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平成21年第１回石狩市個別排水処理施設整備事業運営委員会 

 

開催日時：平成21年7月6日（月）13：30～ 

開催場所：石狩市役所 本庁舎５階 第２委員会室 

出席者 ：小坂会長、濱谷副会長、加藤委員、長委員、神田委員、觴谷委員、 

説明員等：田口水道室長、粟生下水道課長、泉管理担当主査、佐藤建設担当主査、青木建設担当主査、

東庶務担当主査 

傍聴者 ：なし 

 

【13時30分 開会】 

◆事務局より、会議の成立について報告。 

◆田口室長より挨拶。併せて委員及び職員の紹介。 

 

●小坂会長： 委員の皆様、本日は暑い中ご苦労さまでございます。 

私は前回の運営委員会の会長も引き受けさせて頂いておりまして、事務局よりあらか

じめ皆様にお配りしいる資料の内容に一部、運営委員会の意見の集約等が紹介されてい

ることからもわかるように、前回までの運営委員会会議の中ではいろいろなご意見も出

されたかと思います。 

その内容を集約いたしまして、最終的な答申という形まで、皆様のご協力でさせて頂

いたところです。 

 その後の経過は、皆様ご存知の通りパブリックコメント等を経て、当初市として、あ

るいは行政として考えていた方向には必ずしも行っていませんが、運営委員会、パブリ

ックコメントを含めまして、市民の方の浄化槽問題に関しての非常に率直な意見交換、

市民の皆様から意見を聞く体制、行政の方もそれに応え様々な努力をされているという

やり取りのあり方に、石狩市の行政と市民の健全性と言いますか、反対もあれば賛成も

あろうかと思いますが、こうした意見交換のあり方を非常に私は評価をしております。   

今回、改めていろいろ諮問を頂きますならば、同じように委員の中での議論も活発に

し、且つその委員の意見が市民の方々に広く公開され、その意見が参考になりながら、

市民全体の共通点を探っていくという場にこの委員会の議論がなれば、私も是非そうい

う活動に委員の立場として協力していければと思います。 

どうぞ、ご協力をお願いいたします。 

それでは、本日の会議次第に沿い、３番目の 21年度個別排水施設整備事業運営につ

いてということで事務局より説明を頂きたいと思います。 

●東主査 ： 説明に入ります前に資料の確認をさせて頂きます。 

まず、事前にお送りしております「平成 21年度個別排水処理施設整備事業運営委員

会」というタイトルのもので、これから写し出す画面をコピーしたものと、個別排水処

理施設整備事業の条例に関わる部分をまとめたものがございます。それと、委員の方か

らのご要望で、追加資料の合併浄化槽のアンケート調査結果も加えた形でお送りしてお

ります。また、当日配布分といたしまして、「会議次第」、「委員名簿」、「下水道組織表」、

そして「新しく委員になられた方へ」という資料の計４枚をお手元にお配りしておりま
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すが、資料の不足等はございませんでしょうか。それでは、私の方で資料に基づきご説

明したいと思います。 

まず、今回新しく委員になられた方もいらっしゃるということで、個別排水処理施設

整備事業とはどういったものかを簡単にまとめました。 

まず１番目としては、下水道などによって汚水等をまとめて処理することが適当でな

い地域を対象として汚水等の処理の促進を図り、自然環境の保全と生活環境の改善を目

的として整備するものです。何によって汚水を処理するのかというのは、後程スライド

でご説明させて頂きます。 

この事業の対象は下水道の処理区域外ということで、実際にはどのような場所を想定

しているのかということですが、先程も申し上げましたとおり、大きな処理場を造り、

たくさんの家庭から出る汚水を処理するものではなく、農村部、山間部といった基本的

には住宅があまり密集していない地域を対象として実施する事業ということをお分か

り頂ければと思います。 

２では、誰がどういった施設を設置するかということですが、これについては、市町

村が合併浄化槽とよばれる機械を各戸に設置し、し尿と風呂、台所、洗濯機などからで

る生活雑排水の処理をし、河川などに放流する施設となっています。 

３として、個別排水処理施設整備事業については、特別会計を設けて経理を行い、必

要な経費を使用料で賄います。独立採算の原則と書いてあります。 

市役所というのは税金でいろいろな福祉サービス等を行う大きな会計で経理が行わ

れます。 

これは、一般会計と呼ばれています。福祉サービス等は通常一般会計で事業を実施し

ますが、水道や下水道のようにサービスを提供して使用料という形で市民の皆様にご負

担を頂く事業については、一般会計から独立をして新たに別会計を設けて経理を行いま

す。公営企業という言い方もしますが、このように一般会計と分けて経理を行うという

のが原則となっております。 

続きまして合併浄化槽の仕組みと負担区分についてお示ししております。浄化槽がど

ういう流れで生活排水を処理していくかを図式にしております。 

まず、一般の家庭がございまして、そこから出る排水を集めていくものを排水設備と

言っております。この排水設備の管を通った汚水が浄化槽という機械に入りますが、浄

化槽の中にはバクテリアが入っており、この中に空気を送り機械を動かすことで生活雑

排水やし尿を分解してきれいにするという役割を果たしております。 

浄化槽で処理したものについては、放流管を通して河川などに放流する仕組みになっ

ております。 

次に、それぞれの施設について、誰がどのような負担をするのかということですが、

まず、各住宅内の排水設備、敷地内に作ります排水管などにつきましては、個人で設置、

管理をしていただきます。同様に、浄化槽から先の放流管につきましても、個人で設置

し管理していただくことになります。 

石狩市では、浄化槽本体の設置と管理を行います。これが個別排水処理施設整備事業

となります。 
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それでは、次のスライドに参ります。只今は、基本的な浄化槽のお話をいたしました

