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．序Ⅰ

日本における近代下水道は、雨水による浸水問題や停滞した汚水による伝染病の発生を

防ぐことを目的として明治初期にスタートし、昭和初期から戦後にかけては、失業対策、

戦災復興対策として整備が進められてきた。その後、下水道整備が本格化したのは、昭和

３３年の新下水道法の制定からである 「都市環境の改善を図り、もって都市の健全な発。

達と公衆衛生の向上に寄与する」ことを目的として、合流式下水道を中心とした都市内の

浸水防除、都市における汚水の排除による生活環境の改善を柱とした下水道整備が本格化

した。さらに、その後の高度経済成長による公害問題の深刻化を受け開催された昭和４５

年のいわゆる公害国会においては、新たに「公共用水域の水質の保全に資する」ことが法

の目的に加えられるとともに、流域別下水道整備総合計画（以下 「流総計画」という）、

及び流域下水道に関する規定を新たに設けることを内容とした下水道法の改正が行われ、

これにより現行の法体系が確立された。

このような背景のもと、下水道は、昭和３８年から８次にわたる下水道整備五(七)箇年

計画に基づき計画的な整備が促進され、平成１２年度末現在、処理人口普及率は６２％、

雨水対策整備率は５０％に達し、都市内の浸水防除、都市のおける汚水の排除による生活

環境の改善といった下水道の目的は次第に果たされつつある。

しかし一方で、時代とともに高まる環境に対する国民のニーズに応え、また大きな転換

期を迎えた社会経済情勢に対応するため、下水道に求められる役割は多様化している。

下水道の普及については、人口100万人以上の大都市で処理人口普及率が９９％に達し

ているのに対し、５万人未満の中小市町村においては２７％にとどまっているなど、地域

間格差が顕在化しており、後者の底上げを図ることが必要となっている。また、他事業と

の連携を中心とした効率的な整備の推進等、今後ともさらなる対応が求められている。

浸水対策については、現下の主要政策である都市再生においても重要な要素となってい

る都市の安全性の向上、及び近年の局所的な集中豪雨の頻発化傾向への対応が求められて

いるなかで、整備区域の拡大に併せて、整備済の区域においても整備水準をさらに向上さ

せることが緊急の課題となっている。また、先般の東海豪雨等における教訓として、外水

対策としての河川事業と内水対策としての下水道事業が適切に連携し、効率的な安全度向

上を図ることが重要であることが指摘されている。

水質保全については、これまでの下水道整備により、河川における有機物汚濁に一定の

改善効果が見られるものの、閉鎖性水域において赤潮の発生等を引き起こすなど問題とさ

れている窒素・リンについては、下水道による取組みも遅れがちであり、水質もなかなか

改善されていない。今後、地方公共団体による取り組みが推進されるに当たり、技術開発

による省コスト化を推進するとともに、その受益が広域に及ぶことを踏まえ、費用負担の

在り方を確立し、いかに効率的に資金調達を行っていくかが大きな課題となっている。
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、 、以上の課題は これまで下水道事業の柱として取り組んできた施策に係るものであるが

下水道が今後、新たに施策目標の柱とすべき課題も顕在化しつつある。

下水道整備の普及に伴い、発生量が増大する汚泥については、産業廃棄物の処分可能量

の限界が指摘されていることや、ダイオキシン問題への対応の観点から廃棄物そのものの

発生量を抑制することが求められていることを受け、これを再生資源として活用し、循環

型システムに乗せることが不可欠となっている。普及が一定の整備水準に達しているのに

対し、再資源化はまだ取組みが途上の段階にあり、市町村単位を超えて広域的に連携し、

効率的に進めていくことが大きな課題となっている。

また、先般、東京湾において雨天時に合流式下水道からオイルボールが流出したことに

端を発し、主として昭和４０年代後半までに整備された合流式下水道が、雨天時下水の未

処理放流という点で根本的に欠陥を抱えていることが指摘された。阪神・淡路大震災にお

いては、下水道等の根幹的インフラが機能停止したことによる影響が露呈し、震災時にお

いても機能維持が図られることの重要性が指摘された。このため、老朽化した施設の改築

・更新に併せ、既存の下水道システムの機能そのものを高度化させていくことも新たな課

題となっているところである。

本報告においては、以上のような下水道事業が抱える課題に対し、下水道をとりまく社

会情勢等を踏まえ、長期的な整備目標とともに中期的に重点化すべき分野、その目標、及

びこれを達成するために必要な諸制度や指標を中心に検討を行った。なお、これらの検討

の前提として、長期的な目標は概ね今世紀の第１四半期ころの達成を念頭に置いたもので

あり、中期的な目標、中期的な重点化分野については、５年程度を目途として達成すべき

ものとして検討した。



*1 PI(Public Involvement)：公共事業の実施や政策決定に際して、国民・関係者に対し関係する情報を提
供することにより、事業の実施、政策決定の過程をオープンにするとともに、意見・意思を調査する等、参
画の機会を確保することで、住民・関係者の意思を反映させる住民参加の手法。
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．基本的視点Ⅱ

