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中小規模市町村における下水道事業に関する一考察
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遠藤 誠作・・大村道明"
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1. はじめに

下水道事業は，上水道事業と並んで、最も基礎的なナショナル・ミ ニマムを提供する事業である.

上水道は現段階で既に 100%近い普及率を達成しているが，下水道事業は 70%前後と未だ事業

実施の途上にあるといえる.しかし，これまで再三にわたって指摘されているように，人口調密

な都市部における公共下水道の整備はほぼ完了しており，残された要整備地域は農山村等の地域

である.日本が人口減少時代に突入し，農山村，つまりそれを抱える中小規模市町村における公

共下水道の整備事業は，都市部のそれに比べて人口一人当たりで見れば投資効率が悪い事業であ

ることは自明である.また，下水道事業を市町村財政の観点から見れば，管渠やポンプ場，最終

処理施設などの下水道関連施設整備に係る膨大な事業経費は，歳入削減に伴う財政規模の縮小が

続く市町村にあっては財政破綻の引き金ともなりかねないほどの重い固定化負債となってのしか

かっている場合も多く見受けられる.

以上のような状況にあって，下水道事業のあり方，事業効率化のための行政組織リストラクチャ

リング，あるいは事業そのもののアウ トソーシングに関する研究・実践が数多く実施されてきた.

しかし，後に詳述するように，既存研究の多くは 「下水道事業は市町村の所管事業であるj とい

う大前提を覆すことなく，あくまで国(中央省庁) 一県一市町村という既存の行政組織構造を前

提としている.

下水道が市町村の所管事業であると規定されたのは，既に 100年以上も前のことである.上下
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遠藤・大村

水道と同様に重要な生活インフラであり，ナショナノレ・ミニマムである電力の事業主体は周知の

とおり民間である.現代において下水道事業の実施主体が市町村である合理的な理由が果たして

存在するのだろうか.これが，人口 2万人弱の中小規模市町村において 17年間上下水道事業に

携わってきた筆者(遠藤)の疑問である.

本稿では，下水道事業に関する既存研究のレビューを行う.さらに歴史的背景・経過を辿りな

がら，事業実施主体が市町村とされるに至った経緯をあぶり出し，そこに今日的な合理性がある

かを検討する.また，二つ以上の市町村にまたがる下水道施設事業である流域下水道に関する既

存研究を元に，下水道事業の広域化について検討し，下水道事業が直面する課題と解決策につい

て検討する.

2.下水道事業の経営実態および関連する既存研究の方向性

1)下水道事業の経営実態

市町村財政の特徴は，地方税と地方交付税という安定財源を有していることにある.市町村(自

治体)における最大の固定費は人件費であり，それが自主財源としての地方税の範鴫に抑えられ

れば，残る地方交付税によって住民サービスを実施することで財政が破綻することはなかった.

しかし，自治体が上下水道・病院・交通・土地開発等の特別会計や企業会計，第三セクターを抱

えるに至り，状況が一変した.これらの事業のほとんどが一般会計からの繰り出し(事業の赤字

を市町村の歳出で補填する)に依存していたため，自治体の財政運営が苦しくなると同時に各事

業の経営問題が表面化することになった.例えば，平成 16年度のわが国の下水道管理費総額は

3兆 7，910億円で，そのうち受益者(下水道使用者)からの使用料収入は 1兆3，574億円，その

差額の 2兆 4，340億円は市町村の一般会計から支出されている(遠藤(1)).

このような状況の中で，下水道事業の経営の実態は，以下のような外部有識者の「印象」に如

実に表現されている.ある公認会計士からみた現代の下水道事業の印象を筆者(遠藤)が聞いた

ところ，それは次のようなものであった(遠藤 (2)).①事業組織に総務・企画部門がなく，建

設(工事)部門が突出し， (事業全体を)経営している姿が見えない.特に中小規模は下水道

建設課」の様相を呈しており，頭脳にあたる部分がないため全体をコントロールできない組織形

態である.②会計が単式(官庁会計)で複式(企業会計)ではないため，事業に係るコスト管理

が正確にできない.③下水道使用料は上げたくない，一方で一般会計からの繰り入れも増やした

くない，どうしたらいいか判らない状況.④短期間で集中的に建設したため，大規模修繕も同様

に一斉に発生することが自明であるのに，それに対する手立てが無い.⑤人口減少社会に突入し

ているのに，下水道事業の認可を固定的に運用し，一旦開始した事業は後戻りができないと思い

込んでいる.⑥住民に下水道整備方法の選択肢を示さず，どの方式で整備するか十分な議論がな

されていない.

上記のうち，②，③，④，⑥については若干の補足が必要であろう.先ず②について，平成

17年度末における下水道事業数は 3，699で，市町村合併によって平成 16年度末の 4，343に比べ

て大幅に少なくなった.このなかで，公共下水道事業 1，242のうち複式簿記による会計方式を導
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入している事業(以下「法適事業Jと表記)は， 116，率にして 9.3%に過ぎない(遠藤 [1)). 

90%超の事業が現金の出入のみを記載した単式簿記(官庁会計)によって運営されている.複式

簿記(企業会計)では，入ってきたカネが売旦上げなのか，借金なのか，それらのカネが現在何

に変っているのか，さらに見えないコストとしての減価償却費を計上することが可能で，経営マ

ネージメントに適している.しかし，複式簿記を実施し，法適事業となるためには，膨大な労力

と資金を投入して資産台帳を整備する必要があり，緊縮財政下の自治体ではこれに二の足を踏ん

でいる.

③については，使用料は本来サービスの提供に係る全てのコストを算出した上で利用者に相応

の負担を求めるべきところ，事業効率が良い人口調密な都市部もしくは近隣町村の下水道料金水

準に合わせた使用料設定をする町村が多いこと，また一旦決定した使用料を「財政難」という理

由だけで値上げするのは難しいことが挙げられる(中小規模上下水道研究会 [32)41). 