が、石狩市内において生活排水処理事業はどのようになっているのかということをご説

明いたします。 

まず、旧石狩市ですが、公共下水道と合併浄化槽によって処理をしています。ただし、

合併浄化槽に関しては、旧石狩市においては、個人設置型となっております。 

次に厚田区ですが、特環下水道と合併浄化槽によって処理をしております。合併浄化

槽につきましては以前は個人設置型でしたが、平成 13年に市町村設置型の事業を開始

いたしました。 

次に浜益区ですが、下水道がありませんので、浄化槽を設置している方と、浄化槽を

設置せず汲み取りをご利用になっている世帯がほとんどでございます。この浄化槽も今

までは個人設置でしたが、本年４月から市で設置する区域となっております。 

現在市内における生活排水処理事業はこのようなことになっております。 

 

次に石狩市における個別排水処理施設整備事業の沿革ということで、合併前から今ま

での流れを要約しております。上から順に説明いたしますが、平成 12年厚田村におい

て個別排水処理施設整備の事業開始準備を始めました。具体的に言いますと、住民説明

会、広報等の活動を実施し、広く村民の方に生活排水処理事業について広報したという

ことです。特環下水道については、この時点で事業を開始しております。 

平成 13年には厚田村において事業を開始いたしまして、ご希望のある方について村

で合併浄化槽の設置を始めました。その際、分担金や使用料などの基本的な費用負担に

ついては、特環下水道と同一単価ということで開始をしております。分担金といいます

のは、正式には受益者分担金といいまして、下水道などでも、処理場や下水道管を整備

した費用の一部を利用者にご負担いただいておりますが、こちらも同様に、合併浄化槽

を設置するための費用の一部をご利用される方にご負担いただくという制度です。 

また、村の時代は、特環下水道と個排事業の運営を同一の部署、同一の会計で行い、

一つの事業とみなして行っておりました。 

次に平成16年ですが、合併協議会の中で、合併後は特環下水道と個排事業は分離し、

新たな会計を設置して事業を運営すること。そして経営については、特環もそうですが、

市街地の大人口で事業を支える訳ではないので、どうしても収支のバランスが良くない

状況でしたので、個排事業については経営健全化を計りながら事業を実施するというこ

とが確認されました。その次に基本料金及び基本水量を変更するとあります。赤い字で

示しておりますが、合併前は５立方メートルまでを基本水量とし、基本料金を850円と

しておりましたが、合併後はその基本水量を 10 立方メートルに変更し、基本料金を

1,750円に変更して事業を継続するということが合併協議会の中で確認されました。 

平成 17年 3月には厚田村において基金条例が施行されました。基金の名称は「厚田

村下水道事業安定化基金条例」で、厚田村時代から下水道事業については採算性が良い

事業ではなく、赤字が出る可能性が非常に高かったため、その赤字を全て使用者の方に

求めるのではなく、一定程度の基金を用意し赤字に充てる目的で条例を施行いたしまし

た。 

続きまして平成 17年４月、旧石狩市において合併準備のため新部署を設置しており
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ます。当時は生活環境部、現在は市民生活部と申しますが、そこに合併浄化槽担当を設

置いたしました。職員２名を配置し事業を実施する準備をいたしました。併せまして、

合併後の事業実施に向けた準備、具体的に言いますと、個排事業をどのように進めてい

くかという基本計画、生活排水処理基本計画等と書いてありますが、そういったものの

策定に取りかかったということです。ここまでが合併前の沿革となります。 

 

       平成17年10月の合併に伴いまして、使用料と受益者負担金を変更いたしました。先

程申し上げましたが、村の時代には浄化槽利用者も下水道利用者も同じ費用負担で事業

を行うという中で進んでおりましたが、合併に伴いまして、使用料について先程もご説

明いたしました、基本水量とその基本料金については、５立方メートル 850円から 10

立方メートル1,750円に変更しています。 

       また、受益者分担金については旧厚田村時代には特環下水道及び個排事業とも一律

10万円でしたが、合併後は個別排水処理施設条例を施行いたしまして、浄化槽を実際

に設置する際の工事に係る費用の 10％相当分を分担金として賦課・徴収することに変

更しております。 

続きまして、平成17年10月、同月ですけれども基金条例を施行いたしました。名称

は「石狩市特定環境保全公共下水道事業安定化基金」という名称でございまして、これ

は先程ご説明した旧厚田村で設置していた「下水道事業安定化基金」を引き継いだもの

でございます。旧厚田村では「下水道」という名称でしたけれども、この段階では「特

定環境保全公共下水道」ということで事業がはっきりわかるように名称を変更し、施行

しております。 

続いて、平成17年12月にアンケート調査を実施いたしました。内容につきましては、

「生活排水処理基本計画」を策定するにあたり、浄化槽の設置をどのくらいの方が希望

されているかを把握するための調査となっております。この調査結果を踏まえまして平

成18年５月に基本計画を策定しております。 

基本計画では、計画戸数300戸となっておりまして、設置希望戸数が292戸と資料で

お示ししておりますが、この292戸には無回答の方にも設置を希望する方がいることを

想定しており、実際に回答をいただいた数値よりも多少多い数字となっております。実

際の設置希望は266戸となっておりますのでご報告いたします。 

       平成19年６月に平成19年度第１回の運営委員会が開催されています。この際に市か

ら「個別排水処理施設使用料の改定」について諮問させて頂きました。これに基づきま

して翌月に第２回、第３回の運営委員会を開催し、この内容についてご審議頂きました。 

続く８月に開催された第４回運営委員会で、この審議結果といたしまして、提言書とい

う形で答申を頂きました。この提言の中で大きく２点の項目がございまして、１つ目に

「使用料を改定する必要がある」という答申を頂きました。平成 20年４月から基本料

金については10立方メートルで1,750円となっているものを2,100円、超過料金につ

いては１立方メートル180円から220円に改定するという内容でございます。改定率で

言いますと約20％となります。 

２つ目には、個別排水処理施設整備事業の収支バランスが悪いことから、経営健全化

の方策の一つとして、定期的に使用料の見直しを行う必要があるとの答申を頂いており
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ます。 

