
袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会 

 

１ 開催日時  平成３０年２月２０日(火) 午後２時００分開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所１階会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 積田 宣明 副会長 松田 晴夫 

委 員 森岡 かおり 委 員 大久保 努 

委 員 菊地 芳子 委 員 和田 玲子 

委 員 影山 二三子 委 員 大野 みゆき 

 

 （欠席委員） なし 

 

４ 出席職員 

市 長 出口 清 
都市建設部 

部長 
立野 文雄 

都市建設部 

次長 
江尻 勝美 

下水対策課 

課長 
大野 博之 

下水対策課 

副課長 
小田喜 英雄 

下水対策課 

班長 
鈴木 康夫 

下水対策課 

班長 
内海 貴英 

下水対策課 

副主査 
武田 圭介 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

(1)平成３０年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計予算（案）および事業

計画について 

 

(2)下水道事業の広報活動の取り組みについて（報告） 

 

(3)その他 

 

７ 議 事  別紙会議録のとおり 

� 議事録署名人の選出 

 審議会運営規定により、積田会長が松田委員と和田委員を指名する。 



     

 

◎議題（１）平成３０年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計予算（案）および

事業計画について 

(事務局より説明) 

 

積田会長   事務局から受けました説明について質問等ありましたらお受け

いたします。 

 

松田委員   資料１・P1 の歳出予算の公債費は、どこの行政機関でも大きな

割合を占めるのですが、終末処理場の工事を集中して行っている

ことで、今後も公債費は増えていくのでしょうか 

大野課長   終末処理場の長寿命化工事について、平成２４年に５ケ年計画

を立てて改修しておりますが、まだ全体の約２割程度の更新しか

できていません。残りの８割について、今後改修していかなけれ

ばならないため、平成３０年度に新たに５か年計画を立てて順次

行う必要があるので、計画では増加していくようになっておりま

す。 

松田委員   それでは、毎年改修をするために資金を投入する必要があるこ

とから、公債費は膨らんでくるということですね。 

大野課長   設備自体が３０年以上古いもので、期限を超過して使っている

機械もあるため、改修していく必要がありますのでそのようにな

ってしまいます。 

松田委員   今後について、１０年スパンで歳出や償還額の予測の掴みは取

っていますか。 

大野課長   大まかな部分は把握しております。ただ、終末処理場について 

現在２つの系列で処理していますが、流入が多くなった場合はも

う一つ上の高度処理についても考えていかなければならず、その

場合はさらに多額の費用がかかるため、そのようなことも含めて

今後は考えていかなければならないと思っております。 

松田委員   歳出額が大きくなると思いますが、穴埋めに使用料・手数料を

上げたり、限度はありますが繰入金を上げるしかないということ

ですね。 

大野課長   繰入金自体はこれ以上膨らまないような形でしていますが、今

後の状況にもよりますし、使用料については概ね４年で検討し直

しているので、今後は要所要所で検討していかなければいけない

と考えています。 

 

大久保委員  資料１の P3 の中で、一般管理費の地方公営企業法適用事務事業 



（継続費）10,038 千円とありますが、P4 地方公営企業法適用事務

事業の予算では16,675千円となっており、金額に違いがあります。

この違いについて、何か含まれるものがあるのですか。 

内海班長   分かりにくくなって申し訳ありません。P3 の地方公営企業法適 

用事務事業（継続費）は固定資産の調査のみの金額になっており

ますが、P4 の地方公営企業法適用事務事業の予算は固定資産調査

と来年導入する会計システム導入費を合わせた額となっているた

め、金額に違いが出ております。なお、会計システム導入費はｐ

３の総務管理事務事業 21,938 千円の中に含まれており、約 6,000

千円ほどとなっております。 

大久保委員  一般管理費の人件費が 2 人減になっておりますが、組織の体制 

的に 2 人減の影響はないのですか 

大野課長   今までは袖ケ浦駅海側地区と椎の森工業団地の工事量が非常に 

多かったため人員が必要だったのですが、ここにきて一段落した 

ので、2 人減となりました。 

大久保委員  今後の下水流入量が増えるとの話でしたが、今の終末処理場の 

キャパシティーで許容できる量なのですか。 

大野課長   今現在の流入量は最大スペックの 6 割程度で運転しているとこ

ろですが、今後、袖ケ浦駅海側地区や椎の森工業団地が繋がって

いくと流入量が多くなります。最大スペックの 6 割程度ではあり

ますが、現在使っている 2 系列のうち、1 系列が故障してダウンし

てしまうと処理できなくなるので、もう一系列入れると同時に処

理方法も高度処理をするかを見据えながら改築を考えていきます。 

 