１．検討の背景

本報告検討の背景として、国民のニーズの多様化やライフスタイルの変化など、社会情

勢が大きく変化してきていることが挙げられる。今日の産業の発展や都市化の進展は、人

々に利便性の高い快適な生活をもたらす一方で、水循環系の変化による都市型水害の頻発

や、大量の廃棄物・汚濁物質等の排出による環境の悪化など、生活環境を脅かす事態を招

く結果となった。

下水道の観点から考えると、都市部では下水道の整備が進み、普及率が向上しているこ

とから、都市の水循環系の再構築、循環型社会への転換に果たしうる下水道の役割はきわ

めて大きくなっており、今日的な都市問題に対応するための取り組みが期待される状況と

なっている。一方で、こうした問題の解決へ向けては、都市住民が自らのライフスタイル

、 。の在り方も含めて認識した上で 適切な役割分担の下で取り組みが進められるべきである

こうした状況を踏まえ、従来の普及重視から、地域のニーズに応じた浸水対策や合流改

善、汚泥のリサイクルなど多様かつ重層的な施策の展開が求められている。こういった施

策の展開に当たっては行政単位を超えた「流域」単位の展開 「経営」的視点の重視、一、

市町村を超えた都道府県、国レベルでの取り組み、国民の施策への合意の必要性など、こ

れまでの枠組みにとらわれない新たな取り組みへのチャレンジが求められる。

（１）求められる政策決定等における国民（利用者）の合意形成

今後の政策決定にあたり、多様な国民のニーズを集約して合意形成を図ることが重要視

されるべきである。

これまでの下水道は生活環境を改善し、トイレの水洗化をもたらすナショナルミニマムとし

て広く認識され、その整備と便益は誰にとっても直感的に理解できるものであった。一方、近

「 」、「 」、「 」 、 、年では 浸水対策 高度処理 汚泥処理 等 下水道の目的が多様化していることに加え

それら目標には単に実施「する」あるいは「しない」という判断のみならず、対象とする降雨

規模や目標水質といったレベルの設定が含まれ、その目標設定は一律ではない。そこで目標設

、 、定等の政策の内容を決定するために有効な手法の一つとして 国民等関係者の合意形成があり

そのためには、下水道事業について人々に広く理解を得るための情報提供、また理解を得た後

の意見集約等をいかにわかりやすく行うかといったＰＩ（パブリックインボルブメント） の検*1

討が望まれる。また、わかりやすい指標の導出・利用も、より適切な情報提供を図るためには

。重要となる



- 4 -

（２）増大する流域単位における取り組み強化の必要性

水の循環について、個々の住民や行政を超えて大きな共通の枠組みのもとで考えるべき

時期に至っている。

雨水対策では、河川改修や下水道整備といった従来の事業のみならず、民間における貯留・

浸透等の流出抑制施策も迅速で効率的な手法として活用できる可能性があり、これらの手法間

を調整するシステムの構築が不可欠である。また、窒素・リン等の高度処理の導入にあたって

は、高度処理を導入する費用の負担者と水質向上の便益を受ける主体が必ずしも一致しないと

いう不公平が生じている。これらの問題解決にあたっては、流域を一つの単位とし合理的な水

、 、の管理を行う流域管理の考え方が有効な手段の一つであり 広域的調整機能を有する都道府県

国の役割を含め、その在り方が検討されるべきである。

（３）重視すべき経営（マネジメント）的視点

増加するストックを有効に活用し、国民のニーズに継続的に応えていくためには、持続

可能な経営を前提条件として捉える必要がある。

下水道事業を経営的な視点で見た場合、中小市町村における下水道経営の逼迫、あるいは前

述の高度処理の例に示されるような費用負担の不公平性等の課題があり、今後広域管理や管理

の連携、民間事業者の活用等により、下水道経営を持続可能なものとしていくことが重要とな

る。

（４）グローバルな視点から発揮されるべき国の役割

多様化する今後の下水道の施策には、事業実施主体である市町村や都道府県を超え、国

が率先して施策展開を行っていくべきものも多い。

廃棄物発生量の抑制の観点からの下水汚泥の再生資源化、地球温暖化防止の観点からの消化

、 、 、ガス有効活用の促進など 地球環境保全の観点から重要視されるべき施策や 東京湾の再生等

都道府県域を超え広域的な利害調整を行う必要のある施策については、事業実施主体である市

町村、都道府県の視点を超え、国による施策展開がなされるべきである。
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２．今後の下水道に関係する視点～「人 「水 「地球」」 」

下水道に関連する２１世紀社会の重要な視点（切り口）として 「人 「水 「地球」、 」、 」、

を掲げ、今後の下水道の在り方を検討した。

「人」の視点からは、浸水防除や公衆衛生確保といった個々の目標から、心の潤いや暮

らしのサービスが享受できる「住みやすい暮らしの場づくり」へと目標を複合的に発展さ

せるための下水道が望まれる 「水」の視点からは、公共用水域の水質保全を拡充して、。

水量や水辺・生態系などを一体的に捉えた「健全な水循環・良好な水環境の創造」に発展

させるための下水道が望まれる 「地球」の視点からは、環境負荷が少ない循環型社会へ。

の転換を図るため 「持続可能な都市の構築を内部目的化」した地球環境にやさしい下水、

道が望まれる。このように、２１世紀社会において求められる「人 「水 「地球」の観」、 」、

点から、下水道においても多様な取り組みが必要となり、下水道の果たすべき役割は、ま

すます増大し、かつ多様化している。

このような２１世紀社会を考える上で重要な「人 「水 「地球」の３つの視点からみ」、 」、

、 、 。て望ましい姿を実現するために 下水道が有すべき機能として 以下の８項目に整理した

なお、ここに示した８つの機能には、下水道が果たすべき役割と位置づけられるもの、地

域づくりの一環として下水道が貢献できるものなど様々なレベルのものが含まれており、

都市の形態、下水道の整備状況等、それぞれの地域の実情に応じて適宜選択されるべきも

のである。

①衛生的で快適な生活を早期に実現する

②安全・安心を確保する

③まちのうるおいと活力を向上する

④健全な水循環系を構築する

⑤安定した水資源を確保する

⑥水系リスクを管理、低減する

⑦生態系を保全する

⑧循環を基調とし、環境負荷を削減する
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検討の背景
１．求められる政策決定等における国民（利用者）の合意形成
２．増大する流域単位における取り組み強化の必要性
３．重視すべき経営（マネジメント）的視点
４．グローバルな視点から発揮されるべき国の役割

２１世紀を考える 
３つの視点 

人の視点 

すべての人々が、日々の生活を安
心して送れ、心の潤いが満たされ、
さらにどこにいても暮らしや仕事
に必要なサービスが享受でき、そ
のうえで多様かつ輻輳した意識、
価値観を持つ人々が連携、協力し
ながら生活していくこと。 

＜望ましい姿＞  

浸水の防除、 

公衆衛生の確保 

住みやすい 

暮らしの場づくり 

から 

へ

下水道が有すべき 
８つの機能 

１．衛生的で快適な生
活を早期に実現する

水の視点 

水は有限であり、かつ循環してい
ることを水に関係する様々な主体
が共通認識として持ち、水量が豊
かで、水質が清澄で、連続性が保
たれ、望ましい生態系が保全され
ている状態を維持しながら水を使
い、水を戻すこと。 

＜望ましい姿＞  

公共用水域の 

水質保全 

健全な水循環・良

好な水環境の創造 

から 

へ

地球の視点 

大量生産・大量消費・大量廃棄型
社会から環境への負荷が少ない循
環型社会への転換をはかることに
よって、それぞれの都市、地域の
持続可能な発展が確保されるとと
もに未来にわたって地球環境が守
られること。 

＜望ましい姿＞  

持続可能な都市の構築

を内部目的化 

２．安全・安心を確保
する 

３．まちのうるおいと
活力を向上する 

４．健全な水循環を構
築する 

５．安定した水資源を
確保する 

６．水系リスクを管理、
低減する 

７．生態系を保全する

８．循環を基調とし、
環境負荷を削減する

3 つの視点の望ましい姿を実現するため
下水道が有すべき機能を検討 

≪下水道政策研究委員会 中間報告より≫ 

３つの視点からの望ましい姿を実現するため

下水道が有すべき機能を検討
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３．下水道に期待される機能と施策

現在、国民のニーズとして、

①清らかな水環境の実現

②大雨にも安全な都市づくり

③リサイクル型社会の構築

④快適な下水道サービスの実現・維持

といったものが下水道に対して希求されている。こういった国民のニーズは、ＰＩの実施

等を通じてさらに的確に把握することを継続すべきであるが、今後の下水道整備・管理に

当たっては、下水道によって達成されるべき国民のニーズが何かを常に意識しなければな

らない。

こういった国民のニーズ、そして「人 「水 「地球」の３つの視点を踏まえ、２．に」、 」、

示した８機能に関係する施策を、これからの下水道の施策として、加えて関係分野との融

合連携施策として、幅広く総合的に推進することを検討すべきである。これらの機能発揮

のためには、現行の枠組みにおける下水道行政だけでは実現されないものも含まれるが、

今後は下水道行政がリーダーシップをとった施策を展開し、機能の実現を目指すべきであ

る。なお、施策を展開する際には、その施策を進める地域のニーズに応じ、地域の主体的

判断で適宜選択されるべきことに留意する必要がある。

下水道が有すべき８つの機能を構成する各種施策を、下水道施策体系として再構成を行

い、以下Ａ～Ｈに分類した。また、これらＡ～Ｈについては 「汚水・汚泥処理」として、

Ａ．Ｂ．Ｃ．が 「雨天時対策」としてＤ．Ｅ．が 「ストック活用」としてＦ．Ｇ．が、、 、

それぞれ大括りすることができる。

Ａ．汚水処理の早期普及

Ｂ．汚水処理の高度化 汚水・汚泥処理

Ｃ．下水汚泥の減量化・リサイクル

Ｄ．雨水対策 雨天時対策

Ｅ．合流式下水道改善等の雨天時水質対策

Ｆ．都市の水・緑環境整備 ストック活用

Ｇ．ストックの有効活用・効率管理

Ｈ．施設の改築・更新・再構築
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．中長期的な整備目標等の在り方Ⅲ

