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平成２１年度第２回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２１年９月２８日（月） １３：３０～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画調整課地域調整担当課長 岡林 位和 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主査 中西 章司 

委員 座主 寿夫 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主任 笠井 剛 

委員 堀 弘子 ○ 建設水道部長 南  治彦 

   水道室長 田口 辰男 

   都市整備課長 本間 孝之 

   業務課長 伊藤 高行 

   下水道課長 粟生 譲 

 
傍聴人：０名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは、会議を進めます。 
はじめに、今後の評価の進め方について、事務局よりご説明願います。 

 
【事務局：中西主査】 
 ～ 評価の流れについて説明 ～ 
 
【菅野委員長】 
 ただいま事務局から評価の流れについてご説明がありました。昨年の評価基準の使用な

ども含め、評価方法を皆さんと考えながら進めていきたいと思います。 
 それでは、本日のヒアリングとして、「除排雪対策の充実」について、所管の方からご説

明願います。 
 
【南建設水道部長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「除排雪対策の充実」） ～ 
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【菅野委員長】 
 それでは、「除排雪対策の充実」について、３事業一括して質疑を行いたいと思います。 
 確認したいことなどがありましたらお願いいたします。 
 
【徳田副委員長】 
施策評価の成果指標１「除排雪が以前よりも良くなったと感じる市民の割合」でＨ２３

年目標値が設定されておらず、１７０．４％という達成度は問題があるのではないでしょ

うか。市民が見たときに、良い方向へ誘導しているような見方もされるのではないでしょ

うか。「達成している」などの言葉で表現してもいいのではないかと思うのですが。 
 
【事務局：中西主査】 
 これについては、全ての施策で統一しており、上向きの矢印設定があるものについては、

平成１７年度実績値を１００と考えた目標値としています。 
 また、下向き矢印については、数値での表現が馴染まないため、言葉で表現しています。 
 これについては、今後の課題でもありますが、今年はこの表現で進めさせて頂きたいと

思います。 
 
【菅野委員長】 
 国道、道道、市道の除雪実施主体の役割はどうなっていますか。 
 
【南建設水道部長】 
 国道は開発局で行なっていまして、その中で石狩所管の事務所として、札幌開発建設部

札幌道路事務所、滝川道路事務所が管轄しております。 
また、道道は札幌土木現業所当別出張所が管轄しております。 

 
【菅野委員長】 
札幌市との行政界の除雪方法、連携はどうなっていますか。 

 
【本間都市整備課長】 
 札幌市、石狩市の行政界については、概ね川の上となりますので、橋を越えたところま

で実施し、双方の除雪時間の調整などの連携により、雪が残らないように行なっておりま

す。 
 
【座主委員】 
 歩道でも除雪されている所とされていない所がありますが、どのような基準なのでしょ

うか。 
 
【南建設水道部長】 
 除雪については、道路幅員が狭い、路側帯がないなど、雪の堆積場所を確保できないと

ころについては、片側歩道とし、もう一方の歩道を堆積場所としています。 
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但し、排雪については、幅員が狭いバス路線や、通学路などについては、特に車が交差

できないような場合や小中学校の始業に合わせて排雪を行なっています。 
 
【徳田副委員長】 
 除雪されていない歩道のバス停では危険な状況が見受けられることがありますが、除雪

はバス会社で行なっているのでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 停留場まわりは、中央バスにて除雪を行なっておりますが、除雪毎に雪が置かさること

