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令和２年度 第１回 埼玉県下水道局経営懇話会 議事録 

 

日時 令和２年７月１７日（金） 

場所 ソニックシティ８０４会議室 

 

（報告事項） 

  事務局から、令和元年度下水道局の活動について報告 

 

〇質疑応答 

【委員】 

 「広域・共同化」について、令和元年度から市町村への指導業務を県下水道局に集

約化とあるが、集約化することによって下水処理がどのように変わってくるのか。 

 市町村の負担が減ってくるのか。 

 

【事務局】 

 集約化前は、県下水道局が流域下水道の運営を、別の部署が市町村公共下水道の指

導監督を、と２つの組織で下水道事業事務を実施していたが、令和元年度の組織再編

により、県下水道局で一元的に実施することとなった。 

 それによって、単独の市町村では下水道経営が厳しい状況だったものを、下水道局

が関与することにより、他の市町村と連携したり、下水道公社の事例を参考に効率化

したり、という取組を徐々にではあるが進めることができている。 

 詳しくは議事（２）で説明させていただく。 

 

 

【委員】 

 「マイクロプラスティック」について、県が率先して調査していることに対し非常

に感謝している。マイクロプラスティックといってもサイズが色々ある中で、下水処

理の中で様々なフィルターをかけてトラップしていると思うが、どの程度の大きさの

ものをトラップしているのか。 

 

【事務局】 

 昨年度実施した調査では、０．１ミリのスクリーンにかけて捕獲できたものを分析

し、除去率を算出しているが、その結果から、かなり細かいものまで除去できている

ことが分かっている。 
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【委員】 

 下水処理で除去する仕組みはどういうものなのか。 

 

【事務局】 

 大きなプラスティック片はスクリーンにかかって他の固形物とともに除去される。

スクリーンを通ってしまう大きさのマイクロプラスティックは、活性汚泥と一緒にな

って沈殿する。最終的に、沈殿した汚泥とともにマイクロプラスティックも一緒に引

き抜かれ、焼却処分される。 

 

 

【委員】 

 新聞にも取り上げられた、新潟県での取組を紹介させていただく。 

 「バイオガス発電」について、バイオガス発電はどこか大都市的な技術開発という

側面が多かったが、今回、地方の中核都市で下水道の共同化広域化を促進するため、

中小規模のハード整備でも成り立つようなシステムを国土交通省に提案させていた

だいた。 

 技術レベル的には大したことはなく、ほとんど既成技術の組合せである。脱水機を

上手に活用したり、汚泥濃度を高濃度化して可能な限りガスを取り出したり、あるい

は特殊設備を製作するのではなくパッケージングして設計を簡単にしたりと、サテラ

イト的な中小都市でも導入できる提案となっている。複数の公共下水道を上手く束ね

ていき、中核の処理場を決めていくプロセスに役立つ仕組みとなっていると思う。 

 埼玉県の流域下水道の規模とは随分違う取組ではあるが、埼玉県の北部にあるよう

な中小規模の処理場向けの技術開発である。 

 

 「下水熱」については、地方の下水処理場の周りは何も活用されていないことが多

く、遊休地対策として苦慮してるところがあるので、少しでも地域に貢献できる下水

道になればいいという思いで取り組んでいる。 

 この取組は意外と反響があって、下水処理場は下水しか処理できないのではなく、

下水熱を用いて植物の栽培などにも寄与することができるので、大都市では土地代と

の兼ね合いはあるもものの、市場への近さなどの要素から、別の計算が成り立つ可能

性があるのではと感じている。 

 私は技術畑の人間であるので専門分野とは言えないが、下水熱によって、処理水 1

トンあたりからどれぐらいエネルギーが取れるのか、植物栽培に必要な燃料の何トン

分を削減できるのか、何キロワット／ｈの効果があるのか、ＣＯ２に換算するとどれ

くらいの削減効果があるかなど、興味のある方に対してどんどん情報公開していきた

いと考えている。 
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【委員】 

 こういう時期だからこその質問となるが、下水の中でコロナウイルスはどれくらい

生き延びられるのか。当該下水熱プラントは安全なのか。 

 

