
提出された意見 

提出された意見は原文のまま掲載しています。 
なお、個人情報及び特定の都市名等に関するものは割愛（     ）しています。 
 

意見 No.1 
今回、発表された公共下水道整備区域見直し（案）を拝見し、極めて妥当なものと感じ

ました。 
その理由として、今後 10 年の限られた期間でしか下水道の新規事業が出来ないという制

約のもと、市街化区域内の未整備地区に対しては、法律的にも担保されており整備するこ

とは当然のことであります。 
詰まるところ、市街化調整区域の下水道として整備すべき地区のしぼり込みに尽きると

いうことは自明の理です。 
今回の報告書では、そのしぼり込みの手順が示され、結果として、従前の計画より大幅

に縮小された 28ha が下水道として整備する対象区域として示されました。 
この 28ha は費用対効果、さらには住民意識の面からしても十分納得出来る区域設定であ

ると思います。 
ぜひともこの案で確定され、実行に移していただきたくお願いします。 
ちなみに、今回の見直し案で採択予定地区とされている名鉄団地の一住民として申し上

げるなら、下水道への接続は住民の長年にわたる願望であり、インフラ面に於ても団地内

の面的下水道整備が完了しており、かつ市街化区域にも隣接し費用対効果、大であると確

信しております。 
ひとえに、この案を確定していただくようお願いします。 
 
 

意見 No.2 
 市の財政状況、市の下水道整備の借金は 27.3％、約３割の 171 億円と多額となっている。

国の補助金内容の変更など、きびしい状況となっている。 
 市街化調整区域の評価方法、費用対効果は納得できる。 
稲沢市公共下水道、整備区域見直し（案）には賛成です。 

 
 
 
 
 
 



意見 No.3 
 ・構想を見直す背景については理解できた 
 ・現状および課題についても理解できた 
 ・今後の改築更新事業と新規整備による財政圧迫による住民サービスへの影響が懸念さ

れるのであれば、整備区域の見直しは、致し方ないことと判断します 
 ・市街化調整区域の住民の希望についても理解できた 
 ・見直し結果および今後の計画についても概ね理解できた 
 
 当地域が市街化調整区域における整備予定区域とされて、10 年（以前より短期間）の方

針が示されたことは、評価に値すべきことだと考えます。 
 以上、よろしくお願い申し上げます。 
 
 
意見 No.4 
 このままおし進めると市が提供する福祉や教育など他の住民サービスに影響します。そ

のために見直し（縮小）の基本方針には、賛成します。只、住民アンケート調査によると

２/３以上の世帯が下水道を希望されている。 
 前回の構想面積との比較結果によると公共下水道 1,273ha の減少は大きすぎないか、減

少分は合併浄化槽にもっていっているが、バランスはとれますが、２/３以上の世帯が下水

道を希望、この数字はどうなるのか。今後 10 年で新規の整備を終える方針では仕方のない

方法かも知れませんが、少し気になります。 
 
 
意見 No.5 
このたびの稲沢市汚水適正処理構想の見直し（案）により名鉄団地の下水道事業が早く

やっていただけるのを感謝しています。 
下水道工事の際、個々の家の工事の費用を少しでも補助していただけると幸いです。 
 
 

意見 No.6 
  今年（平成 27 年）合併浄化槽に切り替えました。 
  今回、汚水適正処理構想で、松野町が計画に入っている事を町内役員から聞き、知り

ました。公共下水道に接続された時、切り替えなくてはいけないですか？ 
切り替えたら、費用はどれ位かかるのか。 
行政の補助があるのか心配です。 
将来的には、賛成ですが早期に接続を願いします。 



意見 No.7 
 今回の見直し（案）は、市街化調整区域に対しても、下水道事業としての経済性、経営

性を考慮し、アンケートによる住民の要望にも配慮して絞り込みを行い、整備対象とされ

たことは高く評価できると思います。 
 私は名鉄団地に住んでいますが、当団地の集中浄化槽は単独浄化槽でして約 300 件が利

用しています。しかし、設置後ほぼ半世紀を迎え、老朽化により維持費用は日を追って増

加しています。平成 25年度から、約三千万円をかけ４年計画で延命工事を進めていますが、

過去の例からみれば工事を了した後十年も経過すれば、さらに大きな補修が必要となるの

は必定です。リタイアした年金生活世帯が半数超にならんとする当団地には大きな負担で

す。是非とも計画期間内（平成 37 年まで）での整備をお願いするものです。 
 団地発足時からの約 300 世帯はすべてが集中浄化槽に頼っている実情から、全件が下水