１．長期的整備目標等の在り方

（１）基本的考え方

下水道整備に関する長期的な目標は、地域におけるニーズ等を踏まえ、２１世紀のなる

べく早い時期に達成することが適当であると思料される。ただし、今後の社会・経済情勢

の変化やＰＩを通じた国民ニーズ等を踏まえ、その見直しも含め適宜関係者による議論を

継続して深化させることが重要である。

（２）施策ごとの長期的整備目標

以下、 ．３で分類した８つの施策について、長期的な整備目標の在り方を整理した。Ⅱ

まず、汚水処理の早期普及に関しては、汚水処理が普及しているか否かは国民にとって

有か無かという性格であるため、他の施策に先駆けて達成すべきものであり、流総計画や

他の汚水処理施設（農現在すべての都道府県で策定されている都道府県構想などに基づき、

業集落排水施設、合併浄化槽等）との役割分担のもと、下水道で総人口の概ね９割程度をカバ

ーするレベルまで整備を促進すべきである。なお、社会情勢の変化等を踏まえ、都道府県構想

等の適時適切な見直しによる汚水処理の経済効率化を、時点時点で考えることが不可欠であ

汚泥処理の連携や汚水処理施設間の接続等による施設全体としての管理の集約化る。また、

や効率化にも留意すべきである。

長期的には、全ての水域において良汚水処理の高度化、いわゆる高度処理に関しては、

好な水環境の創造（環境基準の達成）等に必要な、水域状況に応じたレベルの処理の高度化

を、汚水処理の一環として実施すべきである。また、そのために、流総計画の策定促進及び充実

により、処理の高度化のレベル、手法等を含む実施目標及びそのプロセスを明確化することが

必要である。さらに長期的には、クリプトスポリジウム等病原性微生物及び環境ホルモン、ダイオ

キシン類等の微量化学物質へのリスク対応といった新たなニーズに応じ、かつ処理レベルの向

上も含めた更なる汚水処理の高度化を推進することを検討すべきである。なお、その際、新技術

自然浄化力の活用・導入等開発による省エネルギー化及びコスト縮減の推進を図るとともに、

にも十分配慮すべきである。

次に、下水汚泥の減量化・リサイクルに関しては、廃棄物処分場の逼迫等を踏まえ、民

間活力も活用しつつ、長期的には100％リサイクルすることを目標とする。また、処理施

設の広域化・効率化や熱エネルギー利用の推進、有価資源（下水中の窒素、リン等）の回

収を進め、下水処理場からの不要物の排出を基本的にゼロにすることとすべきである（ゼ

ロエミッション 。）

下水道による雨水対策に関しては、地域の生命・財産を浸水から守るという観点から、

地域の社会経済状況に応じた大雨に対する安全度の確保が重要であり、全国的には当面５

年に一度、中長期的には少なくとも１０年に一度の大雨に対する安全性をナショナルミニ



*2 ノンポイント汚濁 道路、宅地、農地などのように発生源を識別できない面的に分布する排出源から排:
出される汚濁のこと。非点源汚濁ともいう。
*3 バイオマスエネルギー 生物体や有機物のもつエネルギー。下水汚泥の嫌気性消化過程で回収される:
メタンガスなどはこれに該当する。近年、地球温暖化防止等の観点からバイオマスエネルギーの活用が注目
されている。

*4 ビルピット ビルの地下等に設置される排水槽のこと。ビルから排出される下水は一旦ビルピットに:
貯留された後にポンプ等で下水管に放流される。ビルピットの管理が不十分な場合に、ピット内で発生した
硫化物等による悪臭や下水管の腐食などの障害が発生する可能性がある。
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マムとして確保すべきである。また、都市機能集積地区、ＤＩＤ地区等、被害ポテンシャ

ルが高い地域、及び浸水被害が頻発している地域等については、当面少なくとも１０年に

一度、長期的にはＢ／Ｃ等を勘案し、例えば３０～５０年程度に一度の大雨に対する安全

度を確保すべきである。なお、貯留・浸透も含めた総合的な対策を推進するため、河川事

業及び民間事業者等における対策との連携や、これらの対策の都市計画上の位置づけも含

めた法制度化の検討なども進めるべきである。

雨天時における合流式下水道からの汚水の未処理放流は、公共用水域の水質保全、公衆

衛生そのものに係る課題でもあり、その改善対策を早急に進める必要がある。合流式下水

道を採用している192都市全てにおいて、少なくとも排出される汚濁負荷量を分流式下水

道以下に抑制すること等のために必要な対策を実施する。なお、長期的な方向性としては

下水道に入れる雨を減らすという視点をもとに、雨水貯留・浸透等による汚水と雨水の分

離、及び利用を推進し、質の面も含めた雨水管理の一環として合流改善対策を位置づける

こととすべきである。また、分流式下水道区域も含め、流域の形態等を踏まえたノンポイ

ント汚濁 対策についても実施を推進する。*2

都市の水・緑環境整備に関しては、水・緑環境整備のマスタープランの中心的機軸とし

て 「水・緑環境軸」をネットワークとして計画的に構築すべきであり、そのために下水、

処理水の有効利用を図るとともに雨水及び開水路等の施設を活用し、身近なまちなかにお

いて貴重な水辺やビオトープを創出・保全することとする。また、都市化の進展に伴い失

われた水辺を水路の開渠化等により復活させるとともに、こういった施設の活用等により

公園等とともに水と緑のネットワークを形成すべきである。

既存ストックの有効活用に関しては、経済性・効率性の観点から下水道財政への寄与も

期待できるものとして、最大限推進するとともに効率的管理を図ることを基本とする。ま

た、バイオマスエネルギー の観点からのチェックを行いつつディスポーザー利用を推進*3

する等、住民ニーズに対応したサービスの充実についても積極的に取り組む。

施設の改築・更新・再構築に関しては、機能の定常的、安定的確保を目指し 「改築・、

更新」に加えて、質的向上・機能向上も含めた「再構築」を効果的に実施するとともに、

耐震化の計画的推進、ビルピット 対策等排水設備の改善も実施する。*4

以上のような国民のニーズに対応するための下水道事業に加え、下水道に関する諸情報



*5「SPIRIT21 (Sewege Project, Integrated and Revolutionary Technology for 21 century) ：」

下水道に係る最重要課題をいくつか選択し、産官学の適切な役割分担のもと、総合的・重点的に技術開発を
短期的に進めるプロジェクト。第１弾として、合流式下水道の改善対策に関わる技術開発を対象にプロジェ
クトを推進することとしている。
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の公表、ＰＩ や環境教育の充実によるよりきめ細かな国民ニーズの把握及び理解の促進

を図るとともに、下水道事業のさらなる発展を目的とした流域単位の視点やマネージメン

トの視点の重視、国際貢献の推進に加え、技術レベルの向上やコスト縮減を目的とした新

たな下水道技術開発プロジェクトである「SPIRIT21」 等、新技術の開発を推進していく*5

べきである。

（３）施策の連携及び統合化等

下水道に期待される機能を効率的、効果的に発揮させるために、例えば浸水対策の一環

としての浸水実績や気象情報の提供等のソフト対策の重視や、農業集落排水事業等、他の

汚水処理事業との連携や港湾事業との融合等、連携・融合施策において、下水道がイニシ

アティヴをとった具体的取り組みに努めるべきである。
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２．中期的重点化の方向

１で示した長期的整備目標のうち、それぞれについて、今後５年程度の中期の期間にお

いて重点化すべき地域や分野等の方向性を提示した。これらの方向性をもとに優先度を設

定するにあたっては、地域の抱える課題や財政状況等の地域特性、及び地球環境保全の観

点等に基づく国や地域ブロックの戦略的な視点等を照らし合わせ判断する必要がある。な

お、 ．においては、さらにここから重点的に検討・実施すべき事項について主要論点とⅣ

して再構築した。

表．中期的重点化の方向

８つの機能 中期的重点化の方向
（Ａ）汚水処理 ①相対的に後れている中小市町村に重点化

の早期普及 ②水質保全上重要な地域に重点化
③ストック有効活用の観点から既着手地域に重点化（新規着手の厳

選）

（Ｂ）汚水処理 ①水質保全上重要な地域に重点化（指定湖沼、総量規制地域、水質
の高度化 水源地域等）

②高度処理を普及促進のステップアップと考え、処理人口普及率が高
い都市への重点化

③高度処理水の再利用の観点から、渇水が起こりやすい地域への重
点化

（Ｃ）下水汚泥 ①可能な地域から計画的に実施することによるリサイクル推進
の減量化・②汚泥処理に伴う、消化ガスや焼却熱等の有効活用を可能な限り推
リサイクル 進（有機性廃棄物の集約処理によるサーマルリサイクル等、地球温