になるので、その都度排雪をしない限り、根本的な解決は難しいものと思っております。 
 
【門馬委員】 
 年々、苦情件数は減少しているが、特定の方からの強烈な苦情が多くなってきていると

のお話しでしたが、どのように対応していますか。 
ごね得がないような、苦情対応を行なっていますか。 

 
【南建設水道部長】 
 除雪状況の基準に沿って実施しており、通常のパトロール車とは別に部内職員が全路線

のチェックを行なっております。 
担当地区毎に詳しい状況を確認の上、苦情に対して説明などの対応をしていまして、場

合によっては、特に酷い置き雪に対し、除雪のお手伝いも行い、ご理解を求めているとこ

ろでございます。 
 
【菅野委員長】 
 指標では、苦情件数は減っているが、内容が重くなっている。これについては、実情を

知らないと分からないことであって、次期総合計画では、このあたりの指標設定も考える

必要もあるのかと思います。 
 また、個人的には石狩市の除雪はよくやっていると思っています。 
 
【堀委員】 
１点目に目標設定についてですが、総合計画上、Ｈ２３目標値が矢印での表現であって

も、ある程度の実績数値が必要だと思いますが、所管として実績数値をおさえる考えはな

かったのでしょうか。 
 ２点目にパートナーシップ排雪事業について、事業拡大を進めるにあたり、参加へ向け

た町内会との話し合いは行っているのでしょうか。 
 ３点目に消融雪機器設置費貸付事業ですが、高齢者を中心に個人契約の排雪を行なう方

が増えているなど、排雪方法が選べる状況にある中、全額を個人負担する者、一方で補助

を受けられるという点からも、この事業を継続する必要性があるのでしょうか。今後、事

業廃止の考えはないのでしょうか。 
 また、事業の背景で「他の市町村でも同様の事業を実施している」と言う書き方ではな
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く、市として、どういう目的で事業を行なっているのかという表現の方がいいのではない

でしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 一点目についてですが、福祉計画などは、国で示される目標値を参考にしていることと、

総合計画では、実績がない中で、目標を掲げているものも多く、ある程度の推移を見た上

でのトレンドとして設定すべき目標が、結果として多くなった原因です。 
５年経過後の中間見直し時については、５年分の実績があることから、できるだけ数値

で設定するということで現在考えておりますので、もう少しお時間を頂ければと思います。 
 
【南建設水道部長】 
 消融雪機器設置費貸付事業ですが、今年の実績においても小雪でありながら、実績が０

ではないことや、利息だけを補填していることなど、消融雪機器によって、堆雪された雪

が無くなっていることから、今すぐこの事業を廃止するという考えはございませんが、今

後、除雪サービス事業の在り方などを含めた検証をして参りたいと思います。 
 
【本間都市整備課長】 
 パートナーシップ排雪ですが、全ての町内会に参加して頂くことを目標とし、町内会と

の話し合いを進めているところでございますが、今後は集金システムなどの町内会負担の

軽減を考えた中で、本事業への参加町内会が増加するよう進めて参りたいと思います。 
 
【堀委員】 
 現在、雪対策協議会はないのですか。 
 
【南建設水道部長】 
雪対策計画を策定する場であったため、現在は解散しております。 
今後、計画の変更など案件があれば、また、そのような会議を開催することとなります。 

 
【堀委員】 
消融雪機器設置費貸付事業については、今すぐこの事業を廃止する考えはないとのこと

でしたが、廃止を検討する必要があるのではないかと改めて言わせて頂きます。 
 
【菅野委員長】 
 消融雪機器設置費貸付事業についてですが、実績として１２件とありますが、ロードヒ

ーティングについても対象ですか。 
 
【南建設水道部長】 
 対象となっています。 
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【菅野委員長】 
 ロードヒーティングの需要は無くなってきていると思いますが。 
 
【南建設水道部長】 
 委員長がおっしゃいますように、今は融雪槽が多いです。 
 
【菅野委員長】 
 融雪槽にしても、時代とともに機器は変わっていくのではないかと思うのですが、この

事業の需要は今後もこのくらいの件数で推移していくものと見ているのでしょうか。 
 
【南建設水道部長】 
 所管としても現段階では判断できませんが、堀委員がおっしゃったように除雪手法が多

様な時代になってきている中、個人契約に関するトラブルを含め、市が間に入っていくこ

との難しさなど様々な問題があった時に、この事業に関して言えば、金融機関とのやり取

りだけなので、本貸付制度を利用する方は今後もあるのではないかと考えております。 
 
【堀委員】 
 先程も申し上げましたが、そのような状況であれば、この事業は個人がやるべきことな

ので、そこに市が関与すること自体見直すべきではないかと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 パートナーシップ排雪ですが、この事業の予算措置がされていないのですが、予算がな

