
平成３０年度の審議内容について 
 
１ 事業計画の変更について 
 

那珂久慈流域下水道関連那珂市公共下水道事業計画について、第１次 

整備優先地区第Ⅱ期整備区域の速やかな概成に向け、事業期間の延伸等の

変更を行う。現在、県と那珂久慈流域下水道事業計画の見直しの協議を進

めており、進捗状況について審議会に報告する予定である。 
 
 
２ 未計画地区の今後の整備の方向性について 
 
（１）汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換について 

どのような方法が汚水処理人口を増やす施策として効果的か、事務局

による先行事例調査などをもとに、浄化槽事業の進め方の方針をご審議

いただく予定である。 
具体的には、合併処理浄化槽の設置費や維持管理費等の状況を踏まえ、

合併処理浄化槽への転換に係る負担軽減策及びそれらの効果について比

較検討する。 
 
（２）整備後の経営のみとおしについて 

平成３１年度末までに、新たに公共下水道を整備した後も安定して汚水

処理を行うことができる経営が可能かどうかを区域ごとに把握したうえ

で、公共下水道を整備する区域の選定についてご審議いただく予定である。 
平成３０年度は、そのための準備として、公共下水道の管路を整備する

費用と受益者負担金や使用料による収入の収支予測を区域ごとに算出し、

それらを浄化槽の設置及び維持管理費用と比較検討することができるよ

う、必要な試算を行う。 
その他、平成３２年度会計から適用を予定している下水道事業地方公営

企業法適用の進捗状況等についても順次報告する予定である。 
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公共下水道事業審議会の開催状況（平成 29 年度までの審議内容） 

回 開催日時 主な議題 
第１回 平成 18 年 7 月 3 日(月) 下水道審議会の趣旨について 

下水道審議会の進め方について 

下水道事業の概要及び整備状況について 

 
第２回 平成 18 年 10 月 5 日(金) 整備スケジュールの設計方法について 

比較項目の整理について 

残整備地区の整備完了予想年度について 

 
第３回 平成 19 年 2 月 28 日(木) 整備対象地区の比較検討について 

財政計画について 

残整備地区の整備完了予想年度について 

 
第４回 平成 19 年 6 月 4 日(月) 整備優先地区の名称及び区域について 

事業費の整理について 

残整備地区の整備完了予想年度について 

 
第５回 平成 19 年 9 月 6 日(木) 審議会の実施状況について 

前回までの要望及び提案等について 

答申書（案）について 

【（第１次）整備優先地区を答申】 

 
第６回 平成 19 年 10 月 19 日(金) 下水道使用料の改定について 

下大賀地区の受益者負担金について 

 
第７回 平成 20 年 7 月 31 日(木) 事業状況について 

公共下水道事業再評価について 

 
第８回 平成 20 年 10 月 10 日(金) 事業の再評価の概要と目的について 

公共下水道事業の概要について 

事業再評価の結果 

 
第９回 平成 22 年 2 月 18 日(火) 平成 21 年度事業報告について 

平成 22 年度事業予定について 

今後の公共下水道事業変更認可スケジュールについて 

 
第10回 

 
平成 22 年 6 月 29 日(火) 全体計画の概要について 

優先整備区域について 

事業計画変更認可について 
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２ 

 

第11回 平成 22 年 10 月 15 日(金) 事業計画変更認可に伴う整備優先地区の期別設定について 

 
第12回 平成 23 年 1 月 17 日(月) 公共下水道事業審議会答申（案）について 

事業計画変更認可について 

【整備優先地区の事業計画変更認可を、 

整備優先度による評点の高い地区から、 

３（Ⅰ～Ⅲ）期に分けて行うことを答申】 

 
第13回 平成 23 年 11 月 24 日(木) 平成 22 年度事業報告について 

平成 23 年度事業予定について 

変更認可の進捗状況報告について 

 
第14回 平成 24 年 4 月 27 日(金) 平成 23 年度事業報告について 

平成 24 年度事業予定について 

受益者負担金について 

 
第15回 平成 25 年 7 月 3 日(水) 平成 24 年度事業報告について 

平成 25 年度事業予定について 

 
第16回 平成 26 年 6 月 30 日(月) 那珂市公共下水道事業審議会の経緯について 

平成 25 年度事業報告について 

平成 26 年度事業予定について 

受益者負担金について 

 
第17回 平成 26 年 07 月 16 日(水) 「受益者負担金について」に係る答申書（案）について 

 
第18回 平成 27 年 07 月 15 日(水) 平成 26 年度事業報告について 

平成 27 年度事業予定について 

 
第19回 平成 28 年 7 月 29 日(金) 

 

平成 27 年度事業報告について 

平成 28 年度事業予定について 

平成 28 年度の審議内容について 

 
第20回 平成 28 年 10 月 26 日(水) 公共下水道等の整備に係る課題点について 

今後の整備の方向性の決定手順について  
 

第21回 平成 29 年 2 月 15 日(水) 今後の検討の進め方について 
 

第22回 平成 29 年 8 月 2 日(水) 平成 28 年度事業報告について 

平成 29 年度事業予定について 

平成 29 年度の審議内容について 



３ 

 

第23回 平成 29 年 11 月 10 日(金) 平成 28 年度決算について 

「生活排水に関するアンケート」集計結果の概要について  
未計画地区を含めた今後の方向性について 
 

第 24回 平成 30 年 3 月 27 日（火） 公共下水道事業審議会答申（案）について 

【優先整備地区第Ⅱ期整備地区の事業期間

の延長及び未計画地区の検討方法につい

て答申】 

 

第 25回 平成 30 年 7 月 24 日（火） 平成 29 年度事業報告について 

平成 30 年度事業予定について 

平成 30 年度の審議内容について 
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那珂市公共下水道事業計画スケジュール（案）

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36-H40

1 全体計画変更

2 事業計画変更

1

2 事業計画変更

①現計画区域
　（H25変更決定）

1710.6ha
（Ⅰ期・Ⅱ期）

②現計画区域
　（期間延伸）

1710.6ha
（Ⅰ期・Ⅱ期）

③新計画区域
整備地区
100.93ha（Ⅲ期）

3

※茨城県の事業計画変更(案)のスケジュールをもとに作成。

県

市

審議会

項目

全体計画変更

設計委託後工事着手ｆ

整備手法の検討

全体計画の変更

事業計画の変更

変更計画案の策定

（変更決定） （変更決定）

（変更決定）

変更決定

（変更決定）

変更計画案の策定

変更計画案の策定
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（変更決定）

平成30年3月27日付け答申より抜粋



H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度

個人設置型で実施する場合
（補助の拡充）

市町村設置型で実施する場合

整備手法検討のスケジュール(案)

項目

アンケート調査

浄化槽使用状況の把握

市町村設置型浄化槽の検討
（個人設置型との比較等）

経済比較表の作成

浄化槽区域の設定

決定

決定

台帳をもとに調査

条例改正案作成 事業実施開始

事業実施開始条例案作成

区域の検討

方向性の検討

基礎調査

浄化槽台帳の作成

排水先調査

調査

作成

全体計画の変更

委託業者等検討
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