暖化防止にも貢献）
（Ｄ）雨水対策 ①ナショナルミニマム対策（概ね 年に一度の降雨対応）に重点化５

②高度な経済活動があり、都市機能が集中している都市部に重点化
③流出抑制(貯留・浸透)を一層促進
④水路の開渠化及び活用（平常時の水辺確保)
⑤雨水の水資源としての利用（せせらぎ、ビオトープ）
⑥積雪対策施設の整備（雪＝雨と認識）
⑦降雨情報、浸水情報などのソフト施策の充実

（Ｅ）合流式下 ①合流式下水道改善は採用 都市において概ね 年後を目途に､192 １０
水道の改善 以下の「当面の改善目標」の達成を計画的に推進

ⅰ)合流式下水道からの排出されるBOD汚濁負荷量を分流式下水道以下に等の雨天時
ⅱ)合流式下水道の全ての吐口において越流回数を半減水質対策
ⅲ)全ての吐口で汚物等のきょう雑物の流出防止対策を実施
②閉鎖性水域におけるノンポイント対策実施
③貯留・浸透による雨水の流出抑制を図り、雨天時下水の発生量を削

減
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８つの機能 中期的重点化の方向
（Ｆ）都市の水 ①地域に応じた水辺の共通目標の設定

・緑 環 境 整 ②下水処理水の有効利用施設の整備
備 ③水路の開渠化、オープン水路の活用等による水辺の整備

④処理場等の施設空間を活用し、水と緑のオープンスペースを創出
⑤水辺の乏しい都市域、住民要望の強い地区等に重点化

（Ｇ）ス トック①管理用光ファイバーなど効率的管理のための投資促進
の有効活用 ②ストック（管渠空間、処理場等上部空間）の価値、機能等の客観的
・効 率 的 管 な評価手法の確立と有効活用の促進
理 ③利用者サービス向上のための施策充実（例：ディスポーザー導入）

（Ｈ）施設の改 ①計画的・効率的な改築・更新
築 ・更新・②適正維持管理の徹底による施設の延命化
再構築 ③都市再開発等に併せた効率的な再構築の実施（ビルピット対策等）

④所要の耐震化を施設の重要性を勘案して順次実施

その他 ①下水道によるオープンスペースや下水道科学館等の一般公開施設
に関する情報の一元的な集約、及び市民向けの窓口の設立やホー
ムページの利用等による情報提供の充実

②下水道施設を活用した、小学校の総合学習時間等における環境教
育の推進

③環境・アメニティを適正に評価する手法の検討
④各地域に必要な整備目標を設定するためのＰＩ手法の検討

共通事項 ①費用対効果の重視
②コスト縮減
③民間活力の活用



*6 以下 ［法制度］とあるのは主に法令の制定(改正）を伴う事項、同様に［事業制度］は主に事業制度、、
［予算制度］は主に予算制度の追加（変更）を伴う事項を示す。
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．主要な中期的論点Ⅳ

「 ．中長期的な整備目標等の在り方」において示した諸論点を踏まえ、当面、５年程Ⅲ

度を目途として特に重点的に検討・実施すべき主要論点を以下のように再整理した。これ

、 、 、ら諸論点の着実な検討・実施とともに ２１世紀社会の動向を見据え 下水道法において

「良好な水環境の創出 「汚泥など下水道資源のリサイクル」などを明確に位置づけ、法」

の目的として「環境 「循環」などを明示することについても、本格的に検討を進めるべ」

きである。

１．国民の視点からのアプローチ

「 ．基本的視点」でも述べたように、下水道の役割がますます増大し、多様化していⅡ

くなかで、下水道をさらに健全に機能・発展させるためには、多くの国民が下水道に関心

を持ち、その機能を十分に理解することが必要である。また、下水道事業は住民に相応の

、 。費用負担を求めるため 経営状態などの諸情報を適切に公開・提供することが求められる

そのために、関係者が一層の情報発信やＰＲ、環境教育等を通じてのアカウンタビリティ

の向上に努めることが欠かせない。

その上で、下水道に関する国の政策決定や、事業の構想・計画・実施・管理など各段階

において、市町村・都道府県・国など関係主体がそれぞれの立場で情報提供、合意形成、

政策決定への参画を充実させ、国民・住民の意思を施策・事業に反映させることが重要で

ある。

①下水道事業の経営に当たって、公共サービスに関する顧客としての国民の評価・ニー

ズを把握し、国民の満足を効果的に高めていくための仕組みを検討する。

②下水道の計画・実施・管理段階におけるアカウンタビリティを向上させるため、法令

上の規定を明確化するとともに、下水道に関係する主体が、それぞれの立場で、情報
*6発信、ＰＲや環境教育等に恒常的に努める ［法制度］。

③中期計画の策定等、国としての下水道政策の方向性を議論するに際し、地域の特性に

配慮しつつも、国全体としての政策立案に資する国民意見の集約をＰＩ等によって図

る。

④個々の下水道事業実施に当たってのＰＩの充実を図るため、マニュアル等の整備によ

るＰＩ手法を提示する。

⑤関係する各主体が、それぞれの立場でＰＩやＣＳ（カスタマー サティスファクショ



*7 CS：Customer Satisfactionの略 「顧客満足」と訳される。顧客のニーズを充足することにより得られ。
る顧客の満足のことで、測定した満足度をもとに、サービス等の向上を図ることで、満足度を向上させる取
り組みのことをいう。
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ン） を効果的に実施するための組織・体制の在り方について検討する。*7

⑥環境基準の達成等、目に見える成果を強調する。

⑦下水道事業の効果をわかりやすく示すため、環境会計手法の導入・活用を進める。

２．流域管理の視点からのアプローチ

自然の摂理としての水の流れを考えると、そのまとまりである「流域」を一つの単位と

して国土行政における水の管理を考えることが理にかなう。しかし、流域において重要な

水循環系を形成する下水道の管理は地方公共団体という行政単位で行われていることか

ら、各管理主体が流域単位の視点を強くもつことが必要である。ここでいう「流域」は、

例えば東京湾流域全体といった大きな範囲に係るものから、小河川の流域等小規模な範囲

まで多様な概念を含むものであるが、まずは大きな範囲として流域を捉え、施策目的に応

じて流域の単位を考えるべきである。また、分野に応じては、大きな流域で考えつつ順次

範囲をブレイクダウンしていくべき場合と、小さな流域単位で身近なところから積み重ね

ていく場合の両面を考えるべきである。

なお、流域管理の視点から施策を行おうとする場合には 「効率性（各関係主体の個別、

対応より流域単位での対応の方が全体の費用対効果が高まり効率的になる 「公平性（関）」

係主体間で不公平感が生じない 「インセンティヴ（必要な対策を関係主体が実施しよう）」

とする動機が働く 」が保持されるようなアプローチが求められる。）

（１）流域管理の視点からの雨水対策への取り組み強化

雨水対策については、行政界ではなく流域単位で考えることが自然の摂理にかなうもの

であり、流域内の関係者（河川管理者、下水道管理者、その他公的施設（道路、公園等）

管理者、民間事業者等）が協議会等の「場」で、目指すべき雨水対策について議論すべき

である。また、全体として公平で効率的な雨水対策となるよう、構想・計画・事業実施・

管理等の各段階で連携調整を図り、土地利用の在り方等の検討も含めたバランスのとれた

総合的対策を展開すべきである。

①流域単位の場（協議会等）を設置し、河川管理者等の関係機関とともに、整合のとれ

た雨水対策を実施するための総合計画の策定、連携事業の促進、あるいはまちづくり

の観点等を踏まえた土地利用の検討を図る。これらの施策に加えて、水害ハザードマ

ップ等のソフト対策、洪水時の排水ポンプに係る実効性ある運転ルールの確立なども

含め、流域全体で公平かつ効率的な雨水対策を進めるための法制度について検討を深

める ［法制度］。
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流域単位の場の特徴としては以下の点が挙げられる。