松田委員   P4 のマンホールトイレについて、ガウランドに設置するのは、 

避難場所になっているからですか。イメージ的には人口密集地域

である長浦駅前のようなところにつけるものだと思うのですが。 

大野課長   設置場所については、防災担当課と相談しながら各避難所の収

容人数・範囲・地域的なもののバランスを考え協議しながら設置

しており、今回はガウランド近辺のエリアが設置対象地区になり

ます。なお、長浦地区では長浦小学校と長浦中学校、蔵波・蔵波

台地区では蔵波小学校に設置しております。 

 

積田会長   P4 の滝の口地区公共下水道接続検討委託について、滝の口ファ 

ミリータウンはどのくらいの規模なのでしょうか。 

鈴木班長   現状で住まれているのは約 100 世帯、区画としては 180 世帯く

らいあるとの話です。 

積田会長   100 世帯の下水道はできているのですか。 

鈴木班長   現在はコミュニティープラントで処理をしていますが、老朽化



しているので、接続できないかとの要望をいただいたので検討し

ているところです。 

大野課長   袖ケ浦市内では、開発で大きい浄化槽であるコミュニティープ

ラントを設置して浄化しているところがいくつもありましたが、

老朽化して機械が動かなくなったため、機械をなくし公共下水道

や農業集落排水に繋げた取り組みがありましたが、今回滝の口フ

ァミリータウンの要望があったため検討しているところです。 

 

森岡委員   P４水洗化率の残りの未接続の 3.4％は大体どの地区なのですか。 

大野課長   水洗化率は高まってきているのですが、アパートや貸家などが

多く残ってしまっており、公共下水道が入る前に浄化槽を使って

いるところではまだ浄化槽が使えることもあり、下水道に接続せ

ず浄化槽を使っています。本来は下水がつながったタイミングで

繋げていただきたいのですが、浄化槽の性能も上がっていること

もあり、まだ浄化槽が使えるとのことで、まだ未接続世帯が残っ

てしまっているところです。 

 

 

◎議題（２）下水道事業の広報活動の取り組みについて（報告） 

（事務局より説明） 

 

影山委員   マンホールカードについて、ホームページを見て初めて知り、

すごく興味がわいたのですが、広報袖ケ浦のような大勢が目にす

るようなものには掲載したのですか。 

大野課長   広報袖ケ浦には掲載はしたのですが、スペースの関係で、後ろ

のほうに小さく掲載する形になりました。 

影山委員   小学生の見学ツアーで配ったりしますか。 

大野課長   今年の見学ツアーの時にはまだなかったので、シールのような

ものは配ったのですが、今後はカードもできたのでお配りできる

かなと思っています。 

影山委員   小さな子供がいないと、大人のほうが下水道について知らない

部分も多いと思うので、広がっていくと興味がでていいかなと思

います。 

大野課長   実際夏に行った見学ツアーの際に小学生がマンホールカードが

ないのかと話してきたことがあり、知っている子供もいました。 

 

◎議題（３）その他（次回会議開催予定について） 

 

                          ＜１５：００閉会＞ 



 

出席者  委員：積田会長、松田副会長、森岡委員、大久保委員、菊地委員、

和田委員、影山委員、大野委員 

     市 ：立野部長、江尻次長、大野課長、小田喜副課長、鈴木班長、 

内海班長、武田副主査 

傍聴人  ０名 

 



平成２９年度（第２回）袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会 

 

日 時 ：平成３０年２月２０日（火）  

午後２時００分から 

場 所 ：市役所１階会議室 

 

次      第 

１．開  会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．会長あいさつ 

 

４．議事録署名人の選出 

 

５．議  題 

（１）平成３０年度公共下水道事業特別会計予算(案)および事業計画について 

（２）下水道事業の広報活動の取り組みについて（報告） 

（３）その他 

 

 