この答申内容を受けまして、平成 19年９月に市民の皆様へのパブリックコメントを

９月３日から 10月５日の期間で実施いたしました。それと時期をあわせて、個別排水

処理施設をご利用いただいている方へ改定内容とパブリックコメントの実施について

お知らせするハガキを送付しております。 

その後、平成19年11月に利用者の方から陳情書が市と市議会に提出されました。内

容は、使用料の値上げの中止を求めるものとなっておりまして、97世帯 102名の署名

をいただいて提出されたものでした。 

市では、陳情書の提出によって使用料改定に係る条例案の市議会への提案については

見送らざるを得ないと判断し見送りしました。 

その後、この陳情書については、平成19年12月と翌年２月に市議会厚生常任委員会

において内容の審議を行っております。なお、２月の審議の際には陳情者３名の方から

陳述、質疑を受けております。 

その後期間が空きますが、平成 20年 11月、12月に説明会を実施いたしました。こ

れは、厚田区で実施している個排、特環事業について今後の経営見通しや使用料の在り

方など市の考え方を利用者の方に説明させて頂きました。そして、平成 21年３月に市

議会において、陳情書が不採択決議との一定の決着をみているところでございます。 

平成 21年４月には担当する部署が市民生活部合併浄化槽担当から建設水道部水道室

下水道課に変更となりました。 

ここまでが、合併前から現在までの沿革となっております。 

 

それでは、続けてご説明いたしますが、次に現在の個排事業における整備状況につい 

てご説明いたします。 

       上段の表については、「設置基数」、設置に伴う「建設費」、「市債」の借入額をお示し

しておりまして、平成13年度から平成18年度までの状況となっております。なお、平

成19年度と平成20年度につきましては、整備を行っておりませんのでこの表には記載

しておりません。 

       なお、現在まで設置した基数については134基となっておりますが、旧厚田村が事業

を開始した平成 13年度以前に個人で設置した浄化槽について事業開始後に寄附を受け

ているものがあり、現在市が管理しているものは155基となっております。建設費につ

いては134基を設置し合計２億７千３百万円、市債の借入額は２億70万円となってお

ります。 

       下段の表については現在管理している155基の浄化槽の規模（大きさ）別に示した表

でございます。最も多いのは５人槽で82基、全体の52％となっております。５人槽は

４人世帯以下の世帯に適したものと聞いております。続いて７人槽 56基、36％となっ

ております。16人槽より大きな規模の浄化槽については会館などの大規模な施設に設

置されているものです。 

       

 続きまして使用料の状況ということで、先程からもお話しておりますが、現在の料金

体系を記載しております。上段が個別排水処理施設の料金となっており、基本料金は
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10立方メートルで 1,667円、税込みで 1,750円となっております。従量料金について

は10立方メートルを超える部分で１立方メートルあたり172円、税込みで180円とな

ります。単価についてはこの２つの設定となっており、仮に月 20立方メートル使用し

ますと税込みで3,556円となります。お支払いの際には簡易水道料金をあわせた料金を

ご請求することになります。参考資料として下段に他の排水処理事業であります特環下

水道と公共下水道の使用料を記載しています。 

       特環下水道については、基本水量が５立方メートルとなっており単価が810円、従量

料金については５立方メートルを超える部分で１立方メートルにつき 172円となって

おり20立方メートル使用した場合には3,559円をご負担いただくことになっており、

個排使用料とは３円程度の差となっておりほぼ同額の負担となっております。 

一番下が旧石狩市で実施している公共下水道事業で 10立方メートルまで基本料金

1,018円、10立方メートルを超えて 30立方メートルまでは１立方メートルにつき 124

円、30立方メートルを超える部分については１立方メートルにつき 180円と設定され

ています。公共下水道で20立方メートル使用した場合は2,370円となり他の事業とは

若干差があります。 

 

続きまして、個別排水処理施設整備事業特別会計の決算状況について、平成 18年度

から３ヵ年の状況をご説明いたします。 

平成18年度の決算額については、歳入総額18,675千円、歳出総額17,349千円とな

り差し引き1,326千円の黒字となっており翌年度へ繰り越しております。下の円グラフ

については、左が歳入、右が歳出となっており構成比がわかるよう円グラフとしており

ます。 

歳入では使用料 5,235千円となっており全体の 28％となっております。また施設を

設置するために発行した市債が 5,900千円で 31.6％となっております。一般会計繰入

金4,334千円については、国が定めた基準により繰り入れた額が3,428千円、基準に基

づかない赤字補てん的なものが906千円となっております。また、繰入金の説明に合せ

て職員人件費についてご説明いたしますが、この事業に携わる職員２名の給料等はすべ

て一般会計が負担しております。この部分の経費を個排事業で支出することになります

と、その分収支不足となることから一般会計の補てんがなければ経営が成り立たないと

いう状況でございます。 

続きまして平成19年度決算についてですが、平成18年度決算同様、上段に総額を記

載しております。歳入総額12,936千円、歳出総額11,877千円となり差し引き1,059千

円の黒字となっております。歳入の円グラフにあるように、一般会計繰入金6,061千円

のうち基準外の繰り入れが1,296千円あり、これをもらわなければ赤字という状況でご

ざいます。なお平成19年度についても人件費13,112千円は一般会計が負担しておりま

す。 

続いて平成20年度ですが歳入総額15,400千円、歳出総額14,968千円となり差し引

き432千円の黒字となっておりますが、一般会計からの繰入金のうち1,930千円につい

ては基準外の繰り入れとなっております。平成20年度も人件費12,960千円を一般会計

が負担しております。 
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       続いて、平成 21年度個別排水処理施設整備事業の運営についてということで、まず

