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１ みちのく下水道ビジョン（案）に対する意見募集          

 
（１）意見募集の目的 

 
下水道事業を円滑に実施し、機能を効果的に発揮するためには、地域住民・下水道事

業者などの関係者の理解と協力が不可欠であるとともに、その意思を施策に反映させる
ことが必要であり「みちのく下水道ビジョン（案）」に対する意見を募集しました。 

 

（２）意見募集の方法 
 

みちのく下水道ビジョン（案）に対する意見は、東北地方全体を対象とした広範囲な
人に情報を提供して意見を求める必要性より、インターネットを活用し、意見募集及び
アンケートを実施しました。 

 
 

２ インターネットによる意見の集約                 

２-１ 意見募集の概要                             

 
インターネットによる意見募集は、東北地方整備局のホームページにみちのく下水道ビ

ジョン（案）対する意見募集を行うことを掲載するとともに、各県・市町村のホームペー
ジからも接続ができるよう自治体へ依頼し実施しました。 

 
実施期間：平成 21 年 2 月 2日から 3 月 2日の 1 ヶ月間 
調査対象：①一般住民  ②各県及び市町村  ③下水道関連団体 
提示資料：みちのく下水道ビジョン（案） 
    ：みちのく下水道ビジョン要約版（案） 
    ：みちのく下水道ビジョン参考資料 
提出方法：用紙に意見を自由に記載して頂き、東北地方整備局を窓口として、 

郵送・ＦＡＸ・電子メールなどで受け付けるものとしました。 

 
「みちのく下水道ビジョン（案）」に対して寄せられた意見とその対応を表に取りまと

めました。 
調査の期間を 1 ヶ月としましたが今回の意見募集には、住民からの意見はありませんで

した。 
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 １、みちのく下水道ビジョンについて 
  意        見 意見への対応等 

