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はじめに  

汚水処理未普及の解消に向け、単独処理浄化槽の転換の加速化が急務である。 

 平成 27 年度末現在で未だ約 1,300 万人が汚水処理未普及となっており、その多く

は都市郊外や地方部を中心に存在。汚水処理未普及の解消に向け、都市郊外や地方

部で効率的・経済的に汚水処理サービスを提供できる浄化槽への期待は高まってい

る。 

 汚水処理概成に向けては、未普及人口の半数以上を占める単独処理浄化槽の合併浄

化槽への転換（以下、単独転換という。）の加速が大きな課題になっている。  

 

加速化を実現するために、住民理解の増進、市町村担当者へのサポートが必須である。 

 単独転換等の取組が加速していない原因には、依然として汚水処理施設の整備の必

要性に係る住民の理解が進んでいないこと、全国の地方自治体の浄化槽行政担当者

の人員が限られていることが挙げられる。 

 国や都道府県、地域住民、 NPO、地元業者といった様々な関係者と連携をした取組

は単独転換加速化施策として効果的。 

 平成 28 年度に開催された「浄化槽普及戦略検討会」においても、「行政担当者のマ

ンパワーの制限がある中で住民理解を増進するには、関係者間での連携を進めるべ

き」との意見があったところ。 

 

本業務の目的は、浄化槽に係る住民理解の増進や単独転換加速効果を高めるための支援

施策を検証し横展開を図ることとした。 

 具体的には、効果的な先行事例の調査や、市町村等と関係者との相互連携・情報発

信強化の支援等のモデル事業を通じて、単独転換・浄化槽の整備に向けた効果検証・

課題抽出を行う。 

 本業務により得られた知見を基に、今後の広報戦略のあり方と具体的な今後の方策

を検討した。 
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 業務の実施体制 

本業務は以下に示す体制にて実施した。 

 発注者：環境省  環境再生・資源循環局  廃棄物適正処理推進課  浄化槽推進室 

 受注者：エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 

業務責任者：環境・エネルギー政策部 三堀純 

統括責任者：環境・エネルギー政策部 部長 山本圭介 

 

 

 スケジュール 

本業務は平成 29 年 9 月 5 日～平成 30 年 3 月 23 日の間、以下に示すスケジュールにて

実施した。 

 

 

 

 

 

 

  

2.1地域くらしの水環境整備促進事業
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(2)モデル事業の選定、実施

(3)モデル事業の効果検証

(4)推進施策の事例集作成

2.2効果的な浄化槽整備促進施策の横展開

2.3検討会

報告書作成
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1. 地域くらしの水環境整備促進事業 

1.1 浄化槽整備促進施策の先行事例調査 

浄化槽整備促進施策として、有効な先行事例について、複数の施策類型ごとに詳細情報を

収集した。収集対象事例の一覧を下表に示す。 

 

表 1-1 収集対象事例の一覧 

テーマ 施策 実施主体 施策概要 

浄化槽

に係る

住民及

び自治

体担当

者の理

解増進 

事業者と連携した戸別訪

問の実施 

静岡県富士市 単独浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して

個別訪問を実施。（市町村職員が訪問した後に事業

者が訪問） 

浄化槽設置者への営業活

動を活用した普及啓発 

民間事業者 浄化槽設置者に対する単独転換の働きかけ 

浄化槽教室の実施 群馬県 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構

造、維持管理、法定検査等について講習会を実施。 

学校で環境学習を実施（観

察、ＣＯＤパックテスト） 

徳島県 公益社団法人徳島県環境技術センターと協力して

学校で環境学習を実施。干潟が行っている自然の浄

化作用と浄化槽の比較。 

積極的な情報公開（現状を

表す指標の設定、定量化） 

長野県 利用者（住民）へ分かり易い事業説明や経営状況の

開示を実施するため、定量的な指標を設定した。指

標は住民視点及び自治体視点の2種類を設定した。 

浄化槽行政に係る関係法

令や実施要領等のデータ

バンクの構築 

鹿児島市 昭和 46 年から収集した情報をまとめたデータバ

ンクが構築されている。また、情報を冊子としてま

とめ、関係する業者等に配布されている。 

整備推

進に向

けた制

度や民

間との

連携 

下水道整備事業からの転

換によるコスト削減 

長野県下條村 生活排水処理の総費用に占める設備費の比率が低

く、借金を多くせず設置できる浄化槽の整備を促進

した。 

下水道整備区域の見直し 静岡県富士市 整備区域の再検討を行った結果、482ha について

下水道による整備より浄化槽による整備が効率的

であると判断された。 

パブリック・インボルブメ

ント手法による住民との

合意形成 

岩手県紫波町 パブリック・インボルブメント手法を用いて汚水処

理基本構想策定の合意形成を努めた。住民意向を把

握するとともに、住民理解の増進に繋がった。 

維持管理費補助の創設 神奈川県葉山

町 

浄化槽設置補助に加えて、維持管理費にも年間 1.7

万円の補助を開始。5人槽で最大77.7万円の補助。 
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テーマ 施策 実施主体 施策概要 

住宅リフォーム助成金の

創設 

茨城県大子町 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設、個人

負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた転換

が進み、合併浄化槽の普及が促進された。リフォー

ム代金の 15%、最大 30 万円補助。 

グループ設置補助の創設 岩手県一関市 グループで浄化槽の設置を行う場合、既存の補助金

に対し、上乗せ補助を行う。 

広域的浄化槽行政組織の

設立による自治体の負担

軽減 

埼玉県 県規模で組織する広域連合による市町村設置型の

推進を検討。自治体担当者の事務負担の軽減、スケ

ールメリットによる事業費の削減。 

PFI の導入 愛媛県愛南町 

大阪府富田林

市等 

自治体の事務削減を目的として採用。以前の個人設

置型と比較すると設置基数は大きく増加。 

浄化槽に係る一部の行政

事務の民間委託 

群馬県太田市 個人設置型の補助事業申請書の受理事務（現地確認

業務、問合せ対応業務を含む）を市内事業者に委託。

社員１名が庁舎に常駐。事務作業の削減率 39% 

その他 指定検査機関と連携した

浄化槽台帳の整備 

群馬県 浄化槽台帳に関するデータの入力業務を指定検査

機関（(財)群馬県環境検査事業団）に委託。 

災害対策に向けた浄化槽

普及の計画策定 

佐賀県嬉野市 想定震度 6 程度の地震が起こりうる可能性への対

策として、浄化槽整備を推進。財源には、公共下水

道の整備と合わせ、地方創生交付金を活用。 

 

 

先行事例調査で収集した施策情報については、事例集の形式にて、他の自治体や地域住民、

地元業者等（以下、「自治体等」とする）で活用可能となるよう、情報を整理した。事例集

は 1.4 項に示す。 
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1.2 広報媒体に関する分析 

また、普及啓発において重要な媒体である広報誌、パンフレットについて、既存事例を収

集してより良いコンテンツとなるようにどのようなことに留意すべきかの分析を行った。 

分析を行う背景として、広報誌の作成・配付は、殆どの市町村が実施している広報手段で

あり、市町村が広報誌を発行していることは、日本国民の中で非常によく知られている。 

浄化槽の情報発信について、広報誌の紙面に記事を掲載している市町村は非常に多くある。

全ての住民の方が一つ一つの記事を注意深く読むものではないため、掲載記事が全ての住民

に認知されることは難しいものだが、広報誌に浄化槽の情報を記載し、発信することは、次

の点から大きな意味を持っている可能性がある。 

市町村の広報誌は、「市町村が発信した情報が掲載されているもの」であると、広く日本

中の住民の方が認識している。例えば、単独転換に当たって設置工事事業者が戸別訪問を行

い、単独転換の話を持ちかける際に広報誌を用いることで、「単独転換が市町村としての依

頼事項」であり、「補助事業のことも掲載されており、信憑性が高い」という納得感・信頼

感を住民が感じることができる。 

このような側面から、広報誌の活用が浄化槽の情報周知に非常に有効な手段であると考え、

情報収集・紙面情報の分析を行った。 

1.2.1 広報誌に係る情報収集 

情報収集は、「マイ広報誌※」ウェブサイトにて「浄化槽」をキーワードとして検索し、

2017/12/12～2017/12/15に行った。検索結果の上位20自治体を抽出して記載内容を整理した。

なお、一部マイ広報誌以外から抽出した情報もあるため、その場合には次頁表の備考欄に記

入した。 

※自治体等が発行する広報紙を記事ごとにデータ化し、インターネットで無料配信するサ

ービス。一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパンが運営している。
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表 1-2 広報誌に係る記事の収集対象事例 

 
注釈）◎：分量として 20 件の他の記事に比して詳細な記述があるもの、○：記載があるもの 

NO 対象自治体 広報誌名 発行日 浄化槽説明 補助金情報
保守管理の

お願い

一括契約シ

ステムの紹

介

市町村設置

型の説明・

募集

PFI

下水道整備

計画の見直

し

説明会情報
下水事業会

計の報告

維持管理組

合紹介

1 三重県紀宝町 広報きほう 平成19年8月より ◎ ○ ○ ○ ○

2 佐賀県佐賀市 市報さが 平成28年10月1日 ◎ ○

3 三重県紀宝町 広報きほう 平成19年8月 ◎ ○ ○

4 新潟県佐渡市 市報さど 平成27年6月10日 ◎ ○ ○

5 茨城県取手市 広報とりで 平成28年4月1日 ○ ○ ○

6 佐賀県多久市 市報たく 平成29年10月 ○ ○ ○

7 茨城県利根町 広報とね 平成29年12月 ○ ○ ○

8 三重県四日市市 広報よっかいち 平成29年10月 ○ ○ ○

9 北海道登別市 広報のぼりべつ 平成29年6月1日 ○ ○

10 大阪府吹田市 市報すいた 平成27年10月 ○

11 北海道釧路町 広報釧路町 平成29年12月1日

12 北海道登別市 広報のぼりべつ 平成29年12月1日 ○

13 北海道北見市 広報きたみ 平成29年12月1日 ○

14 北海道大空町 大空町まちのおしらせ 平成29年11月15日 ○

15 北海道八雲町 広報やくも 平成29年11月1日 ○ ○

16 北海道白糠町 広報しらぬか 平成29年11月1日 ○

17 愛知県半田市 はんだ市報 平成29年11月1日

18 佐賀県小城市 広報「さくら」 平成29年9月20日 ○

19 埼玉県朝霞市 広報あさか 平成29年7月1日 ○ ○

20 福岡県宮若市 広報みやわか「宮若生活」 平成29年12月1日 ○
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1.2.2 広報誌掲載事例 

三重県紀宝町の広報「きほう」では、シリーズ浄化槽を毎月連載している。2017 年 12 月

で 124 回目を迎える。町役場職員の顔写真入りで、短く読める記事のコーナーを設けるなど、

読んでもらう工夫を取り入れている。 
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1.2.3 目的別広報誌記事例 

(1) 単独転換周知 

1) 三重県紀宝町 広報きほう 平成 19 年 8 月発行 

みなさんの家庭から出ている「し尿」や「生活雑排水」は、浄化槽によって浄化され、家庭近く

の排水路などを流れて、河川に放流されています。浄化槽には、トイレから出る排水（し尿）の

みを処理する単独処理浄化槽と、トイレから出る排水（し尿）と台所・風呂・洗濯などの生活排

水を合わせて処理する合併処理浄化槽があります。～以下略～ 
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2) 愛知県半田市（はんだ市報 平成 29 年 11 月号） 
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3) 静岡県富士市 平成 29 年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（表面） 
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(2) 補助制度周知 

1) 茨城県取手市 （広報とりで 平成 28 年 4 月発行） 

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、家庭の雑排水も処理するため、水質環境の浄化に大

きな効果があります。市では、住宅へ合併処理浄化槽を新たに設置する方や、既存単独浄化

槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する方に、予算内で費用の一部を補助します。 

 

 

2) 北海道白糠町 （広報しらぬか 平成 29 年 11 月） 
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3) 静岡県富士市 平成 29 年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（裏面） 
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(3) 計画区域見直し説明会 

1) 北海道八雲町 広報やくも 平成 29 年 11 月発行 

八雲町の下水道事業は、人口減少による汚水量の減少により、下水道使用料収入は減少し

ていく一方、施設の老朽化が進んできているため、施設の修繕や更新にかかる費用が増加傾

向にあり、今後は厳しい経営事情となっていくことが予想されています。～中略～下水道を

整備することが有効でないと判断し、大きな状況変化のない限り下水道整備を凍結し、合併

処理浄化槽の推進により、生活環境の向上と環境保全に努めていきたいと考えています。つ

きましては、次の日程により説明会を開催しますので、お集まりくださいますようお願いし

ます。～以下、日時や場所を略～ 

 

(4) 維持管理周知 

1) 茨城県利根町（広報とね 平成 29 年 12 月発行） 

 



 

14 

 

2) 三重県四日市市（広報よっかいち 平成 29 年 10 月上旬号） 
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(5) 市町村設置型の周知 

1) 佐賀市（市報さが 平成 28 年 10 月） 

合併処理処理浄化槽の設置に「市営浄化槽事業」をご利用ください ～以下略～ 

▶市営浄化槽事業のメリットは？ 

少ない負担で合併処理浄化槽を設置できます。～中略～維持管理（保守点検・清掃・法定検査）

は、上下水道局が主体となって行い、専門業者に委託しています。 

 

▶市営浄化槽事業の使用料は？ 

人槽によって決まります。個人で契約している管理料金と比べてみてください。 

 

2) 三重県紀宝町 （広報きほう 平成 29 年 12 月発行） 

町営浄化槽事業では、台風による水害などの自然災害時でも、町の負担で修繕などの維持

管理を行っています。～中略～町営浄化槽がこのような被害にあった場合は、ブロアーの修

繕や交換を町の負担で行うことになりますので、利用者の方々から月々の使用料（表①参照）

以外の費用をいただくことはありません。～中略～このように、町管理の浄化槽は、災害時
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にも安心ですので、ぜひ、設置替えや寄付などで町管理の浄化槽への変更をご検討ください。 
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(6) 浄化槽の日 

各市町村が 10 月号の広報誌に「10 月 1 日は「浄化槽の日」」であることを伝える記事を

発行している。内容は維持管理の注意事項に関する記事が多く見られる。 

1) 佐賀県小城市（市報「さくら」平成 27 年 10 月号） 

 

2) 大阪府吹田市（市報すいた平成 27 年 10 月） 
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3) 佐賀県多久市（市報「たく日和」平成 29 年 10 月号） 
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4) 佐賀県佐賀市（市報さが 平成 28 年 10 月号） 
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1.2.4 浄化槽補助制度周知のためのパンフレットに係る情報収集 

自治体においては浄化槽補助制度を設ける際、補助事業の要項などは必ず作成するものの、

周知のためのパンフレット等を作成しておらず、認知されている範囲が限定的である事例が

みられる。 

補助事業の予算執行率の向上、ひいては浄化槽整備の促進に向けてはパンフレットを作

成・配布により、周知を図ることが望ましい。このため、他市町村における補助制度パンフ

レットの事例を収集した。 

収集方法は、「浄化槽 補助金 パンフレット」で検索してヒットした市町村ウェブサイ

ト上位 10 事例を抽出し、掲載されている情報について星取表にて整理した。 

情報取得日は 2017/12/16 である。 

浄化槽補助制度の WEB サイト・パンフレットの掲載情報リストを次頁に示す。 

１つのパンフレットにつき頁数は 2 頁から 7 頁、であり、4 頁としている自治体が複数あ

った。4 頁の分量で補助制度に係る情報は網羅できるものと考えられる一方で、分量は少な

い方が作成に係る労務負担は少なくなる。４頁の分量のうち、「設置後の維持管理について」

や「単独処理浄化槽の転換について」、「よくある質問と回答」など、重要ではあるものの

補助制度の周知に目的を限定した場合には、掲載の必要性が低い記事も記載されている。 
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表 1-3 浄化槽補助制度の WEB サイト・パンフレットの掲載情報リスト 

 

 

注意事項 申請期間
申請方法
(必要書
類)

手続きフ
ロー

補助金額 対象基数 FAQ
単独転換
周知

地域 建物 設置時期

WEBサイト ○ ○ ○ ○ ○ ○

パンフレット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WEBサイト ○ ○ ○ ○ ○

パンフレット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WEBサイト ○ ○ ○ ○ ○

パンフレット ○ ○ ○ ○ ○ ○

WEBサイト ○ ○ ○

パンフレット ○ ○ ○ ○ ○

WEBサイト ○ ○ ○ ○

パンフレット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 千葉県 館山市 ○ × WEBサイト ○ ○ ○ ○

7 北海道 函館市 ○ × WEBサイト ○ ○ ○ ○ ○

8 静岡県 浜松市 ○ × WEBサイト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 岐阜県 岐阜市 ○ × WEBサイト ○ ○ ○

10 茨城県 常陸大宮市 ○ × WEBサイト ○ ○ ○ ○

掲載情報

媒体

パンフ
レット有
無

WEBサイ
ト有無

市町村名
補助対象
となる合
併処理浄
化槽

五所川原市

加古川市

藍住町 ○ ○

○○

○○

3 徳島県

4

5

兵庫県

青森県

2 千葉県 東金市 ○ ○

補助金を受けることができる方

1 静岡県 富士市 ○ ○

県名NO.
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以下に、青森県五所川原市の補助制度パンフレットの事例を示す。手続きの流れやよくあ

る質問と回答などの工夫がみられる作りである。 

 

 

図 1-1 浄化槽設置補助制度パンフレットの事例：青森県五所川原市 

（1/2） 
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図 1-1 浄化槽設置補助制度パンフレットの事例：青森県五所川原市 

（2/2） 
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1.3 浄化槽整備促進施策のモデル事業の選定、実施 

1.3.1 概要 

浄化槽整備の必要性についての理解を促す活動や浄化槽整備事業の整備促進効果を高め

る取組を実施している、または実施予定である自治体や地域住民、地元業者等を対象として、

浄化槽整備促進施策のモデル事業を実施する。対象は、相互連携や先進性、有効性、他自治

体等への波及可能性等の観点から選定し、事業内容については、選定自治体等と調整の上、

確定した。 

1.3.2 モデル事業の打診 

浄化槽整備促進施策についてニーズを有しており、支援策による浄化槽整備加速の効果が

期待できる市町村等を選定し、モデル事業の打診を行った。選定した市町村等の一覧とモデ

ル事業に対する希望、選定結果を次頁の表に示す。 
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表 1-4 モデル事業候補市町村等の一覧と状況、希望、選定結果 

市町村等 状況 希望等 選定 

愛知県 

美浜町 

 市町村設置型を含め、浄化槽整備

事業の在り方を模索 

 単独槽の使用世帯が多く転換加速

が課題 

 台帳等の効率的な整備、管理 

 単独転換啓発パンフレット 

 事業者に対するアプローチ（特に

市町村設置型実施に向けた意識形

成について他自治体取組紹介） 

 台帳に対する意見・コンサル・業

者紹介 

○ 

福岡県 

田川市 

 市町村設置型を含め、浄化槽整備

事業の在り方を模索 

 事業周知などの課題あり 

 事業周知パンフレット 

 事業検討の負荷が高いため市町村

からのマンパワーの持出は厳しい 

（結果的にモデル事業は非実施） 

× 

北海道新

ひだか町 

 市町村設置型を含め、浄化槽整備

事業の在り方を模索 

 事業周知などの課題あり 

 事業検討の負荷が高いため市町村

からのマンパワーの持出は厳しい 

（結果的にモデル事業は非実施） 

× 

（打診

せず） 

徳島県  市町村設置型の導入支援など、県

のイニシアチブの取り方を模索 

 一方で市町村設置型の導入数が増

えていない。 

 単独転換、法定検査受検に向けた

パンフレット等を作りたい 

 （他の課題を優先するため、モデ

ル事業の活用は見送り） 

× 

埼玉県  市町村設置型の導入支援など、県

のイニシアチブの取り方を模索 

 H30年度は市町村による台帳精査

や単独槽使用世帯への戸別訪問支

援を予算要求。 

 戸別訪問の際に使用する、単独転

換啓発パンフレットがあるとよ

い。 

 民間設置事業者が単独世帯にどう

アプローチして転換に結び付けて

いるのかを把握したい。 

○ 

静岡県富

士市 

 浄化槽整備事業の在り方を模索 

 市民との対話を目的として住民学

習会を計画。 

 市民との対話を目的として住民学

習会を計画。この中で浄化槽を端

的に説明する動画を使いたい。 

 浄化槽資産管理台帳のデータ項目

が何かを把握したい。 

○ 

島根県  11 条検査受検率の向上が課題。 

 特に単独槽の受検率が低く、訪問

等をしても理解してもらえず苦慮

している。 

 

 11 条検査受検率向上のアプロー

チがあれば特に知りたい。パンフ

レットなどもよい。 

 （他の課題を優先するため、モデ

ル事業の活用は見送り） 

× 

宮崎県 

宮崎市 

 PFI 事業を推進（1 年目）。 

 単独槽の使用世帯が多く転換加速

が課題。 

 

 単独転換啓発パンフレットは必要

な認識であるが、PFI 事業者の委託

範疇であり市が関与すべきでない

認識。 

× 

佐賀県嬉

野市 

 市町村設置型は順調に前進。 

 未普及世帯の多くは汲み取り。 

 住民の環境意識の高まりは今一

つ。 

 毎年行っている市の中心部でのイ

ベントもややマンネリ化 

 １時間程度の環境学習会を実施

し、住民意識を高めたい。 

 ただし、１時間程度ずっと議論や

ワークは難しく、環境学習会の導

入部は概要説明をする動画がある

とよい 

○ 
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また、モデル事業の打診を行った際の資料を以下に示す。 