業務体制ですが、本年４月から担当部署が建設水道部水道室下水道課に変更となってお

ります。下水道課内の３部署で業務を分担することになり、設置に係る業務については

下水道建設担当で行い、浄化槽を設置した後の点検、管理については管理担当が業務を

担います。経理関係などお金の部分については庶務担当で行うこととなります。 

       次に施設整備についてですが、平成 19、20年度については整備事業を行いませんで

したが、今年度から設置区域を浜益区に拡大し実施することになります。設置予定基数

については５基を予定しており事業費は6,500千円となっております。 

設置希望者の募集については、広報「いしかり」や市のホームページにおいて広報し

６月１日から 30日まで行った結果、応募が４件ございまして、そのうち３件が１戸建

住宅、残り１件は集合住宅となっております。この４件については設置の可否について

現地調査等を行っている状況です。 

        

       次に今年度の予算ですが、お示しした表は平成20年度と平成21年度の当初予算を比

較したものですので、先程ご説明した平成20年度決算額とは違う額となっております。

左が歳入、右が歳出となっており歳入歳出の総額がそれぞれ 33,975千円となっており

ます。昨年度の当初予算総額が 16,344千円ですので今年度の予算は昨年度のほぼ倍の

額となっております。予算が増えた要因については、下段に３つ記載しております。 

       まず一つ目は、浜益区への区域拡大にともない、浄化槽を５基設置する予算を計上い

たしました。表では「浄化槽整備費」の部分で今年度は7,250千円を計上しております。 

       二つ目は、歳入の増えた要因ですが、浄化槽整備に伴いその財源を工面しなければな

らないわけですが、その歳入として市債6,500千円、受益者分担金493千円を計上して

おります。受益者分担金の過去の実績を簡単に申し上げますと工事費の 10％相当とい

うことで１件あたり12万円から15万円くらいをご負担いただいております。 

       また、一般会計繰入金が増加しておりますがこれは３つ目の要因であります歳出の増

加と関係がありますので、先に歳出の増加要因をご説明いたします。 

       歳出については、浄化槽整備に伴い浄化槽整備費を計上したことや、借金の元金償還

金が増えております。借金の元金償還については借入後５年ほど据置期間がありますの

でその期間が終了する時期から償還が増えていくことになります。それと、職員人件費

については、平成 20年度まで一般会計で負担していたものを今年度から個排事業で負

担することになりました。しかし、人件費を賄えるだけの使用料収入はありませんので、

一般会計からの繰入金の増額につながっております。 

 

       最後に、これから検討が必要な課題として、個別排水処理施設整備事業特別会計の経

営についてということで、先程から申し上げておりますが、この事業については使用料

で経費を賄う独立採算が原則ではありますが、料金収入だけでは管理費、借金の返済部

分を賄うことが出来ない状況であり、一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない状況で

あります。今後も会計の健全化に向けた努力を担当部局としても行なわなければなりま

せんが、そうした中でも使用料の在り方やその他の財源の在り方などの検討が必要と考
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えています。 

       次に、個別排水処理施設整備事業運営委員会の今後の在り方ということですが、本年

４月から下水道課に所管が変っております。下水道課では既に下水道事業運営委員会と

いう審議会を所管しておりますので、今後事業ごとに審議会を設置するのが適切なのか

統合するのが適切なのか検討が必要と部局として考えております。 

 

       以上が、皆様に事前配布しました資料の説明です。以上で終了いたします。 

      ありがとうございました。 

 

●粟生課長： 訂正があります。【４】－①の沿革の項目で厚田村においての基金条例施行の青い文      

字での対象は特環下水道事業及び個排事業のところで、基金の対象は特環下水道だけで

すので、「及び」から下を削除してください。 

●小坂会長： ありがとうございました。一気にご説明頂いたので、消化不良のところもあるかも知 

れませんが、質問や確認はございませんか。 

●神田委員： 浜益の神田です。【６】の「平成21年度個別排水処理施設整備事業の運営について」 

の項目の②の施設整備で、平成 21年度は５基の設置予定とあります。先程希望は４件

と言っておられましたがこの地域はどこでしょうか。 

●粟生課長： ４件全て浜益区です。 

●神田委員： 私も、うっかりして広報いしかりを見落としてしまいました。合併した後、平成 18

年か 19年に市の担当者が希望を取って個別に面談をしたのですが、その後状況が止ま

ってしまいました。厚田区の方から出された陳情書などの件も関係があったのかもしれ

ませんが、何十人いる希望者と、私もその中の一人ですが、一切連絡が来なくなりまし

た。それで、地元ではどうなったのかと話し合っておりましたが、今日、浜益区の希望

者が４件ということをお聞きして一安心いたしました。 

当時の説明でも、今後値上げはありますということで言われていたのですが、申込者

は理解していましたし、その上で申込をしようと考えていました。 

私のように広報で募集しているということがわからずにいる希望者がいると思いま

す。今日この運営委員会に来る前にも、知り合いが、「申し込んだが、どうなるだろう

か」と心配しておりましたので、申込者もあまり詳しい事情を分かっていないと思いま

す。過去の説明会の資料など、何かの手段で申込者の名簿等があると思いますので、そ

の人たちに、今までの経緯や今後の見通しなどをお知らせする手立てはないものか検討

いただけないでしょうか。 

●粟生課長： 私共も事務の引継ぎをした際には、過去に浜益区において説明会を行い、希望者の聞

き取りもしたということを聞いております。 

しかしながら、予算が５基分のみの計上ということで引き継いだものですから、その

基数に係る希望者を広報とホームページで募集したということです。今年の状況を見定

めて来年の設置基数等を検討いたしますが、今年は５基分の6,500千円が予算化されて

いるものですから、今年はこのままいきたいと思っております。 

       来年度以降の募集方法については、広報とその他の手法について検討いたします。 

●神田委員： わかりました。ただ、私たちの地域ではパソコンを使うのはある程度限られた人だと
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思いますし、多くの住民が頼りとしているのは回覧版や広報です。しかしながら、その