議題終了後、椎の森工業団地完成現場見学 



平成29年2月10日現在

役職 氏名 選出区分 始期 任期

委員 積
ツミ

　田
タ

　宣
ノリ

　明
アキ

学識経験者 平成19年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 6期目

委員 松
マツ

　田
ダ

　晴
ハル

　夫
オ

学識経験者 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

委員 森
モリ

　岡
オカ

　かおり 学識経験者 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

委員
大
オオ

　久
ク

　保
ボ

　努
ツトム

（木更津
キサラヅ

高専
コウセン

）
学識経験者 平成25年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 3期目

委員 菊
キク

　地
チ

　芳
ヨシ

　子
コ

受益者代表 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

委員 和
ワ

　田
ダ

　玲
レイ

　子
コ

受益者代表 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

委員 影山
カゲヤマ

　二三子
フミコ

受益者代表 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

委員 大野
オオノ

　みゆき 受益者代表 平成29年2月10日 平成29年2月10日～平成31年2月9日 1期目

袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会委員名簿



番号 所　　属 役　　職

1 都市建設部 部長 立野
た て の

　文雄
ふ み お

2 都市建設部 次長 江尻
え じ り

　勝美
か つ み

3 都市建設部下水対策課 課長 大野
お お の

　博之
ひ ろ ゆ き

4 施設班
副課長

（班長） 小田
お だ

喜
き

　英雄
ひ で お

5 下水道班 班長 鈴木
す ず き

　康夫
や す お

6 業務班 班長 内海
う ち う み

　貴英
たかひで

7 業務班 副主査 武田
た け だ

　圭介
けいすけ

袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会出席職員名簿

氏　　　　名



平成３０年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計歳入歳出予算（案） １～３ページ

平成３０年度　主要事業一覧 ４ページ　　　　　

都市建設部　下水対策課

平成２９年度第２回袖ケ浦市公共下水道事業運営審議会会議資料

平成３０年２月

資料１



　歳入予算 歳出予算

割合 割合

1款 4.4 1-1-1 11.9

2款 46.2 1-2-1 7.6

3款 1.6 1-2-2 24.1

4款 28.9 2-1-1 45.8

5款 0.4 2-1-2 10.2

6款 0.8 3-1-1 0.4

7款 17.7 100.0

8款 0.0

100.0

200

款

諸収入

市債

計

国庫支出金

繰入金

繰越金

分担金及び負担金

597,987

20,550

374,131

5,000

10,557

228,300

1,294,000

1,502

390,100

1,745,000

使用料及び手数料 597,382

266,600

441,602

財産収入 200 0

△ 451,000

605

△ 246,050

△ 67,471

0

9,055

△ 161,800

5,000

計 1,294,000 1,745,000 △ 451,000

平成２９年度予算 比較

154,030

建設改良費

166,369 △ 12,339

平 成 ３ ０ 年 度 袖 ケ 浦 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

平成３０年度予算 平成２９年度予算 比較

14,46157,275 42,814 一般管理費

款・項・目 平成３０年度予算

148,533 △ 16,847公債費(利子)

98,313 535,795 △ 437,482

311,539 312,097 △ 558

5,000 5,000 0予備費

維持管理費

593,432 577,206 16,226公債費(元金)

131,686

57,275

597,987

20,550

374,131

5,000

10,557
228,300

200

歳入予算・・・総額１，２９４，０００千円
1款 分担金及び負担金

4款 繰入金

3款
国庫支出金

2款
使用料及び手数料

5款 繰越金

7款 市債

6款 諸収入

（単位 千円）

（28.9％）

（17.7％）

（0.8％）

（0.4％）

（1.6％）

（46.2％）

（4.4％）
8款 財産収入

(0.0%)

154,030

98,313

311,539

593,432

131,686

5,000

歳出予算・・・総額１，２９４，０００千円

1-1-1
一般管理費

（単位 千円）

1-2-2
維持管理費

1-2-1
建設改良費

2-1-1
公債費（元金）

2-1-2
公債費（利子）

（45.8％）

（24.1％）

（7.6％）

（11.9％）
（10.2％）

3-1-1 予備費
（0.3％）

   １



区域外流入受益者分担金 34 483

16,374

36,327

4,091

建設改良費負担金 20,122

63,763

歳 591,722

5,961

74

下水道手数料 140 230

588,662

20,550

一般会計繰入金 404,000 374,131

5,459 5,000

入 0

888 781

623 9,679

97 97

1,608

20,500

50,400

147,400

10,000

物品売払収入 986 200

1,395,525

款 目

歳　　入　　予　　算　　項　　目　　の　　名　　称　

１．分担金及び負担金

受益者負担金

547

685

266,600

延滞金

235,700

0 1

弁償金 97

597,987

平成２８年度決算額

1,985

41,622

588,522

95,347

9,132

0

605

△ 80

６．諸収入

計 10,557 1,502

857 △ 76

雑入 9,679

下水道費貸付金元利収入 781

下水道使用料 597,757

40,418

5,000

計

0

施設等負担金

597,382

230 310

５．繰越金 繰越金

下水道事業費国庫補助金

２．使用料及び手数料

計

３．国庫支出金

４．繰入金 374,131 441,602

20,550

5,000

42,814

41,181

0

比　　較平成３０年度当初予算額 平成２９年度当初予算額

16,374

57,275

・過年度分

・占用料

△ 1

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ）

597,072

・前年度繰越金

1,357

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,294,000 1,745,000 △ 451,000