 

 

図 1-2 モデル事業の打診を行った際の資料 

（1/4） 

株式会社三菱総合研究所グループ

平成29年9月

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社

環境省「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」
浄化槽整備促進施策モデル事業の支援内容について

2

MRI Research Associates Inc. 目次

1. 「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の目的 ・・・３

2. モデル事業の概要と支援内容の例 ・・・４

参考①：効果検証の整理イメージ ・・・６

参考②：事例集目次案 ・・・７

参考③：収集対象とする先行事例（一部） ・・・８
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図 1-2 モデル事業の打診を行った際の資料 

（2/4） 

  

3

MRI Research Associates Inc. 
1. 「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の目的

浄化槽に係る住民理解の増進や単独転換加速効果を高めるための支援施策を検証し横展開を図る。

 この背景として、平成28年度に行われた浄化槽普及戦略検討会では、市町村等による効果的な浄化槽整備推進施策
について、 『浄化槽整備推進、特に単独転換の加速化実現に向けては、住民理解の増進、市町村担当者へのサポートが
必須。』との仮説が整理されたところ。

 このため、住民理解の増進や単独転換加速に向けた市町村担当者等へのサポート（モデル事業）を通じて施策効果を検
証。

 「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」では、具体的には以下のような項目の実施を予定。

項目 内容

（１）先行事例調査
施策分類に関しては前年度業務において構築した仮説を活用して継続性を担保しつつ効率的に調査を実施する。先行事例の情報は文献調査、ヒアリン
グにより収集する。

（２）モデル事業実施
浄化槽整備促進に向け市町村が実施する関係者との連携施策を支援し、横展開に向けた課題の抽出を行う。支援内容は先行事例より施策内容・方
法等を把握して実際に市町村が求めるパンフレットや住民向け・事業者向け説明資料の作成などを想定する。

（３）モデル事業等の
効果検証

モデル事業における施策実施にあたって、住民や事業者における認知度向上、補助基数の執行率向上など、整備促進施策の効果を定量的に把握でき
るKPIを設定し、検証を行う。

（４）事例集等の作成
環境省WEBサイトに掲載されている情報や事例・浄化槽の経済性に係るデータを網羅的に整理した上で、さらに情報のアップデートを図り、読み手の関
心・興味に対応したコンテンツとなるよう、作成する。

検討会 本事業による整備促進効果を一層高めるため、専門的見地からの意見出しを行う。計2回とし、各回の論点は下記を想定。

参考： 「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の全体内容

4

MRI Research Associates Inc. 
２．モデル事業の概要と支援内容の例

（１）整備促進施策の効果実証に向けたモデル事業における具体的支援策の実施内容

住民理解の増進や補助制度の効果を高めるための施策について、先行事例に基づき、モデル事業対象における導入方法
を検討し、施策を実施する。

具体的には、先行事例における取り組み内容整理・課題分析を通じ、モデル事業支援内容の詳細を支援対象者とすり合
わせを行ったうえで実施。

支援対象数：5団体程度 （自治体、NPO等を対象）

支援期間 ：平成29年10月～平成30年2月

モデル事業における効果検証施策の案と具体的な支援内容

施策
類型

施策内容 モデル事業支援内容案

浄化槽に係る
住民理解の
増進

 市町村等による住民への具体的な情報提供
 浄化槽に対する認知度の向上
 単独槽と合併槽の違いの広報
 汚水処理施設間の経済性比較

 浄化槽とは何かを端的に説明するパンフレット、動画等のコンテンツを、市
町村が活用可能な形（下記例）で提供

 単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いに関する動画、パンフレット
 単独転換に係る補助制度の有効な周知方法の検討、手順書作成
 浄化槽の経済性を端的に説明するパンフレットの作成

 単独転換などに効果的な説明方法等の普及
 必要な説明事項の整理
 具体的な説明内容の整理

 単独転換に実績のある事業者における創意工夫の紹介、事業者に対す
る周知方法の検討

自治体と民間
の相互連携
や情報発信
の強化

 整備促進に向けた民間事業者との連携手法
 民間事業者が活用しやすいパンフレット・動画等の提供
 補助効果増進に向けた民間事業者に対する情報公開
（例：補助事業の予算執行状況等）

 事業運営支援（人材育成、事例集等の情報提供、ICT導入によ
る管理効率化検討）

 業界団体等を通じた事業者への情報発信
 先行事例等に基づく整備促進に向けた戦略・施策案の検討
 補助事業の予算執行状況の開示に向けた課題整理、対策実施等
 政策決定者の意思決定に資する説明資料の提供

単独転換  単独転換に向けた関係機関の情報連携
 例：建築関係届出情報（届出先：特定行政庁（都道府
県・政令市））と浄化槽設置届情報（届出先：権限委譲
の市町村）との連携、浄化槽使用状況の整理等

 浄化槽台帳等の導入済み、または未導入市町村における具体的な連
携手法等の紹介、簡易台帳の導入等
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図 1-2 モデル事業の打診を行った際の資料 
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MRI Research Associates Inc. 
２．モデル事業の概要と支援内容の例

（２）モデル事業における支援スケジュール

 3回程度の訪問支援を実施。1回目は現状把握及び支援策の決定、２・３回目は支援策の検証と課題抽出を行う。

改善した支援策の再検証と今後実施す
べき課題

次年度
以降

支援の実施と、支援策の市町村におけ
る検証

第2回
訪問

 訪問時までに、①これまでに市町村が「施策類型」ごとに実施した施策内容、②施策に対して認
識している課題、③具体的に期待したい効果についてメール・電話等で事前に状況把握

 訪問時打合せでは、実施状況を踏まえた具体的支援内容・今年度の実施計画を整理し、双方
で合意

これまでの広報施策における実施内容と
課題、期待したい効果に係る整理

第1回
訪問

 訪問時までに、段階的に市町村とメール等で摺合せを行いながら支援内容に係る作業を進める。
 第2回訪問時には、支援内容の評価（良悪点、改善方針、自治体における活用のしやすさ、
効果の期待度）を行う。

 広報資料等を作成する際は、環境省が既に作成している浄化槽に係る説明資料等を活用する
ことで、情報の正確性に配慮する。

 第2回訪問において把握した問題点を踏まえ、支援策の改善を図り、再検証を行う。
 市民における認知度変化、行動変容（単独転換の実現）等については継続的なモニタリング・
フォローアップが必要であるため、次年度以降に求められるフォローアップ内容についても整理を行う。

実施内容の要点、詳細実施内容

6

MRI Research Associates Inc. 
参考①：効果検証の整理イメージ

調査手法案①：住民や事業者に対するアンケート

 調査趣旨：住民や事業者における浄化槽に対する認知度の向上や制度理解の増進といった効果を検証する。事前認知度、事後の理解度、さらに知りたいこと、
などを把握。

 調査項目：単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い、合併処理浄化槽の性能、浄化槽の経済性、浄化槽の耐震性、浄化槽整備に係る制度

 調査方法：住民説明会／講習会等で参加者に記入してもらい、回収（サンプル数は20程度を想定）。

 調査票案と回答の例：単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いに関する設問・回答の例を下表に示す。

調査手法案②：状況開示による補助執行基数の増加の検証

 調査趣旨：単費での補助を行っており、予算執行状況等について事業者等に状況開示を行っておらず執行率が100％に達しない自治体が存在する。このような
自治体で予算執行状況を年度途中で事業者に対して開示することで、予算執行率が高まるか（浄化槽設置基数が増加するか）を検証する。

 調査手法：過年度とH29年度の補助執行基数を計測時点を合わせて比較することで、施策効果を評価する。

 アウトプットイメージ：アウトプットイメージを下表に示す。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の
違いについて

選択肢案、回答イメージ

良く知っていた／分かった ほとんど知っていた／ほとん
ど分かった

一部知っていた／ほとんど
分かった

ほとんど知らなかった／ほと
んど分からなかった

全く知らなかった／全く分
からなかった

Q1：①認知度：単独処理浄化槽と合併処
理浄化槽の機能の違いについてご存知でした
か。

○

Q2：②理解度：単独処理浄化槽と合併処
理浄化槽の機能の違いについて理解できまし
たか。

○

Q3：③更なる情報把握：単独処理浄化槽
と合併処理浄化槽の機能の違いについてさら
に知りたいことはありますか。

・今から17～18年前、家を建て直すとき、業者からこの辺は下水道予定区域なので、浄化槽は単独で良い、合併処理浄化槽は費用
も高いので、10年位すれば下水道が布設されるといわれた。区域設定はどうなっているのか。
・専門的知識が無い為パンフレットで勉強したい。

補助制度 H26年度執行率
（情報連携なし）

H27年度執行率
（情報連携なし）

H28年度執行率
（情報連携なし）

H29年度執行率
（情報連携あり）

単独転換時における配管
費・撤去費用等の補助

93%
(+0ポイント)

97%
(+4ポイント)

93%
(-4ポイント)

100%
(+7ポイント)

施策効果：情報連携により予算執行率100%、
前年度比＋７ポイント

注釈）表中の値は仮であり、各年度の予算執行率は、年度事業予算に対する執行実績の比率で示している。（）内は前年度比差分を示す。
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図 1-2 モデル事業の打診を行った際の資料 

（4/4） 
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MRI Research Associates Inc. 
参考②：事例集目次案

 首長等の政策決定者向けコンテンツはトップセミナー等での使用を見越し、政策決定者の関心度の高いコンテンツを中心に構成。

 行政担当者向けのコンテンツは、実際に各市町村等における効果的な浄化槽整備施策の実施を助けることを目的に、過去の判断・実施事例
に基づき、広報媒体などで普遍的に使用できるコンテンツを作成・掲載して「各市町村で活用できる」事例集とする。

 重要度は先行事例調査のヒアリング対象や検討会員に対して意見を求め、整理することを想定。

 政策決定者向け事例集は８ページ程度を想定し、表紙の他、下記コンテンツを各１ページ程度の分量で要約して作成することを想
定する。

 行政担当者向け事例集は本編30ページ程度、付属資料70ページ程度として整理。本編は施策類型別に有効事例を紹介。付属
資料は実務の各場面において「活用可能なコンテンツ」を紹介。例えば、浄化槽普及施策による定量的な効果や、住民説明に使用で
きる「単独転換の意義」に係る資料や浄化槽の経済性の具体的な比較事例を掲載する。

 政策決定者向け、行政担当者向けのコンテンツ案を以下に示す。

コンテンツ
政策決定者向け 行政担当者向け

内容 内容

浄化槽整備促進策  施策の類型、具体的内容、効果  施策の類型、具体的内容、効果

汚水処理の手法とコスト  分かりやすい情報提供
 他市町村との比較など

 定量的なデータ提供
 ベンチマーク比較

浄化槽整備による将来負債の
軽減

 県内市町村内での負債比較
 集合処理整備との比較

 浄化槽に係る負債のデータ提供

公共管理によるメリット  住民による要望、評価事例紹介  公共管理に係る負担軽減手法の周知（広域
化、民間連携）

災害耐性（耐震性等）  東日本大震災による影響
 防災協定の締結状況

 罹災後の普及事例
 国によるガイドラインなど

単独転換の効果  自然観光資源保全が重要な地域では特に効果
あり

 単独槽の影響データの提供

浄化槽整備事例  浄化槽整備、生活環境保全によるまちづくり事
例の周知

 定量的な施策効果
 事例詳細（事例集付属資料）

8

MRI Research Associates Inc. 
参考③：収集対象とする先行事例（一部）

候補 先行的な施策内容

埼玉県 単費補助制度の執行状況に係る情報提供の手法、市町村整備型促進施策、広域化推進施策

静岡県富士市 先進的な浄化槽整備促進策、経済合理的な汚水処理手法の選択に向けた住民への情報提供、民間事業者と連携した単独転換アプロー
チ手法

大阪府富田林市 浄化槽と下水道の費用比較、市町村設置型・PFI事業の実施に当たってのポイントと民間連携のあり方

香川県さぬき市 平成16年度普及啓発のための浄化槽の整備効果に関する調査における水質測定などのモデル事業実施自治体。モデル事業実施後の整備
効果について調査。

徳島県 PFI事業実施自治体に対する支援、市町村に対する市町村設置型導入の支援、住民への広報、他の施策と連携した単独転換

福岡県田川市 経済合理的な汚水処理手法の選択、民間事業者と連携した単独転換アプローチ手法
市町村整備型促進施策

長野県下条村 浄化槽整備による経済効果試算事例
（生活環境整備に当たり、村負担が45億円かかる下水道計画でなく、村負担2億5千万の合併浄化槽整備を選択

京都府綾部市 浄化槽整備による経済効果試算事例
「平成90年度に完成予定、投資所要額250億円」という集落排水施設整備計画を見直し、31地区中21地区について合併浄化槽に切り
替えることで投資所要額を120億に削減→「水源の里」として移住者呼び込みに投資

民間事業者：
株式会社ティー・アー
ル・シー ／
静岡住環

単独転換に向けた取組み事例（住民に対する営業の工夫など）
 株式会社ティー・アール・シー： 栃木県宇都宮市に所在する工事店。栃木県のみならず埼玉県等においても単独転換を数多く実施。
 静岡住環：静岡県藤枝市に所在する工事店。社長である川口氏（30歳）は1人で年間50基の単独転換の営業から施工までを手掛
ける。

岩手県一関市、遠
野市
静岡県袋井市

グループ設置補助制度実施。面的整備に向け、複数世帯で申請した場合に補助額を上乗せ。
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1.3.3  モデル事業の実施 

(1) 概要 

各自治体において課題・問題の詳細を把握し、課題解決に向けた支援を実施した。各自治

体における課題・問題と実施内容の概要を下表に示す。 

表 1-5 各自治体における課題と実施内容の概要 

自治体 問題・課題 実施内容 

愛知県 

美浜町 

 町内の汚水処理普及率は 50％程度と

低く、未普及のほとんどを単独処理

浄化槽が占める。 

 単独転換啓発はほとんどやってきて

おらず、パンフレットもない。 

 転換・設置補助のチラシなども作っ

ていない（作りたいが素材無し）。 

 住民にＰＲできるようなコンテンツ

がまったくない。 

 町政方針と合わせた普及啓発活動の

スケジューリング 

 浄化槽の啓発パンフレットの作成 

 補助制度パンフレットの作成 

 ケーブルテレビなどで流せる 1分 30

秒程度の啓発動画の作成 

静岡県 

富士市 

 浄化槽に係る住民向けの講座を市内

ＮＰＯが開催する。 

 浄化槽に対する認知度を高めるのに

有効なコンテンツやプログラムは何

か、知りたい。 

 認知度や住民意識を測るためのアン

ケート設計の支援をしてほしい。 

 プログラム案の検討への参画、意見出

し 

 浄化槽とは何かを説明する動画を住

民向け講座で上映して認知度向上を

はかる 

 アンケート設計、調査仮説の明確化の

支援 

埼玉県  次年度予算で単独使用世帯への戸別

訪問の予算化を想定。 

 単独槽使用世帯へ訪問した際に使用

するパンフレットがほしいが、一か

ら作ることは手間がかかる。 

 浄化槽と単独処理浄化槽の違いを説

明するパンフレット、動画などの提

供、 

佐賀県 

嬉野市 

 市町村設置型を始めて３年。未普及

が 40％と多く残る。普及に向けた最

大の課題は住民意識。意識の向上を

図りたい。 

 環境学習会の実施を予定している

が、そのプログラム案や興味関心ヲ

引くコンテンツがないのが悩みの

種。 

 身の回りの水に対する意識付けの方

策についてディスカッション。 

 環境学習会のコンセプト設計、プログ

ラム案の検討、長編動画の構成案の作

成。 
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(2) 愛知県美浜町 

1) 実施方針と方法 

モデル事業の実施スケジュールを下図に示す。 

 

図 1-3 モデル事業の実施スケジュール（愛知県美浜町） 

 

2017 年 10 月打合せ時の美浜町における施策実施状況・課題認識は以下の通りであった。

美浜町においては、「浄化槽＝単独処理浄化槽のこと」であり、合併処理浄化槽との違いや

必要性についての認識、意識は高くないことが課題と認識している。町担当者としても「あ

まりに当り前にどの世帯も単独処理浄化槽を使用しているために問題意識がこれまで生じ

てこなかった」ため、汚水処理人口普及率の向上に当たっては問題意識を住民に持ってもら

うことが必要という考えであった（美浜町はほぼ全域が浄化槽整備区域であり浄化槽普及率

≒汚水処理人口普及率である）。 

表 1-6 施策別の実施状況・課題認識（愛知県美浜町） 

施策類型 施策 自治体における実施状況 自治体の課題 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

H28年度にアンケートを実施し

た際に個別に合併浄化槽の事を

ある程度は周知できていると思

う。 

 H28年度実施アンケートにて

単独槽利用者から「何も不自

由が無い。支出増は忌避」と

の意見。 

 合併浄化槽に替えることの

必要性を理解できるような

資料がほしい。 

単独転換に係る補助

制度の有効な周知方

法の検討、手順書作成 

町広報誌、町ホームページ等 補助制度を見直そうと思ってい

るが、いまだにどういった補助制

度にするか決めかねているため

はっきりしたことが言えない。 

浄化槽の経済性を端

的に説明するパンフ

レットの作成 

特になし、愛知県の作った生活排

水についてのパンフレットがあ

る。あると便利だと思われる。 

町内の転換工事費用について把

握できていない。 

改善した支援策の再検証と今後実
施すべき課題

メール
ベース
での
フォロー

支援の実施と、支援策の市町村に
おける検証

第2回
訪問

 訪問時までに、①これまでに市町村が「施策類型」ごとに実施した施策内容、②施策
に対して認識している課題、③具体的に期待したい効果についてメール・電話等で事
前に状況把握

 訪問時打合せでは、実施状況を踏まえた具体的支援内容・今年度の実施計画を整
理し、双方で合意

これまでの広報施策における実施
内容と課題、期待したい効果に係
る整理

第1回
訪問

 第1回で決定した支援内容を実施。
 支援内容：広報資料、動画などのコンテンツ作成、事業者との会議のアジェンダ設定、
他市町の台帳事例の紹介

 広報資料に対する要望対応（町で既に作成している、広報用PRムービーとの繋がり
の検討等）

 広報資料は２種8000部をカラー印刷して納品。
 平成30年4月配付の町広報誌に折込として差し込み、住民の反応を確認する。

実施内容の要点、詳細実施内容スケジュール

～2月末

2018年
1月

2017年
10月
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施策類型 施策 自治体における実施状況 自治体の課題 

単独転換 単独転換に実績のあ

る事業者における創

意工夫の紹介、事業

者に対する周知方法

の検討 

町内事業者が積極的に単独転換

営業を行っていると聞いたこと

はない。 

町からも事業者に対して積極的

な周知を行っていない。 

特定の業者だけに話をしてもい

いものか検討を要す。 

情報連携 浄化槽台帳に係る情

報紹介 

住民基本台帳のデータを浄化槽

の設置情報や人口の増減を把握

し、台帳を加除しながら汚水処理

人口を把握している。自前で作っ

たエクセルの表に書き加えてい

く。 

台帳精査作業が正確ではないた

め住民基本台帳とかなり違って

くる。管理しやすい台帳システム

があれば知りたい。 

 

課題認識を基に打合せを行い、対応方針とモデル事業における実施内容を整理した。住民

の意識変革に向けては、町の既存媒体である広報誌と CATV を活用して周知する。モデル

事業では、そのコンテンツを作成するほか、「作って配って終わり」ではなく媒体を有効に

活用して住民にアプローチしている事例についても情報提供を行った。 

表 1-7 施策別課題の対応方針とモデル事業の実施内容（愛知県美浜町） 

施策類型 施策 課題の対応方針 モデル事業における実施内容 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

住民の意識を変えるために広報

を行う。具体的な媒体としては、

月１回配布の広報誌と、毎日放送

している CATVがある。 

動画については CATV等で放送す

ることを考えて製作。 

パンフレットは広報誌に挟んで

配付できるように作成、印刷 

単独転換に係る補助

制度の有効な周知方

法の検討、手順書作成 

事業者との会議をセッティン

グ・実施。その場においてパンフ

レットを配布して周知活動を依

頼。 

補助制度のパンフレットを作成。 

他市町村における事業者連携に

よる単独転換啓発の事例を紹介

（静岡県富士市）。 

単独転換 単独転換に実績のあ

る事業者における創

意工夫の紹介、事業

者に対する周知方法

の検討 

事業者との会議をセッティン

グ・実施。情報が一つの事業者に

偏ることの無いよう配慮。 

中立的組織（浄化槽協会）への情

報提供も一案。 

他市町村における情報連携事例

を紹介。 

情報連携 浄化槽台帳に係る情

報紹介 

現状の台帳（住民基本台帳をベー

スに作成した、1行＝１人の台

帳）は継続的に更新することとし

て、浄化槽の資産管理をする場合

には別に作成が必要。 

他市町における台帳連携の手法

を紹介。スタンドアローンの PC

を１台確保し、事業者に入力さ

せ、自治体側でデータ抽出して台

帳にインポートする、など。 

また、浄化槽管理者に対して ID

を振って各台帳間でのデータリ

ンクを取れるようにするよう提

案。 

 

2) 実施結果 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いに関する動画、パンフレットを作成した。動画は