に接続するのは確実といえます。「処理構想図」では松野町、中之庄新町も対象とされてい

ますが、両町とも状況は同じと思います。その意味では、この三地区の下水道の整備は、

即全世帯の接続が見込まれるものであり、経営面からみた効率性にも一定の貢献ができる

ものと思います。そして、三地区住民の、3,000 人は優に超えると思いますが、住環境の改

善にも大きく寄与するものです。今回の見直し（案）の早期実現を重ねてお願いしたく思

うものです。 
 
 
意見 No.8 
 当地区（名鉄団地）は住宅密集地域ですが、市街化調整区域のため、なかなか公共下水

道計画案に入れていただけませんでした。 
 設置よりほぼ 50年経過した単独の集中浄化槽に多額の費用をかけて維持に努めています

が、どれだけ費用をかけても耐用年数には限りがあります。今から合併集中浄化槽を設置

するのは不可能であり、個々で合併浄化槽を設置するにも、多額の費用が必要であり、そ

れでは稲沢市より補助金を受けて整備した下水管が無駄になってしまいます。 
 この計画なら、おおむね 10 年ほどで公共下水道に接続可能であり大変ありがたく、ぜひ

見直し案通りに実行されます事を願います。 
 公共下水道に接続されれば、浄化槽の維持や、どぶ掃除から解放され、高齢化が進んで

いる当地区には大きなメリットがあります。 
 さらには、現在空き家となっているところにも、若い世代が増えるでしょう。よろしく

お願いいたします。 
 
 
 
 



意見 No.9 
 私は市街化調整区域である名鉄大里団地に住んでいます。 
 当団地の問題点は高齢化が進み若者の働き手が減少していること。老人が増えているこ

と。そのため、自治会費の徴収すらもスムーズに行かないことが起ります。一方では家屋

の改築が盛んに行われています。そのような状況の中で、当団地の集中浄化槽は老朽化が

進み、多額の費用を掛けて、年々、改修・補修をしています。しかし、改修・補修も限界

があり、ほぼ来年度で各装置の一応の補修は完了しますが、長期の寿命は期待出来ません。

寿命のある内に稲沢市の下水管に接続していただくよう、切に、お願い致します。 
 
 
意見 No.10 
 下水道整備区域に加えていただき、ありがとうございました。長年にわたる溝そうじ、

先のみえない悩みでした。修理だらけの浄化槽も壊れる寸前、自分たちではどうしようも

できない無力さも感じておりました。 
あと何年かすれば・・・と思うと明るい光がみえてきました。 
今後ともよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



意見 No.11 
 今回の整備区域見直し（案）について、名鉄団地住民の長年の要望を組み込んでいただ

き大変有り難く受け止めています。 
 私は、結婚して以来 35 年間、名鉄団地に住んでいます。組長も６回経験し、自治会活動

にも深く関わらせていただいてきました。 
 35 年間、組ごとで月１回のドブ掃除を行ってきました。結婚当初は、７人で行っていた

ドブ掃除も現在は４人で行っています。出られなくなった３人は、高齢になられて、ドブ

掃除が体力的に無理になったのです。昨年は、高齢独居の女性がドブ掃除中に転倒されて

大腿骨の骨折。救急車で病院に搬送。手術をされたものの歩行困難。結局自宅には戻れず、

施設に入居され、家は空き家になりました。 
 また、自治会活動においても、最大の懸案事項は「浄化槽の老朽化に伴う維持と負担」

です。平成１６年度の組長時には、「保守点検年間契約・・・798,840 円、浄化槽処理施設

改修工事・・・23,100,000 円（平成 16 年 11 月 26 日）」を支払う補修をしました。 
 平成 25 年度の組長時は、４年計画で約 3,000 万円をかけて集中浄化槽延命のために必要

