。 

○下水道課主幹（齊藤誠一君） この要因１、削除したいと思います。これは案ですので、こ

れでもんで最終的につくっていくわけですが、その中で削除したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今の件ですが、要するに白老で 20 年 62.9、全国平均 80.9
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というのは、これは大都市の部分が入っていて、こうなるのだと思うのだけれども、それにし

ても少し低いという気がするのです。こういうものこそ無駄な水を処理しているということに

なりますね。ですから、こういうものこそ年次計画か何かで、これをいくらにするというのが

あったのかもしれませんが、やはりこういうものをこの計画の中できちんと何年度までに何％

にしますと。できなければどうするのだということになって言われたら困るからいろいろなこ

とがあるのかもしれないけれど、ただ、僕はこういう計画というのはそのようにつくっていか

なければだめではないのかと思うのです。 

 先ほどからいろいろ議論が出ているように現実的に見れば、この中で氏家委副委員長が言わ

れたように新たな対応策と、この部分はこれをやめればかかる費用が減るわけだから、やはり

そのようなことをきちんと計画を立てて計画にのっとってやること。それが一つ。 

 もう一つは、竹浦が多いとなっているのです。実際に古いのは白老が古くて、その次に萩野

で、北吉原で、その次が竹浦ではないのかというふうに思うのだけれども、ここには竹浦が古

くからつくられているからどうだとかと書いているのだけれど、これはどのようなことなだろ

うか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） まず、一点目の不明水の計画を立ててという話でございますが、

数値化については、実は今、古い桝を交換して、そういったものは多少実際にやっていって効

果というのはどのくらいというのも検証しながら、いろいろな形でやらないと数値化できない

ものですから、先ほど私もまだ数値化できていないものについては、改めて数値化していくと

いうことで、それの一番大きなのはこの不明水の関係なのです。 

 今、このビジョン、やる段階で少し残念なのですが、数値化まではできないということで計

画には具体的な数値を表示していないと。ただ、やらなければならないということは明らかだ

とわかっている状況だということで整理させていただいているということで、竹浦地区という

ことに関しては具体的に、今、町民の水洗化していて、例えばトイレがあふれたり、そういう

問題が竹浦地区に集中していることの要因からして、優先的に竹浦地区のそのような対策を行

わなければならないということが一つ念頭にあった上で、その中でいろいろな地区に不明水が

ありますが、実際に影響が出ているのは竹浦地区だということで、多いという形で表現させて

いただいて、そちらから優先的に進めていくというような考え方を示しているということでご

理解いただきたいと思うのです。 

 その辺は、白老の場合は合流式も入っていますので、一番古いのですが特に不明水というの

は合流式とかも併用になっていますので、ただ分流式で萩野、そういったものがありますが、

今は施設の中継場の状況をかんがみますと、竹浦地区に一番影響を及ぼしていると。 

 なぜかといいますと、水害時になると虎杖浜からもポンプで一たん送るのです。それをとめ

なければ間に合わなくて敷生川あふれてしまうのです。それで、大雨のときに虎杖浜からくる

ものは何時間かとめて、敷生川をできるだけ出して、また入れて出してという繰り返しで何と
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か持たせているというか。今は人為的にそのような作業をしながら、大雨のときの対策を行っ

ているのが現状なのです。そういうことも踏まえますと、当時つくったときの処理能力からい

きますと、そのようなはずはないということなのですが、現実的にはそのようなことが起こる

ということで、その辺を踏まえて竹浦地区が多いということで、竹浦地区を最優先で進めてい

かなければならないという考え方を今我々が持っているということでご理解いただければと

思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 竹浦の問題については、原因がわかっていてやられるということにつ