④については，下水道の普及拡大(平成 18年3月末時点で 69.3%)に伴って，処理場や管渠

等，下水道施設のストックはわが国全体で約 85兆円となっている(遠藤 [3)).公共下水道など

の集合処理方式においては，維持管理費よりも資本費(建設費)がはるかに大きく，総コストの

8割を占める.したがって，維持管理費を切り詰めることで得られるコスト削減効果は大きくは

ない(遠藤 [4)). しかし，上述の③のような状況におかれていることから，維持管理費は切り

詰められる.さらに，①・②の状況が減価償却費や設備更新のための資産積み立てを阻害してい

る.下水道整備には国の補助制度があるが，現段階では設備更新には補助制度は存在しないこと，

1960年代後半に圏内の下水道整備が活発化したことを考えあわせると，近い将来下水道設備が

更新時期を迎えた時の対処が大きな問題となる.実際，カナダにおける上水道の例ではあるが，

耐用年数を大きく過ぎた上水道の使用により，水の 25'7'0~ 30%が漏出し，その損失額は年間 6.5

兆ドルに及ぶという報告もある(唐木 [11)).

⑥について具体的には，本稿で「下水道Jと表記している集合処理型の排水処理事業は「公共

下水道Jである.これは， 一定範囲内の各家庭等の排水を，管渠を通じてー箇所に集めて処理す

る形態である.この対極にあるのが「合併処理浄化槽Jであり(註 1)，各家庭等の排水を，そ

れぞれの敷地内に設置した浄化槽で受け，個別に処理する形態である.それぞれ，設備投資額や

維持管理費に一長一短があるが，地域住民の視点から見れば，どちらを整備しでも部屋内では水

洗便所が設置できるという点では閉じになる.上水道のように水に圧力をかけて浄水場から送り

出す方式であれば，多沙の地形的な起伏はあまり考慮する必要は無い.しかし，自然流下が基本

の集合処理では，起伏を超えるためにはポンプ場を設置するなどの措置が必要となる.したがっ

て，起伏の多い農山村地域では，地形や人口分布にあった処理方式を採用しなければならないが，

そのための説明や，費用負担に対する合意形成が不十分な場合も見受けられ，住民と行政との間

で訴訟に発展した事例もある(選択 [29)). 

2)行財政リストラクチャリングに関する既存研究のレビュー

以上のような経営実態を踏まえた上で，市町村における下水道事業運営に関する既存研究の動

向を見てみよう.中小規模市町村における下水道事業，より正確には生活排水処理事業の議論に
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事務事業と施策の体系盛理:
職員が制度の理解を深めつつ，全ての
事務事業を体系化する毎年見直す

現年度予算配分の分解作象:

直近の予算を一般財源と特定財源に分解
して現状の把握を行う

一般財源の任意性強調を倹射:
市町村行政の畿量で変更可能なもの
(任意性あり)とそうでないもの(任意性なし)
を検討する.

任意性分頭を施簸別に集計:
施策ごとに任意性を分頬し集計する.

佳憲性lこaづく配分財源の分配:
施策の成果の縫符・向よ・縮小と財源の

地加・錐待・削減を組み合わせた区分への
再分頬

E分財源の内示と予算編成:
内示を受け，課内で予算編成

長・助役レクチャー(ヒアリング): 
各課から長・助役へと予算説明.

第二次経営会櫨'.霊・決定:
長・助役の意見を加味した新予算案につい
て再度協麗し.長・助役と意見鯛聾して予算
案を確定する.

ここで，どの施策に属するか媛問を生じる車務
事業については積纏的に廃止する

生活保11貨などのように.市町村の負担が法律
で穫務付けられているものを『任意性無しJ.事
務連絡協臓会等の負担金のように.公金投入
効果の明確でないものを『任意性弱Jなどと分類
する.

『経営会隠Jが施策を9つの区分に分類する会
怠メンバーlま各陳代表ではあるが，事j己的な予
算縁海ではなく全ての施簸に対する理解を深め，
.策の方向性を倹討する

ここまではボトムアップ型での予算配分を決定
してきたが，伊lえ効果が縮小によって.予算配
分の削減対象となった施策であっても.トップダ
ウン型の意思決定によって覆しうる可能性を待
たせである

第 1図 「施策別財源配分方式」の概要

入る前に，先ず近年の市町村行財政運営全体に係る既存研究を概観する.そうすることで，より

下水道事業の位置づけが明らかになる.

近年の中小規模市町村行財政運営に係る既存研究の多くは，歳入削減・起債増加に伴う行政

サービスの見直しと効率化を目的とし，行政機構のリストラクチャリ ングの方向性の検討を行っ

ている.その内容は，非常に大まかに表現するとすれば，政策立案過程・政策実施過程の見直し

であり，さらにそれらの過程を評価し，次の政策立案ないし現行の施策の改善に用いようとする

ものもある.こうした行政事業の効率化に関する議論は，夕張市が財政再建団体に認定されたこ

とが大きく報道されたことなどを受け，自治体も倒産する時代として広く一般にも知られること
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になった.しかし. r行政サービスは税金が転換されたもので，その提供は効率的でなければな

らないJという議論は，日本においても既に 1970年代には見受けられたようである(註 2). そ

の後. 1980年代には機能分担論. 1990年代には行政改革.2000年代に入ってからは合併など

の自治体再構築といったように，時事的なキーワードを取り込みつつ今日に至るまで連綿と取り

組まれてきた「同一課題Jでもある.

中小規模市町村の行政機構のリストラクチャリングに関する研究には，大きく分けて二つの流

れがある.一つは行政学の専門家(研究者)によるもの，もうひとつは行政事務事業の担当者(役

場職員)によるものである.つまり，前者は外部からみた研究，後者は内部から見た研究とも言

い換えられる. リストラクチャリングを実践する上では，その対象となる事業をなんらかの形で

評価しなければならない.したがって，これらの研究の中核となっているのは評価に関する議論・

研究であるとも言えよう.