広報も合併してからページ数が大幅に増え見落すこともあります。今回は完全に見落と

しました。 

●粟生課長： 申し訳ございません。来年からは工夫して募集をして行きたいと思います。 

●神田委員： お願いいたします。 

●田口室長： 過去の聞き取りの際の希望者は30件くらいだったでしょうか。 

●粟生課長： 引き継いだ資料ではわかりかねますが 浜益区で平成 19年に聞きとり調査を行った

と聞いておりますが、その際には設置希望者は 20件位だったと聞いております。今回

も４件申し込みをいただきましたが、現地の状況や希望した方の状況をお聞きすると是

非設置したいという方でも、４件のうち１件はお金がかかりすぎる等ということでやめ

たいという意向もあるようです。 

●神田委員： この資料の中で、浜益区は是非設置したいが 50％で、できれば設置したいが 71％と

いうことですが、これはいつの調査結果ですか。 

●粟生課長： 平成17年度ですので合併直後です。これより後に説明会等があったようです。 

●田口室長： 一つ付け加えますが、平成19年に新たに説明会を行った際、20数戸の設置希望があ

り、それを踏まえた中で合併特例債が平成 26年まで活用できるので、初期の５年間で

30基ということで設定していたというのが実態です。 

このアンケート調査も含めて平成19年の調査では、およそ30件程度の設置希望では

ないかと考えております。    

●粟生課長： 再度、私どもで19年当時の設置希望者に意向の確認をしたいと思います。 

●神田委員： お願いいたします。 

●加藤委員： 初めて委員会に出席するので的外れかも知れませんが、個排は分かりましたが特環は

個排とは別なのですか。 

●粟生課長： 下水道には、管をつないで処理場で処理する方式と個排のように浄化槽で処理する方

式大きく分けて２つありますが、公共下水道と言うのは主に市街地に整備し、設置管理

するものを言います。特環と言うのは、市街地以外の地域を対象に下水道を整備するも

ので、正式には「特定環境保全公共下水道」と言います。 

法令上ではあまり分けはないですが、国の方で区分けいたしまして、人口が少ない地

域の下水の整備は特環ということです。 

●加藤委員： では、石狩は公共下水道ですね。特環はどこの地区で実施しているのでしょうか。 

●粟生課長： 整備地区は厚田区で、当時の厚田村が整備を始めました。厚田の旧本村のあたりと望

来地区に処理場をそれぞれ建設しました。 

規模ですが、厚田処理区は処理面積が40ヘクタール、処理人口が1,500人程度で、

厚田支所のあるあたりですが、その規模で事業を行っております。あと一つは、望来処

理区ですが、処理面積が20ヘクタール、処理人口が300人程度を予定して現在供用開

始しています。 

●加藤委員： では、厚田と望来が特環会計ですね。それと公共下水道会計と個排の会計ですね。 

●粟生課長： はい。特環会計、公共下水道会計、個排会計の３本の会計で実施しております。 

●加藤委員： ３つの特別会計を設置しているということですね。 

●粟生課長： 公共下水道だけは企業会計という方式ですが、特環と個排は一般会計から分離した特
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別会計という経理方法をとっています。 

●加藤委員： そうすると、厚田地区に関しますと２本の会計がある訳ですね。 

●粟生課長： 厚田区における特環会計と、厚田区・浜益区における個排会計で、市街地以外では２

本の会計ということになります。 

●加藤委員： 会計としては、個排、特環、公共と三つに分かれているわけですね。それでは、個排

と特環会計とを統合する構想は無いのですか。 

●粟生課長： それは、まだ検討中です。統合すべきなのか、このまま別々にしていた方がいいのか

はまだ決まっておりません。 

ただ、合併時においては、10年位の間にそれぞれの会計を健全化し、その方向性を

見ながら統合するか否かを検討していくということが確認されております。 

●加藤委員： 特環会計は厚田で浜益は個排、利用施設によって差が出てしまう場合もありますね。

それを一つにして全体的な平均を図る考え方は無いのですね。 

●粟生課長： そのような方向性もあると思いますが、まだ確定されていないという状況です。 

●加藤委員： わかりました。それから、資料【６】－③の予算ですが、歳入のうち使用料について

20年度が5,022千円で21年度が4,668千円ということで、値上げ等があるのに少なく

なるのはなぜでしょうか。 

●粟生課長： これは、過疎化の進展や節水思考でそれぞれの家庭の使用水量が減っていること、ま

た電化製品等も節水化が進んでおりますので、そのような部分も影響していると思いま

すが、予算上は前年度実績を見て若干下方修正している状況です。 

これは、公共下水道会計も同じで、今の料金体系のままでは、収入が減っていくだろ

うと予想しております。 

●長委員 ： 重箱の隅をつつくような質問で申し訳ないのですが、【４】の石狩市における個別排

水処理施設整備事業の①沿革についてですが、合併前に厚田では平成 12年に事業開始

の準備がされたと書いてありますが、私が持っている資料では、平成9年10月の厚田

村広報に下水道や合併浄化槽についてのアンケートを実施したという記事が掲載され

ています。アンケートが準備になるかわかりかねますが、今日の説明から考えるとアン

ケートから準備になると私は受け取りましたので、ここは間違いではないかと思います。 

なぜこんなことを申すかというと、合併協議会を通じていろいろ話し合ったと思いま

すが、当時の合併協議会は法定ではなく任意の協議会だったはずですが、それが突然法

定の合併協議会になったという経緯もあり、協議の過程で具体的に詰めたものについて

あまりきちんとコンセンサスが取られてこなかった気がします。先程、加藤委員から質

問があったように個排や特環など非常に分かりにくいシステムだと思います。  

私は厚田に住んでおりますが、厚田の下水使用者は、合併時に基金を石狩市に持って

行ったので、その基金が個排でも使えると理解しております。合併時に厚田村から料金

が変わりますという通知はありましたが、これについては、あくまでも個排については、

５立方メートルの計算が 10立方メートルになりますということで料金としては何も変

わるものではありませんという説明がありました。その中で去年は会長、副会長はおら

れたこの審議会の中で会計運営が厳しいので値上げをしようという答申がされ、地域説

明会の中でそれはおかしいとトラブルになり、浜益地区の方にご迷惑をかけてしまいま

した。 
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本来は淡々と合併浄化槽の事業が進むはずが中断しまったという経緯があり、私は厚