【委員】 

 私が関わっている施設では、下水や汚泥を直接使っていない。敢えて、ＣＯ２とエ

ネルギーの可能性を確認したいということで、純粋に熱だけを回収している。だから

こそ、わざわざ菌体検査をして、プラント内には、植物工場と同じか、それ以上に菌

はいないと開示しているところである。 

 ただし、一般細菌しか検査をしていないため、コロナウイルス云々までは分からな

い。 

 

【委員】 

 コロナウイルスは、不活化するまで長くても６時間くらいだと思う。ウイルスなの

で、細胞に依存しなければ増えることもできず、空間の中ではどう考えても栄養とな

るもの自体が足りないので、すれ違った程度では感染するものではない。 

 よって、下水の中でどれだけ生きているかということだが、活性汚泥系の中でウイ

ルスが生きてるいる訳はない。 
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議題（１）令和元年度埼玉県流域下水道事業会計決算について 

   資料１に基づき、事務局から説明 

 

 

〇質疑応答 

【委員】 

 令和元年度の収益は、処理水量が増えたため関連市町の維持管理負担金の増加につ

ながったとの説明があったが、これは人口の増加による影響が大きいのか、それとも

豪雨による影響が大きいのか。 

 

【事務局】 

 平成３０年度と比較すると、平成３０年度は降水量が極端に少なく、対して、令和

元年度は台風第１９号の影響などから降水量が多かった。参考値としては、さいたま

市の平成３０年度のアメダスは１０１７ミリ、令和元年度は１６０７ミリとなってお

り、約１．６倍も多い。一方、処理人口については、平成２９年度末と平成３０年度

末を比べると約５万人の増加に留まっている。 

 そのため、どちらかというと降水量の影響により処理水量が増え、収益が増加した

のではないかと考えている。 

 

【委員】 

 豪雨といっても、災害レベルの豪雨だと別の影響が大きくなると思うが、災害が起

こらない範囲であれば、会計の面だけで見るとプラスになるという印象でよいのか。 

 

【事務局】 

 ご指摘のとおり、ある程度雨が降ることによって処理水量が増え、収益が増加する。 

 

【委員】 

 降水量の増加が収益に好影響をもたらすことは分かったが、豪雨によって、逆に維

持管理費等のコストが増える部分はあるのか。 

 

【事務局】 

 豪雨によって、漏水が発生したり、マンホールが飛んだりして大規模な修繕が発生

すると、維持管理費の面では大きなマイナス要因となる。 

 ただし、大雨が降った場合、その雨水が下水管を通って下水処理場に流れてきても、

その全てを汚水処理する訳ではなくて、塩素消毒のみで処理する簡易放流で対応する

こともあるので、維持管理費が著しく増大する訳ではない。 
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【事務局】 

 簡易放流は、経営という面で見るとそれほど問題ではないが、一方、環境面にとっ

てよいのかという問題がある。 

 また、先ほどマンホールの話があったが、令和元年台風第１９号の際には、流域下

水道管が満管になってしまい、市町の公共下水道から本来流れてくるはずの下水が流

れなくなり、その結果、一部の市においてトイレが流れづらくなったり、マンホール

から溢水したりする事例が発生した。これらは速やかに解消しなければならない課題

だと思っている。 

 

【委員】 

 結局、お金を払うのは市町村の住民である。お金を払うということは、その分何ら

かの還元がないとおかしいと思う。雨が降ったのが収益の原因となるのであれば、そ

の収益を雨水対策に使うべきではないか。 

 汚水処理に必要なだけのお金を集めるのが本来の筋と思うので、維持管理負担金の

決め方がこれでよいのかが気になる。 

 

【事務局】 

 下水道は、基本的に、処理水量に比例して収益が出る仕組みになっているが、下水

道の維持管理負担金の積算方法は、向こう５年の費用を見通してその額を想定処理水

量で割り戻している。よって、仮に利益が積み重なってくれば、当該利益をその後の

５年間に充てることとなるので、最終的には市町村に還元する仕組みとなっている。 

 

 

【委員】 

 最近の災害発生状況を考えると、いつ、何が起きてもおかしくないと感じる。 

 下水道局が、あらかじめ、災害に備えるような原資を持つ必要があるのではないか。 

 

【事務局】 

 維持管理負担金とは別に、市町村から建設負担金をいただき、大規模な改修工事を

行っている。災害への備えは当然必要と考えている。 

 