な大きな補修工事を進めることになりました。来年 28 年度には、「ばっき槽 2・沈殿処理槽

工事」を予算 900 万円余で行う予定になっています。 
 集中浄化槽は、名鉄団地 300 世帯余が依存し、毎日の安心・安全な生活を維持するため

に不可欠な施設です。しかし、設置後、45 年以上も経過して老朽化した施設・設備は、住

民の大きな不安でもあります。高齢化率 40％の名鉄団地では、（年金暮らしの我が家にとっ

ても）金銭的負担も大きな不安です。 
 今回提示された「下水道整備計画期間内（平成 37 年まで）」の整備の実現を切にお願い

致します。 
 今回の計画にしたがって、順次整備され、名鉄団地も公共下水道に接続されれば、住環

境改善につながります。稲沢市の補助金を受けて整備した下水管も有効に機能します。多

くの高齢者にとっては、ドブ掃除から解放されることは、大変有り難いことです。 
 また、現在空き家も目立ちますが、若い世代に安心して引き継げる団地になります。 
 重ねて、今回の見直し（案）の実現をお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



意見 No.12 
 単独浄化槽使用者ですが、設置後 40 年になり、時々故障が生じます。その時には、交換

部品もなく、特注せざるを得ません。 
今後、更に老朽化が進むので不安です。 
この様な折りに、下水道計画案が示され、『松野町』がその中に入っており感謝していま

す。 
これは私のみならず町内多数の皆さんも同感のことだと思います。 
是非、公共下水道整備を実現頂きますようお願いします。 

 
 
意見 No.13 
 該当地区（日下部松野町１丁目駐車場の地権者です） 
 賛成します 
 市街化区域での整備は如何ですか？ 
 調整区域での整備は悩ましい問題が発生すると思いますが、充分な説明をされ、早期に

計画が実施される事を望みます 
 
 
意見 No.14 
 この度、整備区域の見直し（案）により「南部幹線」が廃止となる中、「中之庄・松野町・

名鉄団地」の三地区は従来の流域からは「南部幹線」への接続流域と考えられますが、今

般の見直しによっては流域変更によって北上を余儀なくされると思はれます。 
 その際、ポンプ圧送による送水管路となりますが、いかがでしょうか？ 
 松野町としては一日も早く公共下水の接続を切望するものです。 
 管路計画が明示されましたら、町内としてご協力させて頂く所存です。 
 勝手ながら何卒早期な実施に向け、ご尽力下さるようお願い申し上げます。 
 
 
意見 No.15 
今般、公共下水道の整備区域見直しの結果、当、松野町が整備区域として検討がなされ

る事となり、大変喜ばしく受けとめている所です。 
 そこでコメントさせて頂きます。 
 団地内管路の撤去及び集中浄化槽の撤去費用においては地元の負担を少しでも軽減して、

可能な限り行政負担で整備を行って頂けるよう重ねてお願いします。 
 
 



意見 No.16 
 昨年我家の数百メートルの清洲市西市場一帯に下水道が敷設され「住みよい街つくり」

で稲沢は遅れをとっていると思いガッカリでした。また、息子に「近くに住め」と言うと

「公共下水も無い所には住みたくない」と断られています。 

今回の見直し案に当地区が組み込まれたことは大変ありがたく、名古屋まで 10 数分のベ

ッドタウン化にも大いに明るい未来が見えてきた感じです。 

今回の見直し案には大賛成です。 

以下に私なりの要望・コメントを提出させていただきます。 

1．我が地区への下水道敷設が平成何年からになるのか？早期に計画を固めて市民（住人） 
に知らせてください。（高齢の私が 10 年後に存命しているか？の不安もあります） 

2．上記計画により古い単独浄化槽利用者等が合併槽・公共下水道への切り替え計画をたて

やすくなり、ひいては公共下水道開通時の加入者増に繋げられると思います。 
3．また、公共下水道の時期が明確になれば、早期に自己負担金の積立により金銭上の負担

の平準化も可能となります。 
4．敷設時期が明確になれば地区の皆さんとも話し合いの場を持ち、連帯して上記への対応

準備を早期に可能にすることが出来そうです。 
5．１戸の概算負担金を○○～○○万円とお知らせください。 

今回の整備計画の見直しには大賛成です。我が市の最も名古屋に近い東南部に公共下水

道が敷設されるのは、名古屋市職場へのベッドタウンとして将来の人口増にも寄与するも

のと考えます。（市街化調整地区から市街化地区への転換も必要だが）また、東西の本管幹

線が出来ると、いつか将来に途中地区への下水道化を進める時の負担軽減に繋がると考え

ます。 
市上下水道部長はじめ担当の皆様方の努力に感謝を申しあげます。今回の見直し案で決

定されますよう引き続きのご努力をよろしくお願い申しあげます。 良い新年を！！！以

上 

 