まず，研究者による行政評価に関する研究には，例えば全国の自治体の首長にアンケート用紙

を送付し，自らの市町村の事業を「自己評価Jさせたもの(瀧本・遠州・関谷 (31)).某県内の

市町村の企画担当部局へのヒアリングやアンケートから評価を実施したもの(寝見・目下 (30))• 

某自治体の住民へのアンケート結果を解釈し，施策の評価を試みたもの(村山 (22))のように，

首長・職員・住民など，市町村を構成する個々の主体から，その所属する行政体や行政事業の評

価を試みようとするものがある.これらの評価は，行政体外部からの視点によるものであること

や，複数の自治体・施策を並列的に傭敵することから，全体的な流れをつかみ，かつシャープな

評価となる反面，行政機構内部の「しがらみ」的要素が評価の範鴫から外れる傾向があり，評価

対象となった自治体自らの事業改善に直接的に結び付け難いといえよう.また，当然ながら，評

価に関する理論的な研究もある.その源流はアメリカ合衆国を発祥とし，評価の客観性を保障し，

結果をイ ンテリジブノレな形で示し. (施策担当者の経験と感のような)恋意的な解釈が入り込む

余地を封じるための定量評価にある.しかし同時に，徹底的な恋意性の排除が必ずしも受益者の

望むサービスを最大化するとは限らず，施策担当者の経験や勘も必要である事はごく初期の段階

から認識されていた(伊藤 (7)).定量評価は予算額・執行額とリンクさせることが容易で，納

税者(住民)への説明カにも富んでいるが，反面，評価そのものに必要な作業に多大なコストを

要することや， 評価を解釈できる人材が不足することから，評価手法に関する技術的な課題に十

分応えるだけの研究や解説が存 rfZT筏援会γ;李2242行せよ問一念;22.m焔か{附

;いるもの --寺院公終下水泡 (.-)在するものの，行政の現場では

r(評価に係る)コストに見合っ

たメリットが得られない」など

として敬遠される傾向がある

(今井 (5)). 

一方，行政事務事業の担当者

(役場職員)による研究成果に

おいては，多くの場合は「わが

理事li: CI~t草(c公J~下Á(l(j i+) 

し波線下水量1~ '" j 

持It-ffti1，による，農業銀111寺水車量投(集合処想 .ft林水縦1';>
F水道 ト漁業集務梼本総~ い}

!.， 休業総覇軍機.<<.血縫い 1

F鱒MI昨事総Jlい〉
」小鋭倹a象駐合鋳水処JI¥唱'総.，設主 f今 .毒殺聖事務事す翁i'L F t掃削-料t免t伶叩市仰側'町附叫H
』銅g撚草E縛専R本院聖偽基型鎌E自‘‘E役宣tい.' a:務省}

四聖堂合計等で司-r*量llZlニよる曲目都市、F本殿 II崎士交通指》
実篠宮れでい 下下本道

るもの w 静化締法による…十コミュニ'f(・ブラシト{集合縫務 ・取締省}
F水道 ι格化機 {合併lI!IJJ，i争ftll'll¥t層際処理!'11場省》

第 2図 下水道整備制度と監督官庁
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町自慢」的な紹介記事に終始するが，中には秀逸なものも見受けられる.例えば，東久留米市職

員の大崎が提唱する「施策別財源配分方式」がある(大崎 (26)).これは，簡単に説明すると施

策(個々の事務事業の檀まり)ごとに一般財源を配分し，その施策内でそれぞれの責任者(部課

長等)のもと，担当者の発想を生かしながら予算編成を行おうとするものであり，その内容・作

業の流れは第 1図のようになっている.この方式で特徴的なのは，事務事業部門の分類再統合を

実施した上に任意性」という定性的な指標をもって事業の評価を行うこと，部課長クラスか

らのボトムアップと，首長・助役など政策立案に強い権限を持つ主体からのトップダウンを組み

合わせた形になっていることにある.行政体の内部構造・カ関係を巧妙に組み合わせ，内部のコ

ンフリクトを最小限に抑えつつリストラクチャリングを実施する方式といえよう.しかし，これ

らの特徴は， リストラクチャリングが単なる行政事業のボリュームダウンには直結し難いとはい

え，逆に言えば既存の行政体の枠組みを崩すことなく事務事業の重複や無駄を省く方式である.

法律で市町村の負担が義務付けられている費用(事業)のように「任意性が無い費用(事業)Jは，

市町村行政体にはその事業の実施可否に係る判断の裁量が無いため，削減の対象とはならない.

したがって，市町村の裁量で切り詰められる範囲での削減というリストラクチャリング手法に留

まっているといえる.下水道事業の位置づけは，下水道法によって市町村が実施主体となること

が義務づけられたという意味では，市町村にとってまさに「任意性の無い事業Jであり，事業内

部に踏み込んだリストラクチャリングには手がつけられない領域と位置づけられていると考えら

れる.

3)中小規模市町村の下水道事業に関する既存研究のレビュー

第2図に，下水道整備制度の分類と監督官庁を示す.一口に下水道事業と言っても，市町村が

取り扱う事業の内容とその監督官庁が多岐にわたることが一目瞭然である.このような複雑な縦

割り行政構造となった背景は，次章以降で後述するように国(中央省庁)および市町村内部の部

課による下水道関連事業の監督権限獲得争いがあったためと推測される.研究の場面においても，

監督省庁間の利権争いを引き写した『代理戦争Jのような様相を呈している.市町村レベルでの

下水道事業の事例紹介は枚挙に暇がない.このため，以下本稿では下水道事業と上位行政機構(中

央省庁)との関わりに関する研究に焦点をあててレビューしてみよう.

大まかに区分すれば，公共下水道の監督官庁は国土交通省，浄化槽は環境省，農業集落排水は

農林水産省である.これら 3事業・ 3省に関する研究・雑誌記事は到底列挙できるものではない

ほどに膨大である.本稿では，市町村における下水道事業の財政と中央省庁との係わりの上で，

事業の費用対効果分析に注目してレビューする.後述するように，市町村が実施する公共事業に

おいて費用対効果分析は重要な行財政ツールとしての位置づけになっているためである.以下は

大村・遠藤・西海 (25)でも解説したが，本稿にも加筆して再掲する. 1990年代後半に相次い

だ大規模公共事業への批判を受けて，大蔵省(当時)は. 1999年度中に事業採択段階で全事業，

つまり市町村が実施する下水道事業についても費用対効果の分析手法を導入することを決定した

(村上 (22)).建設省(当時)は. 1997年から費用効果分析手法の検討委員会を立ち上げ，翌年

1998年には「下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)J を取りまとめた(森岡・小川・
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後藤 (20)). 2000年には農林水産省が「農業集落排水事業における費用対効果分析マニュアル

(案)Jを公表し，同年，厚生省(当時)も合併処理浄化槽整備の費用対効果分析手法を公表して

いる.