くても実施可能なのでしょうか。 
 
【本間都市整備課長】 
 平成２１年度も予算措置をしておりませんが、これについては委託などの不要額で対応

可能だと考えております。 
 
【菅野委員長】 
 時間となりましたので、除排雪のヒアリングを終わります。お忙しいところ、ありがと

うございました。 
つづきまして、「上・下水道の整備」について伺いたいと思います。 
それでは、所管の方からご説明願います。 

 
【田口水道室長】 
～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「上・下水道の整備」） ～ 

 
【菅野委員長】 
 上水道と下水道を分けて質疑を行いたいと思います。まずは、上水道について、３市村

の合併前と合併後の整備状況も含めて質問などがありましたらお願いします。 
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【門馬委員】 
 旧石狩、旧厚田・浜益の水源について、平成２５年度以降は当別ダムを水源とするので

しょうか。 
 
【田口水道室長】 
 厚田区・浜益区においては、水質がいいので、川から給水をしております。 
当別ダムから給水を受けるのは旧石狩市内となります。 

 
【堀委員】 
 説明の中で井戸についての話しがありましたが、緊急時の対応として、井戸だけを残す

ということですか。 
 
【田口水道室長】 
 井戸を残すということではありません。 
現在、札幌分水から給水を受けている連絡管については、将来何らかの事情により、当

別ダムから給水できない状況となった時に緊急時連絡管として活用したいということです。 
 
【堀委員】 
 井戸は使わないということですか。 
 
【田口水道室長】 
 現在のところ考えていません。 
ただ、維持管理費などのコストを抑えることができれば、数箇所を残して、災害時など

における井戸の使用について、今後検討していきます。 
 
【堀委員】 
 札幌市からの分水について、緊急時の管として使用するとのことでしたが、当別ダムか

らの給水に伴い、老朽化した管の敷設替えをしなければいけないとのことで、今の管より

細くなると伺いましたが、今後、当別ダムでも八ツ場ダムのような見直しの候補に挙がっ

ている中、当別ダムが中止となった場合、全体の２０％近くを占める現在の給水量に敷設

替えした管は対応できるのでしょうか。敷設替えの決定は早いのではないのでしょうか。 
 
【田口水道室長】 
 全国で１４３箇所あるダムのうち、９箇所の北海道のダムの見直しをかけていますが、

国の動向については北海道の河川課を通して、情報を入手しております。 
また、報道でも出ていたように現在のところ、本体工事に着工しているか否かが基準だ

と聞いています。本体工事を進めている当別ダムの中止は現実的ではないと思います。 
また、管径が細くなっても対応できるものと考えておりますが、これについては、再度

確認させて下さい。 
 



 7 

【徳田副委員長】 
 漏水が結構あると伺ったのですが、各家庭の漏水箇所の調査は比較的簡単だと、その他

の漏水の調査は難しいでしょうか。 
 
【田口水道室長】 
 現在、花川南について、老朽管の敷設替えを行なっておりまして、約１００キロのうち、

８割以上を終えており、平成２５年の完了予定となっています。 
ただ、厚田区、浜益区では１２３キロ以上の管が敷設されていますが、費用対効果も含

めて、この管すべてを調査するのに限度があるのではないかと思っております。  
 昨年は指標の実績値でもありますように厚田区において集中的に老朽管の調査を行い、

大幅に有効率を上げることができました。 
今後については、漏水箇所を目視で確認できるものもあると思われますので、その中で

対応していくことで考えておりますので、くまなく、漏水調査を行なうことは考えており

ません。 
 
【徳田副委員長】 
 目視で漏水箇所の特定は可能なのでしょうか。 
 
【田口水道室長】 
 可能です。 
 排水量が増えたときに、場所をある程度、特定できますので、そこから特定していくこ

とになります。 
 また、簡易水道事業として、敷設替えも行なっておりますので、その中でも特定してい

くことになります。 
 
【菅野委員長】 
 厚田、浜益と合併したことで、事業が上水道事業、簡易水道事業と分かれ、各々の内在

する課題、問題があるようですが、今後、上水道事業として、１本に統合する考え方があ