【委員】 

 自然現象である雨がたくさん降ると、市町村は、なぜ、多くのお金を負担しなけれ

ばいけないのかということにならないのか。 

 先ほど、宮城県でのコンセッション導入の話があったが、「雨が３割増しだったの
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で３割増し料金」という考えは、料金をいただく側からの論理と私には感じられる。 

 払う側から見れば、雨が降ったからといってそんなに多くのお金を払わなくてはな

らないのかということになる。 

 当然、物事の仕組みとしてはやむを得ないと理解できるので間違いとは言わないが、

まだまだ改善すべき点はあると思う。特に、市民や市町村はそう感じるのではないか。 

 

【事務局】 

 ご指摘のとおりの部分はある。 

 一方、県と市町村の関係でいうと、県流域下水道管へ雨水が直接侵入する可能性が

ないとは言えないものの、市町村の公共下水道から県の流域下水道で受け取る時点で

通常の３～４倍の雨水を含んだ汚水が入ってきてしまっているのが現実である。 

 冷たい言い方をすると、たくさん払いたくないのであれば、公共下水道に雨水が入

らないように対策してくださいということとなる。 

 市民と市町村の関係でいうと、市町村が公共下水道管に雨が入らないような対策を

してくれれば下水道料金を引き上げなくてもよいのでは、という視点もある。その一

方、市民の方にも責任がない訳ではなく、下水の取付管に誤って雨水管を接続してし

まっているというケースもあるので、言ってみれば、お互い様というところも否定で

きない。 

 下水道というシステムは、本来であれば、雨水と汚水をきちんと分けて、汚水だけ

を処理して川に流すという機能であるが、実際には、なかなか徹底できていないとい

うことがそもそもの問題だと思う。 

 

【委員】 

 先ほど、流域下水道管が満管となった場合のバックウォーターについて話があった

が、下水道における市民とのつながりは汚水だけではなく、災害や外水対策と一体化

しているのではないかと感じる。分流式下水道と言いながらも、雨水というものを汚

水と切り離せなくなってきているのではないか。 

 雨水処理について、少しずつでもよいので、県民の理解を得るような取組があった

らと感じる。そのあたりについて、県民の方にどれほど理解いただけているのか。 

 

【事務局】 

 正直なところ、１年前まで公共下水道への指導を他の部局で担当したこともあり、

下水道局自身が意識してこなかった面もあると感じる。今日では、一つの組織で所管

することとなり、直接、公共下水道を所管する市町村と意見交換をし始めているとこ

ろである。 
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【委員】 

 近年、災害という高い授業料を払っていることから、市民自らができることがある

かも知れないという気づきが芽生えているかもしれない。 

 上水道とか下水道とかを問わず、大雨や災害の問題を市民自身が考え始めたと思う

ので、日々のコストという最も身近な問題を糧として、コストとリスクを兼ね合わせ

た検討を進めていただきたい。 

 

 

【委員】 

 下水道を理解していただくための取組は行っているのか。 

 

【事務局】 

 ＰＲが足りない部分があることは否めない。下水道作品コンクールなど子供向けの

広報活動は行っているが、もうちょっと違った視点でＰＲできないかと考えている。 

 マンホールカードやデザインマンホールというものを一つの観光資源と捉え、アイ

デア次第で面白い展開にしていきたい。 

 今は、コロナでＰＲ自体が難しい状況であるが、落ち着いてきたら色々と取り組ん

でいきたい。本県は、流域下水道で全国シェア１番なので、そのことも絡めていける

とよいと思う。 

 

【委員】 

 私が感じているところをお話しすると、資料１－１で「バイオガス発電を開始」と

ＰＲされているが、その手法は「売電」というやり方である。令和元年度は約７００

０万円の利益がでているが、当然、原油価格や為替相場で電力料金が左右され、利益

が出たり出なかったりする構造である。仮に赤字事業になってしまった場合、全ての

取組が言い訳に聞こえてしまうおそれがある。 

 一方、下水処理場の中で電力が不足する中、エネルギー需給率向上を図ることによ

って電気代を内部化できる仕組みがバイオガス発電であると考えれば、エネルギー需

給率を向上させるために、自分たちで電気を作れるところは作って、効率化を図って

いると説明すればよい。今後、何が起こるかは分からないのだから、自分たちででき

るところは自分たちで行うという観点である。 

 