 1 
過去 5 年間での下水道の普及、成果を考慮し、現在の下水道

事業における課題や取り組むべき事を明確にした上で推進し継

続していくことは重要である。 

 今後、ビジョンに掲げた目標像の実現のため具体的な施策の取り組みを推

進するとともに、下水道事業を取り巻く環境の変化に対応すべく、関係者と調

整の上、適宜ビジョンの見直し等を行って行きます。 

 2 
下水道行政がさらに厳しさを増す情勢において、複数の市町

村による連携・広域的な取り組みは必要不可欠となることから、

目的意識の共有に繋がる当ビジョンは必要と思われる。 

 ６つの目標像の一つとして「連携・協働の推進」を掲げております。目標像実

現のため、他事業、住民等と具体的な施策の取り組みを推進していただきたい

と考えております。 

 3 国の計画等、上位計画との関連性が必要では。 

P1 の「はじめに」に記載させていただきましたが、平成 17 年度に「下水道ビ

ジョン 2100」の策定、「今後の下水道財政の在り方に関する研究報告」の下水

道に関する国の動向及び「下水道政策研究委員会計画小委員会報告（平成

19 年6 月）」による地域における中期構想、行動計画の策定等を踏まえ、ビジョ

ンの策定を行っております。 

 4 
少子高齢化、特に地方は中央より早くなる為、真剣に考慮した

い。 

 具体的な施策として、P19 に「人口減少を踏まえた都道府県構想の見直し」、

P20 に「時間軸を考慮した段階的な整備の実施」を記載させていただきました。

これらも参考に地域の実情を考慮し対応していただきたいと思います。 

 5 
重要な部分に触れているため良いと思う。ビジョンを達成する

ために各自治体は莫大な費用がかかる。 

目標像実現のための具体的施策の展開については、P16 に記載させてい

ただきましたが、地方公共団体の財政状況等も含め、「実行に当たっては、県

や市町村毎に地域の特性、事業の緊急性・重要性を考慮して事業を進めてい

く」旨の記述とさせていただきました。 

 6 同様で良い ― 

 7 この通りで良い。 ― 

 ２、基本理念について  
  意        見 意見への対応等 

 1 

「豊かな心を育む水と大地を次世代へ」という、基本理念は理

解できるが、その実現性を思うとハードルが高い。基本理念を達

成させるため、下水道と多自然型河川とする一体的な整備が、

「豊かな心」と「育む水」の原点であり、河川管理の継続と水洗化

の早期促進が、基本理念の達成と考えるものです。いずれにし

ても、市街地から離れた住宅が点在する地域の未普及整備に要

する建設コスト、並びに個人が負担する水洗化工事に関わる費

用について、積極的な国の支援策拡充が、財政的に苦しい市町

村を後押しすると考える。 

本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、国による支援拡充及び財源措

置等について記載する性格のものではないと考えております。 

このため、未普及解消等であれば、下水道管理者における、未普及解消に

あたっての計画のあり方、低コスト整備手法等、課題解決に向けた実践のため

の具体的施策について記載をしております。 

なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 

 2 "自然は私たちの宝物" 豊かな心を～ としてはどうか 

 3 

下水道整備は人間が生活する上で、ナショナルミニマムな事

業である観点から、理念といえども“豊かな心を育む水と大地を

次の世代へ”では余りに抽象的です。 “豊かな住環境を育む水

と大地を次の世代へ”としては?。 

水環境・水循環並びに地球環境問題等については、人為的なものに起因し

ていることから、下水道の果たす役割を「水と大地」という、地球上に生存する

上で必要不可欠な原点と捉え、すなわちそれを「心を育む」という大きな視点

で表現しているものであります。 

よって基本理念は、ある意味不変的なものであり、前回ビジョンを継承しま

す。 

 4 確かに「不変的な理念」であると思います。 ― 

 5 水環境の保全と、子孫へ環境を引継ぐことは重要。 ― 

 6 良いと思われる ― 

 ３、目標像について  
  意        見 意見への対応等 

 1 これから特に地方は、他事業との連携や住民との協働によ

り、地域に開かれた事業を推進しなければならない。 

６つの目標像の一つとして「連携・協働の推進」を掲げております。目標像実

現のため、他事業、住民等と具体的な施策の取り組みを推進していただきたい

と考えております。 

 2 

「適正な管理と経営」が新たに取り上げられているのは評価

できるが、「官から民」への時代背景を考えると、単に民間の位

置づけをコスト縮減の手始めとしているのはいかがなものか。民

間活力の導入の必要性、役割の記述が欲しい。 

P32「②支出の削減」の部分以外に、P29「①下水道施設の計画的な管理｣の

部分に「◆民間の有する専門的な技術の活用や蓄積により調査・点検等、維

持管理の効率化・合理化の取り組みを進めます。」と民間活力の導入に係わる

記載を追加します。 

 3 5 つもあり、大変だと思いますが目標像がしっかりしており、良

いと思う 
― 

 4 同様で良い ― 

 ４、具体的な施策について 
 (1)美しい東北の水環境・水循環の保全について 
  意        見 意見への対応等 

 1 

合流式下水道の改善における「基本方針」であります平成２５

年度完了を目指して実施中ではありますが、市財政事情の厳し

いおり確実な水環境・水循環の保全に寄与するためにも完了期

間の延長を望みたい。 

合流式下水道の改善は、雨天時における未処理汚水の放流による水質汚

濁や悪臭の発生、公衆衛生上の観点から、下水道法施行令の改正（H15 年）

により期限(H25、処理区域の大きなものは H35)までに改善対策の完了が義務

付けられているものでありますので、期限内の完了についてご理解をいただき

たいと思います。 

 2 
地球環境の保全に対する高まりが強くなっており、公共用水

域の水質保全、健全な水循環、良好な水環境の保全等下水道

の役割は重要。 

６つの目標像の一つとして「美しい東北の水環境・水循環の保全」を掲げて

おります。目標像実現のため、未普及地域の解消等、具体的な施策の取り組

みを推進していただきたいと考えております。 

 3 先進地・成功事例等の情報を積極的に発信してほしい P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の
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講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 4 