ここでいう費用対効果分析とは，公共事業の費用と効果をそれぞれ金額で評価し，事業の効率

性を分析する方法で，経済学では費用便益分析と呼ばれるものである(栗山 (16)).経済学の分

野で開発された費用便益分析が「費用対効果分析Jとして政策決定過程に導入され，そのマニュ

アル化によって公共事業を実施する現場である市町村等の地方自治体へと普及したことになる.

緊縮財政下における公共事業の「選択のための有効な道具(ツール)Jが市町村レベルにまで急

速に普及したようにも見えるが，現在実施される費用対効果分析は計画した事業の効果が費用を

上回るようにまとめられるのが常態であり，公共事業を「推進するための道具Jになっていると

いえよう.

既存研究において，国土交通省(建設省)管轄の公共下水道に関する費用効果分析も(註 3)，

農林水産省管轄の農業集落排水事業の費用効果分析も(註 4)，費用対効果 (B/C) はほぼ全て 1

以上である.つまり推進するのが望ましい事業」と判断されている.生活排水処理事業にお

ける公共下水道事業と農業集落排水事業または合併処理浄化槽事業の比較においても，環境省管

轄の合併処理浄化槽事業等が有利となる地域もあるとしながらも，結論としては公共下水道が

経済的に有利としているものが多い(渡辺・倉持 (33)，城戸・細井(15)等).結局のところ，

学術研究の結果の序列も省庁間の力関係に準じているように見える.

一方で，公共下水道事業の推進が地方自治体の財政を圧迫するという報告もあり(加藤 (12))，

実際に公共下水道事業の推進を棄却し，合併処理浄化槽の設置を選択した市町村もある(註 5). 

このような中小規模市町村における下水道事業の行財政に係る既存研究の傾向は，次のようにま

とめられる.費用対効果分析が政策に導入されたことを契機に費用効果分析を扱う研究も数多く

実施された. これらの研究はおおむね国土交通省(公共下水道事業)・農林水産省(農業集落排

水事業)・ 環境省(合併処理浄化槽事業)の順に公共事業の推進に肯定的なものである.一方で，

実際に財政状態が悪化した地方自治体も現れたことから，特に中小規模の町村では合併処理浄化

糟による生活排水処理事業の推進に切り替える地域も現れた.つまり，生活排水処理事業では，

費用対効果分析の政策への導入によって公共下水道・農業集落排水事業が推進された.しかし一

方，過疎・高齢化といった人口減少に直面する中小規模の自治体では各監督省庁が制作したマニュ

アノレ(案)に基づく費用対効果分析の結果ではなく，独自の判断によって合併処理浄化槽の設置

が促されたのである.

なお，公共下水道・農業集落排水整備事業には規模効果があり，合併処理浄化槽整備事業には

規模効果は無いということはこれまでの通説であったが，筆者らの調査では規模効果の有無を確

認するには至らなかった(大村・遠藤・西海 (25)). 

以上のように，中小規模市町村における下水道事業経営および行財政との係わりに関する既存

研究は，省庁聞の代理戦争，つまり監督官庁が所管する事業の優位性をそれぞれ主張し合う構図

となっている.数々の研究成果は，最終的にそれが活用されるはずであった市町村行財政運営か

可
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らも(合併処理浄化槽の採用経緯のように)見放されているともいえよう.また，これらの研究

でもあくまで実施主体は市町村という前提は崩されておらず，それゆえ結果的に市町村に「費用

対効果が 1以上である」とのお墨付きを与え，市町村財政の悪化に荷担してきたとの見方すら可

能な状況にあるといえよう.以上のような既存研究の状況を踏まえ，次章では市町村が下水道事

業の実施主体となった経緯について整理してみよう.

註 :1)浄化槽にはし尿のみの処理を目的とした「単独処理浄化槽Jと，家庭雑排水とし尿の両方を同時に処

理する「合併処理浄化槽Jがある.前者の設置は現在は法的に認められていない.

2)伊藤 (7)によれば， r昭和 45年頃から財政継を契機に事務事業見直し運動などが各地で実施されて

きた.Jとされる.

3)公共下水道に関する費用効果分析には， 黒川 (17)，佐伯 (27)，中田 (19)等がある.

4)農業集落排水に関する費用効果分析には，伊藤・出村 (8)，伊藤・山本・出村 (9)伊藤 (10)等がある.

5)詳細は日本環境整備教育センター『月刊浄化槽J330号に特集されている.

3.市町村が下水道事業の実施主体となった経緯

市町村が下水道事業の実施主体となった理由は，恐ら く上水道事業の実施主体が市町村であっ

たからであると推測される.さらに上水道事業の実施主体が市町村となった理由は，江戸時代末

期から明治期の日本の都市構造と，明治政府の富国強兵政策，つまり当時の欧州列強各国に比肩

しうる近代国家の設立のため，従来の中央集権体制からまがりなりにも脱却し地方自治体J

を形成しようとしたプロセスに関係すると考えられる.上水道と下水道の普及率については官頭

で言及したが，本格的な整備開始時期にもかなりの時間差がある.以下では上水道事業の実施主

体が市町村となった経緯，次いで下水道事業の実施主体が市町村となった経緯について整理し，

最後にその今日的な理由の有無について考察してみよう.

1 )水道事業に係る経雄

明治期に近代的な水道が整備される契機となった出来事は，鎖国解除直後に海外からの通商船

がもたらしたコレラの大流行であると考えられる.これは，稲場 (6)，日本下水道協会下水道史

編さん委員会編 (24)，長崎市水道局 (23)および粛藤 (28) にも記された通りである.以下本

節と次節では，これらの文献の内容を整理しつつ歴史的「経緯Jを明らかにしていくことにする.