いては、それは僕はいいのです。技術的にどうのこうのということではないので。 

 ただ、この計画、要するに中期ビジョンをつくるときに、ぱっと見たときにやはり不明水対

策というのはかなり大きな比重を占めるのではないかと、僕はそのようにとらえたのです。そ

うなると、それへの対策が、例えば最優先で取られる。今、課長が言われたように数値化でき

ないのであれば、これに対する対応をどうするのかというあたりが、もっと練られてこの計画

に載らなければ、計画そのものがつくるための計画。そうなって、安全なところ、安全なとこ

ろを狙って計画をつくっているようになっていく可能性があると。そこをやはり、役所はやら

ないと、そこに本当はこのビジョンをつくるときに集中してつくるべき中身なのです。なぜか

というと、今は合流改善をするということがメインで、あとは処理場ですね。 

 そうなると、一体メインがどこになるかというと、僕はこういうものが将来的なことを考え

てもメインになるはずなのです。計画に対する視点というのはそういうところになければ、計

画の意味が極めて問題視せざるを得なくなると。そこはどうしても数値化できないのであれば、

数値化しなくても、例えばこのビジョンの間に、少なくてもここに書いてある類似型平均に迫

る改善は図る努力をするとかとは書けるはずなのです。 

 だけど、何もなければ、ここはかなり大きな比重を占めているにもかかわらず焦点あたって

いないように思ってしまうのです。だから、計画をつくるということは、そのようなことが町

の計画というのは、これからはそういうことがもっともっと厳しく、立派な文章よりもそうい

うものが厳しく問われるのではないかと。 

 このような資料がもっと早く出ていれば、我々がきちんとチェックしなかったということに

なるのだけれど、誰が見てもこれを見たら驚く投資です。現段階で言ってももうできてしまっ

ているのです。そのときはどういう印象だったかというと、僕の印象では文化的で最低限度の

生活を営むにはやはり下水道は絶対必要だから、そのときは浄化槽より下水道だったのです。

事実。それを我々が見られなかったのです。そういうことで言えば、僕はこの不明水対策とい

うのは、この計画書のここに焦点が当たるべきではないかと。すごくそういう気がしてならな

かったのです。そこら辺、これが案だとしたらもう少し突っ込んで検討する余地はありません

か。 

○委員長（玉井昭一君） はい、岩城部長。 
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○都市整備部長（岩城達己君） 今までの投資のお話からトータルの質疑だと思います。確か

に、私が冒頭４つの柱の中の一つに不明水対策というのは大きな柱ですということを説明させ

ていただきました。もっと具体的な話のなるのですが、これ 10 年間のビジョンという位置づ

けでご理解いただきたい。この後で、５年間のアクションプログラムをつくらなければならな

い。それは、もっと具体にどの地区にどれだけの効果を出していくか。それはきちんと数値も

出して、実行のプログラムですから、それは組み立てなければならないと思います。 

 そういう部分は、その中で、委員がおっしゃることは網羅して目標に持ちたい。加えて、今

回のビジョンの中に、やはり類似団体に近づけるという目標は可能ですから、きょうはご意見

いただいて、この後また下水道運営審議会もございます。そういったところからまた町民の声

を聞いて、直すところはきちんと直していきたいと考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。２－12 のところの下水道ストックの課題というと

ころで、今も大渕委員のほうからありましたが、これからライフサイクルコストと長寿命化計

画とストックマネジメントを行うとなっているのですが、具体的にこれらの数字というのです

か。このようなものをつかまえて計画、一覧表をつくるというは、このビジョンの中では計画

はされていないのですか。それとも、この案をつくったあとで具体的な金額、数字をつくって

いくのでしょうか。どうなのでしょうかその辺は。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） 今のストックの関係で、長寿命化の改築計画でございますが、

一応、4－16 ページになりますが、具体的な施策の年次改革ということで、長寿命化の計画の

策定については、ことしと来年度２カ年にわたって策定をするということになっていますので、

来年度策定が終わりましたら形が見えるということになります。 

 それに基づいて、延命できるものはして、やらなければならないものはしていくというよう

なことは、その中で優先順位を決めてこれから事業を進めていくという考え方になってござい

ますので、この計画の中に今西田委員がおっしゃったことについては、計画としてやるという

ことで、５年以内にやる計画の中で今進めているということです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） それであれば、例えば 10 年間の計画を立てるのであれば、10 年分の

きちんとした一覧表というのですか、平成 23 年からか 24 年から始まるのかはわからないので

すが、きちんとした数字、建設費の償還とか修繕費とか、解体費とかいろいろなものを全部、

不明水の問題から、それから収入として町民からの収入。それと一般会計からの繰り出し金と

かそのようなものも入れた一覧表のようなものを、いつごろつくられるのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） 長寿命化ライフサイクルコストを含めたきちんとしたものにつ

いては、ことしと来年度で長寿命化計画を策定する予定で進めてございますので、それができ
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た時点ではっきりしたものをお出しできるかと。 

 ただ、プログラムの見直しの中で、推計として維持管理費はどのくらいかかっていて、起債

の償還はどのくらいしてとか、一般会計からの繰り入れはどのくらいもらってやっていくこと

によって会計はどうなっていきますかという見通しは、現在プログラムの見直しの中で進めて

ございますので、見直しの中で概算的なものはご提示できるのではないかと考えています。こ

としプログラムの見直しをやりますので、もう近々出てくるかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。もうちょっと勉強していればよかったのですが、白老