「②まちなかでの水辺空間の創出」で親水空間の創出を提言

しているが、施設完成後の維持管理に費用がかかるうえ、住民

のボランティアにも限界があることから、余計な整備を行なわ

ず、管理が容易で必要 小限の整備をするべきである。 

下水道施設を活用した水辺空間の創出等については、地域のニーズ等に

より実践されるものと考えております。本ビジョンにおいては、下水道として水辺

空間の創出等、うるおいのある生活環境等に対して貢献することが可能な施策

のひとつとして記載させていただきました。 

 5 施策の体系図は必要では 
６つの目標像実現のための１１の事業目標、具体的な施策等の体系図を記

載します。 

 6 水環境の保全。 ― 

 7 福島県内は下水道処理人口が低いため、目標値があって良

い。 

 数値化が可能なものについては、概ね５年間（平成 20 年度から 24 年度ま

で）の目標値を設定しました。 

目標達成のため具体的な施策の取り組みを推進していただきたいと考えて

おります。 

 8 安全で安心に過ごせる河川や水路を造っていこう。等、水と

ふれあうことに対する水環境の改善が求められます。 

水環境の改善については、P16 「1」公共用水域の水環境・水循環の保

全」、P18「2」合流式下水道の改善」、P26「9」連携・協働の推進」の中で記載し

ております。特に P20「②まちなかでの水辺空間の創出」、P27「③下水道の適

正な利用の周知と水環境保全目標の共有」の部分については、触れ合う・向き

合うという観点で記載しております。 

 (2)快適なくらしの実現について 
  意        見 意見への対応等 

 1 先進地・成功事例等の情報を積極的に発信してほしい 
P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の