CATV で放映できるよう、パンフレットは広報誌に折り込んで配布できるよう、配慮して作

成した。また、パンフレットに関しては補助事業の周知を行うものについても作成した。動

画は mp4 ファイルにて納品し、パンフレット 2 種はカラー両面 8,000 部、カラー片面 8000

部を納品した。 

其々のコンテンツは本報告書の 1.4 事例集の項においても作成事例として示した。ほか、
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報告書参考資料として電子媒体を納品した。 

 

a. 浄化槽を説明する動画「浄化槽で水をきれいに！」 

ア）概要 

浄化槽とは何か、を端的に説明した、計 1 分 30 秒の動画である。 

浄化槽が郊外に設置される、下水道と同等の処理性能を有する設備であり、日々の暮らし

で出た生活排水を処理できることが説明される。 

その後、単独処理浄化槽は、暮らしの中で使った、風呂や台所の水をきれいにせず流して

しまい、川や水路といった身近な水を汚してしまうことを説明する。 

イ）使用機会 

具体的な使用機会としては、住民説明会の冒頭などでの浄化槽説明や、単独処理浄化槽使

用世帯への戸別訪問の際の説明といった機会が想定される。 

経験のない市町村職員の方や、関連事業者の方でも、標準的なご説明が可能である。 

 

ウ）構成 

 

 



 

34 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 



 

36 

 

b. パンフレット「浄化槽を使って、身近な水をきれいにしましょう！」 
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c.  愛知県美浜町の補助事業パンフレット事例 
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(3) 埼玉県 

1) 実施方針と方法 

モデル事業の実施スケジュールを下図に示す。 

図 1-4 モデル事業の実施スケジュール（埼玉県） 

  

 

 

2017 年 10 月打合せ時の埼玉県における施策実施状況・課題認識は以下の通りであった。

埼玉県内の市町村においては、県が市町村や環境管理事務所に対し浄化槽管理台帳システム

「SS Jouka」本体、マニュアル等を提供している。このため、市町村浄化槽台帳は整備され

ているものの、廃止・休止、設置、維持管理、法定検査受検状況等の反映ができておらず精

査が必要な状況にある。 

次年度、この精査に向けてデータリンクを取って台帳情報の精査を行うことに加え、現地

調査を行って使用状況（そもそも家屋があるかどうか、居住しているかどうか）を確認する

事業を計画している。 

この戸別訪問の際に単独処理浄化槽の転換や検査受検について周知を行うことのできる

パンフレットがあるとよい、ということであった。 

表 1-8 施策別の実施状況・課題認識（埼玉県） 

施策類型 施策 実施状況 課題 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

パンフレットは毎年作成してい

るが、それなりの手間になる。 

H30年度に予定している戸別訪

問の際に使用できる素材、コンテ

ンツの作成。 

単独転換に係る補助

制度の有効な周知方

法の検討、手順書作成 

補助事業の予算執行状況につい

ては月次で県の WEBサイトに掲

載して周知。個別に事業者に対し

て連絡も行っている。平成 29年

度には執行率が 9割程度に。10

割としたいが、個別市町村で、交

付決定しても工事中止などで交

付額決定まで至らない事例が数

単独転換が「得意」な事業者がい

る認識。どのような工夫をしてい

るのかを知りたいところ。背景と

しては、そのような事業者がどこ

にでもいるわけではないため、市

町村に対して周知して、地元の事

業者の育成のヒントにできれば、

予算執行率も 100%に近づけられ
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施策類型 施策 実施状況 課題 

件はある。 

この件数が市町村分積み上がる

と、それなりの額になってしま

う。 

るのではと考える。 

単独転換 単独転換に実績のあ

る事業者における創

意工夫の紹介、事業

者に対する周知方法

の検討 

単独転換に実績のある事業者の

話題はいくつか聞いているが、い

ずれも県外事業者。前任の県担当

者が県外事業者にも連絡を取っ

て単独転換周知の協力を打診し

ていた。 

県内事業者を育成して、単独転換

の実績向上に結び付けたい。上述

のように、どのような工夫をして

いるのかを知りたいところ。 

情報連携 浄化槽台帳に係る情

報紹介 

市町村台帳の精査が課題。作った

きり更新をしていない事例もあ

り。使用されていない・廃止され

ている浄化槽が多数記録されて

いる可能性が高い。 

既存の台帳と各種データをどう

結び付けるのか、現地調査の効率

的な実施手法など、精査手法につ

いて検討が必要。 

 

課題認識を基に打合せを行い、対応方針とモデル事業における実施内容を整理した。事業

者の取り組みについてヒアリング調査によって把握し、ポイントを整理し、報告することと

した。 

表 1-9 施策別課題の対応方針とモデル事業の実施内容（埼玉県） 

施策類型 施策 課題の対応方針 モデル事業における実施内容 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

動画、パンフレットを H30年度の

戸別訪問実施に向けて作成。 

美浜町向けに作成したパンフレ

ットを基に意見出し、編集を行

う。埼玉県個別のものとするので

はなく、全国的に使用可能なもの

にする。 

単独転換 単独転換に実績のあ

る事業者における創

意工夫の紹介、事業

者に対する周知方法

の検討 

単独転換が「得意」な事業者にお

ける「工夫」を調査し、周知方法

を検討。 

事業者の取り組みの調査、ポイン

トの整理。 

情報連携 浄化槽台帳に係る情

報紹介 

既存の台帳の精査手法を検討す

る。データフォーマットを整理し

たうえで、清掃記録等を基に精査

する。 

台帳の精査手法をフロー化して

提案する。 

 

 

2) 実施結果 

パンフレット・動画を作成し、確認を求め、いくつかの編集を行ってパンフレット原稿に

反映した。 

単独転換事業者の取り組みの工夫については、口頭での報告の他、1.4 事例集でも転換促

進に向けた取り組み事例として整理した。 

また、台帳の精査手法については以下の通り精査手法を提案した。 

表 1-10 フロー化した台帳の精査手法 

順序 作業項目 精査方法 精査対象数の想定 
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1 浄化槽台帳のデ

ータ形式整理 

県がマイクロソフトエクセル、アクセス等の形式で提

供する台帳を統一的なフォーマットに整理し、統合し

た浄化槽台帳を作成する。浄化槽台帳の統合プロセス

は手順書化する。 

5,000戸 

※仮に 3 市町分と設

定 

2 浄化槽台帳と清

掃状況の整理 

浄化槽台帳に記録されている浄化槽と清掃状況を紐

付け、状況の整理を行う。 

5,000戸（3市町分の

全清掃記録と突合） 

3 浄化槽台帳に記

載された家屋の

除却等の調査 

浄化槽台帳に記録されているものの、清掃状況と紐づ

かない浄化槽について各種航空写真・空中写真を用い

て除却状況を確認・整理する。 

2,000戸 

4 浄化槽台帳に記

載された家屋の

訪問調査 

浄化槽台帳に記録されており、除却の確認できない家

屋を対象に訪問調査を行う。調査は、事前に建物の外

観・状況等から空き家を推定把握する調査項目を設定

した上で、複数名の調査員調査により現地調査を行

う。 

2,000戸 
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(4) 静岡県富士市 

1) 実施方針と方法 

モデル事業の実施スケジュールを下図に示す。 

 

図 1-5 モデル事業の実施スケジュール（静岡県富士市） 

 

2017 年 10 月打合せ時の富士市における施策実施状況・課題認識は以下の通りであった。

富士市では、生活排水長期計画の見直し作業を平成 28 年度より実施しており、この中で下

水道計画区域から浄化槽整備区域への区域見直しを市内数カ所で実施する予定。 

この変更に対する住民理解の醸成に向けて住民説明会や勉強会を定期的に実施している

ところであり、浄化槽に対する住民の理解増進は大きな課題である。富士市としては、この

課題に対して、住民意識を把握し、理解増進に向けたパンフレットや説明資料は作成してき

た。なお、生活排水長期計画に係る説明会は同計画策定事業予算を財源に開催しているが、

勉強会の開催に係る費用については、静岡県による官民連携事業補助や、男女参画事業補助

など、様々な財源を活用して工面している。 

 

表 1-11 施策別の実施状況・課題認識（静岡県富士市） 

施策類型 施策 実施状況 課題 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

住民意識を把握し、理解増進に向

けたパンフレットや説明資料は

作成してきたところ。 

多様な層・機会での周知に向け、

動画や素材の拡充が必要。 

 

住民説明会・勉強会 区域見直しの住民説明のために

複数プログラムは検討し実施し

てきているところ。また、市政パ

ネル調査等で住民の浄化槽の設

置、維持管理に対する認識・意向

の把握も行っている。 

説明会や勉強会の効果を高める

ためにプログラムの検討が必要。

また、アンケート調査の結果を有

効活用することに向け、調査票の

改善も重要。 

 

富士市における課題認識を受け、動画を住民説明会にて使用して理解増進を図るとともに、

説明に対して呈された疑問・質問などから動画の改善に向けた示唆を得ることとしてモデル

把握事項の整理（メール）

住民向け勉強会の開催第2回
訪問

 ①これまでに市町村が実施した施策内容 単独転換啓発パンフレットや補助事業パ
ンフレットは作成。 今年度、NPO主催、市後援の住民向けの浄化槽に係る勉強会
を実施予定。

 ②施策に対して認識している課題 参加者アンケート設計、説明会プログラム、コンテ
ンツ

 ③具体的に期待したい効果： 住民意識の把握、理解の増進に資するコンテンツ

住民向け勉強会のプログラム検討
アンケート検討

第1回
訪問

 住民向け勉強会へのオブザーバ参加
 会場運営支援

 住民から得られた意見、感想を基に効果とコンテンツの改善点を検証

実施内容の要点、詳細実施内容スケジュール

2018年
2月

2017年
11月

2017年
10月
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事業の実施内容を検討した。 

表 1-12 施策別課題の対応方針とモデル事業の実施内容（静岡県富士市） 

施策類型 施策 課題の対応方針 モデル事業における実施内容 

住民周知等 単独処理浄化槽と合

併処理浄化槽の違い

に関する動画、パンフ

レット 

住民向け説明用の動画、パンフレ

ットなどの素材を作成する。 

動画については 11月に実施する

住民向け勉強会にて使用するこ

とを想定して作成。パンフレット

は戸別訪問時に配付できるよう

に作成、印刷 

住民説明会・勉強会 住民向け勉強会のプログラムの

検討、浄化槽の設置、維持管理に

関するアンケートの設計検討。 

下水道と浄化槽の比較について

説明するようプログラムを検討。

うち、「浄化槽とは何か」を説明

する材料の提供。 

アンケート調査項目の設計。 

 

2) 実施結果 

a. 住民向け勉強会の支援 

住民向け勉強会のプログラムについて打合せを行い、構成や各時間での進め方について具

体の検討を行った。 

11 月に住民向け勉強会を開催し、10 名程度の参加者に対して意見聴取を行った。 

b. アンケート調査票設計の支援 

富士市が実施する住民向けアンケート調査票の設計の支援を行った。具体的には、以下の

ような視点から設問案の提示を行った。 

 回答選択肢の設計①：選択肢の重複回避、明確化 

 「あなたは市町村が市町村設置型浄化槽の事業を実施する場合、どのように使用料を

設定すべきだと思いますか。」の選択肢：「公共下水道と同じ料金体系にすべき（使

用水量に応じた単価を使用する）」との選択肢において、徴収方法（定額/従量）と

単価（円/m3）が選択肢内で混同していたため、以下のように区別した。 

 公共下水道と同程度の負担額とすべき 

 下水道と同じ徴収方法とすべき（使用水量に応じた単価を使用する従量制） 

 現在の合併処理浄化槽の使用にかかる費用と同程度にすべき 

 現在の合併処理浄化槽の使用にかかる費用と同じ徴収方法とすべき（浄化槽の大

きさで一律の料金にする） 

 

アンケートの最終案を次頁に示す。 
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図 1-6 住民向け浄化槽の設置・維持管理に関するアンケート（静岡県富士市） 

（1/4） 
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図 1-6 住民向け浄化槽の設置・維持管理に関するアンケート（静岡県富士市） 

（2/4） 
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図 1-6 住民向け浄化槽の設置・維持管理に関するアンケート（静岡県富士市） 

（3/4） 
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図 1-6 住民向け浄化槽の設置・維持管理に関するアンケート（静岡県富士市） 

（4/4） 
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(5) 佐賀県嬉野市 

1) 実施方針と方法 

モデル事業の実施スケジュールを下図に示す。嬉野市においては市町村設置型の事業運営

は順調に進んでいるものの、未普及人口の解消（特に汲み取りの転換）達成には程遠く、住

民意識の向上を図る必要がある。 

図 1-7 モデル事業の実施スケジュール（佐賀県嬉野市） 

 

2) 実施結果 

a. 環境学習会プログラムの検討 

環境学習会プログラムについて、第１回訪問時に対面でブレインストーミングを行い、

様々な観点から有効なプログラムについて検討を行った。 

嬉野市は市内中心部に嬉野温泉が位置しており、古くから温泉町として水を資源とする産

業があり、中心部を流れる嬉野川（正式名称は塩田川）には過去、堰の上で手漕ぎボート乗

り場があった。市にとって水資源は生活資源のみならず観光産業資源にもなっており、同市

にとって水は産業発展の礎になっている。 

さらには、「雑排水を放流していることをどう意識してもらうか」という課題については、 

雑排水を採水するなどして汚れを「見て知る」ことが有効ではないか、などの視点を明確

にした。 

これらの議論と、嬉野市作成の環境学習会プログラムの案をもとに、環境学習会等のイベ

ント使用を想定した動画の構成案を作成した。 

環境学習会のプログラム案を次頁に示す。 
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 環境学習会のプログラム案 

 

【プログラムの概要】 

〇住民に地域の水や汚水の状況を可視化し、浄化槽などの汚水処理施設の必要

性を認識してもらう。また、汚水処理施設の処理のプロセスを映像コンテンツ

など用いて説明する。 

 

【プログラム進行】 

〇公共用水域の水質の概要を説明。 

〇SV 計に処理中の汚水を入れ攪拌（講義最後に沈降状況を目視） 

〇DVD 視聴 

〇COD パックテストによる汚濁物質を数値化（住民にやってもらう） 

〇最後にアンケートを書いてもらい、講座の認識度を調査する。 

 

【事前準備】 

〇処理前の水を採水。（小型浄化槽 OR 農業集落排水処理場） 

〇処理後の水を採水。（同上） 

〇学習会を行う地域の河川などの水を採水。（若干の汚濁がある水） 

〇水道水に洗剤を投入した水を用意。 

〇準備した水をビーカーなどに入れ可視化する。 

 

【準備するもの】 

〇ビーカー 

〇採水用のバケツ 

〇サンプリング用容器 

〇透視度計 

〇SV 計 

〇手袋 

〇COD パックテスト 
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環境学習会等のイベント使用を想定した動画の構成案は以下のとおりである。 

 

構成 

--- 

オリジナル製作 

0. 嬉野と水 【◎この部分で市内の映像を使用】 １．５分  

---- 

環境省共通コンテンツ 

1. くらしの中の水  【◎この部分で使った後の水の画像を使用】 

2. 生活排水 

3. 下水道と浄化槽 

4. 汚水処理未普及 【◎汲み取り、単独 の排水路の映像、画像】 

5. 重要な維持管理 

6. 浄化槽は地域貢献する【◎貢献事例の映像】 

7. おわりに 

---- 

 

表 1-13 環境学習会等での使用を想定した動画の構成案 

開始 終了 内容 シーン案 

0:00 1:30 嬉野と水  嬉野川・ボート 

 温泉、轟の滝 

 市歌にも歌われる水 

1:30 2:00 くらしの中の水  くらしの中で使う水について考え

てみましょう 

 何に使っている 

2:00 3:30 生活排水 

 

 使った後はどんな色、においの水 

 置いておくと・・・？ 

3:30 6:00 生活排水をきれいにする

施設 

 公共下水道、農集排 

 浄化槽 

 仕組みを概説 

 微生物が汚れを食べる 

 きれいにし終わった後の水は・・ 

6:00 8:00 垂れ流しの油、洗剤、食

べ残しの汁 

 汚水処理未普及 

 画像で水を示す 

 それが外に流れる 

 汲み取り、単独 の排水路の映像、

画像 

 （老若男女が）油や、洗剤の水を、
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開始 終了 内容 シーン案 

知らん顔で（鼻歌交じりに洗濯や炊

事で水を使って流す）＝バケツで雑

排水を撒いているアニメ ※何の

気なし感を出して、暗くなりすぎな

いように 

8:00 10:00 維持管理、法定検査  汚れを食べた微生物がたまる。ま

た、他のゴミも貯まる。 

 維持管理をしないのは、身の回りの

掃除をしないのと、同じ。 

 結局、汚水をバケツで撒くのと、同

じ。 

 維持管理が必要。 

10:00 13:00 浄化槽は地域に貢献する  防災 

 省エネ化で地球温暖化防止 

 豊かな水環境の創造 

 地域産業の礎 

 嬉野市の事例（梶原氏登場、水質改

善事例、業者連携について説明） 

 富士市の事例（川西氏登場、住民の

方への説明、協力、勉強会開催） 

13:00 14:00 おわりに 

 

 美しい自然や風景は心のふるさと 

 一人一人の生活の中で意識して、行

動すること 

 水環境の保全につながる 

 QOL 向上 

 くらしの中の水について、考えてみ

よう 

 

1.4 モデル事業等の効果検証 

先行事例及びモデル事業実施自治体等における整備促進施策・取組について、その内容や

実施効果、取組のポイントを整理した。 
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1.4.1 先行事例における整備促進施策・取組の効果 

(1) 浄化槽に係る住民等の理解増進 

次頁以降に各事例の効果や取組みのポイント等を示す。 
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1) 事業者と連携した戸別訪問の実施 

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度以降 

概要 単独処理浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して個別訪問を実施。

市職員が訪問して補助事業周知や単独転換について説明した後に事業者が訪

問し、具体的な費用の説明や疑問点の解消を行っている。 

導入の背景 静岡県富士市では、平成 28年度末時点で 1万 2千世帯ほどが単独処理浄化

槽を設置している。平成 22年度以降に実施している「生活排水処理長期計画」

では平成 41 年度を目標年次として汚水処理施設の整備を図る計画としてお

り、この達成に向けて合併処理浄化槽への転換が喫緊の課題であった。 

未普及世帯のうち、単独処理浄化槽の転換に向けては設置世帯の意思決定が

重要であることから、各世帯への継続的・効果的な周知が求められていた。 

内容 富士市が保有・管理している浄化槽台帳システム（GIS：地理情報システム）

に情報を蓄積し、戸別訪問に活用している。市職員が単独処理浄化槽設置世

帯を訪問し、単独処理浄化槽の転換を呼びかける際、住民に対し、いかに分

かりやすく、確実に情報を伝えるか、相手に伝わり効果が発動しているか検

証しながら取り組んでいる。 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い、転換の補助制度について市町村

が周知を行ったうえで、事業者が訪問し、具体的な転換に向けた費用等や詳

細事項の周知を行っている。 

導入効果 ‧ 戸別訪問のみでの効果ではないものの、市独自で導入している転換補助金

の平成 25 年度以降の補助実績は年間 100 基以上を推移しており、平成 28

年度時点では前年比で実績が増加している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 情報の管理を行う台帳が必須である。 

 市が重点的に制度周知を行う地域などを明確にし、設置工事事業者等と連

携を図ることが重要である。 

参考資料  静岡県富士市、富士市生活排水対策について、（平成 28 年度浄化槽普及戦略検討ワー

キンググループ 第 1回資料３－２） 

 富士市提供情報 
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2) 単独処理浄化槽の転換工事で地域の水環境改善に貢献する企業 

事業体名 民間事業者 

導入時期 平成 24 年度 

概要 千葉県や茨城県において営業する事業者が、自社活動により転換の意義や

補助制度の周知を図り、1市において年間 180基の単独転換工事を実施した。 

導入の背景 千葉県、茨城県の郊外地域においては単独処理浄化槽が数多く設置されてい

る。当該地域を営業エリアとする民間事業者が、これら単独処理浄化槽の転

換工事の拡大に向け、ノウハウを蓄積し、営業活動を実施。 

内容 浄化槽設置工事、保守点検から住宅リフォームまでの事業範囲を活かし、

単独処理浄化槽の転換工事の拡大に向けた創意工夫を行っている。 

例えば、転換工事の際に看板を立て、「補助事業」による工事実施である

ことを表示し、工事現場周辺住民に対して補助事業周知を図るなどの工夫を

行っている。 

また、転換世帯周辺の世帯に対しても転換補助制度の詳細（補助額、期限

等）や費用感を周知するなど、面的な周知を行っている。さらには、維持管

理やリフォームまでの事業範囲を活かし、単独処理浄化槽の使用世帯を把握

し、単独転換補助制度を事前周知するなど、計画的な周知活動を行っている。 

導入効果 ‧ 営業活動の結果、事業者による単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換は１市において年間 180基行われた。 

‧ 多様な視点からの説明により、当初は転換に対して消極的な姿勢であった

住民が、補助事業や水質改善効果について良い印象を持ち、転換を前向き

に検討するようになった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 特に単独処理浄化槽の転換は「待っていて売れる商材ではない」認識のも

