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第２回山梨市戸別合併処理浄化槽事業審議会議事概要 
 
日 時  平成２４年８月２日 １３：３０～１６：００ 
場 所  山梨市役所 牧丘支所 大会議室 

 
１．開会 
 
２．議事 [出席委員９名  事務局 下水道課長以下５名] 
 
（事 務 局）  資料説明 

①前回の審議会内容について 
②料金改定案について  

 

【 議 事 】 開会 午後1時30分 

 

（議  長）  それでは、議事１番「前回の審議内容について」事務局より説明をお願いし

ます。 

 

（事 務 局）  議事１番「前回の審議内容について」説明。 

 

（議  長）  事務局からの説明でご意見等がありましたらお願いします。無いようであれ

ば、議事２番料金改定案についてお願いします。 

 

（事 務 局）  議事２番「料金改定案について」説明。 

 

（議  長）  事務局からの説明でご意見等がありましたらお願いします。 

 
（委  員）  使用料の改定について説明を聞いたが、特に良いことだと思ったのが管理の

一元化を進め、今までの汚泥引き抜き補助金の 1万円を廃止されるということ
で、この汚泥引き抜きの料金については、業者により高い、安いがあり実際の

基準が分からない。金額が高い、安いということは一般的に皆が言っている中

で、引き抜きを市で実施するという内容なので、補助金の廃止はやむをえない

と考えられる。 
        また、三富の場合は民宿があるが、高齢化が進み後継者もなく民宿もわずか

になっている。民宿をやめた人は大きな槽を抱え、一人で住んでいる状況もあ

るので市で何らか対策が必要と考えているかなと思っていたが、汚泥引き抜き

を市で実施ということなので凄く良いことだと感じる。ただ、このような場合

に使用料の対応槽ということはどのようになるのか聞きたい。 
         
（事 務 局）  民宿などの大きなお宅で３０人槽を使っているとして、例えば高齢者世帯だ

けになったり、廃業した場合は、使用人数及び使用面積を申告してもらい、そ
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の状況を確認させていただき、判断していくことが妥当ではないのかなと考え

ています。ただ、この件に関しましては内部でも固まっておりませんので、皆

様からご提言をいただいたりして対応していきたいと思っております。また市

長、副市長も地域特性を一番に考えておりますので、できる限り実情にあった

方向性で進めていきたいと考えているところであります。 
        
（委  員）  管理の一元化は素晴らしいことだと思う。というのは、合併浄化槽により環

境を良くするためにこの事業がなされているのだから、一元管理化は必要にな

る。汚泥引き抜きは業者によってそれぞれ違うが、ここで統一することも必要

だと思う。目的は環境を良くするということなのだから。 
人槽の区分けについてもこんな時代だから皆が理解しやすい。今日の提案も

理解してもらえれば良いと思うが、最終的に料金を上げることは大変なことだ

が、今の年金制度と同じようにどこかでこのようなことをやっていかなければ

いけないと考えている。 
        
（委  員）  今の意見に賛成です。環境を守る。一元化を大前提とする。という意識を強

く持ってもらえれば山梨市の行政は良いものになると思う。 
        
（委  員）  ７０６基の浄化槽があるが、これは市を通じて設置した浄化槽の数なのか。 
 
（事 務 局）  市が設置した浄化槽です。 
 
（委  員）  区長会で話をしたが、個人が設置した浄化槽もある。数は定かではないが、

個人の浄化槽は年間委託、年間４回浄化槽の検査、単価として委託料が２万円、

検査が１万２千円、汚泥の引き抜きが３万円くらいかかっている。市の設置し

た浄化槽には汚泥引き抜き時に補助金が出ているが、個人で設置した浄化槽に

ついては出ていない。施設を市に移管すれば補助を出すことができるか。 
 
（事 務 局）  前回の資料の１５ページを見てください。他市町村の比較の中で施設の移管

をしているのは甲府市と甲斐市になります。施設移管については検討していく

課題だと思いますが、合併浄化槽事業は下水道事業と違いまして、数が増えれ

ば増えるほど市の負担が多くなります。市として施設移管を認めるのは大変な

ところでございますが、将来的に環境を守るという目的を考えると施設を移管

してもらうやり方もあるのではないかと思います。ただ、個人設置の浄化槽は

市設置の浄化槽に比べ点検管理が劣悪ですので、このような状況を踏まえ審議

会の中で意見が統一できるようでしたら上申してみたいと思います。 
 

（委  員）  現在、個人設置の浄化槽の数は分かりますか。 
         
（事 務 局）  個人の設置している浄化槽は８８６基となっています。 
        
（委  員）  個人設置の浄化槽は、急いでやりたかったためにやむをえず設置したものも
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多いと聞いている。 
 