講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 2 

「②時間軸を考慮した段階的な整備の実施」について 本市

が現在整備している地域は、末端管路まで整備が進んでおら

ず、現在は幹線整備等を中心に事業展開しております。そのた

め現施策において、補助対象範囲を拡大して頂き、これらを有

効に活用していきたいのですが、その前段である幹線整備等が

追いついていない状況にあります。 本市の様な状況下、未普

及地域を早期に解消する手段として、補助対象範囲の拡大も有

効ですが、補助率を上乗せしていただく様な制度があれば、市

の財政負担が少なくなり、同じ負担額でも整備量を増加すること

が可能になると思います。 

本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、国による支援拡充及び財源措

置等について記載する性格のものではないと考えております。 

このため、下水道管理者における、未普及解消にあたっての計画のあり方、

低コスト整備手法等、課題解決に向けた実践のための具体的施策について記

載させていただきました。 

なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 

 3 

「②時間軸を考慮した段階的な整備の実施」で「当面地区単

位で小規模場な処理施設による・・・」となっているが、「当面」と

は、いつまでか。一度、処理施設を整備した場合、それを廃止す

るには、長い年月が必要と思う。（二重投資？） 

今後の下水道未普及地域の整備にあたっては、地域によって将来人口の

減少、管きょ整備に時間を要する地域があり、その様な場合は、早期の汚水整

備の観点から地区単位での小規模処理施設による整備も考えられます。その

整備にあたっては、二重投資とならないよう十分な検討を行い整備計画を策定

する必要があります。 

「当面の間」については、例えば「小規模処理施設の耐用年数」や「合併処

理浄化槽の耐用年数」、「管きょの延伸整備期間」等が考えられますが、いず

れにしても当該地区の将来人口の動向等、地域の実情も踏まえたものである

必要があります。 

 4 下水道の整備すべき区域の、早期解消。 

「快適な暮らしの実現」の基本方針として「下水道で整備すべき区域の未普

及解消の早期達成を図ります」としております。人口減少を踏まえた計画の見

直し、低コストの整備手法の導入等、具体的な施策の取り組みを推進していた

だき、未普及地域の早期解消を図っていただきたいと考えております。 

 5 下水道処理人口増加の目標値があって良いと思われる 

数値化が可能なものについては、概ね５年間（平成 20 年度から 24 年度ま

で）の目標値を設定しました。 

目標達成のため具体的な施策の取り組みを推進していただきたいと考えて

おります。 

 6 とても良い ― 

 (３)災害や雪に強いまちづくりについて 
  意        見 意見への対応等 

 1 

当市の下水道は、事業の着工から４５年ほど経過している老

朽管である。下水道は、停止させることなく、２４時間常に稼働す

ることが当然であるという使用者の思いに対応するため、現状の

財政事情などを踏まえつつ、施設の長寿命化について今後も検

討・実施することが重要である。 

施設の長寿命化については、P29「(6)適正な管理と経営」において、具体的

な施策として「①下水道施設の計画的な管理」、「②下水道施設の長寿命化の

推進」、「③ストックマネジメントの推進」について記載しておりますので、これら

も参考に施策の取り組みを推進していただきたいと考えております。 

 2 
近は、地震や大雨などの災害が広域的に多くなってきてお

り、災害時における連絡・連携の体制強化を図っていく。災害発

生時の体制等の再確認も必要。 

災害時における連絡・連携については、P22「②被災時の下水道関係者間の

連携強化」、P28「④災害時における下水道事業者間や住民との連携を強化」

に記載しており、連携の強化の中に体制等の再確認も含むものと考えておりま

す。（現状でも北海道・東北ブロック下水道災害応援連絡会議において情報

交換並びに情報伝達訓練を毎年度実施しております。） 

 3 関係機関（道路・河川部局等）との連携によるハード対策が出

来るよう補助の拡充を図ってほしい 

本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、国による支援拡充及び財源措

置等について記載する性格のものではないと考えております。 

現行制度においても浸水対策については、連携して事業が出来る制度とな

っています。本ビジョンにおいても、具体的な施策として P21「③雨水貯留・浸

透の設置」、P27「②連携・協働による雨水対策の推進」について記載している

ところであります。 
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なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 

 4 
下水道施設の排水機能(流下能力)の確保には給水も必要と

なる。給水手段は様々あるが、水道管理者等との連携強化も必

要となるのではないでしょうか。 

P28「④災害時における下水道事業者間や住民との連携を強化」における「ト

イレの使用可能区域の公表等、・・・・・下水道サービス低下の軽減・・・・」にお

いて、給水を担う水道管理者も含めた連携という意味合いで記載しておりま

す。 

 5 
「①下水処理水や施設の利活用による雪対策」について、既

存施設を活用できる箇所は、かなり少ないと思う。少しの工夫で、

どこでも可能と思われる言い回しは、不適切と思います。 

P22  「6」積雪地域の課題」に対し、下水道の雪対策へ貢献できる施策とし

て記載しております。実施にあたっては、地域の特性等もあると想定されること

から、「冬期に水量を確保できる地域では・・・」という記述とさせていただきまし

た。 

 6 日本は、どこにいつ地震があっても不思議ではない。 近の

雨はスコール的である。災害に強いライフラインが必要である。 

P21 に「4)都市浸水の防止」、P22 に「5)地震への対応」の具体的な施策につ

いて記載させていただきました。下水道施設の耐震化等、具体的な施策の取

り組みを推進していただき、災害に強いライフラインの実現を図っていただきた

いと考えております。 

 7 良いと思われる ― 

 8 とても良い ― 

 (４)地球環境への貢献について 
  意        見 意見への対応等 

 1 

ディスポーザーにより砕かれた有機物が処理場に流入した

場合、処理水質の確保は今まで通りできるか、汚泥の量が増え

ないか等が懸念するところである。関連 P27、③下水道の適正

な･･･ 

 2 「④有用資源の回収」で当町は、ディスポーザーの使用は禁

止しています。 

ディスポーザーについての掲載は、有用資源の回収、清掃部門の回収・処

分等行政負担の軽減等の観点から記載しております。しかしながら、導入にあ

たっては様々な課題も指摘されていることから、「検討を進めます」という記述と

させていただきました。 

 3 先進地・成功事例等の情報を積極的に発信してほしい 
P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の