７．市債
・資本費平準化債

８．財産収入 200

市債

・水洗便所改造資金貸付金償還金

・消費税還付金他

・工事店、技術者等登録更新手数料

・管渠整備事業国庫補助金（補助率１/２）

・農集落排水処理分

・現年度分

平成３０年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計予算（案）総括表　（歳入）

・現年度分

・し尿処理分

（単位：千円）

摘　　　　　　　　　要

・現年度分

・一般会計繰入金

15,017

0

14,461

△ 67,471

△ 246,050

△ 763

228,300 390,100

9,055

・公営企業会計適用債

・補助事業債

・単独事業債
△ 161,800

0 200 ・終末処理場機器売払代金

483 276 207

97 0 ・東京電力原子力発電所事故賠償金

２



84,244

21,938

114

8,624

27,968

歳 1,002

102

10,038

1,148

55,820

110

41,235

23,832

102,166

185,541

663,988

385,897

179,715

出 27,820

91,694

39,443

549

726,278

1,390,266

・銀行等償還元金

0

299,736

560,117

・財務省償還元金

・財務省償還利子

・銀行等償還利子

△ 621

16,226

△ 450,379

725,739

平成３０年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計予算（案）　　(歳出）

1,014,261計

歳　出　予　算　項　目　の　名　称

△ 12,339

166,161

・地方公営企業法適用事務事業（継続費）

・建設管理事務事業

利子 131,686

・管渠維持管理事業

・終末処理場等包括的維持管理事業

593,432 577,206

△ 16,847148,533

計

元金

725,118

5,000

維持管理費 311,539

563,882

・下水道水洗化普及事務事業

歳　　　出　　　合　　　計 1,294,000 1,745,000

３．予備費 予備費 5,000

312,097

２．公債費

比　　較

・下水道総合対策地震事業

△ 451,000

・一般職人件費（10名分）

・総務管理事務事業

・公共下水道事業運営審議会運営事業

0

△ 558

・受益者負担金賦課徴収事務事業

・下水道使用料金徴収事務事業

535,795
・幹線管渠建設改良事業

（単位：千円）

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）ー（Ｂ）
摘　　　　　　　　　　　要平成２８年度決算額

平成２９年度当初予算額平成３０年度当初予算額

・終末処理場維持管理事業

一般管理費 154,030 166,369 156,659

・車両維持管理費

・終末処理場建設事業

・地方公共団体金融機構償還元金

・地方公共団体金融機構償還利子

款 目

１．下水道事業費

98,313建設改良費 207,593△ 437,482

 
３



平成３０年度　主要事業一覧
（単位：千円）

所　管　課 事　業　名　（　　）は款・項・目 30年度予算額 29年度予算額 事　　業　　の　　概　　要 本　年　度　の　目　標　値

下水対策課

(１－１－１）
下水道水洗化普及事務事業

1,002 1,036
　水洗化普及の推進及び啓発活動を行い、水洗化率の向上
を図る。

水洗化率　９６．６％
戸別訪問等により接続に向けたＰＲ活動の強化を図る。
【参考　２８年度決算９６．４％】

(1－1－1）
地方公営企業法適用事務事業

16,675 11,766

公共下水道会計に地方公営企業法を適用することにより、経
営状況を正確に把握したうえで、経営基盤の強化と財政マネ
ジメントの向上に取り組む。また、類似の公営企業との比較が
可能になり、経営の更なる健全化に繋げる。

※平成32年度より適用

・企業会計に対応した会計システムの導入を行う
・引き続き公共下水道事業が所有する固定資産の調査および評価等
を行うほか、関係部局と調整すべき事項についての協議を開始する。

(1－2－1）
幹線管渠建設改良事業

55,820 86,500
下水道計画区域の汚水管整備を推進し、公衆衛生の向上に
寄与するとともに、公共用水域の水質改善と快適な生活環境
を確保する。

・滝の口地区公共下水道接続検討委託
・公共汚水桝増設工事
・補助管整備工事（海側バイパス管整備等）
・マンホールポンプ制御盤改修工事

(1－2－1）
下水道総合地震対策整備事業

41,235 0
大規模地震等の災害時においても、公共下水道の機能を確
保し、公衆衛生の維持に寄与するため、地震対策事業を実施
する。

・管渠耐震化実施設計（南部幹線マンホール浮上・横田幹線耐震化）
・地震対策工事（ガウランドマンホールトイレ設置　５基）

(1－2－2）
終末処理場等包括的維持管理事業

185,541 185,278

終末処理場及びマンホールポンプ場の運転管理及び保守点
検業務について、民間技術のノウハウを活用し維持管理技術
の向上や災害時の迅速な対応を可能にするとともにコストの削
減を図る。