 もう一つ考えて欲しいことは、下水処理のエネルギーを減らしているのかというこ

とである。事務局の話を聞いていると、下水処理のエネルギーについて、全て外部要

因を受けて波のように漂っているというイメージを受けてしまう。それ自体は仕方が

ないことで、その責任もないのかも知れないが、自分たちが地に足をつけているとこ
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ろの数字を改善していくという視点が欲しい。 

 そこで、エネルギー需給率の向上というところを目指していただきたい。その上、

エネルギー単価自体をきちんと下げていただきたい。 

 

【事務局】 

 今、数字として説明できる資料がないため、詳細は、次回、回答させていただきた

いが、事業としては、荒川水循環センターという処理場で廃熱を利用した発電を進め

ている。その取組をはじめ、将来に向けてはエネルギー消費を下げるような観点で事

業を進めていければと思っている。 

 

【委員】 

 バイオガス発電での約７０００万円の利益は、当初の予定どおりだったのか。もし、

当初計画との違いがあったのであれば、何が原因かも教えていただきたい。 

 

【事務局】 

 当初計画では約６０００万円の利益を見込んでいたので、結果としてはややプラス

である。一方、維持管理コストだけで考えれば、期待したほどコストが下がらなかっ

た部分もあるので、全てがうまくいっている訳ではない。 

 

【委員】 

 バイオガスの売却益が、約７０００万円ということでよいのか。 

 

【事務局】 

 そのとおり。下水処理場の敷地内に民営で発電機を置いていただき、県からバイオ

ガスの供給を受け、売電している。 

 

【委員】 

 発電したときの廃熱をどう利用できるのか、または、回収できるのか、ということ

はエネルギーを語る上で重要な要素になる。一方、下水処理場で熱を使うことはほと

んどないというのが現実である。 

 その意味で、下水処理場の中で発電することにはあまり賛成ではない。要するに、

熱消費がある場所にガスを売って、その場所で発電しながら熱を使ってもらうという

やり方の方が良いと思う。 

 結局のところ、バイオガスで発電すること自体はとても良いことだが、熱を利用し

ないとエネルギーの無駄になってしまう。県ができる範囲で熱利用を考えていただき

たい。 
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【委員】 

 ドイツでの話になるが、日本のように補助金を極端に偏重しなければ、エネルギー

ーとして熱と電気が半々になっているはずである。ドイツでは、ガスを売却している

処理場と電気を発電している処理場の数自体に差はない。熱と電気をそれぞれ効率的

に活用できる相手さえいれば、それ相応にエネルギー効率が高くなり、より高い値段

で売れるからである。日本の場合は、ＦＩＴしかないので、電気しか選択肢がないだ

けである。 

 昔、熱利用と電気利用のエネルギー効率を大真面目に計算した結果、ほとんど変わ

らなかった。ただし、残念なことに、両方とも商業的に成り立たないものだった。 

 現在、電気に関しては、何とか市民のおかげで太陽光発電を進めているが、別に電

気がそんなに優れている訳ではない。ただ、熱利用の方が何倍も難しいというだけで

ある。諸外国を見てみると、電気と熱の差がなくなってきたので、熱利用を埼玉県と

して少し考えていただきたい。 

 

【委員】 

 私もドイツで見学してきたが、バイオガス発電と熱供給源としてメタンガスを売る

という仕組みの２種類を作っていた。 

 先ほど、民営化という話もあったが、ドイツでは第三セクターみたいなところが儲

かってる事業で赤字の事業を補いながら環境配慮型の事業をやっていた。 

 急には既存の仕組みを変えられないと思うし、埼玉県独自でやるものではなくて、

国の政策の中でやっていかなくてはならないものだと思う。もう少し民間の力を活用

して、効率よくできる仕組みができてくると、消費者にも良い結果となるのではと感

じる。 

 

 

【委員】 

 コロナによる影響でテレワークが増え、家庭内にいる人達が多くなったことと思う。

本県での下水処理量は増えているのか。 

 