と、計画的な営業活動が重要。 

 民間事業者と自治体の間での連携が重要。具体的には、浄化槽設置業者の

営業活動や補助制度について住民が自治体の窓口等に問い合わせることが

あるが、この際に「どこの事業者か分からないが、詐欺などのトラブルに

は気を付けてほしい」「担当者が不在であるため分からない」などと対応

されてしまうと、転換機会を損失することになる。 

参考資料 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社「平成 25年度単独処理浄化槽の転換促

進に関する調査業務報告書」（過年度業務における自社作成資料） 
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3) 浄化槽教室の実施による住民理解の促進 

事業体名 群馬県  

導入時期 平成 29 年度 

概要 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構造、維持管理、法定検

査等について参加が必須の講習会を実施。講習会は (社)群馬県浄化槽協会

と連携して開催している。 

導入の背景 浄化槽の維持管理の重要性について、管理者の認知を高め、水質保全を図る。 

内容 新たに浄化槽を設置した住民に対し、浄化槽の正しい使用方法や法的義務

のある維持管理の手法について理解を深めてもらうことを目的として、浄化

槽教室を実施している。浄化槽教室では、一般社団法人群馬県浄化槽協会が

実施主体となって浄化槽の構造、維持管理、法定検査等の事項について資料

を用いて説明を行う。地区ごとに年 4回から 10回実施している。 

群馬県みどり市では、みどり市浄化槽設置整備補助金の受給申請の際に使

用する「承諾書」に、浄化槽教室への参加をする旨の承諾を取る記述があり、

浄化槽を設置する住民に対して浄化槽教室参加に対する意識付けを行ってい

る。 

このほか、県の SNS などでも浄化槽教室の開催を発信するなど、参加を呼

び掛けている。 

導入効果  地区ごとに年 4回～10回の講習会を実施している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置者の全件参加に向けて、参加率を向上させるような発信方法、

働きかけ方を模索することが課題。 

参考資料 群馬県「浄化槽教室（伊勢崎地区、渋川地区）を開催します」 

(http://www.pref.gunma.jp/07/j01700019.html) 
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4) 積極的な情報公開 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 22 年度～ 

概要 都道府県構想や各市町村の施策実施状況を可視化するため、構想の取組状

況を自ら評価するための指標を設定し、グラフ化して公表している。 

導入の背景 

 

持続的な生活排水対策を推進するためには、住民と事業実施主体（市町村）

が認識と責任を共有することが重要である。この認識のもと、住民へ分かり

易い事業説明や経営状況の開示を実施している。 

内容 指標は、「利用者(住民)の立場から見た指標」と「事業者(市町村)の立場

から見た指標」の２グループで構成している。各グループは、全市町村に共

通する評価項目（A～F）と各市町村の独自の評価項目（①～⑥）からそれぞ

れ 3 項目ずつを設定している。 

 また、指標の目標値と実績値を多角形グラフで表示することにより、「見

える化」を図っている。 

 

導入効果  「共通指標」を用いて県全体としての目標達成度を客観的に評価が可能と

なり、各市町村の進捗管理を合理的かつ公平に進めることが可能となった。 

 地域特性を反映した「選択指標」を導入したことにより、生活排水対策に

関する住民や市町村の努力度を公表することに繋がった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 評価項目の達成状況を評価する際、評価方法により特定の市町村を利す

ることが無いよう留意する必要がある。浄化槽事業（個人設置型）のみ

を実施する町村の「経営健全指数」は、補助制度のみならず、浄化槽の

普及啓発活動、台帳整備、検査受検率などの取組を総合的に評価した指

標とするなどの工夫を行っている。 

参考資料 「水循環・資源循環のみち 2015」(平成 28年 3月 長野県環境部) 
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5)  環境学習の実施による浄化槽への理解促進 

事業体名 徳島県 

導入時期 平成 19 年 3月 

概要 水環境保全の大切さや浄化槽の必要性を県民が意識し、浄化槽整備への理

解を深めるため、浄化槽を題材にしたアクティビティを含む徳島県版の環境

学習プログラムを構築した。 

導入の背景 徳島県では、豊かな環境の継承と持続可能な未来の創造に向け「環境首都と

くしま」の実現を目指している。「環境首都とくしま」の実現のため平成 17

年 12月に策定された徳島県環境学習推進方針（とくしま環境 学びプラン）

を受けて、学校、職場、地域などで具体的に学習を実施するための有効なプ

ログラムが必要とされていた。 

内容 徳島県環境学習推進方針を具体的に実施するための有効なツールとして、

平成 19 年 3月、県と県内 4大学の連携によって設置された「とくしま環境科

学機構」が徳島県版環境学習プログラムを作成した。重点分野として「太陽

（エネルギー、温暖化）」「生きもの」「水環境」「ごみ」の 4 つが取り上

げられており、県内の小学校や中学校、高等学校、地域住民に向けて提供さ

れている。例えば、「生きもの」のプログラムでは、小学生、中学生向けの

アクティビティとして「浄化槽調べ」がある。干潟と浄化槽が生物を利用し

た水質浄化を行っていることに着目して作成され、CODパックテスト、アサリ

が米のとぎ汁を浄化する実験、フィルターを用いた水質浄化実験などを行い

ながら、干潟や浄化槽への理解を深めている。 

導入効果 ‧ 学習プログラムが作成されたことで、学習計画を具体的に立て、学習をス

ムーズに進めることが出来た。 

‧ 都道府県が環境学習プログラムを構築することで、都道府県内の全市町村

が同じプログラムを用いて少ない負担で環境学習を実施できる。 

‧ H27 年度は県内 25校（1,354名）の小学校を訪問、H28 年度は 20校（718

名）の小学校を訪問している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

‧ 環境学習プログラムを継続的に実施し、改善を図る仕組み・体制を構築し

ておくことが望ましい。 

‧ 環境学習プログラムを広く展開する前に、プログラムによる効果や流れに

ついて検証しておくことが必要である。 

参考資料 徳島県「とくしま環境学習プログラムとは」 

(http://www.pref.tokushima.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/toha/) 

環境省「環境保全の担い手を育てる環境学習プログラム」 

（https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/eco/10.html） 
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6)  浄化槽行政に係るデータバンクの構築 

事業体名 鹿児島県鹿児島市 

導入時期 平成 20 年度 

概要 鹿児島市では浄化槽の設置、廃止に関する情報を蓄積する浄化槽台帳に加

え、昭和 46年からの資料収集により浄化槽行政に必要な関係法令や実施要領

及び提出書類等の電子情報を網羅するデータバンクが構築、活用されている。 

導入の背景 鹿児島市は平成 16年の市町村合併を契機に、浄化槽設置申請件数や補助事

業の申請件数が増加し続けている。平成 20年には、合併処理浄化槽への転換

に 20万円の上乗せ補助が実施されることになり、今後さらに浄化槽設置が進

むことを踏まえ、浄化槽の設置手続きや維持管理についての確認事項が集約

されたツールの開発を行うこととなった。 

内容 浄化槽行政に必要な関係法令等を網羅するデータバンクは「浄化槽の手引

き 平成 20年度版（以下、「浄化槽の手引き」と記す）」としてまとめられ、

関係業者等に配布されている。浄化槽の手引きの概要は以下の通りである。 

要綱 鹿児島市浄化槽指導要綱 

法令等 浄化槽法関係法令等、設置に関する法令等、設計・構造に関す

る法令等、工事に関する法令等、保守点検・清掃・法定検査に

関する法令等、補助事業に関する法令等 

様式 設置等に関する様式、販売・工事に関する様式、維持管理に関

する様式、保守点検業者の登録に関する様式、清掃業の許可に

関する様式、補助事業に関する様式 

表：「浄化槽の手引き 平成 20 年度版」概要 

導入効果 データバンクの活用により、浄化槽の設置から維持管理までの過程におい

て、浄化槽管理者へ過不足なく適切に知識を提供できるようになった他、各

方面へのチェック体制の構築が円滑に行われるようになった。 

また、浄化槽行政が円滑に行われるようになったことで住民の浄化槽への

信頼が増し、普及の加速につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 データバンクの構築には長年の地道な資料収集による電子情報の蓄積が必

要となる。 

参考資料 環境省「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」 
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(2) 整備推進に向けた制度や民間との連携 

1) 下水道整備事業からの転換によるコスト削減 

事業体名 長野県下條村 

導入時期 平成 2年度 

概要 地域特性を踏まえて下水道計画の見直しを行ったところ、合併浄化槽での

整備が最も下條村に適していることが判明した。公共下水道と比べて事業費

で約 42.5億円、維持費で約 1.5億円／年のコスト削減に成功した。 

導入の背景 

 

平成 2 年に完了する上水道整備に伴い、平成元年に下水道計画の見直しが

行われた。下條村は周囲を山脈に囲まれた中山間部にあり、34 の集落が散在

している。当時国が推進していた公共下水道で整備した場合、管渠の敷設が

効率的に行えず、国の補助金を利用してもなお 45億円の費用がかかってしま

う。地域特性を考慮の上、限られた予算内で実現可能な汚水処理施設の整備

方法を検討する必要があった。 

内容 各汚水処理施設整備方法のコストや設置効率を比較した結果、下條村は全

村合併浄化槽で整備するという方針を決めた。事業開始にあたり事前説明会

や住民の意向を調査するアンケートを実施し、住民の意向を確認し、事業へ

の理解を得るようにした。行政と住民が一体となって取組を進めた結果、平

成 2 年から平成 23 年までの 21 年間で合計 928 基を設置し、村の汚水処理人

口普及率を 95％まで引き上げることができた。事業費は 8.7 億円かかったが、

村は約 2.5 億円のみ負担し、残りは県と国からの補助金で対応した。公共下

水道と比べて約 42.5億円のコスト削減である。合併浄化槽の場合、設置する

各世帯に負担金と管理責任が生じるため、維持費の補助制度を創設したが、

それでも公共下水道と比べて約 1.5億円／年のコスト削減となった。 

導入効果  地域にあった汚水処理施設の整備方法を選んだことで、コストを抑えなが

らも高い普及率を達成した。 

 コスト削減の結果は財政にも表れている。自治体の財政の健全さを表す指

標の 1 つとして実質公債比率※1 があるが、下條村は東京 23 区を含む全国

1742市区町村中 4番目という高い健全性を実現した。 

※1：自治体の収入に対し負債を返済する割合を示す 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 補助金を利用した汚水処理施設整備を検討する場合、自治体の健全な財政

を維持しながら維持管理できるのか、試算と検証が必要である。 

 安定した事業推進のためには、住民説明会やアンケート調査等を活用して

住民とのコミュニケーションを深め、行政と一体となって汚水処理整備に

取り組もうという環境づくりが必要である。 

参考資料  フジクリーン工業株式会社公式 HPより「山村の活性化と排水処理」 

(http://www.fujiclean.co.jp/fujiclean/water/160/detail.html) 

 下條村「水循環・資源循環のみち 2015」構想 
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2) 下水道整備区域の見直しによる浄化槽設置促進 

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 下水道区域と浄化槽区域の再検討で下水道計画区域が縮小されたことによ

り、浄化槽整備及び維持管理補助の原資が捻出でき、浄化槽の設置が促進さ

れた。 

導入の背景 

 

下水道整備の中心が市街地から郊外へ移ることによる整備効率の低下や、

経済活動の低迷による市財政の悪化、少子高齢社会の急速な進行といった社

会情勢の変化などを踏まえ、下水道整備のあり方について見直しが求められ

ていた。また、郊外の市民から生活排水処理施設の早期整備に関する要望が

多数寄せられており、生活排水処理の適正化が急務であった。 

内容 平成21年度に策定した生活排水処理長期計画で下水道区域と浄化槽区域の

再検討が行われ、482haの区域は下水道よりも浄化槽による整備が効率的であ

ると判断された。下水道計画区域を縮小したことにより浄化槽整備及び維持

管理補助の原資が捻出でき、以下 2つの施策を実施した。 

(1) 浄化槽設置費補助制度の充実 

公共下水道事業認可区域外で浄化槽を設置する場合、元々設置費の 4 割を

補助していたが、さらに市の補助金を上乗せし、市町村設置型並みの補助金

を交付した。また、浄化槽設置費補助対象区域を「下水道整備が 7 年以内に

早期整備できない区域」に拡大し、市費単独で設置費用を補助した。 

(2) 浄化槽維持管理費補助制度の新設 

転換後の適正な維持管理、特に保守点検・清掃をより一層徹底させるため、

浄化槽法第 11条検査において適正と判定された一般住宅の浄化槽に対し、市

費単独で維持管理補助金を交付する新制度を創設した。  

導入効果 浄化槽区域における単独処理浄化槽の転換が進み、平成 22 年度から 27 年

度の 6年間合計での計画値 1,218基に対し 1,657基が設置された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 公共下水道等と同様に浄化槽整備も行政が関与し、責任をもって整備率

100％に向けて取り組んでいく必要性がある。 

 計画的な推進のためには、整備計画と財政計画を含んだ長期計画の策定が

必要である。 

参考資料  平成 21年度 単独処理浄化槽転換施策 事例集（環境省廃棄物対策課浄化槽推進室） 

 シビル・ミニマムと社会情勢に対応した富士市の浄化槽行政（静岡県富士市上下水道部） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 
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3) パブリック・インボルブメント手法による住民との合意形成 

事業体名 岩手県紫波町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 パブリック・インボルブメント（以下、「PI」）手法により住民合意を形

成しながら汚水処理基本構想の見直しを実現した。PI 手法とは、公共プロジ

ェクトに関わる関係主体に、計画や施設整備について関心をもたせ、コミュ

ニケーションを図り、その結果を計画づくりに反映させるしくみである。 

導入の背景 

 

集合処理未整備地区の多くの住民が、早期の水洗化を要望していた。最小

の財源負担で早期の水洗化を図るために、浄化槽整備区域への見直しが必要

であったものの、計画変更、浄化槽の性能、費用への反対により見直しスケ

ジュール遅延の可能性があった。 

内容 PI 手法を用いた見直しの実施を決定後、汚水処理手法の比較調査、住民説

明会開催、アンケートの実施・意向確認により汚水処理基本構想の見直し（案）

を作成。見直し（案）を基に再度の住民説明会を開催し、汚水処理基本構想

を策定した。見直し作業実施決定から、見直し後の構想策定までに要した期

間は、1年 1ヶ月ほどであった。 

 

 

 

 

導入効果 事前説明会とアンケート調査により、汚水処理手法変更に対する住民の意

向を把握することができた他、事業そのものの周知が図られ、合意形成後の

事業推進を円滑に進めることができた。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 変更となる汚水処理サービスに対する情報提供（処理方法や維持管理手法、

費用の比較結果等）と説明を行い、理解を得る。 

 特に高齢者に対しては、外来語を用いない、イメージ図を用いるなど、平

易な説明資料及びアンケート調査票を作成する。 

 説明会は住民のライフスタイルに配慮して開催日時、場所を設定する。具

体的には、高齢者が多い地区では、長距離の移動が発生しないよう、約 50

戸程度を単位として開催地を設定する。 

参考資料  PI（パブリック・インボルブメント）の意義と課題,京都大学(2006) 

 「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会ヒアリング 紫波町の汚

水処理概要」（平成 23年 1月 紫波町建設部下水道課） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 
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再度の住民
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汚水処理
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パブリック・インボルブメント手法による住民との合意形成 
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4) 住民の費用と手間の削減を実現する維持管理費補助制度の創設 

事業体名 神奈川県 葉山町 

導入時期 平成 29 年度 

概要 合併処理浄化槽の維持管理、法定検査受検の推進に向け、神奈川県の指定

検査機関、神奈川県生活水保全協会（以下、「神水協」）を一括窓口とした

維持管理費補助制度を創設した。また、「マイスター証」を取得した保守点

検業者のみが維持管理作業を行う仕組みを作り、保守点検技術の底上げを図

った。 

導入の背景 

 

浄化槽維持管理の推進に向け、浄化槽利用世帯の下水処理費用負担が公共

下水道接続世帯よりも大きいことや、複数の事業者・協会との契約手続きが

煩雑であることなど、浄化槽の普及を妨げる要因を取り除く必要があった。 

内容 費用面では、浄化槽使用世帯に対し年間 17,000円の維持管理費補助制度を

創設。手間の面からは、神水協と保守点検・法定検査の一括契約をした場合、

あらかじめ補助金相当額を差し引いた費用の支払いを可能にし、補助制度利

用に係る手続きを簡易化した。 

 

図 神水協との申請代行契約による申請簡易化 

また、維持管理作業は神水協主催の「小型浄化槽マイスター講習会」を受

講し、「マイスター証」を取得した保守点検業者のみが行う仕組みとし、保

守点検技術の底上げを図った。 

導入効果  浄化槽設置世帯の年間費用負担が下水道接続世帯とほぼ同額となった。 

 浄化槽の保守点検や清掃、法定検査が確実な実施が図られる。 

 技術力を持った浄化槽管理士による保守点検と水質の担保が図られる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 維持管理費補助制度により住民負担が軽減される他、保守点検・法定検査

の一括契約を条件とした特例制度により、保守点検および法定検査受検の

確実な実施が期待される。また事業者に対する資格制度により、保守点検

技術の品質確保が期待される。 

 住民の手間の削減のため一括契約のシステムを導入するには、地方の実情

に応じた関係団体の連携が必要である。 

 法定検査受検の確実な実施も重要だが、検査結果を踏まえた問題点の改善

に努めることも肝要である。 

参考資料 「全浄連ニュース 2017 年 8 月 第 155 号」(平成 29 年 8 月 一般社団法人 全国浄化槽団

体連合会) 

  

浄化槽
設置者
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生活水保全協会

法定
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葉山町浄化槽
維持管理
補助金制度
申請代行契約

補助金差引後
の金額を請求

一括契約申請

葉山町

保守
点検 補助金支給
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5) 住宅リフォーム助成金の設置 

事業体名 茨城県大子町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設したことで、合併浄化槽転換

を抑制する要因であった個人負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた

転換が進み、合併浄化槽の普及が促進された。 

導入の背景 大子町では平成 18年度から市町村設置型による合併処理浄化槽の整備が進

められている。平成 27 年度末までに 835 基が整備されたが計画値の 3 分の 1

程度であり、このままでは平成 42年度までに目標である 5,000 基の整備を完

了することは困難であったため、今後の事業推進の在り方を検討する必要が

あった。 

内容 合併処理浄化槽の設置が進まない理由としては、個人の費用負担額が高い

ことのほか、単独処理浄化槽の場合はすでに水洗化の恩恵を受けていること

から転換のインセンティブが働きにくいという背景があった。そこで平成 29

年 2 月に住宅リフォーム助成金制度を創設し、浄化槽の配管工事費も対象と

した上で、リフォーム代金の 15%、最大 30 万円を助成することとした。リフ

ォーム助成金の申請を受けた際に住宅リフォームと合わせての浄化槽転換を

促したところ、平成 27 年度にリフォーム助成金を申請した 68 件のうち 8 件

が合併処理浄化槽の設置を行った。 

導入効果  個人の費用負担が軽減された他、住宅リフォームと合わせた浄化槽転換事

業の案内ができるようになり、事業周知が成された。 

 助成金により浄化槽転換の新たな動機づけが成された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 住民が自発的に合併処理浄化槽の転換を行うには、行政が制度や必要性を

訴えかけるだけではなく、合併浄化槽へ転換する動機づけを作ることが必

要である。 

参考資料 「大子町の浄化槽整備推進事業（市町村設置型）の取り組みについて」（一般社団法人 浄

化槽システム協会） 
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6) グループ設置補助の設置 

事業体名 岩手県一関市 

導入時期 平成 29年度 

概要 汚水処理人口普及率の目標達成のため、2 戸以上のグループで浄化槽を設置す

る場合に補助金を上乗せする新制度を創設し、複数戸単位での浄化槽設置の推進

を図った。 

導入の背

景 

 

平成 29 年 2月に策定した一関市の汚水処理施設整備計画では、年間 315基程度

の設置を目標としている。しかし、平成 26年度、平成 27年度の実績と平成 28年

度の見込みを合わせると 3ヶ年平均は 251基となり、単年度目標に対して 64基不

足している状況である。汚水処理人口普及率の目標達成のために、浄化槽を設置

しやすい環境づくりを推進する必要があった。 

内容 浄化槽整備基数を増やすため、浄化槽設置整備事業補助の実施区域全域を対象

とした新しい補助制度を平成 29年度から実施した。具体的には、自治会等を単位

とした 2 戸以上のグループで浄化槽の設置を行う場合、グループに属する戸数に

応じて標準工事費の 2%～10%を、既存の補助金に対し上乗せして補助を行うとい

うものである。 

人槽区分 

浄化槽設置整備

補助（標準工事の

60%） 

グループ設置費補助の上乗せ後 

2～3戸（62%） 4～9戸（65%） 10戸以上（70%） 

5人槽 529,000円 547,000円 573,000 円 617,000円 

7人槽 662,000円 684,000円 718,000 円 772,000円 

10人槽 897,000円 927,000円 972,000 円 1,047,000円 

図 補助金額 

導入効果 2 戸以上のグループを対象としたことで、まとまった単位の浄化槽設置を進め

ることができる。 

検討のポ

イント 

（ 課 題

等） 

制度を利用して浄化槽を設置するか否かのほかに、設置する場合、どこまで範

囲を１つのグループとして申請するかなど、制度を利用するには様々な事項を近

隣住民同士で話し合う必要がある。普段から近所付き合い等のコミュニケーショ

ンがある地域でなければ、話合いを始めるところから困難が生じることが予想さ

れる。住民同士がスムーズに相談、検討できるような環境づくり、仕組みづくり

が必要である。 

参考資料  一関市汚水処理計画（平成 29年 2月） 

 平成 28 年度一関市汚水処理計画推進会 資料 2「浄化槽グループ設置補助金」（平成 29年

3月） 
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7) 広域的浄化槽行政組織の設立による自治体の負担軽減 