（委  員）  やむをえず設置した人は、環境を考えた上で先取りしてやったものだから、

何かする場合には何か補助があってもいいと思う。 
 

（委  員）  三富の場合、一番初めに水、川をきれいにするという目的で浄化槽を入れた

が、５人槽でも１０人槽でも料金が一緒だからということで多くの家で大きい

浄化槽にした経緯がある。今回の使用料の改定については人槽が大きくなるほ

ど使用料が値上がりするので、民宿のような大きな槽になるとかなりの金額に

なり、使用している人にとっては凄く大きな負担となってしまう。実際に２０

人槽や５０人槽の料金を２人しか住んでいない老人が払えるわけがない。そう

いうことを考えると人槽ではなく、住んでいる人数に対しての料金にした方が

良いと思う。山梨市は下水道の収入が足りないから浄化槽の料金を値上げして

いるじゃないかと言っている人もいる。そういうことで値上げをするのは、お

かしい話だと思う。 
 
（事 務 局）  下水の収入がないから浄化槽の使用料金を上げるという話がありましたが、

前回の資料の３ページを見ていただきたいと思います。ここに市の財政負担と

いうものがあります。市の負担は現在と平成２９年を比べても負担そのものは

あまり軽減されておりません。下水道料金の改定を昨年度行なって 下水道の

計画は１０年で１５億円くらい一般会計からの繰入を減額する施策となって

おります。この浄化槽事業に迷惑がかるようなことは一切ありませんので、そ

の点はご理解いただきたいと思います。 
        
（委  員）  三富で最初に浄化槽を設置した場所についてはにおいが凄い。話が頻繁に出

ている状況なので、値上げをしてにおいがなくなるなら納得するかもしれない

が、このままの状態で何も変わらず値上げをしたら皆が納得しないと思う。 
 
（事 務 局）  今回の料金改定の内容は、今後浄化槽が壊れたりした時に、その修繕金額が

増える分を料金の中で対応していくのが一番の基本的な考えとなっています。

とにかく市の負担で汚泥処理を行い管理を安定化させて、なおかつこれからの

修繕費をどうしても確保していかななければなりません。料金改定をしないと、

おそらく年額１千５百万円以上の赤字が生じてくると思われます。ですからこ

の赤字を減らすために使用料の改定が必要となってきます。 
 
（委  員）  現在、単独の浄化槽を使っている人が市から合併浄化槽にしてください。  

お金はこのくらいかかりますと言われた場合に素直にやる人がいるのか。 
 
（事 務 局）  市の設置型でやっている地域の管理負担は、年間５万２千円くらいになるの

ですが、山梨地域の個人設置型の浄化槽の管理はもっと多くかかっています。

個人設置の場合、電気料や汚泥引き抜きなどを考えていないため、市の設置型

より料金が安いという認識があります。実際は個人設置の浄化槽より、市設置
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の浄化槽の方が管理費は安いです。もし個人設置型と同じにするならば、       