町の場合下水道が昭和 42 年くらいを境に普及されてきて、当時はヒューム管、当時から白老

町は塩ビ管でやっていたものなのか。僕の頭の中にちらっとあるのですが、札幌市あたりが下

水道を普及されて、そういったいろいろなノウハウを各市町村が取り入れて下水道普及したと

いう感覚が頭に残っているのだけれど、白老町の場合、大体のところがヒューム管ではなくて

塩ビ管で施行されていますというのであれば問題はないと思うのですが、先ほどの不明水等の

問題を考えると、ヒューム管などで施行された部分が、例えば 50 年という一つのスパンの中

で改修といった工事が進められてきているのか、今後そういったものがここに載せられてくる

ものなのか、そこだけ、確認だけさせていただきたいのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、齊藤主幹。 

○下水道課主幹（齊藤誠一君） 今のお話なのですが、建設当時から太い管はヒューム管が主

体です。細い管は 50 年代になって塩ビ管を使っています。塩ビ管は太くなると急激に単価が

上がってもたないというのもあるのです。太い管はヒューム管なのです。細い管は本当の当初

はヒューム管で途中から塩ビ管に変わってきているというのが現状です。 

 現在入れているのは汚水管ですから、小さい管ばかりなので今はほとんど塩ビ管です。確か

にヒューム管等も漏水はございます。それらの入れかえるとかというのではなくて、中に入れ

るものは入ってそこで部分的にそこだけ止水するということはやっておりますが、今、竹浦で

問題にしているのは、公共汚水桝なのです。公共汚水桝はコンクリート製で、平成一ケタ後半

年代くらいまで使っていたと思うのですが、それは３段重ねになっています。 

 水洗化工事をやるときに、上２段を取ってそこにパイプをつないで、インバートを切って、

また目地をつけて積んでいくのです。そうすると１回水洗化したところは漏れ方が少ないので

すが、家も建っていなくて一度も使っていないところは、重ねているだけですからそこから水

差します。それを今の安い、公共塩ビ管の汚水桝に取りかえればそのようなことはないので、

これを今不明水対策として考えてございます。 

 ただし、本管の漏水も逆に、末広地区で維持管理費の予算で毎年管の敷設がえを行っており

ます。末端の細い塩ビ管が、下水のほうはくいを打ったり、いろいろな工法を試しているので

すが、それほど差はないのですが、まち全体が下がるので塩ビ管の場合管が曲がってしまって

割れていると。そこから地下水がいっぱい入るというのがありますので、不明水対策を第一で
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はなくて、管渠の安全というほうでやってはいますが、同時に不明水対策になっているという

形で更新はしています。 

 ですから、塩ビ管が割れるということが結構多くて、要するに末広地区では。それはもう当

然、道路が陥没する可能性があるだけではなくて不明水もいっぱい入ってきますと。それは毎

年やっております。このペースを今までより少し上げていこうという形で、ことしあたりから

ペースアップしているような状況です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 話はわかりました。先ほど言われた本管の部分でも、最初のうち

は 300 だとか、ヒューム管の部分というのがありました。それの敷設がえはまだ終わっていな

いのですか。あれも札幌市あたりだと 50年くらいを周期に敷設がえにどんどん入っています。

敷設がえが終わったのかな。そういった形の中で進んできている。実際そういった現場を見る

と、50 年たったヒューム管の目地というのはボロボロです。特に地下水の高い白老町とかにお

いては、そういったところからの不明水。もし敷設がえが終わっていないとすれば、確かに人

口桝もあるのかもしれないけれど、そういったところの影響もすごくあるような気がしてなら

ないのです。ですから、今言われたとおり計画的にそういった敷設替を考えていらっしゃるの

なら、そこも不明水対策と一緒に考えていくべきだろうと思うのです。最初から考えるとそう

いった管の更新の時期が来るのではないかと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 今、いろいろな技術が発達して下水道の中にもカメラが入っ

て小口径も、大きな径もみんなカメラで目地もどのような状況になっているか全部見られるの

です。今おっしゃるような危険があり、水が差しているという部分はその部分だけランニング

コートしてなおすという技術も出ているのです。今塩ビ管は鉄北に多いのですが、ヒューム管

は鉄南、昭和 42 年スタート頃はほとんどこちらへ、汚水桝の継ぎ手も鉄筋コンクリート管と

いうのでやっていた時代なのです。ですから、そういうのをカメラ調査して悪いところは部分

的に直すという対策は講じていますので、大規模にすべて入れかえるというのは膨大な費用が

かかるのでそれはできませんが、部分的に支障があるところは補強なりをしていくと、そうい

う考えでおります。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 単純な話なのですが、古いヒューム管の時代がありました。今の塩ビ