事業体名 埼玉県 

導入時期 平成 26 年度 

概要 埼玉県では合併処理浄化槽への転換を推進するに当たり、個人に代わって

市町村が浄化槽を設置する「市町村整備型」を柱としていたが、財政負担の

大きさや計画的な整備が困難なことが課題となっていた。課題を解消すべく、

協議会、一部事務組合等の広域行政組織による浄化槽整備の導入を検討した。 

導入の背景 

 

平成 23 年に策定した生活排水処理施設整備構想では、平成 37 年度までに

生活排水処理人口普及率 100％達成という目標を掲げている。合併処理浄化槽

への転換を推進するに当たり、個人負担の低減と計画的な整備を目指し「市

町村整備型」を推進していたが、「原則市町村単位で事業を実施しているた

め複数の市町村をまたがる河川の流域全体で計画的な整備が困難」、「市町

村職員の事務負担、財政負担が大きい」などの課題があった。 

内容 計画的整備が難しいという課題を解決すべく、市町村単独ではなく、一部

事務組合など広域行政組織による「市町村整備型」の導入を検討した。 

浄化槽行政の広域化に当たっては、新しく広域的組織を組成するための負

担削減の観点から、下水道組合などの既存の一部事務組合の活用が最適であ

り、市町村協議会や機関等の共同設置、といった手法での実現も適した手法

であると整理された。 

市町村整備型を運営した場合の財政負担についても広域行政組織によって

削減効果が生じることが整理されている。 

例えば、既存の一部事務組合を活用した広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合（年間 100 基程度を整備して維持管理する場合）、単一の市

町村で市町村整備型を行うよりも、整備費用、市町村職員人件費が低く抑え

られ、費用が 15％（一般会計支出額で 700～1,700万円／年程度）削減される

ことが示されている。 

さらに、市町村の事務負担についても、広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合、単一の市町村で市町村整備型を行うよりも、年間人員で 0.2

～0.5人／年程度削減されることが示されている。 

導入効果 一部事務組合など広域行政組織による浄化槽整備により、一般会計支出額

は 700～1,700 万円／年程度削減され、人員も 0.2～0.5 人／年削減すること

ができる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

県内市町村の判断材料となるよう財務負担や事務負担などの浄化槽整備の

事業採算性に係る情報について現状分析を行い、広域的浄化槽行政実現によ

る財務負担、事務負担の改善効果についての分析を実施することで、県内市

町村に対し具体的かつ説得力のある提案を行うことができる。 

参考資料 広域行政組織による浄化槽市町村整備型の導入推進について(埼玉県環境部水環境課浄化

槽・川の国応援団担当) 
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8) PFI 方式による浄化槽整備推進事業 

事業体名 愛媛県愛南町 

導入時期 平成 22 年度 

概要 平成 22年 10月から PFI方式による愛南町営浄化槽整備推進事業を実施し、

一部区域を除いた町内全域における浄化槽の設置と維持管理を開始した。PFI

とは公共施設等の設計や建設、維持管理及び運営に民間事業者の資金や技術

力、ノウハウ等を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る考え方のことである。 

導入の背景 

 

愛南町は農業・漁業集落排水事業の集合処理を除いて、町全域で浄化槽設

置整備事業（個人設置型）による生活排水の個別処理が進められていた。愛

南町は平成 16年に南宇和郡の旧 5町村の合併により誕生した町で、合併前の

事業を個別に実施しており、町全体として効率的な整備ではなかった。 

内容 町全体でより効率的に浄化槽設置整備事業を行うために、平成 22 年 10 月

より農業・漁業集落排水施設整備事業区域を除いた町内全域を対象とした愛

南町営浄化槽整備推進事業を実施した。自治体が設置主体となる場合、事業

導入に伴う事務量増加による人員確保の問題等が生じるが、PFI方式により事

業の展開に必要な一連の業務を民間事業者に委託し、自治体の事務負担を軽

減することができた。 

導入効果 町営浄化槽整備推進事業を開始した平成 22年度前後では、汚水処理人口普

及率の伸び率が向上した。 

表 汚水処理人口普及率 

 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

浄化槽設置は促進されているが、目標計画基数には達していない。要因の

1 つとしてすでにトイレが水洗化され転換の必要性を感じていない住民が多

いことが挙げられる。今後住民に対し、さらなる生活排水対策の重要性と効

果の周知徹底と積極的な啓発活動を進めることが重要である。 

参考資料  特定非営利活動法人日本 PFI・PPP協会公式サイト 

 PFI方式による町営浄化槽整備推進事業について（愛媛県愛南町環境衛生課） 

 愛媛県公式サイト 
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9) 浄化槽事務の民間委託 

事業体名 群馬県太田市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 太田市では、浄化槽業務を民間委託することにより、委託前に比べ年間 2人分の

市職員の事務負担を削減した。 

導入の背景 

 

 平成 18年度より導入された市町村設置型の事業対象範囲拡大に伴う事務負担増

への対応が急務であった。委託先は、従来水道施設の運用管理を主とする事業者で

あり、平成 20年度に水道企業団と下水道局とが一体化された際から一部の下水道

運用事務を委託していた。市の事務に詳しいことから、浄化槽関連事務の委託の受

け皿となった。 

内容 太田市では市町村整備型を 6地区で実施しており、その他の浄化槽整備区域は個

人設置型で整備を行っている。 

個人設置型の運営に係る事務は、平成 22年より市内事業者に業務委託をしてい

る。市内事業者の社員 1名が庁舎の課内に常駐し、電話応対から補助金受理事務ま

で一連の事務を担当している。事務に係る負担は年間 0.6 人程度であるが、委託前

は実質職員 1名を配置しており、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減され

た。 

一方、市町村設置型の運営に係る事務は、市内の NPO法人に一括委託している。

保守点検・清掃・法定検査受検等の運用管理のほか、物件ごとの情報入力や台帳管

理までを含めて委託している。年間事務負担は実質 1名程度であり、個人設置型と

同様、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減された。 

導入効果 ‧ 業務委託により、年間最低 2名分の事務負担が軽減された。委託前、繁忙期には

職員を増して対応していたが、現在は委託先が柔軟に対応をしてくれ、実質１名

以上の事務負担があったものと考えられる。 

‧ 太田市職員一人あたりの年間人件費が削減され、業務委託により市の職員が業務

を行うよりも安価に、かつ効果的に浄化槽が整備できており、実際の支出額は見

積額よりも低いものと想定される。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

・ 下水道事業運用を始め、行政事務等の受託経験のある事業者の存在が必要。 

・ 市町村・都道府県等の単位での委託事業者情報の共有が望ましい。 

 

参考資料 広域的浄化槽行政シミュレーション委託報告書（埼玉県、平成２６年度） 
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(3) その他 

1) 指定検査機関と連携した浄化槽台帳の整備 

事業体名 群馬県 

導入時期 平成 21 年度 

概要 適正な汚水処理施設整備計画を策定し、法定検査の実施率を向上すること

を目的として、浄化槽台帳の精度の向上を目指した。 

導入の背景 

 

浄化槽を設置または廃止する際は市町村への申請が必要であるが無届が多

く、浄化槽台帳の精度の向上が困難であった。浄化槽台帳の精度が低いため

に、適正な汚水処理施設整備計画が策定できない、法定検査の実施率が低い

等の課題があり、浄化槽台帳の精度向上が急務であった。 

内容 データベースとして未整備であった浄化槽台帳について、群馬県は公益財

団法人 群馬県環境検査事業団（以下、「（財）群馬県環境検査事業団」と

いう）に浄化槽の設置や廃止に関する申請情報をデータベース化する業務を

委託した。浄化槽の設置情報は、住民から市町村に提出された補助申請や設

置届に係る情報を（財）群馬県環境検査事業団に提供し、浄化槽台帳を精査

する仕組みにした。また、各地方事務所が巡回や法定検査中に確認した新た

な建築物の情報や浄化槽の廃止情報も台帳と照合して反映する仕組みとし

た。浄化槽台帳の全データは、群馬県廃棄物政策課へ年に 1 度、県の出先機

関である各地方事務所へ月に 1 度報告され、それぞれで台帳の整備状況が確

認されている。 

 

図 群馬県における浄化槽台帳の管理システムのフロー 

導入効果  浄化槽台帳の精度が向上することで、汚水処理施設整備計画の策定や法定

検査の実施が促進される。 

 副次的な効果として、住民の合併処理浄化槽に対する信頼の向上や単独処

理浄化槽を設置している住民に対する転換の促進につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽台帳の精度を高めるためには、県が中心となって各所から提出され

るデータを集約する仕組みを構築する必要がある。 

 浄化槽台帳の汎用性を高めるため、全ての市町村が適宜目的に応じた様式

で利用できるようデータベースを構築する必要がある。 

参考資料 「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」（平成 22年 3月） 

群馬県 廃棄物政策課

（財）群馬県環境検査事業団
個人情報保護のため1名の専任オペレーター

が管理、データベース化

浄化槽の巡回、
法定検査等を担う
各地方事務所

(群馬県の出先機関)

台帳の
検査結果
（月1回）

巡回・検査
の情報

市町村住民

必要に応じて 設置・廃止
申請情報

台帳の
検査結果
（年1回）

台帳検査を
委託

設置・廃止申請
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2) 災害対策を見込んだ汚水処理計画 

事業体名 佐賀県嬉野市 

導入時期 平成 29 年度 

概要 嬉野市では災害リスクが高い地域性を踏まえ、災害対応力の高い浄化槽に

よる汚水処理施設の整備を検討している。整備を進めるにあたり、各汚水処

理施設の設置や維持管理のコスト比較を行ったところ、公共下水道区域を見

直した上で浄化槽の整備を進める方針が適していることが判明した。 

導入の背景 

 

嬉野市の汚水処理人口普及率は 59.5%であり、全国の 89.5%に比べ低い水準

となっている。本市で将来起こり得る人口減少や最大震度 6 強の地震を想定

した上で、今後の汚水処理施設の整備と普及を検討する必要があった。 

内容 浄化槽は個別分散型施設であるため、地震等の災害が起こった場合でも電

源が確保できれば復旧に日数を要さないという特徴を持っており、嬉野市の

ような災害リスクが高い地域には適した汚水処理施設である。また汚水処理

施設の整備にあたっては、住宅の集積率などの条件により集合処理の方が低

コストとなる地域と個別処理の方が低コストとなる場合がある。本市におけ

る各汚水処理施設間でのコスト比較の結果、主に住宅散在地において公共下

水道より浄化槽の方が低コストとなることが判明した。この結果を受けて、

嬉野市は公共下水道区域を 494ha から 395ha に縮小した上で、浄化槽整備を

推し進める計画を策定した。 

導入効果 下水道計画区域の見直し前までは、年 1.1%程度のペースで汚水処理人口普

及率が向上していたが、見直し後は平成 27 年度末から平成 32 年度末までに

61.1%から 70.2%まで向上する見込みとなった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置事業を円滑に進めるため、汚水処理施設の整備計画策定の際に

住民説明会を実施し、住民のニーズ把握と理解を得ることに注力した。 

 浄化槽の災害対応力の高さを住民に理解頂くためには、災害時の損害額や

修繕コストなどの定量的なデータを示すことが必要である。 

参考資料  「嬉野市の浄化槽整備事業」（平成 28年） 

 「佐賀県地域防災計画」（平成 29年 3月） 

 「「誘う・魅せる・親しむ」嬉野まちづくり計画」（平成 28年 8月） 

 国土交通省「汚水処理システムの最適化」 

 

 

 

 

1.4.2 モデル事業における効果の検証 

今回支援を行った市町村等においてはいずれも住民に対しコンテンツ等を使用する機会

が次年度であるため、効果検証は次年度の課題となる。 
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他方、静岡県富士市の住民向け勉強会においては、作成案段階の「単独処理浄化槽と合併

処理浄化槽の違いに関する動画：浄化槽で水をきれいに！」を視聴した住民から以下の感想

が得られた。なお、勉強会では、浄化槽動画による説明の前に、東洋大学山崎准教授による

講演が行われており、非常に知識のついている状態での声のサンプリングであることには留

意が必要である。 

 

表 1-14 モデル事業支援内容の効果検証結果（動画に対する住民の評価） 

発言者 評価 

住民多数 「浄化槽は下水道と同じくらい水をきれいにできる」とあるが、そう思えない。 

住民 A 浄化槽が下水道を同じくらい水をきれいにできることを、数字を示して定量的

に説明してほしい。 

住民 B 単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いは分かりやすいと思った。 

住民 A 自分は化学工業メーカー勤務の人間であり知っているのだが、LAS（アルキル

ベンゼンスルホン酸塩）などが処理できずに流れることも説明してはどうか。 

 

これらの住民意見を受け、「単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違いに関する動画：浄化

槽で水をきれいに！」では、汚濁量に係る数値の情報を追記した。 

1.5 浄化槽整備促進施策の事例集作成 

行政ブロック会議、トップセミナー、浄化槽フォーラム等において配布・活用することを

念頭に、浄化槽整備促進施策の事例集を作成した。 

事例集の作成に当たっては、1.1 の先行事例調査において把握した内容を基に単独転換や

浄化槽整備の加速化など、効果的な施策を実施している事例について整理した。 

1.5.1 意思決定者・一般市民向け広報資料 

「浄化槽の利点を活かした地域づくり」として、意思決定者・一般市民における浄化槽に

対する理解を深めてもらうため、地域に貢献する側面を紹介する資料を作成した。 

1.5.2 浄化槽行政担当者向け事例集 

行政担当者向けのコンテンツは、実際に各自治体における効果的な浄化槽整備施策の実施

を助けることを目的に、過去の判断・実施事例に基づき、広報媒体などで普遍的に使用でき

るコンテンツを作成・掲載して「各市町村で活用できる」事例集とした。  
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図 1-8 意思決定者・一般市民向け広報資料 
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2. 効果的な浄化槽整備促進施策の横展開 

「２．１．地域くらしの水環境整備促進事業」で整理された効果的な浄化槽の整備促進施

策について、横展開を図るため、平成２９年度浄化槽行政ブロック会議（関東甲信越地区）

において講演を行った。 

講演の後に個別意見交換を行い、効果的な浄化槽整備促進施策の実施を加速させる施策に

ついての情報収集を行った。 

2.1 説明資料 

講演に用いた説明資料を以下に示す。 

 

 

図 2-1 効果的な浄化槽整備促進施策の横展開に向けた講演資料 

（1/5） 

 

株式会社三菱総合研究所グループ

平成30年2月27日

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社

環境省「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」
にて作成中のコンテンツのご紹介

平成29年度 浄化槽行政ブロック会議（関東甲信越ブロック）
情報提供

2

MRI Research Associates Inc. 目次

「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の目的 ・・・３

モデル事業の概要と支援の実例 ・・・４

補助事業パンフレットのポイント ・・・５

浄化槽で水をきれいに！ 動画（1:30） ・・・６

一般の方・施策決定者向け資料：浄化槽の利点を活かした地域づくり ・・・７

行政担当者向け資料：浄化槽整備推進施策事例集 ・・・８

おわりに ・・・9
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図 2-1 効果的な浄化槽整備促進施策の横展開に向けた講演資料 

（2/5） 

 

3

MRI Research Associates Inc. 
1. 「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の目的

浄化槽に係る住民理解の増進や単独転換加速効果を高めるための支援施策を検証し横展開を図る。

 この背景として、平成28年度に行われた浄化槽普及戦略検討会では、市町村等による効果的な浄化槽整備推進施策
について、 『浄化槽整備推進、特に単独転換の加速化実現に向けては、住民理解の増進、市町村担当者へのサポートが
必須。』との仮説が整理されたところ。

 このため、住民理解の増進や単独転換加速に向けた市町村担当者等へのサポート（モデル事業）を通じて施策効果を検
証。

具体的には以下のような項目の実施。

項目 内容

先行事例調査
施策分類に関しては前年度業務において構築した仮説を活用して継続性を担保しつつ効率的に調査を実施する。先行事例の情報は
文献調査、ヒアリングにより収集する。

モデル事業実施
浄化槽整備促進に向け市町村が実施する関係者との連携施策を支援し、横展開に向けた課題の抽出を行う。支援内容は先行事例
より施策内容・方法等を把握して実際に市町村が求めるパンフレットや住民向け・事業者向け説明資料の作成などを想定する。

モデル事業等の効果検
証

モデル事業における施策実施にあたって、住民や事業者における認知度向上、補助基数の執行率向上など、整備促進施策の効果を定
量的に把握できるKPIを設定し、検証を行う。

事例集等の作成
環境省WEBサイトに掲載されている情報や事例・浄化槽の経済性に係るデータを網羅的に整理した上で、さらに情報のアップデートを図
り、読み手の関心・興味に対応したコンテンツとなるよう、作成する。

検討会 本事業による整備促進効果を一層高めるため、専門的見地からの意見出しを行う。計2回とし、各回の論点は下記を想定。

「平成29年度地域くらしの水環境整備促進調査業務」の全体内容

本日のトピック

本日のトピック

4

MRI Research Associates Inc. 
２．モデル事業の概要と支援の実例

自治体担当者のお悩みに基づき、コンテンツや議論の場を提供。その効果を把握。

原則的に市町村側の費用の持ち出しはゼロ
（ただしチラシの増刷などをする場合はこの限りではない）

自治体 お悩み 実施内容

Ａ町  町内の汚水処理普及率は50％程度と低く、未普及のほとん
どを単独処理浄化槽が占める。

 単独転換啓発はほとんどやってきておらず、パンフレットもない。
 転換・設置補助のチラシなども作っていない（作りたいが素材
無し）。

 住民にＰＲできるようなコンテンツがまったくない。

 町政方針と合わせた普及啓発活動のスケジューリング

 浄化槽の啓発パンフレットの作成
 補助制度パンフレットの作成

 ケーブルテレビなどで流せる1:30程度の啓発動画の作成

Ｂ市  浄化槽に係る住民向けの講座を市内ＮＰＯが開催する。
 浄化槽に対する認知度を高めるのに、有効なコンテンツやプロ
グラムは何か、知りたい。

 認知度や住民意識を測るためのアンケート設計の支援をして
ほしい。

 プログラム案の検討への参画、意見出し
 浄化槽とは何かを説明する動画を住民向け講座で上映して認
知度向上をはかる

 アンケート設計、調査仮説の明確化の支援

Ｃ県  次年度予算で単独使用世帯への戸別訪問の予算化を想定。
 単独槽使用世帯へ訪問した際に使用するパンフレットがほし
いが、一から作ることは手間がかかる。

 浄化槽台帳等の導入済み、または未導入市町村における具体
的な連携手法等の紹介、簡易台帳の導入等

Ｄ市  市町村設置型を始めて３年。未普及が40％と多く残る。普
及に向けた最大の課題は住民意識。意識の向上を図りたい。

 環境学習会の実施を予定しているが、そのプログラム案や、ビ
ビットなコンテンツがないのが悩みの種。

 身の回りの水に対する意識付けの方策についてディスカッション。

 環境学習会のコンセプト設計、プログラム案の検討、長編動画
の作成を実施（次年度以降）。
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5

MRI Research Associates Inc. 
補助事業パンフレットのポイント

平成30年度 Ａ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度

以下の要件を満たす方が対象です。
（1）町内全域において、合併処理浄化槽(注)を設置しようとす

るもの（Ｖ緑苑地区、Ｖ地区を除く）
（2）対象地域において、建売住宅を購入する者で、当該建売

住宅に合併処理浄化槽(注)を設置しようとするもの
（3）対象地域において、合併処理浄化槽(注)が設置された建売

住宅を購入しようとするもの
（4）対象地域において、集合住宅等の共有部分に合併処理浄

化槽(注)を設置する者で、設置場所の区分所有者とともに
当該合併処理浄化槽(注)の適正な維持管理を行うもの

(注)処理対象人数が50人を超えない場合は、環境配慮型浄化槽に限ります。
環境配慮型浄化槽は、省エネルギー性能や環境性能が一定以上ある、環
境性能に優れた浄化槽の事です。詳しくは、町役場にお問合せ下さい。

合併処理浄化槽の設置に対する補助金の限度額は、右表の通
りです。
新築や住宅リフォームの際に利用することができます。
合併処理浄化槽の設置に伴い同一敷地内の既存単独処理浄化
槽を撤去する場合は、右表の額に、その撤去処分等に要する
費用に相当する額又は90,000円のいずれか低い額を加算し
ます。

補助金の交付申請から受領までの基本的な流れは下図の通りです。
 設置完了報告を申請年度内に行う必要があります。
 申請書は町役場ホームページのほか、役場窓口で配付しています。

浄化槽整備で身近な水辺をきれいにしましょう！

補助対象者

手続きの流れ

人槽区分 補助金限度額

5人槽 332,000円

6～7人槽 414,000円

8～10人槽 548,000円

11～20人槽 939,000円

21～30人槽 1,472,000円

31～50人槽 2,037,000円

51人槽以上 2,326,000円

申請者
(代理人)

補助金額

平成30年4月1日から 平成31年2月末※まで
※設置完了報告を3月末日までに提出しない場合、補助金請求がで
きませんので、ご注意ください。

申請受付期間

5～7人槽で

90基分

対象基数

町役場

交付申請 設置工事 工事完了 設置完了報告 補助金の請求

交付決定 施工確認 交付額の確定 補助金の交付

補助金受領

Ａ町役場 環境課 電話：0000-00-0000
http://www.town.axxxxxx.lg.jp
インターネットからは、「Ａ町 浄化槽 補助」での検索が便利です。