汚水処理を放流基準内で適正に行い、施設の機能を保持しつつ節
電運転に努める。
また、終末処理場の清掃・点検を計画的に行い施設の延命化を図
る。
包括的民間委託により民間活力を生かし効率的な施設の管理を実施
しコスト縮減を図る。

 ４



資料２  

下水道事業の広報活動の取り組みについて（報告） 

 

 平成２９年度は、下水道事業を周知するための広報活動として、

下記の取り組みを実施しました。 

①見学会の実施 

 ・市内小学生や木更津高専の学生を対象に処理場の見学会を開催 

 ・終末処理場探検ツアー（７／２８）（８／１９） 

 ・雨水ポンプ場探検ツアー（８／５） 

 

②ホームページの充実 

 ・油を控えて、体にも下水道にもやさしい調理レシピの掲載 

 ・下水道すごろく＆微生物ぬりえの掲載 

 ・下水道マニア認定クイズの実施 

（第１弾 ９／３０まで、第２弾 開催中） 

 

③マンホールカードの作成 

 ・１２月９日より配布開始。２月１日現在８８１枚を配布 



 

市内小学生見学会 

 

 

 

 

終末処理場探検ツアー 









下水道マニア認定 第 1 弾 問題 

 

1 袖ケ浦市の公共下水道の排除方式はすべて●●●である。 

2 B O D とは微生物が水中の有機物を分解するのに必要な●●●を表す。 

3 水中に存在する粒径 2mm 以下の固形物のことを●●という。 

4 終末処理場の水処理方法は、標準●●●●法である。 

5 受益者負担金を納めていただく方は、基本的に下水道整備区域内に●●を有している人である。 

6 終末処理場で汚泥の脱水を行うために使用されている機械はベルトプレス脱水機と●●●●●●●●脱

水機である。 

7 下水処理場にある、汚水の中のごみや土砂を取り除く施設を●●●という。 

8 合併処理浄化槽の補助を受けるには、袖ケ浦市補助金等交付第●条の規定により申請をする必要

がある。 

9 農業集落排水事業とは、農村の住環境や●●●●●●の水質保全を図ることを目的としている。 

10 特定施設とは、水質汚濁防止法施行令第 1 条に規定する施設で、その数は●●施設ある。 

11 ●●●●●●●●とは下水道に直結したマンホールを用意しておき、いざという時、その上に簡易トイ

レを設置する仕組みである。 

12 C O D とは、●●●●●●●●ともいい、値が大きいほど水が汚れている。        

13 終末処理場の施設は主に「水処理施設」と「●●処理施設」に分けられる。 

14 市には排水設備工事を行う方のため、水洗便所改造資金●●●貸付金制度がある。 

15 下水処理場では、●●●の働きによって汚水を綺麗にしている。 

16 終末処理場に設置されている主ポンプ設備は、立軸●●渦巻ポンプである。 

17 平成 27 年の下水道管の幹線管渠の延長は約●●km である。 

18 受益者負担金制度は都市計画法第●●条の規定に基づき定められた「袖ケ浦市下水道事業受益者

負担金に関する条例」を根拠としている。 

19 下水を処理する際に発生した汚泥から水分を取り除いたものを●●●●という。 

20 下水道処理水の法定水準は●●●●●●法に定められている。 

21 現在、下水処理場の処理能力は●●●●●㎥/日である。 

22 奈良輪雨水ポンプ場は大雨の時に河川の水が氾濫しないよう雨水を●●的に排出する役目を担っ

ている。 

23 ●●●●●とは、下水道法第 12 条の 2 第 1 項に規定する特定施設を設置する工場または事業場のこ

とをいう。 

24 排水設備の指定工事店制度とは、業者による施工のバラツキや●●●●を防止するための制度であ

る。 

25 ●●●●とは下水道法第 12 条第 1 項に規定する下水道施設の機能を妨げ、損傷する恐れのある物

質を除去するための施設をいう。 

26 終末処理場の第 1 系の最初沈殿地の容量は●●●㎥である。 

27 「社会資本総合整備計画」は、この交付金をもって対象事業を実施する場合に作成する概ね●年

間の整備計画である。 

28 下水処理場にある、汚水を緩やかに流し浮遊物を沈める施設を●●●●●という。 

29 下水処理場の汚水に、微生物の入った活性汚泥を混ぜ、空気を吹き込む施設を●●●●●という。 



30 汚水処理施設整備計画は、●●●●●●●●とも言われている。 

31 平成 26 年 1 月に国土交通省、農林水産省、環境省の 3 省が連携し「持続可能な汚水処理システ

ム構築に向けた都道府県●●●●マニュアル」が作成された。 

32 袖ケ浦市の公共下水道が供用開始したのは昭和●●年 4 月 1 日である。 

33 公共下水道管理者以外の者が行う工事に関しては、下水道法第●●条に規定されている。 

34 災害が発生した場合でも、下水道業務を実施、継続させるための計画を下水道●●●計画という。 

35 袖ケ浦市の H29.4.1 時点の下水道普及率は●●.●％である。（松川地区を含む） 

36 袖ケ浦市の H29.4.1 時点の農業集落排水接続率は●●.●％である。 

37 農業集落排水事業の整備に要する費用は、国、県からの補助金、市債の他、受益者からの●●●に

より賄われている。 

38 終末処理場の第 2 系の稼働日は平成●●年 4 月 1 日である。 

39 下水道に野菜くずやゴミ、油などを流すことができ●●。 

40 下水道を利用する方に管理運営費を負担していただくのが下水道●●料である。 

41 終末処理場の第 1 系の生物反応槽の容量は●●●●㎥である。 

42 特別会計を設置したのは、昭和●●年 4 月 1 日である。 

43 公共下水道事業に着手したのは、昭和●●年 10 月 23 日である。 

44 終末処理場の消毒槽で滅菌に使われている薬品は、●●●●●●●●である。 

45 平成 27 年の下水道管の枝線管渠の延長は約●●●km である。 

46 市では効率的な汚水処理施設整備を推進するため、平成 27 年度に「袖ケ浦市汚水●●処理構想」

を見直しをした。 

47 終末処理場の機械類においては、部品交換など施設の一部を交換する長寿命化対策を講ずること

により●●●の縮減と下水道事業の平準化を図っている。 

48 供用開始して 30 年以上経過し老朽化した終末処理場を機能停止などの事故を未然に防ぎ維持管

理コストの縮減と下水道事業の平準化を図るため、下水道●●●●計画を策定している。 

49 し尿と生活排水を合せて処理できる浄化槽を●●処理浄化槽という。 

50 市では合併処理浄化槽の設置に対する補助制度があり、新築等の場合 N10 型・P 型の 5 人槽に

対する補助額は●●万円である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



下水道マニア認定 第 2 弾 問題 

 