【事務局】 

 先ほども申し上げたとおり、雨の多い少ないで流入量がかなり変わるので、令和２

年度第１四半期のデータだけでは、はっきりしたことを申し上げられない。ただし、

東京に通勤をされる方の多くがテレワークで家庭内にいるということで、いわゆる昼

間人口が少なからず増えているため、恐らくプラスに働いているのではないかと思っ

ている。 
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【委員】 

 電力需要は、夜に少なく、昼には大きくなる傾向があると思う。コロナウイルスが

問題になっているからという訳ではないが、昼と夜の水処理需要の違いなどを上手く

活用して効率化できないか。 

 

【事務局】 

 朝夕の下水流入量は多く、夜は少ないという違いはあるが、水処理については継続

して概ね同じ量を処理している。 

 夜間電力が安いので夜間に水処理を増やすという考え方はしていない。 

 

【委員】 

 先ほど、テレワークの話があったが、処理場の管理業務の中でテレワークで対応で

きそうな部分はあるのか。 

 

【事務局】 

 中央監視や点検など現場の維持管理作業を下水道公社から民間業者に再委託して

いるが、その全てをテレワークで行うことは非常に困難である。 

 一方、現在の取組としては、川越市にある新河岸川上流水循環センターで、２、３

年後を目途に、夜間は無人で遠隔操作対応できるような設備の導入に取り組んでいる

ところである。他の処理場でも、このような取組を徐々にやっていきたいと考えてい

るが、本県の処理場は大規模なものが多いので、拙速に行うことは避けたい。 

 

【委員】 

 セキュリティの問題もあるのか。 

 

【事務局】 

 そのとおり。 

 

 

【委員】 

 参考「収益的収支決算 対前年度比較」で、修繕費が▲８．５億円となっているが、

前年度の収支状況が厳しかったので修繕費が削減されているのか。 

 以前の説明によると、５年間で１０００億円の投資をするというストックマネジメ

ント計画があったと思うが、それと整合しているのか。 
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【事務局】 

 ストックマネジメント計画で定める建設投資については、大規模な改築更新を対象

としており、ご指摘のとおり、５年間で１０００億円というものである。建設投資に

ついては、電気代云々に関わらず、計画どおりに着実に実施している。 

 一方、修繕費については、小規模な修繕費用を計上しているものである。修繕費は、

少しぐらいの減額では大きな影響はなく、本来であれば今年度やるべきことを少し先

送りしたというイメージである。 

 そうは言いながらも、複数年度にわたって、ある程度以上の減額が続くと徐々に影

響が出てくると思うので、経営状況の良いときにしっかりと対応してきたいと考えて

いる。 

 

【委員】 

 ５年計画や１０年計画に基づいて実施していることや、数字的に決めたことについ

ては、きちんと事後評価をすることが必要である。修繕費についても、あまり削ると

影響が大きいと思うので、上手にマネジメントをお願いしたい。 
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議題（２）埼玉県内の公共下水道 について 

   資料２に基づき、事務局から説明 

 

 

〇質疑応答 

【委員】 

 汚水処理については、下水道のほかに合併浄化槽の導入を進めていると思うが、一

般市民としては、やはり、下水道に接続した方がメリットがあるのか。 

 

【事務局】 

 水をきれいにするという観点で考えると、下水道の方がよりきれいな水にして川に

流すことができる。もちろん、合併浄化槽についても、高度処理型の導入により随分

良い水質にはなるが、下水道ほどではない。 

 また、市町村の立場から見れば、一般的に、下水道による集合処理の方が費用的な

メリットがある。しかし、あまり人里から離れた地域で下水道をやるとなると、１人

あたりのイニシャルコストの負担が過剰となることもある。 

 

【事務局】 

 水質や経営の問題とは別に、下水道は行政が維持管理を担う一方、浄化槽は市民自

らが購入し、清掃点検維持管理を担うという側面がある。面倒がないという点におい

ても、下水道の方が市民にとってメリットがあると思う。 

 しかし、人口の少ない地域に設置する場合、下水道管の敷設コストが多大になるケ

ールも多い。その意味で、下水道への接続人口の伸びが期待できない地域においては、

下水道の区域を縮小し合併浄化槽で対応する方がコスト的によいという傾向になっ

ている。 

 ただし、今まで、下水道がつながるのを待っていた市民の方もいるので、市町の首

長からすると、単純に採算面だけで下水道の区域を縮小することはできないという側

面もある。 

 