○場の特徴

・流域内の関係者が集まり、共通の認識を持つことができる。

・流域内の全ての関係者に適用できるルールを策定できる。

・場に参加する全ての関係者に対応の責任が生じる。

○場に参加する者

・雨水対策に係るあらゆる主体（下水道・河川等の行政、住民等）

・まちづくり、土地利用に係るあらゆる主体（まちづくり等の行政、住民等）

○場のイメージ

・流域全体での議論が必要であることから、総合治水対策協議会のような組織体

の設置が必要であり、既に設置済みの流域にあっては、その活用を図るものと

する。

流域の場のイメージ

②健全な水循環形成の観点からも、雨水流出抑制（貯留・浸透）促進のための施策を制

度的に誘導する。特に、都市再生等に併せた民間施設と一体的な雨水流出抑制施設の

設置、及び合流式下水道区域における排水設備の汚水雨水分離、雨水の浸透化を制度

的に推進する。民間における貯留浸透対策については、その費用負担の在り方につい

て検討を深めるとともに、設置促進のための方策について以下のような方向性でもっ

て検討を進める ［予算・事業制度］。

○雨水流出抑制促進のための方向性

住民自身による各戸貯留・浸透による流出抑制は一つ一つの効果は小さくても、

都市全体で整備を行うことにより相当の効果が期待されるため、その整備を促進す

ることが必要である。その方法としては

・住民等に流出抑制施設の設置・管理の協力を求める方法

行政流域住民・企業

雨水排水事業の実施

各戸による貯留、浸透

保全活動や維持管理活動
への参加 民間事業者による対策の

指導と支援

流域の課題に対する共通認識

流域内の全ての利害関係者に適用するルール

流域単位の場

連携した対策を立案

　下水道、河川、都市計画
　住宅、農業等
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・住民等の協力のもと、民間敷地に下水道施設等として設置する方法

・住民等に流出抑制施設の設置等を義務づける方法

などが考えられ、方法ごとに河川、下水道管理者と住民等との間の負担形態

が変わることとなる。

このため、流域での流出抑制対策を実施するに当たっては、河川・下水道管理

者及び住民等が、施設対策、ソフト対策についてどのような役割分担を行うかに

ついて、流域全体で検討することが必要である。

③市町村界を越える雨水対策については、都道府県が事業主体となり流域下水道等とし

て実施するなど、行政界を越える広域的事業に、広域調整機能を有する都道府県が積

極的に取り組む仕組みを検討する ［事業制度］。

（２）流域単位における効果的な水質保全施策及び健全な水循環施策に関する検討の深化

及び実行

現行の下水道計画は、水質環境基準達成のための流総計画を基本に、個別の下水道計画

を策定することとされている。流総計画については 「効率性 「公平性 「インセンティ、 」 」

ヴ」の観点から、例えば汚濁負荷削減の検討に関して限界費用を考慮して地方公共団体間

の配分を行うことも考えなければならない。また、流総計画と事業計画との整合性を図る

ため時間軸を考慮したプログラム規定によりフォローアップを適切に行うことも重要であ

る。さらに、この流総計画の枠組みを拡充することにより、水質保全施策の充実や健全な

水循環形成の観点から、ノンポイント汚濁対策や望ましい処理水活用方策を流総計画に盛

り込み、流域水循環の再構築を進めるための具体の事業化につなげるべきである。

また、行政界ではなく流域単位で水質保全を効率的に図るという観点からは、流域単位

で費用負担について考えることが重要であり、例えば排出汚濁量等に応じて流域内の排出

者から徴収した賦課金を原資とする基金を設け、高度処理等に充当すること、あるいは基

金を設けて排出者間で汚濁負荷削減枠の取引を行うこと等についても関係機関と連携して

具体的検討を深めるべきである。

①流総計画において、枯渇した都市内河川等の流量確保の観点から、処理水放流先を決

定する等の規定を設け、水循環の健全化を図る。また、環境ホルモンなど微量有害物

質対策が今後一層重要になることを勘案し、これらの汚染物質を対象とした流総計画

制度の在り方について検討を行う ［法制度・事業制度］。

②流域全体の視点で費用対効果の高い水質保全対策を行うため、対策費用の下流側負担

制度、汚濁負荷排出枠取引制度、汚濁負荷排出賦課金とそれを財源とする汚濁負荷対

策基金制度等について具体的な検討を行うこととし、まず下水道の分野でのモデル的

検討を実施する。また、下水道事業にこれらの手法を導入するための財政的誘導策に

ついて検討する ［法制度・事業制度］。

③晴天時はもちろん、合流式下水道からの放流負荷、ノンポイント汚濁負荷等雨天時の



- 18 -

排出汚濁負荷の効率的な削減を図る観点から、流総計画制度の活用をより一層進める

とともに、道路事業と連携して道路排水に起因する汚濁対策にも取り組む ［事業制。

度・予算制度］

④流総計画に位置づけた施策の実効性を高め、水域の水質改善・再生を効果的に図るた

め、モデル流域等において下水道部局と関係他部局（環境、港湾、河川等）が連携し

て積極的に事業を推進するパイロット事業を行う ［事業制度］。

⑤流域の水環境保全へ向けて、下水道管理者は、汚濁負荷量、河川水量・水質等、生態

系、水利用、都市型水害、化学物質等のデータに関するモニタリングを強化するとと

もに、流域のデータベースを構築する「水センサス」の取り組みと、その情報発信に

努める。

関係機関との連携に係るモデル的実施（東京湾蘇生プロジェクト）

３．効率的な整備・管理手法の追求

下水道に期待される役割を発揮するに当たり、関係機関の財政負担や国民の料金負担な

どを可能な限り軽減・緩和するために、コスト縮減やそれを支える新技術の開発・実用化

を進めることが重要である。

（１）整備・管理における効率的手法の開発と実践

２１世紀における日本社会が直面する財政状況、少子高齢化など諸情勢を勘案すると、
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今後の下水道整備及び管理に当たり、その効率化を図り、より費用対効果の高い手法を用

いることが一層重要になる。また、運転管理に多大な電力を要する下水道では、エネルギ

ー消費量の削減、温室効果ガスの発生抑制等に努めることにより、地球環境の保全に寄与

すべき責務がある。そのため、まずは効率的・効果的な事業実施、さらに地球環境保全へ

の基礎となる有用な技術の開発・実用化を産官学一体となって推進することが求められ

る。また、整備・管理の実施段階においても、適切な投資規模の設定、投資の段階化や種

々の工夫によりコスト縮減に努めるとともに、地域のＮＰＯや住民に密着した下水道事業

を指向すべきである。

①事業ニーズに対応した新たな技術の開発は、効率的・効果的な事業実施、地球環境の

保全に不可欠である。そのため、産学官の関係機関が連携一体化して新技術の開発・

実用化を制度的に推進する。

②計画・工事・管理など各段階において、技術的ノウハウの活用を図り、コスト縮減を

徹底する。

③地域・住民に密着した下水道づくりの一環として、例えば処理水放流先の生態系、水

辺空間などを下水道管理者がＮＰＯとともに監視、管理するといった取り組みを進め

る。

④透明性を高めた下水道整備・管理のため、第三者や専門家などを交えた客観的事業評

価の充実を図る。

（２）都市の状況に応じた整備・管理への支援措置

下水道に求められる機能・役割を的確に果たす上で、特に汚水処理に関して持続可能な

下水道経営を行うことは不可欠であり、特に技術力、財政力の脆弱な中小市町村に対する

支援方法の在り方について検討するとともに、合併処理浄化槽など他の汚水処理施設との

役割分担を含む事業実施の円滑化、整備の段階から将来の経営見通しを立てるなど経営の

健全化のための諸施策を検討すべきである。

①現行の起債償還期限（３０年）を下水道施設の平均耐用年数（概ね４０年）に合わせ

て延長することを検討する ［予算制度］。

②汚水処理費（元利償還費を含む）を使用料で賄う割合が低い市町村が多いことを踏ま

え、整備段階から将来における計画的な経費回収を行うため、適正な使用料設定など

の経営指導措置を講じる。さらに、流域単位など、より広域的視点から見た使用料設

定の在り方についてさらに議論を深める。

４．新時代に対応した下水道経営の構築

下水道に期待される多様なニーズに応え続けるために、その基本的要件として整備・管

理のための財政措置など経営基盤が将来にわたり安定していることが求められる。そのた

め、費用負担の考え方や関係機関の役割分担等も踏まえつつ、整備・管理の手法を民間活
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力の活用等により改革し、また流域単位など広域的な視点を重視するとともに、将来の再