る中で、もともと制度が違うものを１本するというのは、どのような理由でしょうか。 
 
【田口水道室長】 
 簡易水道事業については、１次修繕も実施できないような経営状況となっていますこと

から、上水道事業として１本にするということです。 
 
【菅野委員長】 
 歴史があればあるほど、老朽化が進んでいると。 
 
【門馬委員】 
敷設箇所が離れていることで、配水管の１本１本が長いということになり、老朽化も進

んでいる状況ですよね。 
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【田口水道室長】 
 配水管、浄水場も含めた簡易水道事業の整備としては、今年で終えることになっており

ます。 
 
【菅野委員長】 
 昨年、厚田地区では、有効率の改善が図られたとのことですか。 
 
【堀委員】 
平成２０年４月から浄水場の第三者委託を始め、人件費を含めた２，０００万円の削減

を図れたとのことですが、評価の「事業の課題」で「いかに低コストで維持管理をしてい

くかが課題」とあり、「改革・改善の方向性」で「委託業務の拡大により一層のコスト削減

を図る」となっていますが、今の委託業務内容だけではなく、その他の委託内容を拡大し

ていくということですか。 
 
【田口水道室長】 
 浄水場については、第三者委託により、運営しておりますが、既に委託している排水池

に加え、今後は配水管も含め、民間で出来るものは民間へという考えです。 
 
【門馬委員】 
 今は浄水場と排水池を委託しているということですね。 
今後は管についても維持管理を委託していくということですか。 

 
【田口水道室長】 
 配水管の維持管理も含めて、委託していく考えです。 
 
【座主委員】 
 「上水道使用料賦課徴収事業」で「改革改善の方向性」で「督促・催告を強化し、延滞

金の徴収・差し押さえなど収納率のアップを図る」とありますが、いままでは、ここまで

やっていなかったということですか。 
 
【田口水道室長】 
 差し押さえまではしていないです。 
 閉栓はしますが、差し押さえまではできないではないかと考えております。 
 
【座主委員】 
 差し押さえをできないというのは、法律の問題、人手の問題でしょうか。 
 
【菅野委員長】 
 税金とは違いますので、市の強制権がないのではないでしょうか。 
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【門馬委員】 
 閉栓したら、住めなくなりますよね。 
 
【田口水道室長】 
 ただ、内情として、悪質な常習の方に見られるのですが、極端なお話しをさせて頂きま

すと、水道料金が月に７，０００円かかるのに対し、１，０００円を支払って、開けて下

さいと言われれば、開けざるを得ない状況です。 
 
【門馬委員】 
 そうしますと、６，０００円は残り、また、翌月には１，０００円で開けて下さいとな

る訳ですね。 
 
【田口水道室長】 
 それに伴う人件費など色々な課題もあります。 
毎月２０時までは職員が残って対応する日がありますが、極端な話し１，０００円を支

払えば、開けに行かなくてはならないのが実態です。 
今は嘱託職員も２人から３人へ増員して、少しでも収納率を上げるべく取り組んではい

るのですが。 
 
【門馬委員】 
この悪質な件数は、どこにも出てこないですよね。 

 
【菅野委員長】 
 この収納率８３．１％の残りの部分に含まれているということですね。 
 
【堀委員】 
 収納率ということで言えば、評価の理由で総合評価「Ｃ」とし、「円滑な運営が図られて

いる」とありますが、収納率から見て、本来であれば、１００％ですよね。使った人は義

務を果たすべきだと思います。 
そのことからも、評価の理由として、「円滑な運営が図られている」が当てはまるのか疑

問に思いますが。 
 
【田口水道室長】 
 ただ、以前よりも、かなりシビアに徴収に取り組んでいますし、それが直ぐに成果とし

て、数値で表れるというのは難しいと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 他の市町村と比較すると、石狩市の収納率はどうなのでしょうか。 
 一般的にはこの程度なのでしょうか。 
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【田口水道室長】 
 申し訳ございませんが、担当課長から後ほどお答えいたします。 
 