1 下水を下水道管で流す方法には合流式と●●●があり、袖ケ浦市の公共下水道の排除方式はすべ

て●●●である。 

2 袖ケ浦市が公共下水道事業に着手したのは、昭和●●年 10 月 23 日である。 

3 袖ケ浦市が特別会計を設置したのは、昭和●●年 4 月 1 日である。 

4 公共下水道管理者以外の者が行う工事に関しては、下水道法第●●条に規定されている。 

5 農業集落排水事業の整備に要する費用は、国・県からの補助金、市債の他、受益者からの●●●

により賄われている。 

6 し尿と生活排水をあわせて処理できる浄化槽を●●処理浄化槽という。 

7 下水処理場では、●●●の働きによって汚水を綺麗にしている。 

8 下水処理場の施設は「水処理施設」と「●●処理施設」に分けられる。 

9 下水処理場にある、汚水の中のゴミや土砂を取り除く施設を●●●という。 

10 下水処理場にある、汚水を緩やかに流し浮遊物を沈める施設を●●●●●という。 

11 下水処理場で下水を処理する際に発生した汚泥から水分を取り除いたものを脱水汚泥といいは

カタカナで脱水●●●と呼ばれる。 

12 各家庭の排水は、市が管理する●●●●桝を通って下水道本管に流れる。 

13 袖ケ浦市の公共下水道が供用開始したのは、昭和●●年 4 月 1 日である。 

14 現在、袖ケ浦終末処理場の処理能力は●●●●●㎥/日である。 

15 袖ケ浦終末処理場の第 1 系の最初沈殿池の容量は●●●㎥である。 

16 袖ケ浦終末処理場の水処理方式は、標準●●●●法である。 

17 ●●●とは微生物が水中の有機物を分解するのに必要な酸素量を表す。 

18 処理水の法定水準は●●●●●●法に定められている。 

19 終末処理場の機械類においては、部品交換など施設の一部を交換する長寿命化対策を講ずること

により、●●●の縮減と下水道事業費の平準化を図っている。 

20 終末処理場で残った汚泥は水分を取り除いて量を減らし、●●●●や埋立処分を行っています。 

21 袖ケ浦終末処理場では、微生物の働きと沈殿を利用して、汚水を綺麗にし●●●に放流している。 

22 ●●は水素イオン指数と呼ばれ、この値が高いほどアルカリ性が強く、低いほど酸性が強いこと

を示します。 

23 ●●●●●●●●とは下水道に直結したマンホールを用意しておき、災害時の時にその上に簡易

トイレを設置する仕組みである。 

24 汚水処理施設整備計画は、●●●●●●●●ともいわれている。 

25 災害が発生した場合でも、下水道業務を実施継続させるための計画を下水道●●●計画という。 

26 奈良輪雨水ポンプ場のポンプの 1 秒間の排水量は家庭用のお風呂だと約●●杯分になる。 

27 社会資本整備総合交付金は 6 つの目的を達成させることを目的に創設されたが、その中の 1 つ

として●●●●の改善が挙げられる。 

28 袖ケ浦市のマンホール蓋が「開けにくく、閉めにくい角蓋」から丸蓋へと変わったのは平成●年

のことである。 

29 GKP（下水道プラットホーム）が企画監修する、全国的な広がりを見せているマンホール蓋の

コレクションアイテムで、袖ケ浦市でも第 6 弾から配布開始しているものを●●●●●●●●という。 



30 袖ケ浦市のマンホールには、市章・市の木「シイ」・市の花「ヤマユリ」・市の鳥「●●●●」が

描かれている。 