務藤 (28) によれば，明治 10年からの 10年間に消化器系伝染病で死亡した人数は，コレラ

で約 27万人，赤痢で約 4万人，腸チフスで 6万人にものぼる.死亡しないまでも擢患する者は

上述に倍する人数があり，明治 10年の日本の人口は 3，600万人弱であったことを考慮すれば，

明治政府の富国強兵・殖産興業政策の遂行上では驚異的な障害となっていたと推測される.これ

ほどの惨禍を巻き起こすに至った理由は，コレラ菌を原因とするコレラが消化器系伝染病である

ことの発見が遅れたことと，当時の人口調密地域における生活用水の供給と汚水の排出システム

にあった.江戸末期から明治期にかけて，日本の主要都市部では，生活用水は井戸からの汲み上

げや，河川から石や木組みの導水施設(樋)で引き入れる上水でこれを賄っていた.また，生活

q
L
 

PD 



中小規模市町村における下水道事業に関する一考察
一既存研究・歴史的背景と当面する課題の整理一

排水については「溝」へと排出されていたと考えられる.都市部の人糞尿は，周辺農村部におけ

る肥料に利用されたため，有償で各家庭から引き取られていたというのは有名な話であるが，公

的機関が糞尿回収を義務として実施していなhった以上，糞尿回収業者の都合や降雨等で肥だめ

が溢れ，明渠であった溝に流入することもあったのではないだろうか.長崎市水道局 (23)によ

れば. 1886年(明治 19年)に実施された長崎市内の溝の改修工事(底面を瓦で三面張りとして

漆喰で塗り固める改良工事)により，市内の井戸の水面が下がったとされる.溝に流れた汚水が

井戸水へと惨出していたことの証左であろう.つまり，この時期の消化器系伝染病が生活用水(上

水)と溝(下水)の複合的な要因によるものと考えることができる.しかし，なぜ上水が優先的

に上水道として整備されたのだろうか.技術的な面では，鋼管等を利用し，ポンプ等で加圧して

送水することで多少の地形的高低差を克服して給水可能面積を広げることが可能な上水道に対し

て，自然流下を基本とする下水道では，一定の区域ごとに処理水を汲み上げるポンプ場が不可欠

となるなど，対象面積を拡大するための困難性が高いことが考えられる.また，明治期の上水道

にあっては，水道施設の整備技術も水道施設の材料も海外からの輸入に依存する場合もあり，大

変なコストを必要としたことにも起因しよう.以下では，長崎市水道局 (23)を要約し，長崎市

における水道設備導入の歴史的な展開を追うことで，市町村が上水道事業の実施主体となった経

過をあぶり出してみよう(註1).

長崎で最初の水道は. 1673年に完成した倉田樋水とされている.江戸時代の日本では 22番目

の上水であったが，廻船問屋を営んでいたこ代田倉田次郎右衛門吉重が私財を投じて建設した「民

設J水道であった.当時の日本でも民設の水道は希で，その建設には豪商といえども大型船や家

屋敷を売り，さらには奉行所から借金するなどの資金繰りが必要であったとされる.倉田樋水は

長崎の 50あま りの町や出島にまで上水を供給した.以降倉回家は奉行所から命を受け，十代ま

で 194年間「水樋支配役Jを勤めた.これは，倉田家当主が世襲で地方公務員の課長職相当の

地位にあったことに相当する.この間の水道使用料は，武士は石高に応じて，一般町民は土地の

間口の大きさによって支払うことになっていた.水樋内の土砂汚物清掃や水源汚染の監視等の維

持管理は各町に置かれた水樋世話役が水樋支配役の指揮の下に実施した.以上の状況から，完全

な民営水道ではなく，半官半民的な経営 ・管理体制にあったと言えよう .水道の経営権は 5代目

から民間を転々とするが. 1872年には長崎県が金権利を買い上げ. 1878年には長崎区に移譲さ

れた.維持管理は慣例的に町内有志が実施するものの他，長崎区議会と同様の形式を持つ「倉田

水水利土功会Jが設置され，予算審議等を行ったが. 1891年に近代的な水道施設が竣工すると，

これも解散し，倉田樋水は終駕を迎える.この水道設置を巡っては，時の長崎県知事と地域住民・

中央官庁との聞に次のようなエピソードがある.

当時の長崎区の水道事業総経費の見積りは 30万円であった.長崎区の年間予算は4万円であっ

た.知事と区長はこれを区の予算で賄うことは不可能と判断し，資金は政府からの低利融資また

は民聞から公募し，私設水道会社を設立する計画を立てた.知事は 30万円の融資を獲得すベく，

内務省に陳情に赴いた.しかし，内務省の見解は市町村制の実施を目前に控え，そのような

大事業を起こして大きな負債を後世に残すのは適当ではなく，また寸刻を争う事案でもないので
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市制施行後新たに生まれる市で計画すべきである」として不賛成の態度を示した.結局，知事の

陳情によって 5万円の政府融資を取り付けた.残りの資金は社債を起こし，52年で償還する計

画を立てた.水道利用料が伸び悩み，社債の利子が支払えない場合は利子を区費から補填すると

した.また，消防用等の水道利用料は区費負担とすることから，一般市民一人あたり 30銭弱の

賦課金が発生し，これを直ちに徴収されると思いこんだ一部住民が反対運動を展開する様相と

なった.結果，水道の事案は区議会で否決された.反対派の主張は区費の 7.5倍に及ぶ巨額の

工事費，倉田水樋の存在，公共的な事業を私設会社に運営させる事への不安等であった.反対運

動の根源は区民の財政負担への不満であることから，結局は私設会社方式を取りやめ，公設事業

とすると同時に，公共事業のみに利用可能な「旧貿易玉厘金(藩政時代から続く長崎独自の貿易

関税)Jの残額6万円を流用した.こうした計画変更によって水道の事案は区議会を通過したが，

依然として反対は根強かった.1889年，日本初の地方公共団体による企業債の募集が開始された

公債への応募は全国から 41万円分にも上ったが，知事の指示により資金の不足額 19万円にな

るように調整した.同年は 4月 1日に市制が施行され，第一回の市議会議員選挙が行われたが，

これは水道選挙の様相となり，ここでも反対派が圧勝した.しかし，事前に工事に関する事案が

県の裁量に引き上げられていたことから，水道工事は着工し， 3年後に竣工を迎えることになっ

た.