 

意見 No.17 
 公共下水道の整備区域として、私共の町が対象となり、大変うれしく思うと共に、行政

の決断に対し改めて敬意を表したいと思います。 
 ただうれしく思うだけでなく、町内より私の所に様々な問題、相談が寄せられておりま

す。 
 たとえば半数以上が高齢者（60 才以上）なので、下水道の施設が設置される負担額はど

の位必要か、又設置以降の水道代は？等の負担額の問題、借家で住んでみえる方より、対

大家との交渉は？等個別な問題、負担額は各戸諸条件により違ってくるのは、当然と思い

ますが、各戸それぞれの問題事を解決していくよう、努力していかれる事を望みます。 



意見 No.18 
 今回松野町が計画に入り、喜んでいます。 
 町内が出来 50 年近くなります。それと共に、以前から下水管も老朽化していました。Ｅ

Ｍ菌放流活動する前は、下水管の詰まりはよくあり、その都度、役員ボランティアは対応

に苦労していました。10 年位前から、ボランティア Gr が EM 菌放流活動を始め、町民の

理解と協力を得て、以前に比べ、下水管の詰まりは大幅に減りました。 
 しかし、町民の高齢化に伴い、ボランティア Gr のメンバーも高齢化になり、月に２回行

なっている EM 菌２次活性液の製造、放流活動も体力的に苦痛になってきました。「公共下

水道が接続されるまでガンバロー」を合言葉に仲間と老体に鞭打って活動していますが、

一日も早く接続される事を強く願っています。 
 
 
意見 No.19 
日下部松野町は調整区域で（高齢化が進み）一番の不安事は汚水処理の問題です。 
私達が（高齢化 60 歳以上が 49％）元気なうちに公共下水道の接続を願います。 
年次事業計画を早期整備していただき、「安心、安全」快適な生活環境をめざす。 
将来的には早期に接続を願います。 
又地元説明会をしていただき感謝しています。 

 
 
意見 No.20 
松野町に公共下水道が整備される事に、私は非常にありがたいと思います。 
受益者負担は単年度一括負担若しくは、分割負担ですか、説明会を開催していただきた

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



意見 No.21 
来年度日下部松野町、町内会長及び日下部松野町２丁目区長の重責を担うものとして、

一つ御提案をさせていただきたいと思います。 
私共町内ができて、50 年近くたっており集中浄化槽も劣化し、また維持していく為のボ

ランティアの方々も高齢化しており様々に問題をかかえております。 
そんな最中公共下水道の 10 ヶ年計画が提示され、それも悲願である松野町にその事業計

画が組み入れられている事は非常に喜ばしい事です。私達も積極的に市への協力をしてい

きたいと考えています。 
とはいえ、町民には関連する問題がいっぱいあるかと考えております。 
是非地元への周知徹底と全町民に理解してもらうため地元説明会を早期開催していただ

くようお願いします。 
 
 
意見 No.22 
区長経験者ですが、今回調整区域の松野町が平成 37 年迄に接続される計画に入り、あり

がとうございます。毎年、市長への要望で公共下水道の早期接続をお願いしていましたが、

調整区域なのでいつ実現するか半信半疑でした。 
先輩区長から代々引き継がれている願いが具体化される見通しになり喜んでいます。 
計画通り実行される事を強く願います。 
町民の理解と個人負担金の理解を得る為にも年次計画の発表と、早い段階で地元説明会

を行なってもらえますか。 
松野町としても、スムーズに計画が実行される為にも町民へ理解していただけるよう、

働きかけを計画しなくてはと思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



意見 No.23 
「今回の汚水適正処理構想見直し案に賛成する」 
私どもの住む中之庄新町（行政区）は、当市まちづくり構想の団地誘致策を受けて、昭

和 36 年発足。その後あいついで近隣の日下部松野や名鉄団地が誕生、名鉄大里駅周辺を含

め市街化調整区域でありながら人口集中の住宅街が出来上った。なお、各団地何れも下水

処理施設として独自の集中浄化槽を保有した。 
我が中之庄新町は単独型集中浄化槽 600 人用２基（欧米式散水ろ床型）を設置（昭和 36

年）。昭和 50 年代以降、町内事業として長期整備計画のもと、導水下水管全面布設替（PVC
へ）槽本体補強、散水樋取替（PVC）等々、施設の維持管理に努めてきた。しかし半世紀