【菅野委員長】 
 それでは、徳田副委員長のご質問については、後ほどということで、このまま続けます。 
税金などの収納率を見たときに、国民健康保険ですと、ある程度、収納率が高くないと

国からの補助が受けられないなど問題がありますが、水道にはそのようなものはないと思

うのですが、現年度、過年度合わせて収納率８３％という数値はどう判断するべきでしょ

うか。 
 
【徳田副委員長】 
 実質的には、出納整理期間の関係で９１％だと。それがいいのかどうかもありますが。 
 
【田口水道室長】 
 担当課長が来ましたので、先程の他市との比較について、担当課長よりご説明させて頂

きます。 
 
【伊藤業務課長】 
 他市と比べて、極端に石狩市の収納率が低いということはありません。 
他市とは遜色ないと認識しています。 

 
【菅野委員長】 
 税のような滞納処分はできるのですか。 
 
【伊藤業務課長】 
 できません。 
 あくまで、民法上の債権でありまして、水道法に定められています「給水停止処分」の

みとなっています。 
 
【菅野委員長】 
 民法の規定ではなくても、市の規程があれば、裁判所への申し立てによって処分ができ

ますよね。 
 
【伊藤業務課長】 
 できます。 
それについては、内部でも検討した経緯もありますし、他市の状況も確認していますが、

費用対効果を考えますと、税では滞納額の全額を徴収できるのですが、水道の場合に関し

ましては、判例などからも全額徴収が難しいということと、仮に裁判所へ申し立てを行な

うとなれば、コストの問題があることから、最終的には分納誓約を交わして決着という方

法を取っています。 
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【菅野委員長】 
 確かに費用対効果の面は大切ですが、ある面では悪質な方には、それなりの処分も考え

ていかなくてはいけないと思うのですが。 
 
【伊藤業務課長】 
 今のご質問の件も含めまして、特に高額滞納者への方に対しまして、今年度、他市の事

例も参考として、徴収要綱を定めました。 
検討した中には、給水停止をした場合での滞納処分の解除手法として、滞納額全額又は 2
分の１を支払いで給水停止を解除するといったものも考えられましたが、これを実施する

には、なかなか難しい状況にありますので、裁判を一つの手法として、特に払えるのに払

わないなどの悪質な方には、裁判も有効な手法の一つと認識しております。 
 
【堀委員】 
 口座振替率を上げていく方向性で考えていらっしゃいますよね。他の部所では、口座振

替にしたために収納率が落ちたということも聞いたことがあるのですが、このような状況

は水道事業では見られないですか。 
 
【伊藤業務課長】 
 いまのところありません。 
また、収納に係るコストを考えた時に口座振替率を上げることが有効な手段と認識して

いますので、今後とも口座振替率を上げることに努力して参りたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 ありがとうございました。時間もありませんので、つづきまして、下水道についての質

疑を行ないます。 
 先程の説明の中で、旧石狩と旧厚田・浜益とでは、各々違うということですよね。 
厚田、浜益については下水道がまったくないということですか。 

 
【田口水道室長】 
 浜益については、合併浄化槽を各個人、家庭で設置していた経緯がございます。 
 
【門馬委員】 
合併浄化槽とは、どのようなものですか。 
 
【田口水道室長】 
家庭の汚水と雑排水を浄化槽で処理するものです。 

 
【菅野委員長】 
 少し確認させて頂きたいのですが、個人で設置した合併浄化槽を一つのエリアとして、

下水道事業という形をとっているのが浜益でしょうか。 
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 地区によって、個人で設置して、個人で責任を持って管理しているものについては、下