以上の経緯を改めて纏めてみると，当時の内務省の見解は，上水道等の大規模事業は新しく設

置された「市町村」が所管する最初の大規模「目玉j 事業と位置づけられていたことを伺わせる

ものである.また，倉田樋水の維持管理が旧「町J単位で実施されていたこと，それが慣例化し

ていたことから，上水に係る事案は地域住民と非常に密接な関係にあり，その新設や関連制度の

施行にあたっては，地域住民と直接相対する最前線の行政機構である(現在の)市町村が担当に

なるべくしてなった，とも言えるだろう.これは，長崎市の事例から見ても，工事担当や当座の

費用負担は県や国であるにもかかわらず，水道使用料の徴収や一般会計からの利子補填が市の役

割であった事からも推測される(註 2).

2)下水道事業に係る経緯

下水道法第 3条には「公共下水道の設置，改築，修繕，維持その他の管理は，市町村が行うも

のとするj とある(建設省下水道法令研究会 (18J).これが下水道事業を市町村が担当すること

の全ての根拠であるが，この経緯は稲場 (6J や日本下水道協会下水道史編さん委員会編 (24J

によれば以下のようなものである.

上水道と同様，消化器系伝染病防除のための下水道の必要性も明治時代初期には政府レベルで

は認識されており，明治 33年 (1900年)には(対象地域における)住民の使用義務，下水道使

用権を保障するための住民相互間の私権の制限，さらには事業主体に住民個人の私権を制限する

公権力を付与した下水道法が制定された.私権を排除するほどの公権力を有する事業は公営であ

るべきで，下水道事業は完全な公共事業であり，租税によって管理運営されるという大前提があっ

た. しかし，当時の下水道法は汚物掃除法と一対となって制定されており，ここでいう汚物とは

塵芥，汚泥，汚水およびし尿をいうが，当時の下水道はこのうちの汚水を扱う法律である.汚水

4
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の処理施設としての下水道維持には，地域住民の溝さらいも潜在的に義務化されていた.また，

し尿は掃除義務者の自由処分とされ，実態的には昭和初期まで肥料として流通していた.その

後，下水道法は昭和 33年 (1956年)まで改正されなかった(稲場 [6)).その背景は，日本下

水道協会下水道史編さん委員会編 [24) によれば以下のように要約できる.日清戦争(明治 27

年'"28年)に勝利した後，強大な軍備と国土の保全・交通機関の発達といった内外両面にわた

る困難な国政運営と，同時期に発生した都市への人口集中等から，市町村制の導入を一つの契機

として地方への事務事業の移管を進めた. しかし， 日露戦争(明治 37年)の戦費調達のための

経済政策が圏内経済の混乱を招いた.地方は国家施策の一部を負担させられていたが，地方財政

にも連鎖的にひずみが生じ，国庫補助に依存する大規模公共事業には直接国カの増進に繋がるか

否かによって優先順位をつけて実施の是非を決定せざるを得なくなった.長崎市の事例のように，

下水道の整備の遅れが消化器系伝染病の要因となっていることは認識されていたが，上水道・下

水道および家屋の建築等を同時並行的に推進するだけの事業予算獲得は事実上不可能であったた

め，有識者・関係者による検討の結果，上水道の整備が優先された.これ以降，戦時体制が続く

中で下水道の整備は大幅に遅れることとなった.

都市部(特に東京市)への人口集中は，江戸時代からの従来型のし尿処理システムにも限界を

来たす.大正 5年 (1916年)頃までは，東京においてもし尿は周辺農家で資源として利用され

ていた. しかし，人口集中とスプロール化，さらには化学肥料の台頭で，し尿の位置づけは農業

生産のための有用有価物から「処理Jすべき廃棄物へと変質した.さらには水洗便所の普及もあ

り，大正 11年にはし尿も処理可能な汚水処分場を有する近代的な下水道を整備するに至ったが，

直後に起こった関東大震災により，下水道整備は昭和初期にも停滞する.しかし，下水道関連事

業は，昭和 4年に始まる世界恐慌下の失業対策公共事業として一時的に工事が多数実施されるが，

昭和 7年以降，軍備増強のため新規の上下水道事業補助廃止の動きもあり，本格的に都市下水道

整備が開始されるのは戦後復興期以降のこととなる.

この時期の「市町村Jの大きな違いは，水道事業が優先的に展開された明治期の市町村制とは

異なり，戦後の地方自治法下では都道府県を市町村とともに完全自治体とすることで地方公共団

体と国の責任区分が従来に比べて明確化されたことにある.戦後復興期の都市への人口集中(生

活排水・し尿処理の問題)と経済成長に伴う工場廃水の増加といった水質保全問題，大きく言え

ば疫病対策ではなく環境問題に対応することがこの時期以降の下水道事業の使命となったといえ

よう.

以上の経緯を纏めると，明治期に下水道事業は市町村が所管すべきとした根拠は，その一部が

上水道事業における根拠と同様であった.さらに事業としての不採算性や公共性，事業実施主体

に一定程度の公権力が必要との判断があったためと考えられる.しかし，実際には下水道が最も

重要とされる防疫の場面では，主として財政，さらには技術的な理由も加わって上水道事業の先

行を許し，その「つまづきj が経済不況や戦時体制，戦後復興といった社会情勢とあいまって， r衣

食足りて礼節を知るJ類の問題である環境問題(公害問題)が社会的に予断を許さない状況とな

るに至って初めて本格的に整備が進みだした，と言えるだろう.
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3)今目的意義に関する考察

水道事業が市町村の担当となった背景には，当時の喫緊の課題であった消化器系伝染病対策を

推進するため，従前の上水・下水(構)を維持管理してきた地減住民と直接向き合う組織(市町

村)がその最前線に立つという意義があったと考えられる.また，上水道事業が疫病対策として

他の複合的要素に優先して実施されることになったことも，住民と向き合うことの必然性に拍車

をかけたものと推測される.一方で下水道事業は，明治期にその重要性が認識されながらも，上

水道整備優先の決定以降，不況や戦争によって整備が大幅に遅れ，戦後の経済成長期に環境問題

(公害問題)が顕現するに至つてはじめて本格的にその整備に乗り出すことになったと言える.

