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【テーマ１】高甫地区水道水の水質による設備配管・機器類の短寿命化問題 

提案の趣旨・目的 

当地区の水道水は、地下水を水源としているため、飲んでは大変おいしいが、

設備配管類や高性能給湯機器類（給湯機器等の銅管部）の腐食による劣化が激

しく、短寿命の一因となっている。 

 以前から設備業者に修理を依頼すると「八町は水が悪いから」と言われてし

まうとの事です。 近の器機は高機能化しており、修理費も高額で、買い替え

るとなるとさらに負担が増えます。今まであまり取り上げられなかったが、水

質等の改善が出来るのなら改善していただきたい。 

 

地域の取り組み状況 

地域としての表立った取り組みはしていないが、設備業者の間では、高甫地

区は給湯器が早く壊れるので、よく売れる地区だとのことです。 

解決のための方策 

 浄水場に水質改善の器機を取り付けたとも聞きましたが、どんな器機でどん 

な効果があるのか教えてほしい。 

 

市の基本的な考え方 

水道水をご利用いただきありがとうございます。水道局では水道法で定める

水質基準に適合した水を供給しており、安心してお飲みいただけますが、給湯

器等の配管（銅管）に小さな穴（孔食）があき、漏水が発生する苦情をいただ

くことがあります。 

その孔食の要因は、水質、配管などの環境条件や材料の両面にあると考えら

れ、腐食の要因とされる水質と管の材質や管の接合に使う材料、また、使用中

の温度や流速など色々な要因や条件が考えられ、これらが複合的に作用して発

生すると言われていますが、完全には解明されていません。 

対策方法につきましては、供給する水道水質を変えるか、給湯器等の配管を

対孔食性のある材質等にすることが防止策となります。 

水質を変える件につきましては、水道局として八町浄水場に平成２７年度末

にエアレーション装置を設置し水質改善を行っております。その装置は、侵食

性遊離炭酸を減少させ、PH値も酸性から弱アルカリ性に改善させる効果があり、

設置後の28年5月20日に上水試験方法による水質検査を実施し、浸食性遊離炭酸

は、原水は9.5mg/ｌでエアレーション処理後は2.3 mg/ｌと約四分の一に減少し

ていますことから、思いは激減してほしいと考えております。 

配管を対孔食性のある材質等に取り替えることにつきましては、市指定の給

水装置工事事業者又は給湯器等取り扱い店にご相談ください。また一部給湯器
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のメーカーでは、孔食に対する対策を検討し、対策を講じているとお聞きして

おりますのでご理解をお願い致します。 

いずれにしましても、様々な要因から発生している事象ですので、この対策

がすぐに解決すると断言できませんが、水道局としても全国の対応状況等注視

しながら対応して参ります。また、おいしい水といわれる水道水の安定供給に

努めてまいります。 

[水道局]
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【テーマ２】高甫小学校プールの塩素大量投入による放流水汚染問題 

提案の趣旨・目的 

高甫小学校プールでは、プールの構造上の問題なのか、夏季使用時に水温の

上昇が激しく、その上プール内壁面の塗料がはがれてしまっているため藻が発

生しやすく、対策として大量の塩素消毒剤を投入していると聞いています。そ

してその放流水は下水道に流さず、用水路に放流しているとの事です。 

 下流地区では、用水を農業用に灌水したり、自宅の池に引き入れている家庭

もあり、「悪影響が無いか心配」との声が上がっています。実際に原因は確定

できないが、下流地区の住民から、「池の鯉が死んでしまった」との情報が寄

せられています。 

 

地域の取り組み状況 

高甫小学校では、今年から大量の塩素消毒剤を使用しない対策として、市の

了解の下に給水量を多くして水温の上昇を抑える方式を採用するとの事です

が、塩素消毒剤を投入しないわけではないので、その分放水量も多くなり、根

本的な解決にはならないと思われます。また、温度管理が大変なため、先生方

は休日も返上してプールの管理に当たっているそうです。 

 

解決のための方策 

プール自体が老朽化しているためと、コンクリート製のため、直射日光や気 

温の影響を受けやすいと思われます。一日も早くプールを全面改修していただ 

くか、高性能浄化設備を導入して、下水道への放流を可能にしていただきたい。

 

市の基本的な考え方 

 学校プールの排水につきまして、地域の皆様にご心配をおかけしております

ことをお詫び申し上げます。 

 一般的に、学校のプールは児童生徒が衛生的かつ安全に泳ぐことができるよ

う、学校環境衛生基準に基づいて、循環ろ過装置の適切な運転管理、新しい水

の補給などによりプール水の浄化を行っております。また、プール水の遊離残

留塩素濃度が基準値を下回らないよう、濃度管理を行っております。 

高甫小学校のプールにつきましては、すでにご承知のとおり、プール内側の

コンクリートのざらつきが大きいことによって藻が発生しやすい状況でありま

すことから、昨年は塩素濃度を高めにして藻の発生を抑制しておりました。今

年は、新しい水の補給を多くすることで藻の発生を抑制し、塩素濃度を高くし

ないよう管理しております。 

 プール改修につきましては、プールの構造体自体の耐久性はありますので、

藻の発生を抑制するため、プール内側の塗装の塗り直し、またはプールシート
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防水工事の実施を検討してまいります。          [学校教育課] 
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【テーマ３】国道406号バイパス化について 

提案の趣旨・目的 

長年にわたって取り上げられている問題ですが、特に本年のような積雪の多

い時は、除雪の問題もあり、交通量も増える一方なので、益々危険度が増して

いる。 

 