講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 4 

下水汚泥のリサイクルについては、東北地方の産業構造から

コンポストの農業利用促進を一層図るべきと考えます。しかし現

状では下水道製品であるとのイメージなどから、販売面での問

題があると思われます。多様なリサイクル製品を作ると共に、

終消費者に受け入れられるための施策や制度の構築について

推進するべきと考えます。 

コンポストの販売面での問題については、重要な課題であると認識しており

ます。 

下水汚泥のリサイクルの推進については、コンポストの利用促進についての

課題への対応も含め、先進事例情報の共有や関係者間の情報交換等を行っ

ていきたいと考えております。 

 5 地球にやさしい下水道が必要である。 

「地球環境への貢献」として、P23、24 に「7)資源利用の推進」、P25 に「8)地

球温暖化対策の推進」の具体的な施策について記載させていただきました。

下水道の有するエネルギーの有効利用等、具体的な施策の取り組みを推進し

ていただきたいと考えております。 

 6 下水汚泥のリサイクル率の目標があって良いと思われる 

数値化が可能なものについては、概ね５年間（平成 20 年度から 24 年度ま

で）の目標値を設定しました。目標達成のため具体的な施策の取り組みを推進

していただきたいと考えております。 

 7 とても良い ― 

 (５)連携・協働の推進について 
  意        見 意見への対応等 

 1 具体的な施策の実現を加速させるためにも関連制度の充実

を望むものです。 

連携・協働の推進における関連制度の充実については、関係者間において

先進事例等の情報収集や事業実施の課題についての情報交換等を行なうこ

とにより対応を図って行きたいと考えております。 

 2 

汚水処理について、農業集落排水事業、合併処理浄化槽な

どから発生する汚泥の一体処理や雨水対策について、河川管

理者との連携が不可欠であり、これを推進するためには、統一し

た考え方・基準で進められることが必要である。 

各事業者間の連携については、個々の状況により対応せざるを得ないもの

もあると想定されますが、関係者間の相互理解のもと連携事業等の実現に向

けて、統一した考え方等について関係者間で情報交換等を行なうことにより対

応を図って行きたいと考えております。 

 3 稲作農家との連携により、汚泥に稲わらを混入させた堆肥を

作り、稲作農家に還元する事業の創設。 

下水汚泥の資源利用については、リサイクル手法等を限定せず、P23「①地

域特性を踏まえた多様なリサイクルの推進」、P24「③他のバイオマスとの連携

によるリサイクルの推進」の記載にあるように利用先の有無や他のバイオマスと

の連携等、課題解決に向けた実践のための具体的な施策について記載して

おります。 

意見で述べられている事業については、現行の制度下でも可能と思われま

すので、関係機関と調整の上、具体化していただきたいと思います。 

 4 集落単位での連携により、下水道の適正な利用の周知も可能

となり、下水道の未接続者による水洗化率向上にもつながる。 

集落（自治会）単位の連携は、種々の活動等においても重要なことと認識し

ています。水洗化率向上についても P20 の「④水洗化の促進（接続率向上）」

において「自治会との連携」の必要性を記載させていただきました。 

 5 先進地・成功事例等の情報を積極的に発信してほしい 
P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の

講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 6 
④具体的な対策の内容はわかりませんが、当市に限らずどこ

の市町村でもこの問題は抱えてると思いますので、大いに期待し

ます。 

「④下水道技術者の育成及び技術力の確保」については、今後、実践に向

け関係者間で調整を進めてまいります。 

 7 今後、下水道事業は住民との協働が必要。 

「連携・協働の推進」において、特に住民との連携・協働として P27 に「②連

携・協働による雨水対策の推進」、「③下水道の適正な利用の周知と水環境保

全目標の共有」、P28 に「⑤下水道に係る住民との情報の共有・理解の促進」

の具体的な施策について記載させていただきました。下水道に関する積極的
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な情報の発信等、具体的な施策の取り組みを推進していただきたいと考えて

おります 

 8 良いと思われる ― 

 9 

農業集落排水事業の排水を公共下水道事業に接続して処理

して貰うことは現在でも可能でありますが、いったん処理場を作っ

てしまうと廃止が非常に難しいのが現状です。補助金適正化法

をさらに簡略化しコストに見合った選択を市町村が出来るよう制

度を充実して欲しい。内容はいいです。 

意見にもあるように、現状でも実施可能なものではありますが、ご指摘の事

項につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させていただきま

す。 

 (６)適正な管理と経営について 
  意        見 意見への対応等 

 1 先進地・成功事例等の情報を積極的に発信してほしい 
P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の