構築等を見据えた戦略を組むことにより、下水道経営を持続可能なものにしていくことを

真剣に考えるべきである。

（１）民間活力の活用による経営の効率化・活性化

民間事業者のノウハウを活用することは、特に経営の効率化・活性化を図る観点から検

討されるべきである。現に、ＰＦＩ手法などが実用化されつつあり、こういった民間活力

の活用を効果的に行うことが求められる。

①包括的民間委託やＰＦＩ手法の活用など、民間活力等の一層の活用を推進するための

条件整備を図る。

②諸外国の情勢等を踏まえ、下水道事業におけるさらなる民間活用の可能性について議

論を深める。

（２）流域的視点における下水道管理・経営の在り方の検討

現行の市町村単位における下水道管理及び経営について、水循環の観点から、流域的視

点に立った経営の在り方について議論を深め、熟度が高い地域においてモデル的な実施を

指向すべきである。また、そのために関係者が議論を行う流域単位の協議会等の場を設定

すべきである。

①流域単位の下水道の費用負担について、協議会等の場で議論を深め、モデル的実施を

指向する ［事業制度］。

②流域全体において、例えば一部事務組合等により共同して下水道管理を行うなど、ス

ケールメリットを活用した広域的下水道経営についてモデル的実施を検討する ［事。

業制度］

（３）時間軸を考えた下水道システムの再構築

時間の経過に伴う社会情勢の変化や下水道事業会計収支等の変化を踏まえ、合併処理浄

化槽等との役割分担を適宜見直し、都道府県構想を常に再生するとともに、改築等に併せ

た終末処理場の統合や水路の開渠化など下水道システムの再構築をライフサイクル（建設

・管理）全体の観点から、また水・緑環境の創出の観点などから進め、新たなステージへ

向けて計画的・戦略的に次世代下水道システムを構築していくことが重要である。

①将来における改築事業等をにらみ、地域の下水道システム再構築プログラムの策定を

推進し、流総計画や都道府県構想等に速やかに反映させる ［事業制度］。

②再構築プログラムに基づく、施設の統合化・広域化、及び水路の開渠化等の水・緑環

境の創出を計画的・戦略的に推進する。また、土地利用の高度化が望まれる地域にお

いて民間施設の合築など既存ストックの有効活用に最大限留意する。

５．新たなニーズに対応するための適切な費用負担及び財政措置

下水道機能を保つための改築・更新、良好な水環境の創出のためのノンポイント汚濁対
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策・合流式下水道改善・高度処理など、今後、その事業ニーズが拡大する分野について、

費用負担の在り方を整理し、計画的な財政措置を講じなければならない。これまでの下水

道事業に係る費用負担の考え方は「汚水私費・雨水公費」を原則としているが、今後もこ

の考え方を基本としつつ、新たな需要拡大分野についても費用負担の考え方を整理すべき

である。

①改築・更新については、設置（施設の新規建設）と同じく 「汚水私費・雨水公費」、

の考え方とする。なお、使用料回収率を高めることにより、減価償却費を留保資金に

計上して改築・更新の財源とすることも有効施策として検討する。

②ノンポイント汚濁負荷のうち、例えば農地から公共用水域への流出など汚濁者が特定

できる場合においては、負担の公平性の観点に則り、当該汚濁者に汚濁削減に係る費

用負担を求めることも検討する。

③合流式下水道の改善対策については、合流式下水道の費用負担の考え方（汚水分と雨

水分を区分し、それぞれ私費と公費で賄う）を踏襲する。

④高度処理については、水質規制を強化する前提で最終的にはＰＰＰ原則（汚染者負担

） 、 、原則 から私費負担とすべきであるが 当面は流域単位での協議会及び基金を設定し

流域的視点からみて他事業あるいは他の地方公共団体に比較して先行的に実施される

高度処理について、公平な負担の観点、排出者責任と受益の帰着の観点、費用負担能

力の観点などから租税による調整措置を検討する。また、水域の重要性等に応じて助

成の重点化を図る ［予算制度］。

⑤その他、ディスポーザー導入について、資源エネルギー回収など環境施策全体での位

置付けを検討した上で、下水道への負荷の増加と利用者の利便性向上に応じた費用負

担の在り方を検討する。

６．都市の水・緑環境創出における役割強化

都市の水・緑環境を向上させるためには、下水道が合流式下水道の改善や汚水処理の高

度化などを進めるとともに、下水道が有する水路などのストックを効果的に活用すること

が重要である。そのため、下水道整備・管理において下水道が果たしうる役割を強く意識

し、施策に反映させることが期待される。

（１）良好な水環境ニーズに対応する下水道機能の向上

下水道普及が進んだ地域においても、合流式下水道では雨天時の未処理越流水対策や、

水質環境基準を満足させるための汚水処理の高度化（高度処理）など、下水道の質的向上

を図る必要性は大きく、計画的な機能向上事業を進めて、良好な水環境づくりに努めるこ

とが求められる。

①都市再生等の観点から、合流式下水道からの雨天時放流水に対する対策を集中的に実

施するための諸制度を整備する ［法制度・事業制度］。
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②汚水処理の高度化については、流域的視点をもちつつ費用負担のバランスを考えなが

ら、プログラムとして着実に推進する ［事業制度］。

③地下水の涵養、あるいはヒートアイランド防止（地球温暖化防止）の観点からも、雨

水の浸透を計画的に推進する。

（２）下水道システムを活用した環境づくり

都市の環境整備では、まず目指すべきビジョンをマスタープランにより示し、それに対

するアクションプログラムを定め、その中で下水道の役割を明確にし、施策に反映してい

。 、くことが必要である 下水道は都市のライフラインとして環境改善に資するものであるが

オープンな雨水渠など「目に見える」下水道ネットワーク等を普段から活用することで、

水と緑あふれる都市環境の創出に貢献すべきである。水と緑の環境整備を流域的視点、あ

るいは複数事業間との連携の観点も含めた「都市水緑マスタープラン（仮称 」に基づき）

計画的に進めるとともに、地域住民に対して水と緑の情報を積極的に提供することが重要

である。

①「都市計画マスタープラン 「緑の基本計画」等を参照し、水の視点を基にした基本」、

計画「都市水緑マスタープラン（仮称 」を策定し、水環境の目指すべきビジョンを）

定める。

②「都市水環境マスタープラン」では、公園事業・河川事業等の複数の地方自治体・関

係機関の連携制度を定める ［事業制度］。

③マスタープランをもとにアクションプログラムを定め、その中で下水道の役割を明確

にし、例えば、再構築の際には、水・緑環境といった視点を踏まえた上で下水道シス

テムの在り方を再考する、といった施策の検討を行う。

④水環境に関する情報提供ツールを整備するとともに、市民、児童向けの環境教育を積

極的に推進する。

⑤身近な水環境を体得できる下水道施設であるオープン水路等の計画・管理について、

地域住民やＮＰＯ等の参画を得て 「共計画・共管理」を推進する。、

７．循環型社会形成への適応と積極的貢献

下水道がその機能を果たしていく上で、汚泥や処理した水など多くの資源が生み出され

る。それらを廃棄することなくリサイクルを進めることで、今世紀の我が国が目指す循環

型社会の形成に大きく貢献することになる。

（１）汚泥リサイクル広域化・共同化の制度的推進

今後、発生量の増加が見込まれる下水汚泥のリサイクルを経済的観点や再資源化製品の

広域的流通の観点等から効率的に進めるため、事業の広域化や共同化の法制度等を整備充

実させつつつ、その計画的推進を図るべきである。

下水汚泥については、近年有効利用が進められてきてはいるが、長期的には、そのエネ
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ルギー活用も含めて地域の状況に応じたリサイクル利用を基調とした対応が必要である。