管の厚いＬＢ管というのがありますね。あれを内径小さくして、60 を入れたなら 57 くらいに

管をつくって、それで入れていくような方法というのはできないのでしょうか。管を変えない

で中に入れていく。国とよく話し合ってそういう方法はできないものなのでしょうか。お金は

３分の１か５分の１か 10 分の１で終わるでしょう。下水は全部平らだから、そういう方法は

考えられないものだろうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、齊藤主幹。 
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○下水道課主幹（齊藤誠一君） それは現実にあります。下水も水道もそういう方法で、うち

でもだいぶ前にやったことも確あったはずです。日本製紙の前の国道横断カ所で１回。私その

時代土木にいた時代なのですが、10 数年前にも一度やっていますし、いろいろな会社の特許で

蒸気を入れて、蒸気で硬化させたり、紫外線で硬化させたりとか、当初のころは熱いお湯とい

うのもあったかもしれないです。それはいろいろな特許がありますが、その固める素材も外側

がなくなっても、内に入れた管だけで持つとか、もちろんそれによって値段は違ってきますが、

そういうものもありますし、材質が塩ビでできるから薬品に強いとか。いろいろなものがあり

ます。 

 先ほど部長のほうからありましたように、同じ素材を使って、ここだけ壊れているからそこ

の１メートルだけ内側に張ったというのも、それも計画的にうちでずっとやってきております。

そういう工法はございます。ただそれも値段もいろいろあるものですから、どちらが安いか比

較です。末広の場合は１カ所直せばいいというのではなく、管ごと取りかえないと話にならな

いというところをやっている状況です。工法をチョイスしながら計画的にやっております。そ

のペースを上げ気味にしているという状況です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４－14 ページにある、その前にも出ているのですが、公的資金の資金

免除の繰上償還の関係なのですが、これは金利５％繰上償還だから返してしまうということで

す。この高い５％くらいの起債というのはどのくらいあるのですか。 

 それともう一つ、平成 26 年には赤字がなくなるということは、財政改革プログラムの中で

今の下水道の赤字は 26 年まで一般会計から繰り入れをして全額なくするという理解にしかな

らないのだけれどもそれでいいのですか。それは当然９月に出てくる新財政改革プログラムと

も整合性を取ってそうやっていると。もちろんそうだろうと思うのだけれども、そういうこと

でいいのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、須田課長。 

○下水道課長（須田健一君） 繰上償還の関係につきましては、５％以上の高金利のものを一

旦繰上償還して、実は借換債というのを借りて、ですから借金として結局は残るということで、

数字でお話ししますと、繰上償還したのが３年で 14 億 2,400 万円ほどあります。借換額が 14

億 2,200 万円ということで、その差額分は実際に借金をしなかった部分ということになります

が、実際に本数的には全部で 29 本の総額 14 億 2,400 万円繰上償還したということです。 

 先ほど言いました、３億 2,400 万円はそれに伴う利息の効果額と、軽減分ということです。

ですから、14 億 2,200 万円ですから 200 万円弱はないですが。 

 赤字の解消は、いずれにしても受益者負担金だとか、こういったものは事業がだんだんなく

なってきますので収入は減少すると。当然下水道会計では下水道使用料も減少しているという

なかではやっていけない状況にありますので、赤字については当然一般会計からの赤字の解消

を行わない限りは難しいということで、それについては財政当局のほうと協議済みで、総務省
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の繰り出しの基準に基づく繰り出しはきちんとしていただいて、そのほかに赤字解消をしてい

ただくという形で進めてございます。 

 その中で重要なのは、そのために事業費は４億を超えない範囲で進めていくということが大

前提で組み立てられているということなのです。ですからそれを超えてしまいますと、一般会

計からどんどんどんどんお金をいただかなければなりませんので、そうなりますと一般会計の

ほうで当然出せませんので事業が成り立たなくなるということなのです。 

 大体、今、一般会計からの繰り入れは約５億円から６億円繰り出していただければなんとか

やっていって、26 年には解消できるのではないかということで進めてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほかないですか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

            

◎ 閉会の宣言 
○委員長（玉井昭一君） それでは、以上を持って本日の建設厚生常任委員会を終了したいと

思います。苦労さまでした。 

（午後 ３時０１分） 