を超える 55 年の歳月は設備の寿命に予断を許さ無くなっている。また、単独型のため求め

られる合併浄化槽への変換を考え合わせたとき、その解決策は我が町が永年、市当局へ訴

え続けた「公共下水道への接続」以外には無い。 
今回の見直し案は中之庄新町全体の強い要望に沿うものであり、案の決定とその整備を

切望いたします。 
 
 
意見 No.24 
中之庄新町を、下記の理由により今回の下水道整備見直し案に従って、推進していただ

くことを強く要望いたします。 
・中之庄新町に設置されている、浄化槽（２基）は設置後 54 年になり、耐用年数 40 年

を大きく過ぎ、みえない部分も含めて老朽化が激しいと思われます。 
このため、トイレ等の使用不能状況がいつ起こっても、おかしくない状態です。 

・50 年前の環境基準に基づいて設置され、現在の性能基準にまったく適合していないと

思われるので、浄化槽の排水が知らぬ間に著しい環境汚染を引き起こしていると思わ

れます。 
・耐震性も劣ると思われるので、地震時による使用不能や破損による汚水の漏れ等も考

えられます。 
 
 
意見 No.25 
中之庄新町は２基の集中浄化槽で汚水処理を行い、福田川河川に流出処理も、老朽化に

よるトラブルが多くなり、近隣の住民の方々は困る事が多くなってきています。各家庭か

ら出た汚水を下水処理場にて処理していただく事を、特に中之庄新町住民は望んでいます。

今回の取組見直し案により改修される事を切に要望します。 
 
 



意見 No.26 
私の住む中之庄新町は、町内の 220 世帯用に単独型集中浄化槽２基で下水処理を行って

おりますが、50 年余り前に団地造成時に一緒に設置された浄化槽で、老朽化が進み、いつ

使用不能になるか分からない、という不安を抱え、改修工事をしながら使用しております。

浄化槽が使用不能になるような事態が起きると、たちまちトイレが使えなくなり、住民の

生活に重大な影響が発生することになります。 
このため、町内会として、対策を検討してきましたが、町内会独自では実現可能な方法

が見つからず、市の進める公共下水道への接続を早急に実施して頂くしか方法がなく、毎

年、市に対して、下水道への接続について、陳情を続けてきました。しかし、この実現の

目途は立っていませんでした。 
今回の稲沢市公共下水道整備区域見直し（案）は、中之庄新町にとって、念願の市の公

共下水道への接続が叶い、現在使用している浄化槽の、老朽化による使用不能事故に対す

る不安が解消されることになります。また、今はそのまま福田川に排水している家庭排水

等についても、下水と共に処理されることになり、福田川の浄化にもなります。しかも 10
年以内に完了するということですので、是非ともこの見直し（案）の実現を強くお願いし

ます。 
 
 
意見 No.27 
下水道整備事業は、大変な事業だと思いますが、稲沢市はかなり遅れていると思います。 
我々の住んでいる地区の集中浄化槽も老朽化しており生活排水分離で浄化して、河川に

流している状況です。 
是非、今回の見直し（案）を強力に推進して下さい。 
福田川が清流になるといいなーと思います。 

 
 