その際、地球温暖化防止の観点からもバイオマスエネルギー利用として消化ガスの利用や

焼却廃熱の利用を推進すべきである。なお、ディスポーザー利用については汚泥エネルギ

ー回収効率化等の観点からモデル的実施を含め検討が進められており、下水道利用者への

サービス向上とも相まって、都市代謝システムの中での役割強化が期待される。

①国の汚泥リサイクル基本方針、都道府県の総合計画の策定等、効率的なリサイクル推

進のための枠組みを法制度により措置する ［法制度］。

②類似廃棄物との共同リサイクル事業を制度的に推進する ［事業制度］。

③消化ガス活用や焼却廃熱利用など下水道におけるバイオマスエネルギー利用を推進す

るための制度的・技術的検討を進めるとともに、新たな顧客（下水道利用者）サービ

スとしてのディスポーザー使用を効率的エネルギー回収及び水環境保全に配慮しつつ

モデル的に実施する ［事業制度］。

④再資源化製品の広域流通等の観点から、民間ノウハウの活用（ＰＦＩの導入等）を推

進する。

（２）都市の水資源である処理水の地域に応じた制度的活用

新たな都市の水資源である下水処理水を 「再生水」として良好な水環境創出のための、

原水や都市雑用水として制度的に活用すべきである。その際、流域の良好な水環境の観点

から、処理水の流域上流への還元や、中間処理による分散放流なども広く視野に入れるべ

きである。

①再生水活用のための現行事業制度拡充等により施策推進を図る ［事業制度・予算制。

度］

②流総計画の再構築に併せ、維持流量を確保できない河川等における良好な水環境創出

のための処理水活用を流総計画に位置づける ［法制度］。

８．関係主体の連携と分担による効率的整備・管理の推進

下水道事業は、基本的に市町村（流域下水道は都道府県）の自治事務とされている。一

方で、雨水対策や良好な水循環形成等のためには流域単位の視点が不可欠であり、また汚

泥リサイクル推進等に当たっては行政界を越える広域化が経済的かつ効率的な場合も多い

ことから、構想・計画の策定段階、さらには事業実施段階における国及び都道府県の広域

調整機能を充実させることが不可欠である。また事業実施主体としての積極的関与につい

ても実施・検討を行う。

①国は、ＰＩの実施等を通じて国民ニーズを十分把握し、そのニーズを効率的・効果的

に達成するという視点から関係機関との連携調整を行いつつ、制度設計・法令改正・

技術基準の作成等、企画立案に取り組む。さらに東京湾再生などの代表的な事業につ

いては、国家的プロジェクトとしてその立ち上げに向けて主体的な役割を担いつつ取
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り組む。

②また、国は地方整備局等が主体となって、行政界を越える流域単位の水管理等の観点

から積極的に利害調整を図る仕組みを構築させるとともに、特に流域単位、ブロック

単位での取り組みが効率的である施策については、主体的に利害調整を図りその推進

に取り組む。

③都道府県は、流総計画の策定、流域下水道事業の実施等を着実に進め、広域的水域に

おける水環境施策を拡充的に実施するとともに、広域化が有効な汚泥リサイクルや雨

水対策などにも積極的に取り組む。また、そのための制度の充実を図る。

④市町村は、住民（国民）に最も身近な公的主体であり、下水道の基本的事業主体とし

て計画・事業・管理等各段階における実施効率化、経営の健全化に努める。

⑤ＮＰＯ等による地域の自主的な活動を、下水道の管理・活用等の側面において支援す

る方策を講じる。

⑥民間事業者については、下水道事業の最終的責務を有する公的主体のパートナーとし

てそのノウハウの活用が図られるよう具体的な検討を進める。

⑦日本下水道事業団は、特に技術力等が劣る中小市町村など地方公共団体の支援を充実

させるとともに、コスト縮減等先進的技術の開発・評価等による実用技術ノウハウの

蓄積・活用を行う。

、 、 。⑧その他 地方公益法人である下水道公社の在り方・活用方策について 議論を深める

９．国際貢献拡大と世界的視野における下水道展開

日本が下水道整備を計画的に進め環境改善等に貢献してきた過程で、これまで培った下

水道技術及び経営ノウハウ等は、今後下水道整備に取り組む発展途上国に対して有用なも

のも多く、これらを生かしつつ各国の実情に応じた支援が行われるよう必要な措置を講ず

べきである。また、日本は多くの資源や食糧を輸入に頼っており、これらの生産・加工の

過程で国外の水資源を消費しているという側面もあることから、特に発展途上国に対する

技術的支援など積極的な国際貢献が求められる。

また、世界水フォーラム等において水に関する議論が世界的に進められるなど地球的規

模での議論が進行しつつあり、日本からの情報発信を強化すべきである。一方、欧米先進

国での技術や事業の動向について調査し、我が国への導入すべき事項を検討することも必

要である。

①発展途上国の状況に応じた効果的な技術支援やノウハウの提供を行うため、各国の特

性に応じた技術開発や民間の優れた技術等の適用を組織的に推進・支援する。また、

そのための人材バンク、人材データベースの構築を図る。

②世界的規模での水に関する議論等に、日本からの情報発信を反映させる。また、日本

における下水道の標準的考え方を世界標準（ＩＳＯ基準）に取り入れるべく検討を進
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める。

、 。③諸外国の先進技術や事業の動向を調査し 我が国へ適用すべきものについて検討する
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*8 アウトカム（outcome）: 「成果 「結果」と訳される。行政評価指標としての「アウトカム指標 、行政」 」
目標としての「アウトカム目標」などの語として注目されており、施策によって住民に実感される成果を示
す指標、目標という意味で用いられている。
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．下水道整備等に関する指標の考え方Ⅴ

現行の指標は 「平成１２年度末処理人口普及率６２％」に代表されるように、整備の、

進捗を示すものであり、全国で一括りにされているのが特徴である。これらについては、

全国レベルでの下水道整備の進捗状況を的確に示すものとして、引き続き活用していくべ

きである。

しかし、

・下水道事業の果たすべき役割が多様化していること

・その結果として、地域ごとに求められるニーズが異なっていること

・他の類似事業との役割分担を明確にすることが求められていること

・事業の整備量よりも事業による効果がより重視されるようになってきていること

等から、現行の指標の活用に加え、以下のような新たな考え方を踏まえた指標の活用を図

るべきである。

①地域ごとの整備指標

②下水道の整備範囲を明確にし、これを最終目標とする達成度指標

③下水道の多様な側面を表し得る複合的指標

④経営に関する指標

また、これらの指標の設定にあたっては、アウトカム 的なものとなるよう留意すべき*8

である。

さらに、各地方公共団体においては、地域により異なる課題について、その達成状況や

整備・管理の状況を適切に示すための指標を検討し、活用していくべきである。
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．下水道事業に関するアカウンタビリティ・満足度の向上のための方策Ⅵ