単純に山梨地域でかかっている７万円をそのまま料金に反映すれば良いこと

で、あまり難しいことではありません。ただ、それをすることが良いのかとい

うとそれはおかしいことなので、今回汚泥処理についてかなり踏み込んでいる

ところがございますので、そのあたりを理解していただきたいと思います。 
 
（委  員）  私の考えは、浄化槽の排水を川ではなく専用の管でまとめることと、使用料

について浄化槽の大きさではなく、実人数でやらなければおかしいと思う。 
        
（事 務 局）  人槽の話は、先程からも出ているように、今度はそれに対応する方法という

ことで検討しているところです。今まで５０人槽を１０人槽で見るようなやり

方は、どこの市町村でもやっていません。ただし、地域の特性を考え、確認が

出来るのであれば、対応槽まで下げることを考えさせていただきます。 
         
（委  員）  先程言われた、排水を専用管でまとめるというような考え方はないというこ

とだけは理解してもらわなければならない。そうしないとこの話はおかしくな

ってしまう。におうというのは間違っている。におうのは管理が悪い、これは

におわないようにしなければならない。 
         
（委  員）  においの問題について、私も合併浄化槽を平成１６年か１７年頃に設置をし

た。先日も定期点検に来た業者の人に使い方がきれいだと言われた。要するに

使い方というか、何でも良いから流してしまうと必ず浄化槽は汚れる。各家庭

においても浄化槽の使用の仕方についてもっと考えていく必要があると思う。 
         
（委  員）  私の家では年寄りを２年ほど介護したことがあるが、その時の飲み薬が強く

て浄化槽の中の菌を殺してしまった。薬とかの関係で汚れてしまうこともある

ので、そういうことも注意して管理を考えていかなければならない。 
        
（委  員）  単独浄化槽と合併浄化槽の区別は一般の人に分かりにくいと思う。浄化槽の

こともパンフレットだけでなく、地域での説明会や勉強会などを開いていくの

が良いと思う。一番の目的は環境ということだから、浄化槽の管理等にについ

て勉強の機会を増やしていくことが大切ではないか。 
 
（委  員）  地元から合併浄化槽の勉強会の要望等があった場合には、昼でも夜でも出向

いていただいて色々学習を深めていくことが大事だと思う。前に広報で読んだ

が、本年度の合併浄化槽の重点地区が牧丘の中牧地区となっています。それで、

下水道課職員が中牧の区長会へ来て一時間くらい話をした。その中で一番我々

が知りたかったこと、合併浄化槽とはどういうものなのか、単独の浄化槽との

違いはどこなのか、色々な条件により浄化槽設置の経費が随分違うということ、

あちこちに聞いても分からなかったことが、説明を聞いて分かるようになった。 
  やはり我々の義務は、排水をしっかり浄化して魚が住めるような水に戻して

いかないといけない。ただ、気掛かりなのは５年ごとに使用料が上がるのでは
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ないか、いきなり大幅な値上げとなるようなことがあるのではないかというこ

とが心配される。そのようなことも色々含め、学習会みたいなものを積み重ね

ていくことが必要だと思う。 
 
（議  長）  あくまでも原点に戻り、しっかり環境美化に努めていくということに尽きる

のではかないと思います。もう一度話を戻しますが、今回の料金改定について

は下水道の赤字の補填とかもろもろには流用しているわけではないというこ

とをご理解していただきたい。それから個人設置型についての補助金というこ

とで、この問題は非常に重要な問題となる。審議会といたしましても議題とし

て、ぜひ検討していただきたい話ではないかと思います。 
 
（事 務 局）  先ほどの個人で設置したものを市で管理するということに関しては料金体系

の話ではありませんので、提言事項という形で受けさせていただき、皆さんの

意見が一致されましたら答申の中に挙げていただければと思います。 
 
（委  員）  合併浄化槽とはどういうものなのか、それを使うにはどういう理解を持って

使うことがよいのかという勉強会は必要だと思う。使用料が高いとか安いとか

ということだけでなく、環境を良くするために勉強する必要があると考えます。

牧丘・三富の全体でなく、地域で一ヶ所でも勉強会をして、その方向に進めれ

ば良いと思う。 
 
（議  長）  合併浄化槽の使い方等は非常に重要なことだと思います。各地域、地区ごと

に説明会や勉強会の計画を立て、今後の浄化槽事業の推進を兼ねながら利用の

仕方等について説明するような機会を設けてほしいと思います。 
 
（事 務 局）  去年の下水道審議会でも提言を５項目ほどいただきました。１００％ではご

ざいませんが、提言が非常に役立っております。また、環境を良くしていくと

いうことは下水道課と環境課で一緒にやらなければならないのですが、今はま

だ手探りの部分もありますので皆さまにもご意見をいただき、ご協力をお願い

いたします。 
 
（議  長）  先程の汚泥の引き抜きの件については、業者により作業内容がまちまちのと

ころもあります。今後、汚泥引き抜きについては市で負担していただくことに

なりますが、業者の作業の統一化も考慮していただきたいと思います。 
 
（事 務 局）     以前の牧丘町・三富村時代には、今のシステムより優れた点があります。そ

の中で今回の浄化槽管理の一元化は、ある程度やられていた部分があります。

その後現在の補助金制度に変わり、市からその部分が離れていった経緯があり

ますが、ここで戻させていただいて引き抜き業者に対してもしっかり指導して

いく考えでおります。 
 
（事 務 局）    今回の改訂内容についてですが、見てもらうとわかりますように５０％も値
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上げをするように捉えてしまいますが、実際は汚泥関係を含めると１割５分く