浄化槽整備で身近な
水辺をきれいにしましょう！

合併処理浄化槽設
置に最大50万円※
を補助します

※平成30年度予算に限りがありますので、年度
中の申請実績に応じ増減します。先着順に交付
決定しますので、申請はお早めにお願いします。

A町 浄化槽 補助

※単独処理浄化槽を合併
処理浄化槽に転換し、7
人槽を設置する場合

ロゴ

ここが
ポイント！

ここがポイント！

ここがポイント！

ここが
ポイント！

目的を大きく！わかりやすく！

補助を受けられそうか、判断
できる！

額を例示することで、行動を
誘引する

身近な水がきれいな姿をイ
メージ！

ここが
ポイント！

いつ何をすればいいかが分かる
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7

MRI Research Associates Inc. 
一般の方・施策決定者向け資料：浄化槽の利点を活かした地域づくり

浄化槽に対する理解を深めてもらうため、地域に貢献する側面を紹介。

8

MRI Research Associates Inc. 
一般の方・施策決定者向け資料：浄化槽の利点を活かした地域づくり
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2.2 意見交換による情報収集 

講演後に意見交換を行った。意見交換の結果を下表に示す。 

9

MRI Research Associates Inc. 行政担当者向け資料：浄化槽整備推進施策事例集

広報施策や民間連携の事例を紹介

２部構成としており、浄化槽整備施策の事例紹介と、浄化槽広報コンテンツの事例紹介で構成

10

MRI Research Associates Inc. 行政担当者向け資料：浄化槽整備施策の事例紹介

NO. 施策 実施主体 施策概要

1 事業者と連携した戸

別訪問の実施

静岡県

富士市

単独浄化槽の設置世帯に対して、事業者と

連携して個別訪問を実施。（市町村職員が訪

問した後に事業者が訪問）

2 浄化槽設置者の活動

を活用した普及啓発

民間

事業者

浄化槽設置者（とくに単独処理浄化槽の転換

に高い実績を有する専門とする事業者）への

働きかけ

3 浄化槽教室の実施 群馬県 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化

槽の構造、維持管理、法定検査等について

講習会を実施。

4 環境学習会 徳島県 公益社団法人徳島県環境技術センターと協

力して学校で環境学習を実施。干潟が行って

いる自然の浄化作用と浄化槽を比較。

5 積極手的な情報公開

（達成状況を表す指

標の設定、定量化）

長野県 利用者（住民）へ分かり易い事業説明や経営

状況の開示を実施するため、定量的な指標

を設定した。指標は住民視点及び自治体視

点の2種類を設定した。

6 浄化槽行政に係る関

係法令や実施要領等

のデータバンクの構

築

鹿児島市 昭和46年から収集した情報をまとめたデータ

バンクが構築されている。また、情報を冊子と

してまとめ、関係する業者等に配布されてい

る。

7 指定検査機関と連携

した浄化槽台帳の整

備

群馬県 浄化槽台帳に関するデータの入力業務を指

定検査機関（(財)群馬県環境検査事業団）に

委託

8 災害対策に向けた浄

化槽普及の計画策定

佐賀県

嬉野市

想定震度6程度の地震が起こりうる可能性へ

の対策として、浄化槽整備を推進。財源には、

公共下水道の整備と合わせ、地方創生交付

金を活用。

NO. 施策 実施主体 施策概要

1 下水道整備事業

からの転換による

コスト削減

長野県下

條村

生活排水処理の総費用に占める設備費の比率が
低く、借金を多くせず設置できる浄化槽の整備
を促進した。

2 下水道整備区域

の見直し

静岡県富

士市

整備区域の再検討を行った結果、482haについて

下水道による整備より浄化槽による整備が効率的

であると判断された。

3 住民との合意形

成

岩手県紫

波町

パブリック・インボルブメント手法を用いて汚水処

理基本構想策定の合意形成を努めた。住民意向

を把握するとともに、住民理解の増進に繋がった。

4 維持管理費補助

の設置

神奈川県

葉山町

合併変換の補助に加えて、検査機関を介した維持

管理費補助（年間1.7万円）を開始。5人槽で最大

77.7万円の補助。

5 住宅リフォーム助

成金の設置

茨城県大

子町

住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設、個

人負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた

転換が進み、合併浄化槽の普及が促進された。リ

フォーム代金の15%、最大30万円

6 グループ設置補

助の設置

静岡県袋

井市

グループで浄化槽の設置を行う場合、既存の補助

金に対し、上乗せ補助を行う。

7 広域的浄化槽行

政組織の設立

埼玉県 県規模で組織する広域連合による市町村設置型

の推進を検討。自治体担当者の事務負担、スケー

ルメリットによる事業費を削減。

8 PFIの導入 愛媛県愛

南町

自治体の事務削減を目的として採用。以前の個人

設置型と比較すると設置基数は大きく増加。

9 浄化槽事務の民

間委託

群馬県太

田市

個人設置型の補助事業申請書の受理事務（現地

確認業務、問合せ対応業務を含む）を市内事業者

に委託。社員１名が庁舎に常駐。事務作業の削減

率39%

浄化槽・水環境に対する住民の理解増進 など 整備推進に向けた制度や民間との連携
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表 2-1 講演後の個別意見交換にて収集した意見等 

質問者 質問・意見 回答 

栃木県宇都宮市  単独転換に向けた補助制度に

ついては予算確保しても、上

限に達しないこともあり市と

して対策が必要と認識。 

 設置事業者への周知などを行

っている自治体があると講

演、事例集で表示していたが、

情報が偏在し公平性を欠く可

能性がある点についてはどの

ように配慮しているのか。 

 富士市において市が戸別訪問

した後に事業者が訪問してい

ることには関心を持った。ぜ

ひやりたいと考えるが、これ

も事業者にどのような方法

で、どのレベルの情報提供を

しているのか。 

 例えば埼玉県等はウェブサイ

ト上で補助基数の残数を明示

している。 

 

 設置事業者への周知について

は、１社のみでなく可能性の

ある企業については市から連

絡している。臨時職員の活用

などで対応コストを下げてい

る場合もある。 

 ある程度のエリアを、いつご

ろ回るかを当初に伝えてい

る。１軒１軒にいつ行くかを

特定してしまうと行政側の台

帳を開示するレベルの情報提

供になってしまう。 

千葉県  県内で単独転換に積極的な事

業者がいることは知っていた

が、その活動詳細は把握して

いなかったため、非常に有用。 

 詳細を知りたいため、原典報

告書を送付してほしい。 

 後日、原典資料（平成 25 年度

単独処理浄化槽の転換促進に

関する調査業務報告書）を送

付。 

東京都町田市  単独転換、法定検査受検は毎

年浄化槽使用世帯に対して広

報誌やパンフレットで周知し

ているものの、コンテンツが

変わらず、マンネリ化してい

る状況。 

 講演の際に紹介のあった「浄

化槽で水をきれいに」のパン

フレットを使用したいので送

付してほしい。 

 後日、パンフレットのパワー

ポイントファイルを以下の留

意点と共に送付。 

※ P2下のメモ欄は市のご連絡先などにご

自由に編集いただくことが可能です。 

※ 写真画像（１ページ目最上部、２ペ

ージ目下部の３つ）のデータは、本ファ

イル内限りにてご使用ください。 

※ 他のイラスト画像（合併槽と単独槽の

比較のイラスト）は他ファイルでの使用

が可能ですが、このイラスト画像のみの

配布はお控えください。 

 



 

79 

 

2.3 効果的な浄化槽整備促進施策の実施を加速させる施策 

平成２９年度浄化槽行政ブロック会議（関東甲信越地区）の自治体参加数は 16 自治体で

あったが、前項に示したようにうち３自治体が整備加速により効果的なコンテンツや情報提

供を打診してくるなどの行動を示した。 

より多くの関係者に対して周知を行うことで、効果的な浄化槽整備促進施策の実施に向け

たアクションを起こす自治体は増えるものと考えられる。 

効果的な浄化槽整備促進施策の実施を加速させるために、平成３０年度においては全国の

行政担当者に対して周知が可能な「全国浄化槽行政担当者会議」などで事例の周知を行うこ

とが望ましいと考える。 
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3. 検討会 

「２．１．地域くらしの水環境整備促進事業」及び「２．２．効果的な浄化槽整備促進 

施策の横展開」の業務内容の実施に当たり、効果的な浄化槽整備促進施策及びその広報手 

法の検討・整理を行った。 

3.1 メーカー各社と関係者による検討 

3.1.1 開催概要 

浄化槽の整備促進に向け、以下に示す参加者に対して本業務の情報（「浄化槽を使って水

をきれいに！」動画案、パンフレット案）を提示し、コメントを得た。 

検討会は２回実施した。 

第 1 回の参加者は、浄化槽メーカー各社（9 社）、一般社団法人浄化槽システム協会理事、

国立研究開発法人国立環境研究所研究員であった。 

第 2 回の参加者は、浄化槽関連事業者（2 社）の営業担当者であった。 

3.1.2 説明概要と質疑応答 

説明資料として、1.3.2 項に示したモデル事業候補自治体向けの事業趣旨説明資料のほか、

「浄化槽を使って水をきれいに！」動画案の上映、次頁のパンフレット案を配布し、説明を

行った。 
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図 3-1 検討会にて配布したパンフレット案 
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3.1.3 検討会における意見 

第 1 回検討会においては、参加者より以下の意見があった。 

 コンテンツは端的でよいが、端的に過ぎる点も気になるところ。前段として、自宅の

汚水処理手法が何かを把握していることが重要。どのような汚水処理をしているのか

がセルフチェックできるコンテンツもあるとよいだろう。 

 汚水処理手法の選択や浄化槽整備については、中学校の教科書（保健体育）にも掲載

されており、そのような説明のレベル感を参考にするとよいと考える。 

 専門的知識の無い者でも理解できるよう、水量で表現している点は良いが、汚濁量で

見た場合にも違いが大きいことを示す必要はあるだろう。具体的には、BOD などの

汚濁量も提示しておいた方が良い。表示の仕方については文字もあり得るが、円の大

きさで示す等の工夫も考えるとよい。 

 

第 2 回検討会においては、参加者より以下の意見があった。 

 BOD は住民に理解されづらい指標であることが課題であり、水量で表示することで

住民の理解が促進されるものと考える。 

 資料の分量としては、住民の方向けに設置工事事業者やメーカー、維持管理業者が説

明することを鑑みたものとして最適である。 

 動画についても同じく時間的に最適と考える。もう少し短い方が良いかもしれないが、

切出してそこだけ流す、等でも対応し得るだろう。 

 営業の場面での活用イメージを具体化して製作されている。 

 一方で、生活雑排水を垂れ流していることに対する訴求力がまだ弱いように感じる。

BOD を示すだけでなく、実際にどのような汚水を流しているのか、を視覚的に実感

できるとなお良い。 

 このコンテンツだけでなく、具体的に一歩踏み込んだアプローチも重要である。具体

的には、単独転換に係る費用、補助金、転換工事のデメリット、数日トイレが使えな

くなることに対するケア、といった内容である。 

3.2 検討会意見に基づくコンテンツの修正 

検討会意見に基づき、コンテンツ案を修正した。汚濁量の表示や単独処理浄化槽によって

処理されない雑排水の明示などの点において意見を反映した。 

修正したパンフレット案は 1.3.3(2)2)b（P.36）に示した。 
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4. 本業務のまとめと今後の課題 

4.1 本業務のまとめ 

本業務の目的は、浄化槽に係る住民理解の増進や単独転換加速効果を高めるための支援施

策を検証し横展開を図ることであり、これに当たって以下の業務を実施した。 

先行事例調査として、事例収集と分類、分析を行った。施策分類に関しては前年度業務に

おいて構築した仮説を活用して継続性を担保しつつ効率的に調査を実施した。先行事例の情

報は文献調査、ヒアリングにより収集した。 

モデル事業実施として、浄化槽整備促進に向け市町村が実施する関係者との連携施策を支

援し、横展開が可能なコンテンツの作成等を行った。先行事例等より施策内容・方法等を把

握したうえで、実際に市町村が求めるパンフレット等の作成を行った。 

モデル事業等の効果検証として、主に先行事例について、各施策実施による効果と横展開

にあたってのポイントを整理した。モデル事業における施策については、より効果を高める

ために、住民から得られた意見等に基づいて施策の改善点として整理した。 

「事例集等の作成」として、環境省 WEB サイトに掲載されている情報や事例・浄化槽の

経済性に係るデータを網羅的に整理した上で、さらに情報のアップデートを図り、読み手の

関心・興味に対応したコンテンツとなるよう、作成した。 

「支援の横展開」として、平成 29 年度浄化槽行政ブロック会議（関東甲信越地区）にお

いて講演を行った。講演の後に個別意見交換を行い、効果的な浄化槽整備促進施策の実施を

加速させる施策についての情報収集を行った。 

「検討会」として、本事業による整備促進効果を一層高めるため、専門的見地からの意見

を聴取した。 

4.2 今後の課題 

今後の課題としては、今年度作成したコンテンツの活用、更なるコンテンツの充実、支援

方法の模索、の３点が挙げられる。 

今年度作成したコンテンツの活用に向けては、今後の「全国浄化槽行政担当者会議」など

で事例を周知し、取組みを行う自治体の数を増やしていくことが課題である。また、会議の

中で、講演方式ではなくグループディスカッション形式、またはポスター形式等で行政担当

者が柔軟に情報交換を行う場のセッティングなども望ましい。 

更なるコンテンツの充実に向けては、法定検査受検や維持管理に係る周知材料や、環境学

習会など比較的長時間に及ぶ説明機会に活用できるコンテンツを充実させることが課題で

ある。水環境の悪化などは夏期において濁り、臭いが生じるため、環境学習会は夏から秋に

かけて行うことが効果的であり、年度当初から計画を立てて支援を行うことが望ましい。 

支援方法の模索については、個別の支援のほかにも、より多くの自治体にとって効果的な

手法を検討するため、同様の課題を抱える複数の市町村・都道府県を集めて会議を開催して

これまでの取り組みや課題を共有し、課題解決にあたって必要なコンテンツ（国が情報発信

すべきものも含む）を検討することが考えられる。 



 

 

5. 参考資料：浄化槽整備推進施策事例集  
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はじめに  

この浄化槽整備推進施策事例集は、市町村・都道府県の担当職員の方向けに、浄化槽整備

推進に向け補助制度に実施に合わせて取り組むことが望ましい、広報施策や民間連携の事例

を紹介することを目的としています。 

事例集は２部構成としており、浄化槽整備施策の事例紹介と、浄化槽広報コンテンツの事

例紹介で構成しています。 

 

 

 

浄化槽整備施策の事例紹介では、国内の他市町村や事業者における取り組み事例をもとに、

その実施背景や内容、効果、実施に当たってのポイントなどに焦点を絞って概要を整理して

います。特に次の内容について事例を整理しています。 

 住民の方や関係者に対する情報発信を通じて理解の増進を図っている施策 

 浄化槽整備の計画・制度の運用を、住民・事業者と連携して進めている施策 

 関係者と連携した浄化槽台帳整備の推進施策 

 

浄化槽広報コンテンツの事例紹介では、各市町村・都道府県における実務での活用を想定

し、環境省事業「平成 29 年度地域くらしの水環境改善事業」において作成した広報用のパ

ンフレット、広報誌に掲載するための文案、動画などの実務的なコンテンツと使用方法を掲

載しています。 
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第 1 部 浄化槽整備施策の事例紹介 
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1. 浄化槽整備施策の事例紹介 

1.1 事例集で取り上げるテーマと事例 

第１部では、国内で先進的に浄化槽整備に取り組んでいる自治体、事業者の施策を取り上

げて浄化槽整備に不可欠であるテーマ別に紹介します。それぞれ、実施のポイントなどを整

理していますので、参考にしてください。また、ヘッダー部分に、どのような課題に応える

先行事例であるかを、ヘッダー部分に明示しています。課題は次の６つです。 

 

 

 

第１部で取り上げる事例の一覧は下表のとおりです。 

表 1-1 第 1 部で紹介する事例 

テーマ 施策 実施主体 施策概要 

浄化槽

に係る

住民及

び自治

体担当

者の理

解増進 

事業者と連携した戸別訪

問の実施 

静岡県富士市 単独浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して

個別訪問を実施。（市町村職員が訪問した後に事業

者が訪問） 

浄化槽設置者の営業活動

を活用した普及啓発 

民間事業者 浄化槽設置者（とくに単独処理浄化槽の転換に高い

実績を有する専門とする事業者）への働きかけ 

浄化槽教室の実施 群馬県 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構

造、維持管理、法定検査等について講習会を実施。 

積極的な情報公開（達成状

況を表す指標の設定、定量

化） 

長野県 利用者（住民）へ分かり易い事業説明や経営状況の

開示を実施するため、定量的な指標を設定した。指

標は住民視点及び自治体視点の2種類を設定した。 

学校で環境学習を実施（観

察、ＣＯＤパックテスト） 

徳島県 公益社団法人徳島県環境技術センターと協力して

学校で環境学習を実施。干潟が行っている自然の浄

化作用と浄化槽の比較 

浄化槽行政に係る関係法

令や実施要領等のデータ

バンクの構築 

鹿児島市 昭和 46 年から収集した情報をまとめたデータバ

ンクが構築されている。また、情報を冊子としてま

とめ、関係する業者等に配布されている。 

整備推

進に向

けた制

度や民

間との

下水道整備事業からの転

換によるコスト削減 

長野県下條村  

下水道整備区域の見直し 静岡県富士市 整備区域の再検討を行った結果、482ha について

下水道による整備より浄化槽による整備が効率的

であると判断された。 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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テーマ 施策 実施主体 施策概要 

連携 パブリック・インボルブメ

ント手法による住民との

合意形成 

岩手県紫波町 パブリック・インボルブメント手法を用いて汚水処

理基本構想策定の合意形成を努めた。住民意向を把

握するとともに、住民理解の増進に繋がった。 

維持管理費補助の設置 神奈川県葉山

町 

合併変換の補助に加えて、維持管理費にも年間 1.7

万円の補助を開始。5 人槽で最大 77.7 万円の補助 

住宅リフォーム助成金の

設置 

茨城県大子町 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設、個人

負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた転換

が進み、合併浄化槽の普及が促進された。リフォー

ム代金の 15%、最大 30 万円 

グループ設置補助の設置 岩手県一関市 グループで浄化槽の設置を行う場合、既存の補助金

に対し、上乗せ補助を行う。 

広域的浄化槽行政組織の

設立による自治体の負担

軽減 

埼玉県 県規模で組織する広域連合による市町村設置型の

推進を検討。自治体担当者の事務負担の軽減、スケ

ールメリットによる事業費の削減。 

PFI の導入 愛媛県愛南町 

 

自治体の事務削減を目的として採用。以前の個人設

置型と比較すると設置基数は大きく増加。 

浄化槽事務の民間委託 群馬県太田市 個人設置型の補助事業申請書の受理事務（現地確認

業務、問合せ対応業務を含む）を市内事業者に委託。

社員１名が庁舎に常駐。事務作業の削減率 39% 

その他 指定検査機関と連携した

浄化槽台帳の整備 

群馬県 浄化槽台帳に関するデータの入力業務を指定検査

機関（(財)群馬県環境検査事業団）に委託 

災害対策に向けた浄化槽

普及の計画策定 

佐賀県嬉野市 想定震度 6 程度の地震が起こりうる可能性への対

策として、浄化槽整備を推進。財源には、公共下水

道の整備と合わせ、地方創生交付金を活用。 
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1.2 浄化槽に係る住民等の理解増進 

1.2.1 事業者と連携した戸別訪問の実施 

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度以降 

概要 単独処理浄化槽の設置世帯に対して、事業者と連携して個別訪問を実施。

市職員が訪問して補助事業周知や単独転換について説明した後に事業者が訪

問し、具体的な費用の説明や疑問点の解消を行っている。 

導入の背景 静岡県富士市では、平成 28年度末時点で 1万 2千世帯ほどが単独処理浄化

槽を設置している。平成 22年度以降に実施している「生活排水処理長期計画」

では平成 41 年度を目標年次として汚水処理施設の整備を図る計画としてお

り、この達成に向けて合併処理浄化槽への転換が喫緊の課題であった。 

未普及世帯のうち、単独処理浄化槽の転換に向けては設置世帯の意思決定が

重要であることから、各世帯への継続的・効果的な周知が求められていた。 

内容 富士市が保有・管理している浄化槽台帳システム（GIS：地理情報システム）

に情報を蓄積し、戸別訪問に活用している。市職員が単独処理浄化槽設置世

帯を訪問し、単独処理浄化槽の転換を呼びかける際、住民に対し、いかに分

かりやすく、確実に情報を伝えるか、相手に伝わり効果が発動しているか検

証しながら取り組んでいる。 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い、転換の補助制度について市町村

が周知を行ったうえで、事業者が訪問し、具体的な転換に向けた費用等や詳

細事項の周知を行っている。 

導入効果 ‧ 戸別訪問のみでの効果ではないものの、市独自で導入している転換補助金

の平成 25 年度以降の補助実績は年間 100 基以上を推移しており、平成 28

年度時点では前年比で実績が増加している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 情報の管理を行う台帳が必須である。 