１．下水道事業におけるアカウンタビリティの向上の必要性

２１世紀を迎え、経済成長の時代から持続可能な発展を目指す時代へと移りつつあり、

下水道をはじめとする公共事業の在り方も、単なる量の充足の観点から、限られた財源の

中で優先順位を明確化し、地域特性を考慮しつつ質を重視した事業へと、その在り方にも

変化が求められている。

下水道についても、これまでは欧米諸国に比べて著しく後れていた整備状況からの脱却

へ向けて普及促進に努めていた過程であり、行政と住民との意思疎通が少なくとも下水道

行政についてめざす方向に大きな違いはなかったとも言えるが、今日、こうした状況は変

化しつつある。

こうした変化に伴って、下水道について、施設の構想・計画・建設・管理・経営の各段

階における十分な情報の開示や、住民等との情報交換を通じ、社会的な要請に応じた整備

・管理を推進する必要がある。

しかしながら、下水道については、その多様な役割や重要性について、国民に必ずしも

十分な理解が得られていないのが実態であり、下水道のあらゆる関係者は、下水道により

もたらされる効果・成果について、わかりやすく住民をはじめ広く一般に示すとともに、

、 、事業実施の全ての段階において積極的な啓発活動に努め 実施しようとする事業の必要性

効果等について十分な理解と合意を得ることが不可欠である。また、真に住民から求めら

れている機能やサービスの質の把握に努めるとともに、整備の重点化、負担の在り方等、

利害対立の可能性のある課題や関係者が広範囲に及ぶ問題についての意識、意向を把握す

ることが重要である。

さらに、事業の実施段階に限らず、下水道に対する一般の認識を深めるための取り組み

を進めることが必要であり、例えば下水道施設を活用した都市・生活型の環境問題につい

ての環境学習の推進や、パリの下水道などに見られるような下水道そのものを名所、観光

資源としていくなど、下水道や水環境に必ずしも関心を持たない人々へのアプローチも重

要である。

２．新たな施策の視点に立った合意形成、満足度の向上

「 ．基本的視点」に示した通り、中長期的には、流域管理の視点、経営の視点に立っⅡ

た下水道の整備・管理が重要だが、その際には以下に示すとおり関係者の合意形成、住民

の満足度の向上が重要な意味を持つ。

（１）流域管理の視点

水循環・水環境に係る課題を解決していくには、流域管理からのアプローチによる施策

の展開が不可欠であることは前述の通りである。それに伴って、従来と比べて事業に関す
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る利害関係者が広域化、多様化するとともに、関係者間に利害の対立を伴う場合もあるた

め、施策・事業の展開に際しては、流域内の各主体に対しての情報提供・情報共有に努め

るとともに議論の場を設定し、３．に示すような手法を活用しながら各主体間の合意を形

成することが不可欠である。

（２）経営の視点

税金や下水道使用料という形で住民に負担を求める下水道であるが、その経営状態や料

金の設定の考え方等について十分な説明がなされてきたとは言い難いのが実態である。今

後は、こうした情報の開示・提供を行った上で、下水道サービスの顧客である住民のニー

ズや満足度を測定することが下水道管理者に求められる。その結果をもとにサービスの質

や在り方を検討し、真に求められる下水道サービスへと事業を展開していかなくてはなら

ない。ナショナルミニマムの達成を目指して普及拡大に努めてきた下水道事業の進め方か

ら、多様化する国民のニーズに対応していく下水道に変化を遂げるには、こうしたマーケ

ティングの概念の導入が不可欠である。

３．アカウンタビリティ向上、合意形成、満足度向上のための手法の活用

（１）パブリック・インボルブメント（ＰＩ）

①パブリック・インボルブメントとは

パブリック・インボルブメント（ＰＩ）とは、住民のみならず、関係団体、行政の別組

織等の公衆が、公共事業の計画の策定や実施の各段階においてそれに参画することを意味

する。先進的にＰＩが導入されている米国においては、パブリックへの情報提供・情報交

換を主目的に、副次的に合意形成に資するべく実施される場合が多く、計画・事業等の質

の向上、住民等関係者の満足度向上などの効果があるとされる。

米国の水に関連する分野では、安全飲料法、水清浄法等の規制については、その認可に

あたって公聴会の実施が義務付けられているとともに、情報の提供や通知、意見交換に関

して、住民への周知、利害関係者リストの作成・更新、住民との意見交換の場の設置など

を規定している例もある。

②下水道に関するＰＩ実施の必要性

１）国の下水道政策の立案過程

我が国の下水道整備の状況は地域格差が依然として著しい状況にあり、未整備地域にお

いては、ナショナルミニマムの達成という観点から下水道の整備が急ぐ声が聞かれる一方

で、費用対効果の観点等から整備の在り方について見直すべき、あるいは都市の浸水対策

や合流改善を急ぐべきとの声も聞かれる。国全体の下水道行政の在り方について、十分な

、 。情報提供を行った上で 国民各層からの意見聴取を行って検討していくことが必要である

こうしたことから、試行的に実施したＰＩの結果や実施プロセスの検証を踏まえ、より

本格的なＰＩの実施等による関係各層との意見交換等を一層深めつつ、中長期的な整備・
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管理の在り方について取りまとめるべきである。

２）個別事業の実施段階におけるＰＩの在り方

、 、一般に 国民の下水道に関する理解や認識は必ずしも十分でないと考えられることから

個別事業の実施主体である下水道管理者は、まず住民に対して下水道そのものに関する理

解を求めるための段階（アウトリーチ）を経なくてはならない。

その上で、国民のニーズの多様化や、地域によって求められる下水道の機能の相違を踏

まえ、個別事業の実施においても、各段階において関係者への情報提供や意見交換を充実

することが不可欠である。

国は、個別事業の実施段階におけるＰＩ実施のためのマニュアル等、下水道管理者がＰ

Ｉを実施する際の注意事項などを整理し、提示することが必要である。

（２）ＣＳ等、下水道経営におけるサービス向上の方途の提案

成長過程の市場においては、消費者はその商品に関する知識が少ない上、利用経験が浅

いため、企業側からの提案を消費者がそのまま受け入れる場合が多いとされる。一方で、

成熟段階の市場においては、消費者の商品やサービスへの利用経験は豊富になっており、

自分の基準に従って購買態度を決定するように変化することから、企業側は顧客のニーズ

を常に把握しつつ商品やサービスに関する提案を行い、顧客の満足度を高める努力が求め

られることとなる。顧客である消費者のニーズに合致しないものはやがて受け入れられな

くなり、消費者は商品やサービスへの対価を支払わなくなる。

下水道においても、下水道サービスの顧客である住民に対して下水道経営に関する情報

を分かりやすく提供し、下水道サービスに対する住民の満足度を測定し、それをサービス

の向上に反映させていく努力をしなくてはならない。

そのためには、例えば環境会計の導入等により下水道によってもたらされる効果を、必

要とされる費用と併せて分かりやすく公表することなど、下水道サービスへの負担の内訳

を積極的に情報提供してよう努めることが重要である。また、下水道サービスによるアウ

トカムをわかりやすい指標を用いて公開し、住民の負担によってどれだけの効果がもたら

されたかを積極的にＰＲしていくことも重要である。

こうした取り組みを強化し、顧客である住民が真に求めている下水道サービスの在り方

を測定するための仕組みとして、ＣＳ等の手法を行政サービスにおいても積極的に取り入

れていくことが必要である。
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．おわりにⅦ

本報告では下水道の有すべき機能、及びその実現に向けた具体的施策・手段を現行の事

業間の枠にとらわれることなく横断的な見地から整理を行った。また、それらを下水道の

、 、 、施策として改めて構成した重点事項に対し 中長期的な整備目標 中期的な重点化の方向

及びその達成のために必要な諸制度の在り方、さらにアウトカムを意識した整備指標等に

ついて検討を行った。

経済財政諮問会議における「構造改革と経済財政の中期展望（平成14年1月25日閣議決

定 」では、公共事業関係の計画の見直しとして、計画によって達成することを目指す成）

果・アウトカム目標を重視することが示されている。本報告においても、検討の出発点と

して、まず「個人 「市民 「地球人」など様々な立場を有する国民のニーズの視点から」、 」、

下水道の求めるべきアウトカムは何かを検討した。このニーズや現状の課題といったもの

は、経済社会や費用対効果の観点などを踏まえて、常に立ち返りつつ見直しを図る必要が

ある。今後は、地球環境保全の観点に基づく国や地域ブロックの戦略的な視点、さらには

過去、現在をもとに下水道の将来のあるべき姿を問い直す時間的な視点等を基に、議論を

深化させることが課題となる。

なお、検討段階においてその状況をインターネット上に公表したところ、多くの貴重な

ご意見が寄せられ、報告のとりまとめの参考とさせて頂いた。ご意見を寄せて頂いた方々

にはこの場を借りて御礼を申し上げたい。

今後、本報告の方針をもとに具体的な議論が深められ、引き続き導かれる長期計画の立

案に活かされることを期待するものである。


