
平成 31年 3月 27日 

 

 

平成 30年度 観音寺市生活排水処理構想整備計画（案）についての 

パブリック・コメント手続実施結果 

 

 

 平成 31年 2月 1日から平成 31年 3月 4日までの 32日間「平成 30年度 

観音寺市生活排水処理構想整備計画（案）」について実施したパブリック・コメ

ント手続では、1 人から 12 件の意見をいただきました。ご意見をいただきあり

がとうございました。 

 これらの意見について、内容を要約して整理し、それらに対する市の考え方

とあわせて以下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「平成 30年度 観音寺市生活排水処理構想 

整備計画（案）」 

○提出意見  <意見の提出者数> 1名  <意見の数> 12件 

<意見の提出方法> 電子メール 0件 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

１ 文章・図

表 の 文

字・行間

サイズの

不一致に

ついて 

（ Ｐ 1

行・図、

Ｐ19・表

3-2-7） 

行間が不一致であり狭

く読みにくいため、余

裕を持たせた構成に変

更することを求める。 

また図、表の文字を大

きくし、見やすくする

変更を求める。 

修正対応いたします。 

 

２ 難解な専

門用語が

無解説で

使用され

ている 

全ての専門用語・略語

などの見直しと語句説

明の追加を求める。 

説明を追加し対応いたします。 

・「10年概
がい

成
せい

」とは今後 10年程度を 

目途に汚水処理施設（公共下水道・

農業集落排水・合併浄化槽）整備を



 概ね完成させることです。 

・「家屋間限界距離」とは、個別処理

と集合処理の経済的分岐点を、１家

屋あたりの管渠延長で表したもので

あります。家屋１戸を集合処理に接

続するために必要な管渠延長が、家

屋間限界距離より短い場合は集合処

理への接続が有利となり、長い場合

は接続しない個別処理とする方が有

利となります。 

３ Ｐ4の 2.1 

整備状況

について 

 

 

 

 

 

 

文章と表中の数値が異

なっているため、精査

し数値の統一を求め

る。 

Ｐ4の上から 3行目の平成 29年度末

で 58.4％となっている箇所を 58.4%

→58.5%に修正いたします。それに伴

い、表 2-1-1 の汚水処理人口普及率

（％）公共下水道 19.2→19.3に、図

2-1-1 円グラフ公共下水道 19.2→

19.3に修正いたします。 

またＰ5上から 6行目 19.2→19.3に、 

Ｐ22上から 4行目 58.4→58.5へ 

修正します。 

４ Ｐ7.生活

排水処理

構想の内

容につい

て 

（1）目的 

 

 

 

 

①人口減少や高齢化・

合併浄化槽の設置状況

を踏まえた区域の見直

しとあるが「高齢化」

がなぜ影響するのか説

明が全くなく、その理

由を求める。 

下水道整備を進めたとして、高齢者

のみの世帯の場合、将来的な世帯人

数を考えて接続しないことを選択す

ることが多いのが現状です。下水道

管へ接続してもらえない場合、その

世帯分の下水道使用料が収入として

見込めなくなり、投資効果が小さく

なることから、下水道整備を進める

にあたりその地域の高齢化率は重要

な判断材料となります。 

５ Ｐ7.生活

排水処理

構想の内

容につい

て 

（2）策定

検討対象区域の選定・

設定理由について 

・「観音寺処理区」のみ 

とした理由の明記を求

める。 

・「観音寺処理区の全体

前回の観音寺市生活排水処理構想整

備計画（H27 年度策定）の検討にお

いて、観音寺処理区＝全体計画区域

内は当然下水道整備を行うものとし

て検討対象外とした経緯があるた

め、今回その区域について改めて検



方針 

 

計画区域」を検討対象

区域とした理由の明記

を求める。 

討を行ったものであります。 

 

６ Ｐ7.生活

排水処理

構想の内

容につい

て 

（2）策定

方針 

検討対象区域の選定・

設定理由について 

・「事業計画区域」を検

討対象から除く理由の

明記を求める。 

 

 

事業計画区域は既に、下水道整備を

行うことを公示している箇所であ

り、今後数年にかけて整備を進めて

いくスケジュールが決まっているた

め、検討対象から外しました。 

７ Ｐ８（1）

構想に用

いる各条

件の設定

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

表【3-2-1 将来行政人

口】として「観音寺市

住民基本台帳（平成 25

年）国立社会保障・人

口問題研究所人口推計

値（観音寺市）」を参考

にと示されているが、

本計画が「観音寺市の

人口ビジョン」を無視

して作成した正当な理

由があるなら詳述を求

める。合理的、正当な

理由が無いのであれば

「観音寺市の人口ビジ

ョン」を基にした全面

的な計画の見直しを求

める。 

今回の計画変更は、現行計画である

第 4 次香川県全県域生活排水処理構

想に基づく観音寺市生活排水処理構

想整備計画（H27年度策定）の一部(下

水道区域)の変更であります。人口推

計については、現行計画と整合を図

る必要があることから今回もその手

法を踏襲しました。 

８ Ｐ19（5）

各検討単

位区域の

高齢化率

と浄化槽

整備率の

整理につ

いて 

 

表 3-2-7 

・高齢化率と浄化槽整

備率がどのような関係

があるのか、詳細な説

明を求める。 

・高齢化率について評

価基準に関する詳細な

説明を求める。 

・浄化槽整備率につい

高齢化率については、№4に記載した

通りであります。 

浄化槽整備率についても、下水道に

接続してもらえないと投資効果が小

さくなるという考え方は同じであ

り、既に浄化槽を設置している世帯

は下水道に繋ぎ替えないことが多い

のが現状です。 

検討単位区域２－２及び８について



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て評価基準に関する詳

細な説明を求める。 

・高齢化率と浄化槽整

備率の評価基準を明確

にし、再評価・再整理

することを求める。 

・再評価・再整理後の

結果を鮮明・明瞭な表

で表示することを求め

る。 

は評価コメントに誤植があり、「浄化

槽整備率・高齢化率共に比較的低い

が、前述の費用比較において『個別

処理が有利』と判定されたことから、

個別処理とする方が望ましい」とす

るのが正しいため修正いたします。 

 

９ Ｐ22（7）

検討結果

について 

 

 

 

 

 

表 3-2-11 

現構想（平成 27年度） 

と新構想（平成 30 年

度）の比較における、

新構想の判断基準の合

理的説明を求める。 

表３－２－５及び３－２－６では費

用の総計で比較を行ったのに対し、

表３－２－７では投資効果（高齢化

率・浄化槽整備率）が期待できるか

否かの判断を行いました。 

このいずれかで個別処理が有利とな

った区域は下水道による処理に適さ

ないと判断したものであります。 

10 その他 パブリック・コメント

が１月に２案、２月に

３案と短期間に多数実

施されている。実施時

期に関する検討を求め

る。 

本計画の内容とは別に、貴重なご意

見として検討します。 

 

 

 

 

11 その他 

 

 

【問い合わせ先】その

他における連絡・郵

送・部署所在地の明記

を求める。 

次回から問い合わせ先に住所を記載

します。 

12 その他 

 

 

持参提出先として「市

役所総合案内所」・「各

支所」の追加を求める。 

次回から提出先に市役所総合案内

所、各支所を加えます。 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

住 所：〒768-8601 

観音寺市坂本町一丁目１番１号 

担 当：建設部下水道課 

電 話：0875-25-6890 

F A X ：0875-23-3967 

E-mail：gesui@city.kanoji.lg.jp 