【委員】 

 下水道の区域変更は、都市計画の変更になるのか。 

 

【事務局】 

 そのとおりである。 

 資料２－２の左下の図を見ていただきたい。県民の皆さんから排出される生活排水

をどのように処理するかという全体図で、下水道と農業集落排水、合併浄化槽でどの
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ように役割分担していくのかを決めたものである。基本的に、各施設の整備を進めて

いき、下段にあるように、令和７年には３種合計で１００％の生活排水処理ができる

ようにしようというのが埼玉県の考えとなる。 

 ただし、下水道の整備には時間がかかるので、整備完了までは合併浄化槽で対応し

ていただくという地区もあり、前述のとおり、下水道への切り替えがスムーズに行か

ない側面もあるので、右下の図のように、そもそも下水道の区域を見直す必要がある

のではないかということになる。 

 

【委員】 

 ニワトリとタマゴのような議論になるが、下水の接続率が高くなればその収益で下

水管の修繕管理を適切に行えると思うが、人があまり住まないような過疎地域に下水

管を引く意味があるのか。特に、国の政策として、どうなっているのか。 

 

【事務局】 

 下水道の区域内では、現在、合併浄化槽を使われている方も下水道を使えるように

整備されたら下水道を使っていただくというのが基本的な考え方となる。 

 しかし、一度、合併処理浄化槽を整備し問題なく使っている方が下水道に切り替え

る積極的な要因がなかなかないのが現実で、そうすると接続率が上がらず、下水道収

入も得られないということとなる。 

 

【委員】 

 コンパクトシティではないが、日本の人口が徐々に減少していくに従い、密集地で

は下水、過疎地では合併浄化槽の２つで行くしかないと感じる。 

 

【委員】 

 下水道の区域見直しについて、新潟県の例でいうと、国土交通省が掲げる１０年概

成のインパクトから、かなりドラスティックに行っている市町村がある。下水道の区

域のうち３０～４０％を諦めて、合併浄化槽の区域にする市町村も出たほどである。 

 一方、埼玉県の目標は、グラフを見る限り、下水道も合併浄化槽も大幅に増えたり

減ったりしていないように感じる。 

 下水道を縮小して浄化槽に変えていくという方向性ではないのか。 

 

【事務局】 

 県内では、政治的な話もあって、今まで下水道を整備することを待っていただいた

区域に対して、合併浄化槽でお願いしますと切り替えるのは難しいとする市町村が多

い。市町村の中からも、積極的に変えていこうという意見は聞こえてこない。 
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【事務局】 

 本日、提示している令和７年の目標は見直し前のものである。今年度、生活排水処

理構想の改定作業を行っているので、下水処理率８６．９％という目標から多少低く

なるかもしれない。 

 

【委員】 

 現在、合併浄化槽を使っている方たちの維持管理費は、下水道料金よりも高いので

はないか。それであれば、合併浄化槽から下水道への移行も進むのではないか。 

 

【事務局】 

 合併浄化槽を導入するときに、イニシャルコストとして相応の費用をかけて購入し

ているので、改めて下水道の接続コストを負担することに抵抗があるものと考えられ

る。 

 

【委員】 

 下水道に接続する場合、市民負担があるのか。 

 

【事務局】 

 受益者負担金として、下水道への接続者から費用を徴収している。ただし、市町村

によってにはなるが、無利子での融資制度を設けているところもある。 

 

【委員】 

 合併浄化槽の設置補助制度はあるのか。 

 

【事務局】 

 補助制度はある。 

 

【委員】 

 合併浄化槽は表向きは５０～６０万くらいで購入できるが、行政からの補助やダン

ピングのある世界のため、実勢価格はもう少し低くなる傾向になる。それでも、市民

個人が支払う初期投資は合併浄化槽の方が高い。 

 一方、下水道では受益者負担金に加えて、自宅の敷地内配管の施工費を何十万円も

個人で払わなければならないので、市民の負担感は大きい。 

 しかしながら、下水道は税金をかけて敷設しているので、個人・行政全ての費用負

担を足せば下水道の方が大きな負担となっている。負担の高低を個人ベースで考える
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か、地域ベースで考えるのかによって、答えは違ってくる。 