このような状況から考えれば，明治期に制定された下水道法における「公権力を行使するから，

あるいは大規模な先行投資が必要となるから，提供する公共サービスに収益性が見込めないから」

といった理由が，そのまま下水道事業を市町村が実施するものとする合理的な理由となりうると

も考え難い.また，次主主で詳述するように， 日本の国家レベルでの下水道事業を巡る変遷は，補

助給付の権限を司る中央省庁の利権を巡る再編過程であり，実際に下水道の整備を必要とする現

場，特に戦後復興期以降の市町村にとっては「どこが監督官庁でも構わないが，生活排水・工場

廃水処理対策を講じる必要はあるJという状況にあったのではないだろうか.確かに，一点の汚

染源が面的に汚染を拡大する性質を持つ水質保全の問題解決にあたっては，一定程度の公権力も

必要であろう. しかし，なればこそ「市町村Jの地理的枠組みの範囲内では解決し難い問題も生

じるであろうし，収益性に至つては，現在では水道使用料等とリンクして適切な処理費用を請求

する事も可能である.したがって，過去の歴史的な経緯には，現在において下水道事業を市町村

が所管することの積極的かっ合理的な意味は見出しえないと結論できるのではないだろうか.

では，現在の「市町村Jではなく，別の事業主体が現段階で想定しうるだろうか.次章では，

市町村の枠組みを超える広域的な下水道である「流域下水道j に関する歴史的展開を要約しなが

ら，下水道事業の広域化に関する問題点を整理してみよう.

註:1)長崎は，安政元年 (1854年)の開国以降，横浜・函館と並んで開港場となった.こうした地域は，

海外との交易が盛んになるにつれ日本における疫病の発生源となったこと，さらに上水の利便性が悪

い港湾部の外国人居留地域からの要請があったことから，近代的な上下水道整備の先駆けとなった.

以上が本稿で長崎を事例とする理由である.

2) こうした理由の他にも，明治政府による当時の欧米の先進事例視察により，イギリスにおける民間の

水道会社の過当競争とそれに伴うサービス低下が見られたことから，水道事業の建設と経営は民閉会

社に任せるには適しないと判断して，これを地域・住民の事情に通じ，財政カ，技術力に優る市町村

の処理すべき仕事とした，という見解もある(驚藤 (28J). 

4.下水道事業の広域化に関する検討一流域下水道の研究事例からー

流域下水道とは，二つ以上の市町村の区域における下水を排除し，処理するものを言う.その

発想、は，下水道は原則として自然流下式である.つまり，地理的な高低差・流域圏における整備
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が効率的であるが，現実的に市町村の境界はそれに則るものではない.したがって，下水道網の

整備，さらには河川の水質保全を考慮すれば，複数町村にまたがる範囲での下水道事業の推進の

ほうが，市町村個別での事業推進に比べてよ口効率的であるというものである.

以下では加藤 (13)および加藤 (14) を要約し，この流域下水道システム，つまり下水道事

業の広域化に関する行政の動きを見ながら，その実現可能性を検討する.

市町村における生活排水処理事業に関する監督官庁が，環境省・国土交通省・農林水産省など

多岐にわたることは前述の通りであるが，巨額の事業資金が動く上下水道事業は，失業・雇用対

策といった経済政策の側面も有していることから，明治期から戦後復興期に至るまで中央省庁に

おける「利権争いJの対象となってきた.戦後復興期の上下水道関連においては，主に建設省と

厚生省の利権争いが激しかったものと考えられる.この利権争いは上水道関連が厚生省，公共下

水道関連が建設省となることで決着した.それ以前は下水道事業の一部も厚生省が所管しており，

建設省と厚生省の二元行政は 1967年までおよそ半世紀にわたって行政機構内に不効率要素を発

生させていた.

このような二元行政の不効率の被害をこうむってきたのは下部行政機構である県・市町村と考

えられる.しかし，流域下水道の実施主体はなぜか「都道府県Jである.つまり，監督省庁は一

元化したものの，流域下水道事業の実施主体は市町村ではなく都道府県となる二元構造が発生し

ている.より詳しく言えば，幹線管渠と終末処理場を都道府県が担当し，枝管部分を市町村が担

当する構造となっている.このため，下水道法にも「流域下水道の実施主体は都道府県」とされ

ているのである.確かに，複数町村にまたがる流域下水道事業では，市町村の上位行政機構が

その担当となるにふさわしいともいえる.また，市町村の一部事務組合の形態を取らなかったの

は，市町村同士の一部事務組合では，終末処分場などの施設誘致をめくやって対立が生じる事態を

回避する狙いもあったと考えられる.しかし，寝屋川流域下水道の事例(1965年事業着手)では，

計画当初は一部事務組合でのスタートであった.背景には自治省・大蔵省による地方分権の推進

中に市町村の所管事業を上位行政機構が吸い上げることへの反発にあったとされるが，最終的に

は大阪府が事業主体となった.その理由は，市町村の公共下水道事業よりも有利な補助率が流域

下水道に設定されたこと等が挙げられる.下水道一元行政の実現を悲願とする建設省が，その実

現を目前にして流域下水道事業における市町村の対立という事態を避けるべく，各省に働きかけ

たためと考えられる.つまり，流域下水道整備の眼目は，事業区域の広域化による事業経費，市

町村における諸手続き等の効率化ではなく，建設省による下水道行政一元化にあったと推測され

る.都道府県と市町村が一つの事業を所管するこ元化は，利用者たる地域住民と，終末処理を担

当する行政機構たる都道府県との精神的距離を遠ざけ，結果として責任関係や負担関係を暖味に

する弊害をもたらした(加藤 (13)). 

では，都道府県ではなく，広域的な枠組みを持つ別の組織に下水道事業を担当させることは可

能であろうか.現在，既に多くの行政事務がアウトソーシングの形で民聞に委託されている.行

政事務のアウトソーシングの是非に関する議論は置くとして，下水道事業のアウトソーシングに

よって， 高度な専門的技術を持つ人材を市町村が自前で教育する必要がなくなり，コスト的にも
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効率化が期待できるはずである.