意見 No.28 
新町創立以来私達と共に働き続けて来た単独集中浄化槽も約 50 年過ぎ、今はいつ迄耐え

られるか心配です。 
新しく浄化槽を設置すると成りますと、今の時代では高額な金がかかり町民では出来ま

せん。町内の浄化槽が作動している間に公共下水道工事をお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 



意見 No.29 
中之庄新町の集中浄化槽は老朽化がはげしく、今にも使えなくなるのではないかと、危

惧しております。 
どうか１日でも早く下水道の処理施設の整備を進めて頂きますよう、心よりお願い申し

上げます。 
 
 
意見 No.30 
老朽化が進んでいるとはいえ、浄化槽は維持されており、ありがたいことだと思ってお

ります。 
いろいろ事情もあるでしょうが、下水道接続を強く望んでおります。このたびの見直し

（案）に添って改善されていくことを願っております。 
 
 
意見 No.31 
 中之庄新町町立からの集中浄化槽（南・北二基）は、五十数年を過ぎ老朽化が進み、い

つ使用不能になるか不安です。 
 毎年、市の方に下水道設置の要望を陳情しておりました。 
 今回、下水道の見直し案で、早期の下水道の設置を切望致します。 
 
 
意見 No.32 
 今年度、中之庄新町環境部の仕事で４月に浄化槽清掃に立会い、改めて浄化槽設備の老

朽化を痛感しました。 
 町内会合等でも、危機的状況であるとの皆さんの意見が一致しております。 
 早期の下水道接続工事を進めていただく事をお願い致します。 
 
 
意見 No.33 
 中之庄新町に設置されている集中浄化槽は昭和３６年に作られた物で老朽化が甚だしく

補修改修をしながら使用しておる所でございます。 
 此度市において下水道の見直し案が示され少し先が見えて来た様に思います。 
 此の見直し案を押し進めて頂ける様宜しくお願い致します。 
 
 
 



意見 No.34 
 公共下水道整備は毎年の陳情書でもお願いしているように、中之庄新町全員の総意です。 
 以下４項目の理由で今後 10年間に名鉄団地、日下部松野ともに整備区域に指定願います。 
① 現在の集中単独浄化槽２基は 54 年経過して、老朽化が激しく３年前に町費で改修工

事をして維持管理をしております。 
② 集中浄化槽と各家庭の配管も毎年塩ビに交換して、公共下水道管がいつ来ても接続で

きる状況になっております。 
③ 福田川の環境を改善するためにも、排水を流すべきでない。 
④ 中之庄新町の課題の１つである下水道整備を、事情を知る我々の時代で解決をしたい。 

 
 
意見 No.35 
 50 年前に中之庄新町々内会が設置した集中浄化槽（２基）により汚水処理を行っており

ますが、設置後 54 年余りを経過しており老朽化が激しく改修工事をしながらの維持をして

おります。 
 先般のアンケート調査による結果につきましても住民の 2/3 の 65％の方が下水道接続を

希望しており今回の見直し（案）に従って進めて頂くことを切に希望致します。 
 
 
 
意見 No.36 
 中之庄新町に設置されている集中浄化槽（２基）は設置後半世紀余経過し、改修を実施

しておりますが、老朽化が進み、この後の大地震に対しても憂慮しております。 
 今回稲沢市が見直された中に、市街化調整区域内にある当町内浄化槽が含まれ、市実施

絞込みアンケート結果からも下水道の希望された方が過半数を上回っております。それを

踏えて「市公共下水道整備区域」の見直された（案）に基づいて速やかに進めて頂きます

よう切に要望致します。 
 
 
意見 No.37 
 中之庄新町の南・北（二基）の集中浄化槽は、いつ壊れてもおかしくない状態が日常生

活に支障をきたさないか不安の毎日です。 
 見直しによって一年でも早く下水道の設備を強く要望します。 
 
 
 



意見 No.38 
 中之庄新町においては、町内会に設置した単独型集中し尿浄化槽（２基）により下水道

処理を行っておりますが、設置後 54 年を経過しており、老朽化が激しく改修工事をしなが

ら、何とか維持をしております。 
 先般のアンケート調査による結果につきましても住民の約２/３の 65％が下水道接続を

強く希望しており、今回の見直し（案）に従って進めて頂くことを切に希望致します。 
 
 
意見 No.39 
 中之庄新町は、単独型し尿浄化槽（２基）は 54 年経過しており、老朽化が激しく改修工

事を行ないながら現状にいたっております。 
 稲沢市公共下水道の整備につきましては、私達住民にとっても願っていることです。 
 早時期に進めて頂くことを希望致します。 
 