講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 2 

下水道事業の主たる収入は、維持費や資本費にあっては、

基本的に一般会計からの繰入れと受益者負担である下水道使

用料であります。そのうち、一般会計からの繰入れについては、

地方交付税交付金と市町村税を主源としたものであります。一方

の下水道使用料については、あくまで生活などにおける排水、い

わゆる汚水を処理するうえでの経費相当分として受益者より徴じ

ているものであります。今回のビジョンに示されている下水道の

地方財政措置の考え方は、従来すべて合流式で想定してきた財

政措置を、平成１８年度において、新たに分流式に対する考え

方は区別して示されたもので、それにより汚水に対する公費が定

義づけられました。 

 この分流式に対する公費割合は、全国の雨水汚水資本費割合

の平均から処理人口密度単位で公費・私費の負担割合を示され

たものであります。しかしながら、これは、あくまで全国の平均から

見い出された数値であり、同じ分流式で整備していて、人口密度

も同じような構成の市町村であっても、雨水事業と汚水事業の資

本費割合が同じことは皆無であります。したがって、平均の割合

で公費・私費の割合を示されてしまうと、市町村の現状はすべて

平均で設定できるものではありませんから、汚水事業の根幹財源

である下水道使用料を設定する市町村としては、説明に苦慮す

るところであります。 今後の東北地方の下水道事業、特に、汚

水事業の適正な管理、経営を行っていくためには、市町村個々

の現実が加味できる合流式の考え方・分流式の考え方が必要で

あると考えます。 

本ビジョンに「下水道の整備・維持管理費への公費負担財政措置の考え

方」を記載したのは、収入面において、下水道事業の公共公益性に鑑み公費

負担も制度上措置されていること（使用料での不足部分全てが一般会計での

繰り入れではない）を改めて認知してもらい、適正に収入として措置するために

記載したものであります。 

雨水と汚水の資本費に対する財政措置の考え方につきましては、現状との

乖離を是正するため H18 年度より改められたと認識しております。 

なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 

 3 
ますます厳しさを増す財政状況の中で、より計画的な対応が

求められており、今回新たにこの目標像が加えられたことは、適

宜なことだと思います。 

 4 
近年、地方公共団体の財政状況が厳しさを増してきている

折、新たな目標像に加えられましたことは、誠に時宜を得たもの

と思われます。案については結構なことだと存じます。 

 5 機能を維持する為、管理の適正化と経営基盤の強化が必要

である。 

厳しさを増す財政状況や今後の施設更新の増加などを踏まえ、これまで以

上に適正な管理と経営を図る必要があるとの認識の下、目標像として「適正な

管理と経営」を追加させていただきました。持続可能な下水道のため、具体的

な施策の取り組みを推進していただきたいと考えております。 

 6 老朽化した管渠の件について記述してあるので、良いと思わ

れる 

老朽化した管きょの対応も含め「適正な管理の実施」において具体的な施

策として、P29 に「①下水道施設の計画的な管理」、「②下水道施設の長寿命

化の推進」、P30 に「③ストックマネジメントの推進」を記載させていただきまし

た。これまで整備された下水道施設の管理に於いて、具体的な施策の取り組

みを推進していただきたいと考えております。 

 7 

「適正な管理と経営」が新たに取り上げられているのは評価で

きるが、「官から民」への時代背景を考えると、単に民間の位置づ

けをコスト縮減の手始めとしているのはいかがなものか。民間活

力の導入の必要性、役割の記述が欲しい。 

維持管理レベルを維持しつつ、コストの削減には民間の創意工夫が必要と

の意味合いで記載したものです。 

なお、前記のとおり P29「①下水道施設の計画的な管理｣の部分に「◆民間

の有する専門的な技術の活用や蓄積により調査・点検等、維持管理の効率

化・合理化の取り組みを進めます。」と民間活力の導入に係わる記載を追加し

ます。 

 8 とても良い ― 

 ５、その他 
  意        見 意見への対応等 

 1 汚泥の有効利用として、汚泥に稲わらを混入させた燃料の開

発を考えたらどうでしょうか。 

下水汚泥の資源利用については、リサイクル手法等を限定せず、P23「①地

域特性を踏まえた多様なリサイクルの推進」、P24「③他のバイオマスとの連携

によるリサイクルの推進」の記載にあるように利用先の有無や他のバイオマスと

の連携等、課題解決に向けた実践のための具体的な施策について記載して

おります。 

意見で述べられている件については、先進事例の収集や関係者間との情

報交換等を行っていきたいと考えております。 

 2 用語の統一・・・・管渠と管きょ(P30)があり、どちらかに統一し

たほうが良い。 

用語については、「下水道施設計画・設計指針と解説」に用いられる“管き