現段階において既に「日本下水道事業団」や府県の「下水道公社」へのアウトソーシングは実

施されている.しかし，事業団や公社の要職へは中央省庁や都道府県からの「天下りJが数多く，

さらにそれら要職にあった者の再就職先は建設会社等が多い.また，公社は随意契約による再委

託の割合も高い.こうした構造は，大規模公共事業の持つ「うま味Jを業者や関連団体の問で余

すところ無く分配するには適しているが，事業の発注者側，さらにはその財源を負担する側から

見て，費用効率的とは言い難い状況を作り出すと思われる.実際に，こうした構造の中では事業

の落札率は高止まりの傾向にある(加藤 (14J) .つまり，現在実施されている「アウトソーシン

グjの延長線上には，下水道事業の適切な担い手としての姿は依然見られないと言っても良いだ

ろう.では，ここで改めて，今後の下水道事業の方向性はいかにあるべきかを次章で考察しよう.

5.下水道事業の課題と解決策

現在の下水道事業は自治体行政の範囲内にある.したがって必然的に地方財政悪化の影響を受

け，閉塞状態にあると言える.再三指摘してきた事項ではあるが，この閉塞状態の上に，下水道

事業を担う地方公営企業は， r企業Jといえども自治体行政の一部門に過ぎず，職員は庁内人事

異動のローテーションに組み込まれ，優秀な人材を継続して確保できない，工事費や資材購入で

は民間企業のような価格協議ができず，地方自治体特有の複雑な事務手続きを経なければ予算を

執行できず，調達価格も下がらない.この状況は，公営企業とは名ばかりで，自治体の一行政事

務が複式簿記を採用しているに過ぎないと言っても過言ではない.閉塞状態に加えて，経営効率

化に対しては手足を縛られていては企業並みの経営など望むべくもない.さらに現在の地方自治

体の財務状況を鑑みれば，この状態は今後も当分続くものと考えられ，近い将来下水道事業の新

規推進はおろか，老朽化した下水道設備の更新もままならない状況に陥る懸念さえある.中小規

模市町村における上下水道事業の中に身をおく筆者(遠藤)としては，一般会計からの繰り入れ

にいつまでも依存し，下水道の接続率は上がらず，施設の維持で精一杯で，必要な更新や災害対

策もままならない，では仕事への喜びを感じることもままならない.

このような状況を打開し，下水道事業の運営基盤の強化を図るためには，上水道も併せて下水

道事業を電力会社のようなブロック割りの民設公益事業団体へと発展させることが有効ではない

かと考える.その理由は，①上述のように，現在の地方自治の枠組みでは，広域化・効率化に限

界があり，改善が進まない.②自治体財政の悪化で，設備更新等に係る費用の補助がこれ以上は

見込めず，むしろ公営企業として独立が求められている.③行政情報の公開や住民監査請求に対

する管理部門の過剰反応により，行政事務手続きが煩雑化し，公営「企業jとしての独自性とスピー

ドが発揮し難くなっている.④情報流通の高度化や交通インフラの整備が進展し，市町村の区界

内部で行政事務を行う事への必然性が薄れている，といったことが挙げられよう.また，メリッ

トとして①事業の効率化による財源捻出で計画的に施設・設備の更新が可能となり，上下水道事

業の持続性を担保しうる.②水利権など水道水源を流域単位で一元管理することが可能で，水原

の保全と同時に開発した水源の効率的な運用が可能となる.③既存の自治体の枠組みから経営的
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に独立することで，施設の広域管理，管理業務の集中化，計画的な人材育成など，長期的な戦略

展望が可能となる.④使用料の一元化により，料金の地域格差を無くすことができる.⑤設備投

資の計画的実施による業務発注で水道関連企業の業績を安定させ，技術開発力の強化に必要な体

力を養わせることができる，等が挙げられる.

以上は，人口 2万人弱の町における 17年間の上下水道事業実施の当事者としての筆者(遠藤)

の経験に基づく提言である.筆者(遠藤)は，平成 6年から 4年の歳月を費やし，経理，料金徴

収，施設管理まで可能な仕事は全て第三者委託によって合理化し，水道 2名，下水道2名の最小

単位で運営するところまでこぎ着けた. しかし，この小規模上下水道事業の改革モデルは，国の

関係者からは一定程度は評価をされたものの，ノウハウは拡大することなく，一町村の枠組みの

中に埋もれている.この事実からも，従来の地方自治体の枠組みから脱却した，例えば道州制ブ

ロック別民設公益事業団体の設置が現状打開の最善の策ではないかと考えられる(註1).

註:1)本章の主張は，厚生労働省の 「水道ビジョンフォローアップ検討会Jにて筆者(遠藤)が提言した委

員提案を修正したものである.

6. おわりに

本稿での議論を要約すると，次のようになる.

中小規模市町村のような地方自治体における行財政改革の議論の中での下水道事業関連の既存

研究は，下水道事業の実施主体は市町村であるという前提を崩すことのない範囲内で数多く実施

されてきた.本稿第 2章で紹介した施策別財源分配方式や，第 4章で紹介した流域下水道システ

ムに関する研究のように，既存の地方自治体における行財政システムの中での課題の指摘やその

解決策の提示に関する研究がある一方，本来であれば市町村の上位行政機構や地域住民に対し，

財政出動の正当性を主張しつつ行財政運営の効率化に資するべき費用対効果分析の研究領域は，

あたかも監督官庁を擁護する代理戦争の様相を呈していた.

下水道事業の実施主体が市町村となった経緯を、歴史的展開を概観することで明らかにし，そ

こに今日的な合理性があることを検討したが，明確な合理性は確認できなかった.

流域下水道システムの先行研究から，下水道事業の実施主体を広域化するためには，既存の地

方自治体の枠組みから脱却する必要があることを確認し，第 5章では道州|制のブロック割に基づ

く民設公益事業団体の設置が必要と考えられる理由とそれによるメリットを提示した.

以上のような本稿の結論から導き出される今後の課題は，道州制のブロック割に基づく民設公

益事業団体の設置，つまり「上水道と併せた下水道事業の民営化と広域化が，高い事業効率と住

民へのサービス水準の維持に寄与するであろうJという本稿が提示したいわば「仮説」の検証に

ある.具体的には，現在の法制度の中でそれが可能であるかを検討するとともに，中小規模市町

村の地理的範囲・現在の地方自治体状況・レベルでは下水道の維持管理が困難であることを実在

する町村のデータ等によって検証すること，さらにいわゆる平成の大合併を期に市町村合併し，

同時に下水道事業に係る公営企業も広域化した事例を調査し，事業範囲が拡大することによる効
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果と問題点を調査することが必要と考えられる.
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