31 2 以上の市町村の区域における下水を排除し、かつ、終末処理場を有する下水道を●●下水道とい

う。 

32 マンホールは人が下水道管の中を点検する出入口であり、漢字で表すと●●と表す。 

33 浄化槽の使用開始後、3 か月を経過した日から 5 か月以内に行う検査を●条検査という。 

34 排水中の油やごみを分離・回収する装置をカタカナで●●ー●●●●●という。 

35 小規模な地域などで、高低差を解消するために管渠の途中に設ける設備をマンホール●●●とい

う。 

36 下水道資源の有効活用をし、情報の共有やレシピブックの公開など、下水道と食分野の連携的な

取り組みを●●●●●●下水道という。 

37 既存の建築物等を有効に活用し、長寿命化を図る体系的な手法のことを●●●●マネジメントと

いう。 

38 大正 11 年（1922）3 月に日本最初の下水処理場、●●●汚水処理場が下水処理を開始した 

39 河川・鉄道・水路等を横過するときに、土被り等の制限を受けるため、部分的に深く埋設し、逆

サイフォンの圧力管として下水を流下させる施設を●越しという 

40 汚水処理施設には、公共下水道事業・農業集落排水事業・浄化槽事業等の種類がありそれぞれに

特色がある。そして、日本の行政機関の中で担当する省が各事業において分かれている。公共下水道

事業は①●●●●省、農業集落排水事業は②●●●●省、浄化槽事業は③●●省である。 
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はじめに
――袖ケ浦市の下水道1

　千葉県袖ケ浦市公共下水道事業の汚水管整備は
昭和 49 年度に事業着手し、昭和 59 年に一部区
域の供用を開始しました。平成 28 年度末の整備
状況は、事業認可区域 1,063ha 中 987ha が整備さ
れ、92.9％の整備率となっています。
　そのうち、袖ケ浦市北部の丘陵地に位置してい
る「椎の森工業団地地区」は、首都圏の環状動脈
である国道 16 号のほか、東京湾横断道路や東関
東自動車道等の首都圏の広域道路網に近接し、利
便性が高いことから、内陸工業団地として良好
な立地条件にあります。第Ⅰ期地区（整備面積約

40ha、分譲面積約 17ha）が平成 17 年度に完了
しており、現在では 12 社が操業しています。平
成 27 年度からは、第Ⅱ期地区に着手し、平成 30
年度の全面引渡しに向け、袖ケ浦市と千葉県が共
同で事業を推進しているところです。
　また、袖ケ浦海側地区は、「飛躍する住みたい
まち袖ケ浦」として新しく生まれ変わり、平成
28 年度で工事がほぼ完了し、新しい住居地への
移住が始まっています。土地区画整理事業により
良好な市街地形成が推進されている地区であり、
周辺の緑豊かな環境、海からの薫る風や壮観な東
京湾越しの富士山の展望など、魅力ある景観を有
する街として注目されています（写真－１）。

私たちの広報の考え方2

　2.1　「市政の見える化」と「下水道の見てね♪化」

　市の事業として進めているものは、市政の情報
（データ）を積極的に公開し共通理解を図り、市
民の方には袖ケ浦市への愛着を深めていただき、
市外の方には認知度の向上に繋げていくことを目
指し、「市政の見える化」を推進しています。
　一方、下水道担当課としては、実際に見てもら
わないと伝わらない！　ということで、特色のあ
る内容で人を惹きつけようと「見てね♪化」を進
めていくことにしました。下水道事業を楽しみな