 
意見 No.40 
 当、中之庄新町は団地造成（昭和 36 年）以来、単独集中浄化槽による下水処理を行って

いるが、設備の老朽化が進み、その代替処理方法が検討されてきた。 
 しかし、災害時（大地震、台風）の対応、住環境の整備（建て替え、増・改築）等を考

慮すれば、今回の見直し（案）に従い、早期に本管への接続が実現されることが望ましい。 
 
 
意見 No.41 
 今回の「稲沢市汚水適正処理構想」見直しに際し、みどり区が整備区域（案）の対象に

なりましたが実行に至ることを切望します。 
 みどり区は下水道公共化推進のため住民全員で事業化に対し「費用対効果を高めていく」

ための準備を住民年次総会で決定しています。 
1. 事業に対する協力金の拠出は全戸実施する。 
2. 各戸の生活排水と雨水の区分については明確に配管区分している。 
3. 公共配管への繋ぎ込は全戸実施する。 
4. その他事業化への協力。 
最終決定の際はこれらについて再度住民総会で確認して行きます。よろしくお願いしま

す。 
 
 
 



意見 No.42 
田代区は、昭和 45 年頃宅地造成が行われ、46 年から入居が始まり、現在 405 世帯 1,000

人以上が暮らしております。 
区における汚水処理は、合併式集中浄化槽（1,710 人槽）で行っておりますが、建設以来

45 年を経過して、管渠は平成 24 年に全下水道管をテレビカメラでの調査を実施し、地下水

の流入が激しい箇所については、管渠内側より補修を行い、多大な費用を投じております。

また、浄化槽本体についても老朽化が著しく、年々営繕費用が増加する一方です。 
このような状況の中で、この度、稲沢市の新たな「汚水適正処理構想」の案が発表され

ました。前回の構想における、田代区の位置づけは、稲沢市による整備、維持管理のコミ

ュニティプラント事業で汚水処理する計画でありましたが、今回の計画では、現行の地元

管理の集中浄化槽による区域に変更されています。今後も行政のご示唆をお願い致します。 
今回の構想案は、「国の補助金交付が、概ね 10 年後には、下水道の未整備区域の新規整

備事業に対する補助金から、下水道整備済み区域の改築更新事業に対する補助金へ移行す

る。」など、国の方針転換に伴う見直しであることが窺え、見直しは、田代区のみならず、

他の集合住宅団地や多くの一般住宅地など全市的に及び、前回構想から集合処理区域は、

大幅に削減がされているようです。今後の見直しの機会を注視したいと考えます。 
しかし、全市的な見直しとはいえ、私たち田代区民は、将来は稲沢市による汚水処理を

行っていただけるものと安心しておりましたが、今回の見直しでの、計画変更には正直、

落胆と共に大変困惑をしております。 
これまでの市との協議や陳情の場などでの説明で、コミュニティプラント事業による汚

水処理は、受益者負担金や下水道施設使用料など、他の公的汚水処理方法よりも、地元の

費用負担は高く、同時に市の整備費用や処理場用地費、また維持管理費用も、他の公的汚

水処理方法より多額になると伺っており、今回の稲沢市全体の見直し作業により、コミュ

ニティプラント事業による汚水処理を取り止めることは、ある程度やむを得ない事として

も、区としては、別の公的処理方法での整備を期待するものでございます。 
現在の田代区の集中浄化槽は供用開始から 45 年を経過し、いつまで使用できるのか、不

安な毎日を送っています。 
よって、田代区の汚水処理については、今後も“公的汚水処理”を前提として、市と田

代区の双方による、最善の方法、方策を協議・検討を継続していただけるよう、田代区の

総意として、本パブリックコメントに対して、ご意見を申し上げるものであります。 
 
 
 
 
 
 



意見 No.43 
集中浄化槽へ地下水の流入により、グォーンと浄化槽付近で大きな音がしています。 
今にも止まってしまうのではないかと不安です。 
浄化槽を守る為高い町費を出し、高額な工事も行なっています。 
10 月 24 日（土）に市の方より下水処理説明会をしていただき、日光川下流公共下水道（愛

西市への排水）を知り、心が躍りました。 
「ああ、これだ！！」これをやっていただければ安心だと思いました。田代住民だけの

力では何ともなりません。希望がありません。稲沢市には立派な下水道施設があります。

是非市のお力で公共下水道への排水をお願い致します。 
いつまで浄化槽が使用できるか毎日不安です。 
田代を見捨てないで下さい！！ 
陸の孤島にしないで下さい！！ 