 

【委員】 

 浄化槽を使っている地域と下水道を使っている地域が混在している市の中で、汚水

処理料金を均一化しているところもあると思うが、浄化槽の管理を市町村でやること

もあるのか。 

 

【委員】 

 新潟県でも同じ様なところがある。人口も下水道普及率も同じくらいなのに、絶対

に下水道だという地域と、下水道はやめるという地域があって、意思決定が分かれて

いる。そもそも、下水道の整備計画策定が遅れていて、１０年も２０年も経過してか

ら下水道につないでください、と言われてもなぜ二重に負担しなければいけないのか、

と住民は感じている。そこで、下水道と合併浄化槽が混在してる地域では、料金を一

律にすることによって下水道への接続を促すことができるのではないか。 

 地理的にはあまり差がないところでも、下水道の接続率では大きな差がついている。

はっきり言って、市町村の姿勢の問題ではあるが、そのやり方を共有化すればよいと

思う。上手くやっている他の市町村の取組がヒントになるのではないか。 

 

【事務局】 

 本県では、昨年度、県主催で市町村の実務者を集め、接続率向上に向けた勉強会を

行った。どうやって下水道への接続を促したかなど、主に成功事例を周知させていた

だいている。 

 

【委員】 

 下水道と合併浄化槽それぞれの施設設備があることはよいことと思うが、埼玉県で

は、単独浄化槽が特に多いことが問題である。さらに、浄化槽の検査率が都道府県比

較で下から何番目ぐらいに悪いことがさらに問題である。 

 下水道も浄化槽も結局は生活排水を浄化することを目的としているので、維持管理

に関する費用も平等に考えてあげないと続かないと思う。 

 下水道も浄化槽も本来の目的は、河川浄化に尽くすことであることを忘れてはなら

ない。 

 

 

【斎藤委員】 

 資料２－５の右下の「経営資源（カネ）」のところで、多くの市町村の汚水処理原

価が１５０円あたりで揃っているがどういうことか。 
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【事務局】 

 同じ流域下水道に接続している市町が同じ汚水処理原価になっているものと思う。 

 ただし、それでは説明できない市町村もあるが、この統計調査は当該市町から返っ

てきた回答を国が集計したものであるので、当該市町村にしかその根拠は分からない

のが現実である。 

 

【委員】 

 市町村が汚水処理原価はこれだと決めてしまえばそれでいいのか。 

 

【事務局】 

 統計資料として、それなりの根拠で汚水処理原価を決めていると思うが、正確かま

では分からない。 

 

【事務局】 

 流域下水道の中で、維持管理負担金が一番安いところが荒川右岸流域で、１㎥あた

り３２円しかいただいていない。その結果からか、荒川右岸流域の市町、例えば、ふ

じみ野市や三芳町、朝霞市などが、下水道料金が安い傾向がある。 

 

【委員】 

 この表を市民が見たら住むところを変えたいと思うのではないか。 

 上下水道料金が高いところは住みたくないと感じる。 

 

【委員】 

 市民の方と話をすると、「上水道なんて３０年以上値上げしたことがない。」とお話

しされることがある。物価が上がっている中で、３０年以上値上げしないということ

は、実質的にどれだけ値下げしているかという話になるが、上水道に連動して下水道

料金が設定されている現状からか、下水道料金の値上げはおかしいと思ってしまう傾

向にある。 

 下水の処理原価はそういうレベルの話で積算されている訳ではないと思うが、処理

原価と市民から徴収している下水道料金は何が違うのか。 

 

【事務局】 

 右上のグラフが、市民からいただいている料金になる。一番右側の「単独」と記載

されているところが市町村だけで汚水処理を行っているところで、汚水処理原価が全

体的に高くなっている。 
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 「単独」の中でもかなりバラツキがあって、特に、一番右側の秩父市がかなり安く

なっているが、ご指摘のとおり、長い間、市民から徴収する下水道料金を改定してい

なかったため安く見えるだけであり、ようやく改定し収支均衡することとなった。 

 ただし、今回のコロナ禍によって、料金改定を凍結するに至ってしまっている。 