 市が重点的に制度周知を行う地域などを明確にし、設置工事事業者等と連

携を図ることが重要である。 

参考資料  静岡県富士市、富士市生活排水対策について、（平成 28 年度浄化槽普及戦略検討ワー

キンググループ 第 1回資料３－２） 

 富士市提供情報 

 

 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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1.2.2 単独処理浄化槽の転換工事で地域の水環境改善に貢献する企業 

事業体名 民間事業者 

導入時期 平成 24 年度 

概要 千葉県や茨城県において営業する事業者が、自社活動により転換の意義や

補助制度の周知を図り、1市において年間 180基の単独転換工事を実施した。 

導入の背景 千葉県、茨城県の郊外地域においては単独処理浄化槽が数多く設置されてい

る。当該地域を営業エリアとする民間事業者が、これら単独処理浄化槽の転

換工事の拡大に向け、ノウハウを蓄積し、営業活動を実施。 

内容 浄化槽設置工事、保守点検から住宅リフォームまでの事業範囲を活かし、

単独処理浄化槽の転換工事の拡大に向けた創意工夫を行っている。 

例えば、転換工事の際に看板を立て、「補助事業」による工事実施である

ことを表示し、工事現場周辺住民に対して補助事業周知を図るなどの工夫を

行っている。 

また、転換世帯周辺の世帯に対しても転換補助制度の詳細（補助額、期限

等）や費用感を周知するなど、面的な周知を行っている。さらには、維持管

理やリフォームまでの事業範囲を活かし、単独処理浄化槽の使用世帯を把握

し、単独転換補助制度を事前周知するなど、計画的な周知活動を行っている。 

導入効果 ‧ 営業活動の結果、事業者による単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換は１市において年間 180基行われた。 

‧ 多様な視点からの説明により、当初は転換に対して消極的な姿勢であった

住民が、補助事業や水質改善効果について良い印象を持ち、転換を前向き

に検討するようになった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 特に単独処理浄化槽の転換は「待っていて売れる商材ではない」認識のも

と、計画的な営業活動が重要。 

 民間事業者と自治体の間での連携が重要。具体的には、浄化槽設置業者の

営業活動や補助制度について住民が自治体の窓口等に問い合わせることが

あるが、この際に「どこの事業者か分からないが、詐欺などのトラブルに

は気を付けてほしい」「担当者が不在であるため分からない」などと対応

されてしまうと、転換機会を損失することになる。 

参考資料 エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社「平成 25年度単独処理浄化槽の転換促

進に関する調査業務報告書」（過年度業務における自社作成資料） 

 

  

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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1.2.3 浄化槽教室の実施による住民理解の促進 

事業体名 群馬県  

導入時期 平成 29 年度 

概要 新たに浄化槽を設置した住民を対象に、浄化槽の構造、維持管理、法定検

査等について参加が必須の講習会を実施。講習会は (社)群馬県浄化槽協会

と連携して開催している。 

導入の背景 浄化槽の維持管理の重要性について、管理者の認知を高め、水質保全を図る。 

内容 新たに浄化槽を設置した住民に対し、浄化槽の正しい使用方法や法的義務

のある維持管理の手法について理解を深めてもらうことを目的として、浄化

槽教室を実施している。浄化槽教室では、一般社団法人群馬県浄化槽協会が

実施主体となって浄化槽の構造、維持管理、法定検査等の事項について資料

を用いて説明を行う。地区ごとに年 4回から 10回実施している。 

群馬県みどり市では、みどり市浄化槽設置整備補助金の受給申請の際に使

用する「承諾書」に、浄化槽教室への参加をする旨の承諾を取る記述があり、

浄化槽を設置する住民に対して浄化槽教室参加に対する意識付けを行ってい

る。 

このほか、県の SNS などでも浄化槽教室の開催を発信するなど、参加を呼

び掛けている。 

導入効果  地区ごとに年 4回～10回の講習会を実施している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置者の全件参加に向けて、参加率を向上させるような発信方法、

働きかけ方を模索することが課題。 

参考資料 群馬県「浄化槽教室（伊勢崎地区、渋川地区）を開催します」 

(http://www.pref.gunma.jp/07/j01700019.html) 
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1.2.4 積極的な情報公開 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 22 年度～ 

概要 都道府県構想や各市町村の施策実施状況を可視化するため、構想の取組状

況を自ら評価するための指標を設定し、グラフ化して公表している。 

導入の背景 

 

持続的な生活排水対策を推進するためには、住民と事業実施主体（市町村）

が認識と責任を共有することが重要である。この認識のもと、住民へ分かり

易い事業説明や経営状況の開示を実施している。 

内容 指標は、「利用者(住民)の立場から見た指標」と「事業者(市町村)の立場

から見た指標」の２グループで構成している。各グループは、全市町村に共

通する評価項目（A～F）と各市町村の独自の評価項目（①～⑥）からそれぞ

れ 3 項目ずつを設定している。 

 また、指標の目標値と実績値を多角形グラフで表示することにより、「見

える化」を図っている。 

 

導入効果  「共通指標」を用いて県全体としての目標達成度を客観的に評価が可能と

なり、各市町村の進捗管理を合理的かつ公平に進めることが可能となった。 

 地域特性を反映した「選択指標」を導入したことにより、生活排水対策に

関する住民や市町村の努力度を公表することに繋がった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 評価項目の達成状況を評価する際、評価方法により特定の市町村を利す

ることが無いよう留意する必要がある。浄化槽事業（個人設置型）のみ

を実施する町村の「経営健全指数」は、補助制度のみならず、浄化槽の

普及啓発活動、台帳整備、検査受検率などの取組を総合的に評価した指

標とするなどの工夫を行っている。 

参考資料 「水循環・資源循環のみち 2015」(平成 28年 3月 長野県環境部) 
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1.2.5  環境学習の実施による浄化槽への理解促進 

事業体名 徳島県 

導入時期 平成 19 年 3月 

概要 水環境保全の大切さや浄化槽の必要性を県民が意識し、浄化槽整備への理

解を深めるため、浄化槽を題材にしたアクティビティを含む徳島県版の環境

学習プログラムを構築した。 

導入の背景 徳島県では、豊かな環境の継承と持続可能な未来の創造に向け「環境首都と

くしま」の実現を目指している。「環境首都とくしま」の実現のため平成 17

年 12月に策定された徳島県環境学習推進方針（とくしま環境 学びプラン）

を受けて、学校、職場、地域などで具体的に学習を実施するための有効なプ

ログラムが必要とされていた。 

内容 徳島県環境学習推進方針を具体的に実施するための有効なツールとして、

平成 19 年 3月、県と県内 4大学の連携によって設置された「とくしま環境科

学機構」が徳島県版環境学習プログラムを作成した。重点分野として「太陽

（エネルギー、温暖化）」「生きもの」「水環境」「ごみ」の 4 つが取り上

げられており、県内の小学校や中学校、高等学校、地域住民に向けて提供さ

れている。例えば、「生きもの」のプログラムでは、小学生、中学生向けの

アクティビティとして「浄化槽調べ」がある。干潟と浄化槽が生物を利用し

た水質浄化を行っていることに着目して作成され、CODパックテスト、アサリ

が米のとぎ汁を浄化する実験、フィルターを用いた水質浄化実験などを行い

ながら、干潟や浄化槽への理解を深めている。 

導入効果 ‧ 学習プログラムが作成されたことで、学習計画を具体的に立て、学習をス

ムーズに進めることが出来た。 

‧ 都道府県が環境学習プログラムを構築することで、都道府県内の全市町村

が同じプログラムを用いて少ない負担で環境学習を実施できる。 

‧ H27 年度は県内 25校（1,354名）の小学校を訪問、H28 年度は 20校（718

名）の小学校を訪問している。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

‧ 環境学習プログラムを継続的に実施し、改善を図る仕組み・体制を構築し

ておくことが望ましい。 

‧ 環境学習プログラムを広く展開する前に、プログラムによる効果や流れに

ついて検証しておくことが必要である。 

参考資料 徳島県「とくしま環境学習プログラムとは」 

(http://www.pref.tokushima.jp/kankyo/gakusyu/gakusyuprogram/toha/) 

環境省「環境保全の担い手を育てる環境学習プログラム」 

（https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/eco/10.html） 
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1.2.6  浄化槽行政に係るデータバンクの構築 

事業体名 鹿児島県鹿児島市 

導入時期 平成 20 年度 

概要 鹿児島市では浄化槽の設置、廃止に関する情報を蓄積する浄化槽台帳に加

え、昭和 46年からの資料収集により浄化槽行政に必要な関係法令や実施要領

及び提出書類等の電子情報を網羅するデータバンクが構築、活用されている。 

導入の背景 鹿児島市は平成 16年の市町村合併を契機に、浄化槽設置申請件数や補助事

業の申請件数が増加し続けている。平成 20年には、合併処理浄化槽への転換

に 20万円の上乗せ補助が実施されることになり、今後さらに浄化槽設置が進

むことを踏まえ、浄化槽の設置手続きや維持管理についての確認事項が集約

されたツールの開発を行うこととなった。 

内容 浄化槽行政に必要な関係法令等を網羅するデータバンクは「浄化槽の手引

き 平成 20年度版（以下、「浄化槽の手引き」と記す）」としてまとめられ、

関係業者等に配布されている。浄化槽の手引きの概要は以下の通りである。 

要綱 鹿児島市浄化槽指導要綱 

法令等 浄化槽法関係法令等、設置に関する法令等、設計・構造に関す

る法令等、工事に関する法令等、保守点検・清掃・法定検査に

関する法令等、補助事業に関する法令等 

様式 設置等に関する様式、販売・工事に関する様式、維持管理に関

する様式、保守点検業者の登録に関する様式、清掃業の許可に

関する様式、補助事業に関する様式 

表：「浄化槽の手引き 平成 20 年度版」概要 

導入効果 データバンクの活用により、浄化槽の設置から維持管理までの過程におい

て、浄化槽管理者へ過不足なく適切に知識を提供できるようになった他、各

方面へのチェック体制の構築が円滑に行われるようになった。 

また、浄化槽行政が円滑に行われるようになったことで住民の浄化槽への

信頼が増し、普及の加速につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 データバンクの構築には長年の地道な資料収集による電子情報の蓄積が必

要となる。 

参考資料 環境省「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」 
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1.3 整備推進に向けた制度や民間との連携 

1.3.1 下水道整備事業からの転換によるコスト削減 

事業体名 長野県下條村 

導入時期 平成 2年度 

概要 地域特性を踏まえて下水道計画の見直しを行ったところ、合併浄化槽での

整備が最も下條村に適していることが判明した。公共下水道と比べて事業費

で約 42.5億円、維持費で約 1.5億円／年のコスト削減に成功した。 

導入の背景 

 

平成 2 年に完了する上水道整備に伴い、平成元年に下水道計画の見直しが

行われた。下條村は周囲を山脈に囲まれた中山間部にあり、34 の集落が散在

している。当時国が推進していた公共下水道で整備した場合、管渠の敷設が

効率的に行えず、国の補助金を利用してもなお 45億円の費用がかかってしま

う。地域特性を考慮の上、限られた予算内で実現可能な汚水処理施設の整備

方法を検討する必要があった。 

内容 各汚水処理施設整備方法のコストや設置効率を比較した結果、下條村は全

村合併浄化槽で整備するという方針を決めた。事業開始にあたり事前説明会

や住民の意向を調査するアンケートを実施し、住民の意向を確認し、事業へ

の理解を得るようにした。行政と住民が一体となって取組を進めた結果、平

成 2 年から平成 23 年までの 21 年間で合計 928 基を設置し、村の汚水処理人

口普及率を 95％まで引き上げることができた。事業費は 8.7 億円かかったが、

村は約 2.5 億円のみ負担し、残りは県と国からの補助金で対応した。公共下

水道と比べて約 42.5億円のコスト削減である。合併浄化槽の場合、設置する

各世帯に負担金と管理責任が生じるため、維持費の補助制度を創設したが、

それでも公共下水道と比べて約 1.5億円／年のコスト削減となった。 

導入効果  地域にあった汚水処理施設の整備方法を選んだことで、コストを抑えなが

らも高い普及率を達成した。 

 コスト削減の結果は財政にも表れている。自治体の財政の健全さを表す指

標の 1 つとして実質公債比率※1 があるが、下條村は東京 23 区を含む全国

1742市区町村中 4番目という高い健全性を実現した。 

※1：自治体の収入に対し負債を返済する割合を示す 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 補助金を利用した汚水処理施設整備を検討する場合、自治体の健全な財政

を維持しながら維持管理できるのか、試算と検証が必要である。 

 安定した事業推進のためには、住民説明会やアンケート調査等を活用して

住民とのコミュニケーションを深め、行政と一体となって汚水処理整備に

取り組もうという環境づくりが必要である。 

参考資料  フジクリーン工業株式会社公式 HPより「山村の活性化と排水処理」 

(http://www.fujiclean.co.jp/fujiclean/water/160/detail.html) 

 下條村「水循環・資源循環のみち 2015」構想 
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参考 12 

 

1.3.2 下水道整備区域の見直しによる浄化槽設置促進 

事業体名 静岡県富士市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 下水道区域と浄化槽区域の再検討で下水道計画区域が縮小されたことによ

り、浄化槽整備及び維持管理補助の原資が捻出でき、浄化槽の設置が促進さ

れた。 

導入の背景 

 

下水道整備の中心が市街地から郊外へ移ることによる整備効率の低下や、

経済活動の低迷による市財政の悪化、少子高齢社会の急速な進行といった社

会情勢の変化などを踏まえ、下水道整備のあり方について見直しが求められ

ていた。また、郊外の市民から生活排水処理施設の早期整備に関する要望が

多数寄せられており、生活排水処理の適正化が急務であった。 

内容 平成21年度に策定した生活排水処理長期計画で下水道区域と浄化槽区域の

再検討が行われ、482haの区域は下水道よりも浄化槽による整備が効率的であ

ると判断された。下水道計画区域を縮小したことにより浄化槽整備及び維持

管理補助の原資が捻出でき、以下 2つの施策を実施した。 

(1) 浄化槽設置費補助制度の充実 

公共下水道事業認可区域外で浄化槽を設置する場合、元々設置費の 4 割を

補助していたが、さらに市の補助金を上乗せし、市町村設置型並みの補助金

を交付した。また、浄化槽設置費補助対象区域を「下水道整備が 7 年以内に

早期整備できない区域」に拡大し、市費単独で設置費用を補助した。 

(2) 浄化槽維持管理費補助制度の新設 

転換後の適正な維持管理、特に保守点検・清掃をより一層徹底させるため、

浄化槽法第 11条検査において適正と判定された一般住宅の浄化槽に対し、市

費単独で維持管理補助金を交付する新制度を創設した。  

導入効果 浄化槽区域における単独処理浄化槽の転換が進み、平成 22 年度から 27 年

度の 6年間合計での計画値 1,218基に対し 1,657基が設置された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 公共下水道等と同様に浄化槽整備も行政が関与し、責任をもって整備率

100％に向けて取り組んでいく必要性がある。 

 計画的な推進のためには、整備計画と財政計画を含んだ長期計画の策定が

必要である。 

参考資料  平成 21年度 単独処理浄化槽転換施策 事例集（環境省廃棄物対策課浄化槽推進室） 

 シビル・ミニマムと社会情勢に対応した富士市の浄化槽行政（静岡県富士市上下水道部） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 
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1.3.3 パブリック・インボルブメント手法による住民との合意形成 

事業体名 岩手県紫波町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 パブリック・インボルブメント（以下、「PI」）手法により住民合意を形

成しながら汚水処理基本構想の見直しを実現した。PI 手法とは、公共プロジ

ェクトに関わる関係主体に、計画や施設整備について関心をもたせ、コミュ

ニケーションを図り、その結果を計画づくりに反映させるしくみである。 

導入の背景 

 

集合処理未整備地区の多くの住民が、早期の水洗化を要望していた。最小

の財源負担で早期の水洗化を図るために、浄化槽整備区域への見直しが必要

であったものの、計画変更、浄化槽の性能、費用への反対により見直しスケ

ジュール遅延の可能性があった。 

内容 PI 手法を用いた見直しの実施を決定後、汚水処理手法の比較調査、住民説

明会開催、アンケートの実施・意向確認により汚水処理基本構想の見直し（案）

を作成。見直し（案）を基に再度の住民説明会を開催し、汚水処理基本構想

を策定した。見直し作業実施決定から、見直し後の構想策定までに要した期

間は、1年 1ヶ月ほどであった。 

 

 

 

 

導入効果 事前説明会とアンケート調査により、汚水処理手法変更に対する住民の意

向を把握することができた他、事業そのものの周知が図られ、合意形成後の

事業推進を円滑に進めることができた。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 変更となる汚水処理サービスに対する情報提供（処理方法や維持管理手法、

費用の比較結果等）と説明を行い、理解を得る。 

 特に高齢者に対しては、外来語を用いない、イメージ図を用いるなど、平

易な説明資料及びアンケート調査票を作成する。 

 説明会は住民のライフスタイルに配慮して開催日時、場所を設定する。具

体的には、高齢者が多い地区では、長距離の移動が発生しないよう、約 50

戸程度を単位として開催地を設定する。 

参考資料  PI（パブリック・インボルブメント）の意義と課題,京都大学(2006) 

 「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会ヒアリング 紫波町の汚

水処理概要」（平成 23年 1月 紫波町建設部下水道課） 

 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 事例集 
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1.3.4 住民の費用と手間の削減を実現する維持管理費補助制度の創設 

事業体名 神奈川県 葉山町 

導入時期 平成 29 年度 

概要 合併処理浄化槽の維持管理、法定検査受検の推進に向け、神奈川県の指定

検査機関、神奈川県生活水保全協会（以下、「神水協」）を一括窓口とした

維持管理費補助制度を創設した。また、「マイスター証」を取得した保守点

検業者のみが維持管理作業を行う仕組みを作り、保守点検技術の底上げを図

った。 

導入の背景 

 

浄化槽維持管理の推進に向け、浄化槽利用世帯の下水処理費用負担が公共

下水道接続世帯よりも大きいことや、複数の事業者・協会との契約手続きが

煩雑であることなど、浄化槽の普及を妨げる要因を取り除く必要があった。 

内容 費用面では、浄化槽使用世帯に対し年間 17,000円の維持管理費補助制度を

創設。手間の面からは、神水協と保守点検・法定検査の一括契約をした場合、

あらかじめ補助金相当額を差し引いた費用の支払いを可能にし、補助制度利

用に係る手続きを簡易化した。 

 

図 神水協との申請代行契約による申請簡易化 

また、維持管理作業は神水協主催の「小型浄化槽マイスター講習会」を受

講し、「マイスター証」を取得した保守点検業者のみが行う仕組みとし、保

守点検技術の底上げを図った。 

導入効果  浄化槽設置世帯の年間費用負担が下水道接続世帯とほぼ同額となった。 

 浄化槽の保守点検や清掃、法定検査が確実な実施が図られる。 

 技術力を持った浄化槽管理士による保守点検と水質の担保が図られる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 維持管理費補助制度により住民負担が軽減される他、保守点検・法定検査

の一括契約を条件とした特例制度により、保守点検および法定検査受検の

確実な実施が期待される。また事業者へ対する資格制度により、保守点検

技術の品質確保が期待される。 

 住民の手間の削減のため一括契約のシステムを導入するには、地方の実情

に応じた関係団体の連携が必要である。 

 法定検査受検の確実な実施も重要だが、検査結果を踏まえた問題点の改善

に努めることも肝要である。 

参考資料 「全浄連ニュース 2017 年 8 月 第 155 号」(平成 29 年 8 月 一般社団法人 全国浄化槽団

体連合会) 

  

浄化槽
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補助金制度
申請代行契約

補助金差引後
の金額を請求

一括契約申請

葉山町

保守
点検 補助金支給
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1.3.5 住宅リフォーム助成金の設置 

事業体名 茨城県大子町 

導入時期 平成 20 年度 

概要 住宅リフォームと合わせた助成金制度を創設したことで、合併浄化槽転換

を抑制する要因であった個人負担が軽減されたほか、リフォームと合わせた

転換が進み、合併浄化槽の普及が促進された。 

導入の背景 大子町では平成 18年度から市町村設置型による合併処理浄化槽の整備が進

められている。平成 27 年度末までに 835 基が整備されたが計画値の 3 分の 1

程度であり、このままでは平成 42年度までに目標である 5,000 基の整備を完

了することは困難であったため、今後の事業推進の在り方を検討する必要が

あった。 

内容 合併処理浄化槽の設置が進まない理由としては、個人の費用負担額が高い

ことのほか、単独処理浄化槽の場合はすでに水洗化の恩恵を受けていること

から転換のインセンティブが働きにくいという背景があった。そこで平成 29

年 2 月に住宅リフォーム助成金制度を創設し、浄化槽の配管工事費も対象と

した上で、リフォーム代金の 15%、最大 30 万円を助成することとした。リフ

ォーム助成金の申請を受けた際に住宅リフォームと合わせての浄化槽転換を

促したところ、平成 27 年度にリフォーム助成金を申請した 68 件のうち 8 件

が合併処理浄化槽の設置を行った。 

導入効果  個人の費用負担が軽減された他、住宅リフォームと合わせた浄化槽転換事

業の案内ができるようになり、事業周知が成された。 

 助成金により浄化槽転換の新たな動機づけが成された。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 住民が自発的に合併処理浄化槽の転換を行うには、行政が制度や必要性を