田住民として負い目を持っています。ほんの些細なことですが、このような資料におい

てこのような間違いがあるということ自体が、今の事務局の方へ前の事務局の引継ぎが

無かった、あるいは、合併時厚田村から石狩市への引き継ぎが無かったということの現

れではないかと思います。 

ですから、私がアンケートについての情報を下さいと言いまして、このように一枚の

資料を貰いましたが、実はこのアンケートは三十数ページに渡りホームページに記載さ

れていますよね。それだけのものを膨大になるから見せるのを止そうではなく、実はこ

のような委員会でこそ、先程も神田委員が言われたように、いちいちホームページを開

き情報を手にするということではなく、地域住民の生の声が伝わってくる。そういう中

で、私どもが判断していく事をしなくては、去年の二の舞を踏むと思います。会長や副

会長を責めている訳ではありません。状況がわからない、充分な資料が手元に無かった

ということが、若干違う判断になった要因だと私は考えます。 

       そういう意味で、もう一度仕切り直しをしていただき、きちんとした資料を出してい

ただきたいと思います。先程、加藤委員も言われましたが、たった５万人の小さな行政

の中で下水道の事業が３つも会計があるというのはどう考えてもおかしいと思います。 

しかも、たかが百何十戸の受益者のところに職員を２名も貼り付けなければ事業が出

来ないというのは私にはどうしても分からないです。そして、それだけの赤字事業をな

ぜ浜益にまで広げていくのか、基本的なことが理解できません。 

この場でということではなく、充分な資料を出して頂きましたら、検討させて頂きま

すので、どしどし出してください。先程の事業開始の準備の件が間違いであれば訂正し

て頂き、平成 12年度から事業が開始されたということでしたら、その説明をしていた

だければと思います。 

●粟生課長： いろいろご指摘を頂きましたが、私どもでは、平成12年度に住民説明会や広報活動

を行ったということで事業開始準備だったと捉えておりましたが、平成９年にアンケー

トを実施したということであれば、確認いたしまして訂正等をお送りしたいと考えてお

ります。 

基金につきましては説明会でもお叱りを受けましたが、私どもでは基金につきまして

は、当初から特環下水道に充当するということで聞いておりました。 

       去年の説明会でも、基金については個排にも使えるようにするべきとのご意見もいた

だいておりますので、条例を改正するように動いていきたいと考えています。 

       それから、人件費についてですが、合併時に当初職員を２名充てていたということで

すが、これについては、合併時の設置予定戸数が1,000戸以上と非常に大きな事業だと

いう考え方もあり、当時下水道課では所管せず、他の組織で受けることになりました。 

今年度より、所管が下水道課に移りましたので、人件費も相当圧縮していく方向で動

いております。 

       長委員からお借りした広報資料では、平成9年にアンケートを実施していることにな

っているので、これを以って準備を始めたと理解いたしました。 

●長委員 ： 下水道料金ですが、10立方メートルで 1,750円という積算基礎自体は、おそらく厚

田村のものではなく、北海道あるいは石狩支庁、もしかすると事業主体が農林省であれ
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ば、そこからの数字を用いていると思いますが、多分その中には人件費が含まれていな

いと思います。 

そういう意味で、事業開始時の説明の金額と、その後、合併時には料金は変わらない

という説明で合併している訳ですが、基本の水量が上がったのでその分金額も上がりま

すという説明しかされなかったので、詳しい説明がされていない気がします。その時の

積算の基礎等は村に行けばあると思いますが、まるっきりつかみの数字ではないですよ

ね。 

●粟生課長： 基本的にこの事業は公営企業ですから、料金収入で会計を運営するのが原則です。 

公共下水道についても４年に1度の料金見直しを行い、今回3.9％の値上げをしまし

たが、これは、きちんと収支計算をいたしまして公共下水道をお使いの市民の皆様にお

願いしまして、今回値上げすることにより、今後４年間は会計を運営できますというこ

とで値上げをいたしました。 

同じように、特環下水道も個排も基本的には料金収入を以って会計を運営するという

ことが原則ですが、会計の規模が小さいということもありまして、運営は厳しいという

ことになります。まともに計算すれば、２倍にも３倍にも値上げをしなければならない

という状況ですので、その分を割り引いて当時も料金設定をしていると思います。 

そして、その不足分については一般会計から基準外の繰入金をいただいて運営する、

人件費についても料金で賄えないため、一般会計が補填しているということです。 

●田口室長： 本市で行っている公共下水道と厚田で行われている特環下水道では性質も違うと思い

ます。こちらは、生活環境の改善を主な目的として整備しておりますし、厚田の場合は

主に環境保全や水質保全に視点を置いているということで、もともと事業の収支として

は使用料収入で維持管理をし、人件費については一般会計の補助で対応してきたという

ことで、収支が合わないというのが今までの状況だと思います。 

現在使用料収入は5,000千円程度しかありませんが、これに係る維持管理費はプラス

2,000千円ほどかかっています。これは、人件費を除いた部分ではありますので、これ

を全て使用料に転嫁することは事業として収支が成り立たないと言う事でございます。 

      使用料で維持管理費を賄えるほどの事業でなければということが、これまで議論され

た点だと思います。 

●長委員 ： 厚田の合併浄化槽の設置が始まって４年くらい経ちますが、まだ機械自体は新しいの

で維持管理費はそれほどかかっていないと思います。しかし、今後５年、10年と経過

すれば、維持管理費はどんどん増えていくと思います。なおかつ、浜益地区に整備区域

を広げていくとなれば、余計収支的に見通しが立たないということは、素人でも分かり

そうな気がします。 

それでもなお実施するのであれば、下水を１つの会計にしてしまうか、もしくは、ど

うしても独立採算で運営できない部分については、説明をして事業を止めるなどの決断

は必要だと思います。 

●田口室長： 旧石狩市の公共下水道につきましては、都市計画税が下水事業に投入されております

ので、厚田区、浜益区との税の公平さからいくと、その整理もまた難しい点だと思いま

す。 

特環については当初基金を４億円積んで、合併後 10年間はなんとかこの基金で収支
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不足を補うということで毎年40,000千円程の赤字を基金から補填している状況です。  