水道事業に含まれないのでしょうか。 
 また、厚田と浜益とで違う事業というのは、どのような経緯からですか。 
 
【田口水道室長】 
個人で設置、管理をしているものについては、下水道事業に含まれないものもあります。 
また、厚田の経緯につきましては、過去、新しく家を建てた個人で浄化槽を設置し、処

理をしていましたが、厚田村で下水道事業が始まった時には、特定環境保全公共下水道事

業という国の制度の中で、厚田村としては、生活雑排水を含めて、整備をしていくことで

進めていましたので、下水道事業エリア周辺までは、管を繋ぎ、下水道事業区域から離れ

たエリアについては、行政が整備し、１０％の負担をして頂く中で、浄化槽を設置すると

いう、両方の手法が取られていた経緯がございます。 
 
【菅野委員長】 
 北海道全体で言えるのですが、浄化槽の設置については、個人設置が原則ですよね。 
合併浄化槽に対する補助制度で行なうのが一般的で、これは事業として組み込んだもの

ですが、他の自治体でもこのような事業で行なっている所はありますか。 
 
【粟生下水道課長】 
 北海道では２、３市ほどございます。 
 
【門馬委員】 
 厚田地区において、下水道区域から離れた場所で個人設置をした場合は、その経費は誰

が負担するのですか。 
 
【田口水道室長】 
 市が負担をすることになります。 
 個人からは１割負担をお願いしています。 
 
【門馬委員】 
 旧石狩でもあり得ますよね。その場合はどうなりますか。 
 
【田口水道室長】 
旧石狩については、個人負担となります。 
 また、厚田区・浜益区については、平成２６年度までに５基ずつ３０基の合併浄化槽を

拡げていきます。 
また、旧石狩の方々について、厚田区、浜益区のように市が設置することは、現在のと

ころ考えておりません。 
 ただ、将来は公平性ということからも、厚田区・浜益区においても、合併浄化槽の在り

方も含め、個人設置型補助制度や現在の制度を廃止するなどの検討をしていかなければな
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らないと考えています。 
 
【徳田副委員長】 
 合併浄化槽について、地域的な合併もあるのですか。何軒か併せて設置するなど。 
言葉の意味としては、汚水と雑排水を併せて処理するということですよね。 

 
【粟生下水道課長】 
何軒かで一つの浄化槽を設置するといったシステムもあります。 
また、汚水と雑排水を併せて処理するものを合併浄化槽と言いますが、浄化槽には、合

併浄化槽と単独浄化槽というものがあります。 
単独浄化槽は、雑排水のみの処理となりまして、現在では合併浄化槽でなければ設置を

認めていません。 
 
【徳田副委員長】 
 浄化槽で処理された水質の分析、調査あるいは規制などはありますか。 
 
【粟生下水道課長】 
 市営のものについては、法に基づき、年に３回市が検査を実施しています。 
 個人設置については、個人で実施する義務がございます。 
 
【門馬委員】 
 処理された水はどこに流れていくのですか。 
 
【粟生課長】 
 道路排水などへ流れます。 
  
【田口水道室長】 
また、浄化した水として、直接、川へ流すことも可能です。 

 
【菅野委員長】 
 浄化槽については、３市村の合併の条件の一つと思いますが、合併後１０年のうちに基

金は枯渇する状況になりますね。 
 
【田口水道室長】 
基金は枯渇します。 
現在でも、赤字分として、毎年２千万から４千万円の基金が使われている状況で、新規

設置分における財源は合併特例債を活用し、毎年５基ずつ設置をしていく計画です。 
 
【門馬委員】 
 現在、下水処理の一部を札幌に委託していると説明の中でありましたが、将来的にも委
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託していくということですか。 
独自で処理するよりもコスト面で有利だということですか。 