らいの値上げとなりますので、表現の仕方についても研究させていただこうと

考えています。 
 
（委  員）  三富は浄化槽を全戸に入れ、放流水のＢＯＤを基準より下げて設置したと聞

いた。せっかく莫大なお金を投じて笛吹の源流をしっかり守ろうということで

合併浄化槽を全戸に設置したのに取り扱い方がよくないのか、機械の整備が悪

いのか原因はわかりませんが臭いというのは非常にゆゆしき問題だと思う。た

またま１軒だけとか、特殊なところならそういう問題が起こっても仕方ないの

かなと思うが、あちこちで耐用年数が経って大分傷んでいるということになる

と、これは大変な問題ではないかと考る。その辺が具体的に分かったら教えて

もらいたい。 
 
（委  員）  放流水については通常３０ＰＰＭ以下であればいいという中で、三富は笛吹

川の源流であり、観光などのために高度処理をして一番低い１０ＰＰＭにして

いる。そのようなことを考えれば排水処理に問題があるのではないかと思う。 
 
（委  員）   使い方についてはメーカーで説明してくれたのだが、一番先に塩原で浄化槽

を入れた時臭いという問題で大騒ぎでした。その都度メーカーに来てもらって

いたが、なかなかにおいはなくならなかった経緯がある。徳和地区は浄化槽の

排水をまとめて流せるように放流先まで２００ミリの塩ビ管を入れて欲しい

と陳情したが予算がないため出来なかった。それをやってくれればにおいの問

題などはなかったと思う。 
 
（事 務 局）    市でも何度か現地へ行かせてもらったのですが、私たちが行った時には、そ

れほどにおいはしませんでした。上流へ上りながら確認をした際にグレーチン

グ部分に鼻をつけた時にはにおいがしたのですが。何が原因なのかは現時点で

は分かりませんが、浄化槽の排水管を設置すること予算的にも非常に難しいで

す。ただ、市が現状でできる限りのことはしていきたいと考えておりますので

ご理解をいただきたいと思います。 
 
 
（委  員）  最初に設置した時に地域でにおいの問題があった。何で臭いのかと、それは

臭気対策を低くしていたためだった。臭気対策について地域で取り組みをした

ところ、臭気の問題はなくなった。やはり排水処理や出て行くルートに問題が

あるのではないかと思う。現在の浄化槽はしっかりしているため、そのことさ

え気をつければ大丈夫だと思う。 
 
（委  員）   先程、各地区へ説明会をしたほうが良いとの意見があったが、三富では大変

だと思います。合併前に浄化槽を全て設置しないと合併後では浄化槽事業がで

きないという、そういうやり方でやってきているものだから、三富で説明会を

すれば大変なことになると思う。 
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（事 務 局）    この審議会で牧丘・三富の個々にそれぞれ説明するということは考えていな

いのですが、審議会として市長さんへ答申する立場でお話しているので提言の

中で地域の説明はこのようにということはできますのでそうお願いしたいと

思います。 
 
（委  員）  説明会は住民の意向でということにすれば良いと思う。 
 
（事 務 局）  これからは、作られてきたものが段々傷んでくるという時期になります。ど

うしてもそのお金の元資を求めなければならないところがございます。今まで

は壊れる数が少なかったのですが、最近は浄化槽の本体が壊れるケースが多く

みられています。市としても予定外の出費が増えてきている状況なので、使用

している方の負担も考えていただきたい。 
 

（委  員）  公共施設の公民館とか広場などについては関係なく今のままで良いのか。 
         
（事 務 局）  下水道課以外の課が関係してきますので、それぞれの課へ話しをいたしまし

て予算化できるように促していこうと考えております。 
 
（委  員）  仮設トイレでは本当にかわいそう。どうにかならないか。 
 
（事 務 局）  こちらは関係課に頼んでいるところですが、なかなか難しいみたいです。 
 
（議  長）  各委員におかれましては貴重なご意見をありがとうございました。時間も大

分経過いたしましたので、この辺で議事を終了させていただきたいと思います。

本日のご意見等はまとめていきたいと考えておりますので宜しくお願いいた

します。 
 
（事 務 局）  第３回審議会の日程については、９月４日（火）か９月５日（水）に開催し

ます。日程、場所が決まりましたら、ご通知いたします。 
        次回は事務局より、答申の素案をご用意する予定ですので、ご審議をよろし

くお願いいたします。 
 