ょ”への統一を図ります。 



6 

 3 
当ビジョンの策定後は、掲載された先進地の事例・内容など

について意見を交換する機会（説明会・研修会等）を設けてほし

い。 

 4 
近年の課題等を盛り込んだビジョン実現に向けた具体的施策

の推進方策等について、情報交換の取り組みを期待しておりま

す。 

P33 に記載しております「関係者の情報共有の取り組み」、「先進事例等の

講習会の開催」等により情報の発信・共有を図って行きます。 

 5 

資本費や、維持管理費に対する公費負担（国庫支出金）をも

っと充実してもらいたい。特に、今後確実に増加するであろう維

持管理費については、国の厚い保護が必要であるとともに、過去

に国の施策にのっとり、整備拡大してきた経過を踏まえて、資本

費に対する財政措置を行なってもらいたい。 

本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、資本費や維持管理費に対す

る財政措置につきましては、国の財政制度に係るものであり、本ビジョンにおい

て記載する性格のものではないと考えております。 

このため、本ビジョンでは現行制度下での対応として、P29～32 に記載のと

おり、適正な管理と経営の視点から下水道管理者が取り組むべき具体的な施

策について記載しております。 

なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 

 6 

（参考資料の P34、35）石炭を使用している火力発電所の一

覧にはありませんが、いわき市内にある「常磐共同火力発電所」

では、まさに東京都の下水汚泥を炭化した燃料を利用した発電

事業を行っており、参考資料上に掲載した方がよろしいかと思わ

れます。 

参考資料 P.34・35 に、広野火力発電所、常磐共同火力発電所を追加しま

す。 

 7 

・国の役割、県の役割、市の役割及び具体的な行動内容を記入

すべき。 

・計画の見直し時期及び結果の公表方法を記入すべき。 

・県、市、市民のアンケートがまったく無いのはどうなのか。 

・本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、具体的な行動内容等につきま

しては、P16「５．目標像実現のための具体的施策の展開」に記載のとおり、県

や市町村毎に地域の特性、事業の緊急性・重要性を考慮して進めていくもの

と考えております。 

・本ビジョンは、今後、おおむね 10 年を期間としたうえで、中長期的な観点か

ら今後、取り組みが必要な具体的施策を明確にするとともに、数値化が可能な

ものについては、おおむね 5 年間（H20～H24）の目標値を設定しております。

計画の見直し時期、結果の公表等については、取り組み状況等について関係

者との情報共有を図りつつ、対応していきたいと考えております。 

・県及び仙台市については、事務局としてビジョン策定に参加しております。

また、市町村も含め広く意見をいただくため、募集期間を H21.2.2～H21.3.2 と

した「みちのく下水道ビジョン（案）に対する意見募集」をさせていただきまし

た。 

なお、意見にあるアンケートの実施等につきましては、次回見直しの際、検

討させていただきます。 

 8 

公共下水道事業と農業集落排水事業はお互いに事業エリア

が区分されていますが、住民にとっては何の事業であろうが下水

道にはかわりはないと思っています。下水道事業であれば特に

省庁の決まりは必要はないのでしょうか。今後下水道整備のあり

方についても議論されたいと思っています。 

汚水処理施設の整備については、下水道、農業集落排水、浄化槽等の整

備事業について、それぞれの特色を有していることから、効率的・効果的な推

進のための都道府県構想や、それぞれの特色を活かし連携して整備する汚水

処理施設連携整備事業、汚水処理施設の整備を相互に事業進度を調節しな

がら整備することが可能な汚水処理施設整備交付金の活用等により整備が行

われております。 

さらに、本ビジョンでは、汚水処理施設の一つとして位置づけられている下

水道事業について、将来の人口減少や適正な管理と経営など下水道事業が

抱える諸課題において、他の汚水処理施設と共通する事項も多いことから、課

題の対処においては、他事業との連携・協働が不可欠であり、整備区域の見

直し、住民との情報の共有・理解の促進などの必要性を記載しているところで

あります。 

 9 
汚水処理施設を国の総合施策として位置づけ、介護保険制

度（水洗化促進ｐ20）、排出量取引制度（エネルギーの有効利用

ｐ25）とリンクさせ、公費負担の財源措置（ｐ32）を図る。 

本ビジョンは、下水道事業が抱える様々な課題に対し、下水道管理者が対

応して行くべき方向性と具体的施策を明らかにし、下水道事業の取り組みを着

実に推進することを目的に策定するものであり、国による支援拡充及び財源措

置等について記載する性格のものではないと考えております。 

なお、意見につきましては、今後の参考として関係者間で情報共有させてい

ただきます。 