 
【粟生下水道課長】 
 やはり、下水道の処理については、人口に左右されるものなので、人口の多い札幌市へ

委託する方が安いです。 
 
【菅野委員長】 
 以前に茨戸処理場で一部事務組合方式でやっていましたよね。 
 
【粟生下水道課長】 
 一部事務組合で運営していました。 
一部事務組合として、２５年程運営してきましたが、ある程度軌道に乗ったことと、経

費的に見ても一部事務組合は、議会を持つことになりますので、一部事務組合を解散して、

札幌市への事務委託へ切り替えた経緯があります。 
これによって、２千万円近くの経費を削減することができました。 

 
【菅野委員長】 
 手稲下水処理場も同様ですか。 
 
【粟生下水道課長】 
 手稲下水処理場は元々事務委託をしております。 
 
【座主委員】 
下水道水洗化推進事業の目的において、「未水洗化世帯の水洗化を推進する」とあります

が、これは融資制度のようなものですか。 
 
【粟生下水道課長】 
 これにつきましては、下水道法で下水道管が入ってから、３年以内に繋ぐことが義務づ

けられており、この期間内で繋ぐ方へは貸付を行なっておりますが、３年を経過してしま

いますと、個人負担となります。 
 
【座主委員】 
 ３年以内で繋がなかった方は、融資制度を使えないということですね。 
 
【堀委員】 
 自治事務なので、期間などについて自治体での制度設定はできないのですか。 
 
【粟生下水道課長】 
 制度を作るということは可能かと思いますが、検討した経緯はございません。 
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【菅野委員長】 
 ３年の期間を５年、１０年としても、制度としては良いのかもしれませんが、あくまで、

水洗化の推進という目的を考えると、３年が妥当な制度期間かと思いますね。 
 
【徳田副委員長】 
 現在、水洗化されていないところがあると伺いましたが、これについて、新築時などに

おける建築確認申請のチェックなどは行なっていないのでしょうか。 
 
【粟生下水道課長】 
 行なっております。 
供用開始区域であれば、建築確認の許可がでないこととなっております。 

 
【徳田副委員長】 
 それでも下水道設備を付けない方はいますか。 
 
【粟生下水道課長】 
 いません。 
 
【門馬委員】 
下水道管が入る前から住んでいる方で、増改築も行なっていない方々のことですよね。 

 
【粟生下水道課長】 
 そうです。 
 昔から住んでいる方ということで、繋いでいない方の多くは高齢の方であり、個人で資

金を工面できないなどの問題があります。 
 
【菅野委員長】 
 公平性などの問題もあるかと思いますが、そのような方々へのある程度の補助制度など

新たなものが出てきても良いのかも知れませんね。 
 
【堀委員】 
下水道施設維持管理事業の１次評価の公平性で「受益者負担を見直す必要がある」とあ

りますが、これは今年の１０月からの料金改定のことでしょうか。 
 
【粟生下水道課長】 
 使用料改定のことです。 
 
【堀委員】 
 下水道水洗化推進事業の目的・意図の中で、「悪質下水を排除し、下水処理効果を上げる」

とありますが、悪質下水とはどのようなものですか。 
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【粟生下水道課長】 
 処理を行なっていない、工場廃水などを指します。 
  