袖ケ浦市都市建設部 下水対策課

ソフトのみち
新たな地平に向かって

「見てね♪化」を楽しみながら進める
袖ケ浦市の下水道PR

写真－１　袖ケ浦市の臨海部（航空写真）
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がら知ってもらいたいという想いから、若い職員
が、数々の企画を出しました。
　そのなかで、情報社会の今、ネットサービスが
普及し、多くの人がスマートフォンやタブレット
端末等のネット機器を利用する時代であることか
ら、SNS を活用することが重要なポイントにな
るのではないかと考えました。

下水道広報に関する
様々な取り組み3

　ホームページへの掲載やツイッター等を活用し
て下水道 PR を進めるべく、以下のような多くの
企画にチャレンジしました。

　3.1　夏得企画

　「夏得企画」とは、今年の夏限定で様々な企画

をシリーズ化したものです。
　内容としては、全国の自治体で実施されている
ユニークな下水道広報の紹介や施設の探検ツアー
などのほかに、夏休み期間中に楽しめるようなも

写真－３　施設の探検ツアーにて配布した「ガウラくん」などのオリジナルステッカー

写真－２  「夏得企画」袖ケ浦終末処理場の見学ツアー
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のをホームページで掲載しました。
　探検ツアーでは、終末処理場と奈良輪雨水ポン
プ場の見学会を市民の方を対象に開催し、身近な
施設がどのような働きをしているのか施設の中を
探検しながら説明しました（写真－２）。そして、
より下水道について知っていただけるように、子
ども向けの簡単な内容でわかりやすい手作りのパ
ンフレットや、記念品として下水道標語入りオリ
ジナルステッカー（写真－３）を配布するなどし
て、楽しんでもらいながら見学していただけるよ
うに工夫をしました。

　3.2　下水道マニア認定

　「下水道マニア認定」とは、下水道に関する様々
な問題を解いてもらい、全問正解者には限定マニ
ア認定証が贈られるものです（写真－４）。マニ
アと聞くと、「難しいのでは？」と思われるかも
しれませんが、ホームページの中を探せば、すべ
ての答えにたどり着く仕組みになっています。下
水道事業に詳しい人であれば、答えを探さず挑戦
してみることで、腕試しになります。
　こういった取り組みをとおして、下水道のこと
について知るきっかけになり、生活の中で少しで
も下水道について考える機会が増えてくれるとい

いなと思います。そして、下水道の「汚い・臭い」
といったマイナスのイメージから、「汚れた水を
キレイにして水質を守っている」といったプラス
のイメージへと変わることを期待しています。

下水道と私たちの
未来に向けて4

　現在、下水道マニアの第２弾企画を検討してお
り、近日中に公開予定となっています。第１弾よ
りももっと多くの人に挑戦してもらえたらと考え
ています。皆さんのご参加をお待ちしています！
　そして、県内ではまだ数は少ないですが、全国
では広がりを見せているマンホールカードが 12
月に配布開始となります（写真－５）。ぜひ、こ
の機会に、袖ケ浦市まで足を運んでみてください。
　今回の広報活動は、課員全員が自らの担当する
業務だけではなく、広く他の分野を勉強するきっ
かけとなりました。
　末端市町村は限られた人数の職員で事業を進め
なければならないため、広報活動だけに力を注ぐ
ことは難しいですが、どうすれば多くの人の目に
とまるのか、人の記憶にとどめてもらえるのか、
考えながら取り組んでいかなければなりません。
下水道事業に携わっていない人たちにとっては、
その手の用語を聞いてもさっぱりわからないこと
がほとんどでしょう。下水道とはどのようなもの写真－４　 下水道マニア問題全問正解者のみに

送る「マニア認定書」（希少です！）
写真－５　袖ケ浦市のマンホール



�月刊下水道　Vol. 41　No.  1

新春特集 続く 続く下水道のはるかなみち

かをもっとわかりやすく PR したい、それにはど
うしたらいいのか、日々職場のみんなで考えてい
ます（写真－６）。

　特に、下水道マニア問題の作成で感じたことは、
自分の業務以外のことは意外と把握できていない
ということです。何の工事をしているか、どうい
う問題を抱えているか、普段の業務内で情報共有
をするのはなかなか難しいものです。こういった
状況は、ほかの市町村も近い状態ではないでしょ
うか？　そんななか、本市は下水道マニア問題の
作成により、各自の知識を深めることができ、結
果的に課内全体のスキル向上に繋げることができ
ました。
　将来的には、この下水道マニア問題が多くの市
町村に広がり、「僕は○○市のマニア認定を獲っ
たんだ～！」と言ってもらえるような、そんな下
水道の未来がくることが私たちの夢です。

写真－６　アイデアを出し合う若手職員たち