それを踏まえたとき、今後の個排事業については合併特例債のある 26年度までは浜

益に区域を拡大しますが、それ以降については、個人設置型の補助事業が良いのか、そ

れともこの事業自体を止めるのか、ただ、既に設置したものについての維持管理はこれ

からも継続しなければならない訳ですが、その点は今後いずれかの時点で整理をしてい

かなくてはならないと考えております。 

●加藤委員： 今、厚田の方がおっしゃいましたように、当時の村議会でどのような議論があり、ど

のように皆さんに周知をし、将来像まで示したのか、あるいはそれが公式な記録として

残っているのかどうかによって、行政の継続性として大分違ってくると思います。 

先程私は、個排と特環を同じ一つの地区として考えたものですから、若干言葉足らず

のこともあると思いますが、同じ地区においてはある程度の料金の差は解消すべきでは

ないかと思っておりますので、そういった発言をいたしました。 

●田口室長： 現在、実態的には個排も特環も料金は数円ほどしか変わらないのが実態です。 

●小坂会長： 昨年、一昨年の運営委員会の中でも今と同じような議論はございました。 

やはり、市民の住む地域によって、公共下水道なのか、特環なのか、あるいは個排な

のかという違いがあり、先程事務局の説明の中で生活環境なのか、環境全体なのかとい

う発言がありましたが、私の考えでは住む地域によって言い方は違いますが、基本的に

は生活環境の保全維持ということに下水道事業は寄与するという役割があるのだと思

います。 

ですから、住む地域や設備の条件などによって負担に著しく差があるのはいかがなも

のかという観点で特環を含めた下水道、そして個排との間でのバランスを考えなくては

ならないと思います。もし、そこでの料金バランスを考えるとそれぞれを所管している

会計が別々と言うのはどうかということです。 

       先程長委員の発言にもございましたが、下水道に比べて著しく受益者が少ない個排事

業を運営するために職員が２名も必要なのか、あるいはもっと必要なのか、いずれにし

ても個排のためだけに人がいるというシステムは非常に非合理な職員の配置の仕方だ

ということであれば、下水道、特環、個排をすべて一括して行うことで合理的な人員配

置ができるのではないかと思います。それは多分専門の方々も認めておられると思いま

すが、それがなかなか実行できないというのは何が原因なのか。法律的に縛られている

のか、法律ではないがもう少し下のレベルでの指導等、そういう事情で市として動きが

取れないのか。 

私はむしろ、そうした行政を進めていく立場を率直に表明されて、個排は個排で独立

していくべきという結論ならば、そのことを市民の皆様に説明するべきだと考えます。  

そして、その結果料金が高くなることとなった場合、それを受け入れる方は設置をし、

そうでない方は設置しない、いずれにしても、市民の了解が得られないと、これ以上は

進まないということになりますね。 

おそらく今期の運営委員会で諮問される予定になっている課題として、会計のあり方

について、それからこの運営委員会がそもそも必要なのかということが入っているわけ

です。ということは会計も含めて事業が３つあることの問題、この運営委員会としても、

個別排水のことだけ議論していても全体像が見えてこないということはあるのではな
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いでしょうか。それは、この委員会で方向性を出せればと思います。 