【門馬委員】 
 一般の家庭では考えにくいですよね。 
 
【粟生下水道課長】 
 一般家庭ではないです。 
これについては、主に工場廃水を指しています。 

 
【堀委員】 
下水道使用料賦課徴収事業の手段の中で「利用者から下水道使用料を徴収する」とあり、

この使用料で事業運営をしている訳で、収納率９１％が高いのか低いのか分かりませんが、

理想は１００％であって、評価の理由として「円滑な運営が図られている」と言う表現で

良いのか疑問に思うのですが。 
 
【粟生下水道課長】 
下水道使用料は、水道へ徴収を委託しているのですが、確かに１００％を目指して、水

道と取り組む中で、１００％ではないのですが、高い数字を残していると思います。 
 
【菅野委員長】 
 地下水を使用しているところでは、メーターを設置しているのですか。 
 
【粟生下水道課長】 
 メーターを付けています。 
 
【門馬委員】 
 繋いでいないところは、まだありますか。 
 
【粟生下水道課長】 
 花川ではほとんどが繋がっています。 
八幡は共用開始から１年ということもあり、５０％程度となっています。 

 
【堀委員】 
 個別排水処理施設事業で、平成２０年度に改善した事項として、「料金体系見直しのため

新規整備事業は休止した」とあり、１次評価の理由でも「料金改定の検討を行なっていた

ため、新規事業が進まなかった」となっていますが、料金改定の影響により、新規の申し

込みがなかったのでしょうか。 
 また、事業の課題で「独立採算がとれていない」という問題があるために、受益者負担

を見直すことを考えたと思うのですが、特別会計として、必要な事業と考えた時に事業の
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中止ということが果して良かったのでしょうか。 
 
【粟生下水道課長】 
 平成１９年度に使用料改定を市民に提示したところ、反対陳情などがありまして、その

間事業を進められなかった経緯がありますが、現在のところ、特別会計として必要な事業

と考えますことから、料金改定を行なわずに今年から事業を再開したところでございます。 
  
【田口水道室長】 
 料金改定を中止した訳ではなく、この度のタイミングでは改定しないということであっ

て、今後も健全な経営を進めていく上で料金の値上げを検討していきます。 
 
【堀委員】 
 この事業の採算性を考えて、相応の負担は必要という考えですね。 
 
【粟生下水道課長】 
ただ、現在は一般会計より繰り入れて運営しているなどの問題もある中で、今後この事

業をどこまで進めていくのか検討課題ではあります。 
 
【菅野委員長】 
 この事業を廃止するという考えはないのですか。 
 
【粟生下水道課長】  
 当然、廃止という話も出てくると思います。 
 
【菅野委員長】 
受益者負担を上げても、独立採算で均衡を図ることは難しいという問題がある中で、市

として今後の方針を持つことも必要だと思います。 
 ３市村合併の協定などの問題もあり、難しい問題ではありますが。 
 
【粟生下水道課長】 
 厚田で言えば、人口密度の高いエリアで下水道を入れて、そうでないところに浄化槽を

設置し、同時にスタートした事業の中で、一方だけを料金値上げ又は事業を廃止するなど

非常に難しい問題となっています。 
 
【門馬委員】 
 個人で合併浄化槽を設置した場合に維持管理費はどのくらいかかりますか。 
 
【田口水道室長】 
 年間３万７千円くらいです。 
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【門馬委員】 
 市が管理しているものは、どのくらいかかりますか。 
 
【田口水道室長】 
 年間２万円くらいの徴収となります。 
 
【門馬委員】 
 １万円くらいの差がありますが、公平性という点では、差額だけを頂いても問題がない

のでは。 
 
【粟生下水道課長】 
 単純に考えると、そうなりますが、先程もご説明しましたように、厚田では特定環境保

全下水道事業との差がでてしまうので難しいです。 
 このことからも、この事業に関しては、受益者負担だけでは成り立たない状況にありま

すが、環境保全を目指す、この下水道事業では、一般会計からの繰り入れによって、事業

を継続させて頂くことで考えております。 
 
【菅野委員長】 
 皆さんよろしいでしょうか。 
時間となりましたので、ヒアリングを終了させて頂きます。ありがとうございました。 
本日は、評価に入りたいと思っていたのですが、時間もないことですから、各自持ち帰

って、次回評価をするということにいたします。本日はこれで終わります。 
  
【事務局：中西主査】 
次回は１０月５日（月）１３：３０より、この場で「生活安全・交通安全対策の推進」

と「消費者対策の充実」についての所管のヒアリングを行いますので、宜しくお願いいた

します。 
 
【菅野委員長】 
 それでは本日の委員会はこれで終了いたします。 
 
 
 
 
 
 

平成２１年１０月２２日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲 