訴えかけるだけではなく、合併浄化槽へ転換する動機づけを作ることが必

要である。 

参考資料 「大子町の浄化槽整備推進事業（市町村設置型）の取り組みについて」（一般社団法人 浄

化槽システム協会） 
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1.3.6 グループ設置補助の設置  

事業体名 岩手県一関市 

導入時期 平成 29年度 

概要 汚水処理人口普及率の目標達成のため、2 戸以上のグループで浄化槽を設置す

る場合に補助金を上乗せする新制度を創設し、複数戸単位での浄化槽設置の推進

を図った。 

導入の背

景 

 

平成 29 年 2月に策定した一関市の汚水処理施設整備計画では、年間 315基程度

の設置を目標としている。しかし、平成 26年度、平成 27年度の実績と平成 28年

度の見込みを合わせると 3ヶ年平均は 251基となり、単年度目標に対して 64基不

足している状況である。汚水処理人口普及率の目標達成のために、浄化槽を設置

しやすい環境づくりを推進する必要があった。 

内容 浄化槽整備基数を増やすため、浄化槽設置整備事業補助の実施区域全域を対象

とした新しい補助制度を平成 29年度から実施した。具体的には、自治会等を単位

とした 2 戸以上のグループで浄化槽の設置を行う場合、グループに属する戸数に

応じて標準工事費の 2%～10%を、既存の補助金に対し上乗せして補助を行うとい

うものである。 

人槽区分 

浄化槽設置整備

補助（標準工事の

60%） 

グループ設置費補助の上乗せ後 

2～3戸（62%） 4～9戸（65%） 10戸以上（70%） 

5人槽 529,000円 547,000円 573,000 円 617,000円 

7人槽 662,000円 684,000円 718,000 円 772,000円 

10人槽 897,000円 927,000円 972,000 円 1,047,000円 

図 補助金額 

導入効果 2 戸以上のグループを対象としたことで、まとまった単位の浄化槽設置を進め

ることができる。 

検討のポ

イント 

（ 課 題

等） 

制度を利用して浄化槽を設置するか否かのほかに、設置する場合、どこまで範

囲を１つのグループとして申請するかなど、制度を利用するには様々な事項を近

隣住民同士で話し合う必要がある。普段から近所付き合い等のコミュニケーショ

ンがある地域でなければ、話合いを始めるところから困難が生じることが予想さ

れる。住民同士がスムーズに相談、検討できるような環境づくり、仕組みづくり

が必要である。 

参考資料  一関市汚水処理計画（平成 29年 2月） 

 平成 28 年度一関市汚水処理計画推進会 資料 2「浄化槽グループ設置補助金」（平成 29年

3月） 
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1.3.7 広域的浄化槽行政組織の設立による自治体の負担軽減 

事業体名 埼玉県 

導入時期 平成 26 年度 

概要 埼玉県では合併処理浄化槽への転換を推進するに当たり、個人に代わって

市町村が浄化槽を設置する「市町村整備型」を柱としていたが、財政負担の

大きさや計画的な整備が困難なことが課題となっていた。課題を解消すべく、

協議会、一部事務組合等の広域行政組織による浄化槽整備の導入を検討した。 

導入の背景 

 

平成 23 年に策定した生活排水処理施設整備構想では、平成 37 年度までに

生活排水処理人口普及率 100％達成という目標を掲げている。合併処理浄化槽

への転換を推進するに当たり、個人負担の低減と計画的な整備を目指し「市

町村整備型」を推進していたが、「原則市町村単位で事業を実施しているた

め複数の市町村をまたがる河川の流域全体で計画的な整備が困難」、「市町

村職員の事務負担、財政負担が大きい」などの課題があった。 

内容 計画的整備が難しいという課題を解決すべく、市町村単独ではなく、一部

事務組合など広域行政組織による「市町村整備型」の導入を検討した。 

浄化槽行政の広域化に当たっては、新しく広域的組織を組成するための負

担削減の観点から、下水道組合などの既存の一部事務組合の活用が最適であ

り、市町村協議会や機関等の共同設置、といった手法での実現も適した手法

であると整理された。 

市町村整備型を運営した場合の財政負担についても広域行政組織によって

削減効果が生じることが整理されている。 

例えば、既存の一部事務組合を活用した広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合（年間 100 基程度を整備して維持管理する場合）、単一の市

町村で市町村整備型を行うよりも、整備費用、市町村職員人件費が低く抑え

られ、費用が 15％（一般会計支出額で 700～1,700万円／年程度）削減される

ことが示されている。 

さらに、市町村の事務負担についても、広域行政組織による市町村整備型

を実施した場合、単一の市町村で市町村整備型を行うよりも、年間人員で 0.2

～0.5人／年程度削減されることが示されている。 

導入効果 一部事務組合など広域行政組織による浄化槽整備により、一般会計支出額

は 700～1,700 万円／年程度削減され、人員も 0.2～0.5 人／年削減すること

ができる。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

県内市町村の判断材料となるよう財務負担や事務負担などの浄化槽整備の

事業採算性に係る情報について現状分析を行い、広域的浄化槽行政実現によ

る財務負担、事務負担の改善効果についての分析を実施することで、県内市

町村に対し具体的かつ説得力のある提案を行うことができる。 

参考資料 広域行政組織による浄化槽市町村整備型の導入推進について(埼玉県環境部水環境課浄化

槽・川の国応援団担当) 
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1.3.8 PFI 方式による浄化槽整備推進事業 

事業体名 愛媛県愛南町 

導入時期 平成 22 年度 

概要 平成 22年 10月から PFI方式による愛南町営浄化槽整備推進事業を実施し、

一部区域を除いた町内全域における浄化槽の設置と維持管理を開始した。PFI

とは公共施設等の設計や建設、維持管理及び運営に民間事業者の資金や技術

力、ノウハウ等を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効

率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る考え方のことである。 

導入の背景 

 

愛南町は農業・漁業集落排水事業の集合処理を除いて、町全域で浄化槽設

置整備事業（個人設置型）による生活排水の個別処理が進められていた。愛

南町は平成 16年に南宇和郡の旧 5町村の合併により誕生した町で、合併前の

事業を個別に実施しており、町全体として効率的な整備ではなかった。 

内容 町全体でより効率的に浄化槽設置整備事業を行うために、平成 22 年 10 月

より農業・漁業集落排水施設整備事業区域を除いた町内全域を対象とした愛

南町営浄化槽整備推進事業を実施した。自治体が設置主体となる場合、事業

導入に伴う事務量増加による人員確保の問題等が生じるが、PFI方式により事

業の展開に必要な一連の業務を民間事業者に委託し、自治体の事務負担を軽

減することができた。 

導入効果 町営浄化槽整備推進事業を開始した平成 22年度前後では、汚水処理人口普

及率の伸び率が向上した。 

表 汚水処理人口普及率 

 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

浄化槽設置は促進されているが、目標計画基数には達していない。要因の

1 つとしてすでにトイレが水洗化され転換の必要性を感じていない住民が多

いことが挙げられる。今後住民に対し、さらなる生活排水対策の重要性と効

果の周知徹底と積極的な啓発活動を進めることが重要である。 

参考資料  特定非営利活動法人日本 PFI・PPP協会公式サイト 

 PFI方式による町営浄化槽整備推進事業について（愛媛県愛南町環境衛生課） 

 愛媛県公式サイト 

 

 

 

 

 

 

 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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1.3.9 浄化槽事務の民間委託 

事業体名 群馬県太田市 

導入時期 平成 22 年度 

概要 太田市では、浄化槽業務を民間委託することにより、委託前に比べ年間 2人分の

市職員の事務負担を削減した。 

導入の背景 

 

 平成 18年度より導入された市町村設置型の事業対象範囲拡大に伴う事務負担増

への対応が急務であった。委託先は、従来水道施設の運用管理を主とする事業者で

あり、平成 20年度に水道企業団と下水道局とが一体化された際から一部の下水道

運用事務を委託していた。市の事務に詳しいことから、浄化槽関連事務の委託の受

け皿となった。 

内容 太田市では市町村整備型を 6地区で実施しており、その他の浄化槽整備区域は個

人設置型で整備を行っている。 

個人設置型の運営に係る事務は、平成 22年より市内事業者に業務委託をしてい

る。市内事業者の社員 1名が庁舎の課内に常駐し、電話応対から補助金受理事務ま

で一連の事務を担当している。事務に係る負担は年間 0.6 人程度であるが、委託前

は実質職員 1名を配置しており、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減され

た。 

一方、市町村設置型の運営に係る事務は、市内の NPO法人に一括委託している。

保守点検・清掃・法定検査受検等の運用管理のほか、物件ごとの情報入力や台帳管

理までを含めて委託している。年間事務負担は実質 1名程度であり、個人設置型と

同様、業務委託により職員 1名分の事務負担が軽減された。 

導入効果 ‧ 業務委託により、年間最低 2名分の事務負担が軽減された。委託前、繁忙期には

職員を増して対応していたが、現在は委託先が柔軟に対応をしてくれ、実質１名

以上の事務負担があったものと考えられる。 

‧ 太田市職員一人あたりの年間人件費が削減され、業務委託により市の職員が業務

を行うよりも安価に、かつ効果的に浄化槽が整備できており、実際の支出額は見

積額よりも低いものと想定される。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

・ 下水道事業運用を始め、行政事務等の受託経験のある事業者の存在が必要。 

・ 市町村・都道府県等の単位での委託事業者情報の共有が望ましい。 

 

参考資料 広域的浄化槽行政シミュレーション委託報告書（埼玉県、平成２６年度） 

 

 

 

 

 

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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1.4 その他 

1.4.1 指定検査機関と連携した浄化槽台帳の整備 

事業体名 群馬県 

導入時期 平成 21 年度 

概要 適正な汚水処理施設整備計画を策定し、法定検査の実施率を向上すること

を目的として、浄化槽台帳の精度の向上を目指した。 

導入の背景 

 

浄化槽を設置または廃止する際は市町村への申請が必要であるが無届が多

く、浄化槽台帳の精度の向上が困難であった。浄化槽台帳の精度が低いため

に、適正な汚水処理施設整備計画が策定できない、法定検査の実施率が低い

等の課題があり、浄化槽台帳の精度向上が急務であった。 

内容 データベースとして未整備であった浄化槽台帳について、群馬県は公益財

団法人 群馬県環境検査事業団（以下、「（財）群馬県環境検査事業団」と

いう）に浄化槽の設置や廃止に関する申請情報をデータベース化する業務を

委託した。浄化槽の設置情報は、住民から市町村に提出された補助申請や設

置届に係る情報を（財）群馬県環境検査事業団に提供し、浄化槽台帳を精査

する仕組みにした。また、各地方事務所が巡回や法定検査中に確認した新た

な建築物の情報や浄化槽の廃止情報も台帳と照合して反映する仕組みとし

た。浄化槽台帳の全データは、群馬県廃棄物政策課へ年に 1 度、県の出先機

関である各地方事務所へ月に 1 度報告され、それぞれで台帳の整備状況が確

認されている。 

 

図 群馬県における浄化槽台帳の管理システムのフロー 

導入効果  浄化槽台帳の精度が向上することで、汚水処理施設整備計画の策定や法定

検査の実施が促進される。 

 副次的な効果として、住民の合併処理浄化槽に対する信頼の向上や単独処

理浄化槽を設置している住民に対する転換の促進につながった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽台帳の精度を高めるためには、県が中心となって各所から提出され

るデータを集約する仕組みを構築する必要がある。 

 浄化槽台帳の汎用性を高めるため、全ての市町村が適宜目的に応じた様式

で利用できるようデータベースを構築する必要がある。 

参考資料 「平成 21年度単独処理浄化槽転換施策事例集」（平成 22年 3月） 

群馬県 廃棄物政策課

（財）群馬県環境検査事業団
個人情報保護のため1名の専任オペレーター

が管理、データベース化

浄化槽の巡回、
法定検査等を担う
各地方事務所

(群馬県の出先機関)

台帳の
検査結果
（月1回）

巡回・検査
の情報

市町村住民

必要に応じて 設置・廃止
申請情報

台帳の
検査結果
（年1回）

台帳検査を
委託

設置・廃止申請

単独転換 人材確保 住民意識 市町村設置型 台帳整備 法定検査受検率 
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1.4.2 災害対策を見込んだ汚水処理計画 

事業体名 佐賀県嬉野市 

導入時期 平成 29 年度 

概要 嬉野市では災害リスクが高い地域性を踏まえ、災害対応力の高い浄化槽に

よる汚水処理施設の整備を検討している。整備を進めるにあたり、各汚水処

理施設の設置や維持管理のコスト比較を行ったところ、公共下水道区域を見

直した上で浄化槽の整備を進める方針が適していることが判明した。 

導入の背景 

 

嬉野市の汚水処理人口普及率は 59.5%であり、全国の 89.5%に比べ低い水準

となっている。本市で将来起こり得る人口減少や最大震度 6 強の地震を想定

した上で、今後の汚水処理施設の整備と普及を検討する必要があった。 

内容 浄化槽は個別分散型施設であるため、地震等の災害が起こった場合でも電

源が確保できれば復旧に日数を要さないという特徴を持っており、嬉野市の

ような災害リスクが高い地域には適した汚水処理施設である。また汚水処理

施設の整備にあたっては、住宅の集積率などの条件により集合処理の方が低

コストとなる地域と個別処理の方が低コストとなる場合がある。本市におけ

る各汚水処理施設間でのコスト比較の結果、主に住宅散在地において公共下

水道より浄化槽の方が低コストとなることが判明した。この結果を受けて、

嬉野市は公共下水道区域を 494ha から 395ha に縮小した上で、浄化槽整備を

推し進める計画を策定した。 

導入効果 下水道計画区域の見直し前までは、年 1.1%程度のペースで汚水処理人口普

及率が向上していたが、見直し後は平成 27 年度末から平成 32 年度末までに

61.1%から 70.2%まで向上する見込みとなった。 

検討のポイ

ント 

（課題等） 

 浄化槽設置事業を円滑に進めるため、汚水処理施設の整備計画策定の際に

住民説明会を実施し、住民のニーズ把握と理解を得ることに注力した。 

 浄化槽の災害対応力の高さを住民に理解頂くためには、災害時の損害額や

修繕コストなどの定量的なデータを示すことが必要である。 

参考資料  「嬉野市の浄化槽整備事業」（平成 28年） 

 「佐賀県地域防災計画」（平成 29年 3月） 

 「「誘う・魅せる・親しむ」嬉野まちづくり計画」（平成 28年 8月） 

 国土交通省「汚水処理システムの最適化」 
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2. 浄化槽広報コンテンツ 

2.1 浄化槽を説明する動画 

2.1.1 「浄化槽で水をきれいに！」 

(1) 概要 

浄化槽とは何か、を端的に説明した、計 1 分 30 秒の動画です。 

浄化槽が郊外に設置される、下水道と同等の処理性能を有する設備であり、日々の暮らし

で出た生活排水を処理できることが説明されます。 

その後、単独処理浄化槽は、暮らしの中で使った、風呂や台所の水をきれいにせず流して

しまい、川や水路といった身近な水を汚してしまうことを説明します。 

(2) 使用機会 

具体的な使用機会としては、住民説明会の冒頭などでの浄化槽説明や、単独処理浄化槽使

用世帯への戸別訪問の際の説明といった機会が想定されます。 

経験のない市町村職員の方や、関連事業者の方でも、標準的なご説明が可能です。 

 

(3) 構成 
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2.2 広報誌の活用 

広報誌の作成・配付は、殆どの市町村が実施している広報手段であり、市町村が広報誌を

発行していることは、日本国民の中で非常によく知られています。 

浄化槽の情報発信について、広報誌の紙面に記事を掲載している市町村は非常に多くあり

ます。全ての住民の方が一つ一つの記事を注意深く読むものではないため、掲載記事が全て

の住民に認知されることは難しいものですが、広報誌に浄化槽の情報を記載し、発信するこ

とは、次の点から大きな意味を持ちます。 

市町村の広報誌は、「市町村が発信した情報が掲載されているもの」であると、広く日本

中の住民の方が認識しています。例えば、単独転換に当たって設置工事事業者が戸別訪問を

行い、単独転換の話を持ちかける際に広報誌を用いることで、「単独転換が市町村としての

依頼事項」であり、「補助事業のことも掲載されており、信憑性が高い」という納得感・信

頼感を住民が感じることができます。 

このような側面から、広報誌の活用は浄化槽の情報周知に非常に有効な手段です。 

 

2.2.1 広報誌掲載事例 

広報「きほう」では、シリーズ浄化槽を毎月連載。2017 年 12 月で 124 回目を迎える。町

役場職員の顔写真入りで、短く読める記事のコーナーを設けるなど、読んでもらう工夫を取

り入れている。 
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2.2.2 目的別広報誌記事例 

(1) 単独転換周知 

1) 三重県紀宝町 広報きほう 平成 19 年 8 月発行 

みなさんの家庭から出ている「し尿」や「生活雑排水」は、浄化槽によって浄化され、家庭近く

の排水路などを流れて、河川に放流されています。浄化槽には、トイレから出る排水（し尿）の

みを処理する単独処理浄化槽と、トイレから出る排水（し尿）と台所・風呂・洗濯などの生活排

水を合わせて処理する合併処理浄化槽があります。～以下略～ 
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2) 愛知県半田市 
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3) 静岡県富士市 平成 29 年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（表面） 
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(2) 補助制度周知 

1) 茨城県取手市 広報とりで 平成 28 年 4 月発行 

合併処理浄化槽は、し尿だけでなく、家庭の雑排水も処理するため、水質環境の浄化に大

きな効果があります。市では、住宅へ合併処理浄化槽を新たに設置する方や、既存単独浄化

槽を撤去して合併処理浄化槽を設置する方に、予算内で費用の一部を補助します。 

 

 

2) 北海道白糠町 
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3) 静岡県富士市 平成 29 年度富士市浄化槽設置費補助金制度 パンフレット（裏面） 

 

(3) 計画区域見直し説明会 

北海道八雲町 広報やくも 平成 29 年 11 月発行 



 

参考 32 

 

八雲町の下水道事業は、人口減少による汚水量の減少により、下水道使用料収入は減少し

ていく一方、施設の老朽化が進んできているため、施設の修繕や更新にかかる費用が増加傾

向にあり、今後は厳しい経営事情となっていくことが予想されています。～中略～下水道を

整備することが有効でないと判断し、大きな状況変化のない限り下水道整備を凍結し、合併

処理浄化槽の推進により、生活環境の向上と環境保全に努めていきたいと考えています。つ

きましては、次の日程により説明会を開催しますので、お集まりくださいますようお願いし

ます。～以下、日時や場所を略～ 

 

2.2.3 維持管理周知 

(1) 茨城県利根町（広報とね 平成 29 年 12 月発行） 
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(2) 三重県四日市市（広報よっかいち 平成 29 年 10 月上旬号） 

 

2.2.4 市町村設置型の周知 

(1) 佐賀市 

合併処理処理浄化槽の設置に「市営浄化槽事業」をご利用ください ～以下略～ 

▶市営浄化槽事業のメリットは？ 

少ない負担で合併処理浄化槽を設置できます。～中略～維持管理（保守点検・清掃・法定検査）

は、上下水道局が主体となって行い、専門業者に委託しています。 
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▶市営浄化槽事業の使用料は？ 

人槽によって決まります。個人で契約している管理料金と比べてみてください。 

 

 

(2) 三重県紀宝町 広報きほう 平成 29 年 12 月発行 

町営浄化槽事業では、台風による水害などの自然災害時でも、町の負担で修繕などの維持

管理を行っています。～中略～町営浄化槽がこのような被害にあった場合は、ブロアーの修

繕や交換を町の負担で行うことになりますので、利用者の方々から月々の使用料（表①参照）

以外の費用をいただくことはありません。～中略～このように、町管理の浄化槽は、災害時

にも安心ですので、ぜひ、設置替えや寄付などで町管理の浄化槽への変更をご検討ください。 
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2.2.5 浄化槽の日 

各市町村が 10 月号の広報誌に「10 月 1 日は「浄化槽の日」」であることを伝える記事を

発行している。内容は維持管理の注意事項に関する記事が多く見られる。 

(1) 佐賀県小城市（市報「さくら」平成 27 年 10 月号） 

 

(2) 大阪府吹田市（市報すいた平成 27 年 10 月） 
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(3) 佐賀県多久市（市報「たく日和」平成 29 年 10 月号） 
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(4) 佐賀県佐賀市（市報さが 平成 28 年 10 月号） 

 

2.3 補助制度パンフレット事例 

ここでは、平成 29 年度モデル事業において作成した補助事業のパンフレットと、他市町
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村における補助制度パンフレットの事例を紹介します。 

2.3.1 愛知県美浜町の補助事業パンフレット事例 
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2.3.2 パンフレット作成のポイント 

パンフレット作成の際のポイントを以下に示します。 

 

 

2.3.3 補助事業パンフレット事例 

他自治体の補助事業のパンフレット事例を以下に示します。 
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(1) 徳島県愛染町 （計２ページ） 

 



 

参考 41 
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(2) 青森県五所川原市 （計４ページ） 
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2.4 浄化槽について紹介する、住民向けパンフレット事例 

2.4.1 「浄化槽を使って、身近な水をきれいにしましょう！」 
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2.4.2 環境省、浄化槽の利点を活かした地域づくり（平成 30 年 3 月） 
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浄化槽整備推進施策 事例集  

平成 30 年３月 

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度地域くらしの水環境整備促進調査業務 

報告書 

 

平成 30 年 3 月 

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 浄化槽推進室 

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます  

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にした

がい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。 