●加藤委員： 前の議論ではなく、私はこれからの中で、特環、個排がわかりましたが、それでは企

業会計と今の特別会計との合併も、これも先程の説明のように旧石狩市では都市計画税

として納めている中から公共下水道会計に資金が行っているのですという議論と、それ

では、今の厚田区や浜益区でそういう税金はあるのか無いのかという問題もあると思い

ます。私はそこから議論が始まると思います。 

●神田委員： 今の議論を聞きまして、同じ石狩市民なのに公共下水道を利用できる金額は安く、特

環、個別排水が高いといった料金の差があるのは、私個人としてはおかしいと思います。

公共下水道は浜益区では対象外ですので、下水道を利用したくても利用できません。そ

れで、浜益区は個排と決め付けられているのに、個排にすると単価が高いというのは、

同じ石狩市民なのに差がある利用方法しかないのは変だと思います。 

       今後の運営委員会の関係についても、統合するのか、それとも個排独自で設置するの

か、これにもそういう問題が関連してくると思います。 

厚田区、浜益区は都市計画税を支払っていないからと言われますが、それならば、個

排を設置しようとしている人たちが、都市計画税は払うので料金を同一にしてください

と申し出た時にどうするのか。そういう大きな課題が生じるのではないでしょうか。 

●粟生課長： これは、昔からある問題でした。料金は３つの会計ごとにありますがこれを同じにす

るということになりますと、必ずどちらかは上がり、どちらかは下がるということにな

りますので、上がる方からは不満が出ます。そのへんをどう合理的に上手く説明してい

くかということになっていくと思います。 

今申し上げましたとおり、特環、個排の使用料は公共下水道に比べて1.5倍ほど高い

のですが、その差額分程度を都市計画税と言う名の元に下水道会計に負担いただいてい

るということも事実です。そうしたことから、皆さんを説得する上で、この1.5倍とい

う差額が高いか安いかということの解析も必要となってくるだろうと思います。 

ただ単に料金に差があるから単純に合わせれば良いという問題ではないのです。 

それを、どのように合理的に説明していけば市民の皆さんに納得していただけるのか

という大きな課題があります。 

●神田委員： もう一つよろしいですか。一般会計からの繰入金のうち基準外繰入金ということで年

度ごとに金額が出されておりますが、基準内のものは交付税で算入されている分でしょ

うか。 

●田口室長： はい。基準内が交付税で算入されている分です。 

●神田委員： 水道会計などは、高料金対策として交付税算入分があると思いますが、それだけでな

く、それにプラスした分がこの基準外をいう考え方でよろしいですか。 

●田口室長： 国で認められていない繰出金の額はいくらかということで、あえて載せております。 

●神田委員： それが、基準外ということですね。 

●田口室長： はい。そのとおりです。 

●加藤委員： もう一つよろしいですか。旧石狩市の中で個別排水を設置している所はありますか。

と言いますのは、旧石狩市でも市街地は確かに下水道が整備されていますが、高岡な    

どは公共下水道ではないと思いますが、どのようになっていますか。 

●粟生課長： 旧石狩市においても浄化槽を設置している方はおられますが、全て個人で設置し個人
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で管理をしております。 

●加藤委員： そこでは、設置はしているが独立しているということですね。 

●粟生課長： はい、そうです。今後その整理も出てくると思います。 

●田口室長： 結局、旧石狩市でも公共下水道が入っていない、旧宅地造成法で整備した地域ですと

か、高岡や生振地区などの農家において設置している浄化槽がありますが、それは個人

設置となっております。 

●加藤委員： では、市の個排事業とは全然関係ないのですね。 

●粟生課長： はい。そのとおりです。 

●加藤委員： 私たちが利用している公共下水道の使用量は、水道の使用水量が基準となっています

が、個排の方たちの水量は何を基準とするのですか。個人で井戸を掘っている方もおら

れると思うのですが。 

●粟生課長： ほとんどの方が水道の使用水量です。 

●加藤委員： わかりました。 

●小坂会長： 個排事業については、多岐かつ本質的な問題が含まれているのがよくご理解いただけ

たと思います。本日の委員会でいただいたご質問やご意見は、今期の委員会の方向をほ

ぼ見定めて頂いていると思います。 

整理いたしますと、今期の運営委員会では、会計を含めた３つの下水処理の今後のあ

り方をどう考えたら良いのかということと、そもそもこの委員会も下水道全体の委員会

に吸収されるか、あるいは分科会とされるのか、そういった点についても事務局と相談

していきたいと思いますが、それも含めてまた何回かお集まり頂いて方向性を出せれば

と思いますが、よろしいでしょうか。 

●粟生課長： 水を差すようで申し訳ないのですが、先程より３会計と言われておりますが、個排の

会計だけを議論しましても全体の方向性を見出すのは難しいと思いますので、我々とい

たしましては、下水道事業運営委員会に統合する形で組織を変更し、新しい運営委員会

の場で協議する必要があると考えます。来年の春がそれぞれの運営委員会の改選時期で

すので、それを目標として運営委員会条例等を改廃しまして、来年度から新たな運営委

員会を立ち上げたいと思っております。 

これは、まだ決定事項ではございませんが、今後、個排のみの議論を行う予定は今の

ところございません。 

●小坂会長： わかりました。 

結局、前回の審議の際も個排だけの話では生活排水処理事業の将来が見えない、そう

いう中での模索だった気がいたします。 

●田口室長： 事務局としては、下水道事業運営委員会の中に今居られる委員から何人か入っていた

だくのが一番良いのではないかと考えております。 

●加藤委員： 確かに今の個排の問題は、やはり我々が考えている問題だけでなく、全然別の所で議

論しなくてはいけない問題もあると思います。事業が始まった経緯ですとか、情報が正

しく知らされていないというようなご不満もあるようですし。 

そうすると個排事業そのもののあり方はどうなのかということを議論してもいいの

ではないかとも思います。 

会計のことは別として、個排ということより、受益する人の意見が述べられる場所が
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必要ではないか思います。例えば運営委員会の中でも良いと思います。 

委員会の組織を新たにしても、ただ会計の運営と何かの運営ということだけを考えよ

うとするのではなく、何かまだ若干こだわりがある気がしますので、運営委員会の中に

そのような声を反映させる場所も必要ではないかと私は考えます。 

●小坂委員： 昨年、陳情書やパブリックコメントで運営委員の人は来ていないのかというお叱りの

声があったと聞いております。これは、運営委員は委員会で意見がまとまればそれで良

いのかというご指摘だったのかと思います。当然間に入った担当者はご苦労されたこと

と思います。やはり運営委員も最後まで責任を持つべきかと感じました。 

●加藤委員： 議論が定まれば、答申する時に委員長一人でも私は結構だと思います。過程がもめて

いる状況で答申するという場合は別だと思いますが。 

●粟生課長： 我々といたしましても、４月に引き継いでからいろいろと他の懸案事項もあり、個排

について勉強不足の点もあり大変申し訳なく思っております。 

事務局としましては、運営委員会を統合して３つの会計を議論できるような場を設け

なければいけないと考えております。公共下水道のことだけでも個排の事だけでもいけ

ないので、難しい話ですが上手く３者をまとめていきたいと思っております。 

●小坂会長： それでは、他にご意見など無ければ、本日予定の案件については終了したということ

でよろしいですか。 

事務局から何かございますか。 

●粟生課長： 個排事業については今のところ諮問案件がございませんので、次回委員会の予定はし

ておりませんのでご了解頂きたいと思います。 

新たに諮問案件、あるいは報告事項がある場合にご参集いただくことになると思いま

すのでその際はよろしくお願いいたします。 

本日の委員会は、事業に関するご報告ということで開催させていただきました。 

長時間に渡りありがとうございました。 

●小坂会長： それでは、これで本日の委員会を終了いたします。 

       ご苦労様でした。          

 

【15時20分 閉会】 
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