地域の取り組み状況 

一昨年にバイパス建設促進委員会が設置されましたが、区とも連携を図り、

市とともに県に働きかける運動を行っている。本年は三木市長とともに、県に

要望書を提出しました。 

 

解決のための方策 

要望書を受けた県では、「熱心にやっていただいているので、調査が進んで、

地域に反対が起きず、合意形成がされれば、先に進むと思う」（須坂新聞）と言

っています。 

地元としても「協力することはする」の信念で、粘り強く運動を進めて行き 

たい。 

 

市の基本的な考え方 

 平成29年6月15日に、長野県建設部長へ村石町区、須坂市で要望書を提出しま

した。 

国道406号のバイパスとなりますので、事業主体となる県と、連携を密にし一

日も早く事業着手できますよう尽力いたします。 

 

[道路河川課]
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【テーマ４】環境問題について 

提案の趣旨・目的 

昨年に続くテーマですが、肥料工場から出る悪臭は、なかなか解決に至らず、

自然環境に恵まれた「高甫の郷」のイメージが泣いている。 

 

地域の取り組み状況 

さまざまな取り組みは、昨年までの報告と同じですが、本年は５月23日㈫に

工場視察を行いました。 

 

解決のための方策 

会社への改善の申し入れは当然ですが、市や県の担当部署による、行政の指 

導も重要と思われます。更なる指導や監督による改善提起を行ってほしい。 

市の基本的な考え方 

 廃棄物処理法に基づく長野県の指導及び悪臭防止法に基づく須坂市の指導の

状況 

１ 長野県 

長野県では、平成 27 年 11 月 6 日付けで産業廃棄物処理業の更新許可申請

について条件を付して許可を行っているが、条件である「須坂事業場におい

ては、当該事業場の敷地の境界線の地表において悪臭防止法第２条第２項に

規定する大気の臭気指数を 13 以下とすること。当分の間は、前記の規定は適

用せず須坂市大字八町の区域（字蛇塚西、字笹ヶ崎、字久保山、字三入道東、

字参入道南及び字戸谷を除く。）において大気の臭気指数を 13 以下とするこ

と。」が遵守されているかどうかについて確認するため、臭気測定を実施する。

平成 29 年度は年４回の実施を予定しています。 

 

２ 須坂市 

 市では、これまでにおいの専門機関である（公社）におい・かおり環境協

会による立入調査、臭気測定を実施し、悪臭原因事業所に対して指導を行っ

てきています。平成 29 年度は、３回目の指導書を交付し、対応を求めまし

たが、悪臭原因事業所では、具体的な対応を行う回答はありませんでした。

このため、悪臭原因事業所による改善計画実施に向けて以下のとおり指導を

行ってまいります。 

 

(1) 悪臭原因事業所に対して、原因者としての説明責任を果たすため、地元

住民に対する説明会の開催を求めていく。 

(2) （公社）におい・かおり環境協会、（一社）日本有機資源協会に立入調
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査等の実施を依頼し、においの観点、堆肥製造の観点から指導を行う。

(3) 産業廃棄物処理業の許可権者である長野県に対して、許可権者として悪

臭原因事業所に対して指導を行うよう働きかける。 

(4) 悪臭防止の実効性が高い改善計画が実施されるよう、許可権者である長

野県と  連携した指導を行ってまいります。現在、許可権者である県に、

悪臭原因事業所代表者、県、市３者による話し合いを開催するよう依頼

しています。 

(5) 指導書を交付しても悪臭原因事業所による具体的なアクションが示さ

れないため、悪臭防止法に基づく改善勧告の実施に向けて準備をします。

また、必要に応じ、悪臭原因事業所に対して指導書を交付してまいりま

す。 

(6) 上八町区におかれましても公害防止協定を締結されている当事者とし

て、また、日々悪臭に苦しんでおられる住民の立場で、悪臭改善対策に

関する連絡会議の開催や改築計画に関する説明会の早期開催を、悪臭原

因事業者に直接求めるなど具体的な対応をお願いします。 

(7) 今後も、悪臭原因事業所に対して指導を行うため、引き続き臭気調査等

を実施してまいりたいと考えておりますので、ご協力をお願いします。

[生活環境課]
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【テーマ５】有害図書類の自動販売機の撤去 

提案の趣旨・目的 

高甫地区下八町地籍に設置された、有害図書類の自動販売機は、度重なる撤去

要請にもかかわらず効果が無く、現在も設置されたまま稼働しています。 

地域の取り組み状況 

有害環境を排除する会を立ち上げ、委員が当番制で巡回したり、市の補助金

を活用して、注意看板を設置しています。昨年は、夜でも見えやすくする照明

装置を設置していただきました。しかし、照明装置は一般の防犯灯とは異なり、

看板照明の分類に入るとの事で、電力会社に支払う電気料金が防犯灯に比べて、

きわめて割高になっています。 

排除する会の予算では賄えない金額なので、市に対して何らかの対応をお願い

する次第です。 

 

解決のための方策 

毎年、撤去要望書を送付しているが、地域としてはほかに手立てが無く、県 

や市の行政として、取り組んでいただきたいと願っています。 

 

市の基本的な考え方 

・15 年以上にわたる地道な撤去活動に対し敬意を申し上げます。 

・昨年 11 月に設置した当該照明については、「高甫地域健全育成に係る有害環

境を排除する会」（以下「有害環境を排除する会」という。）と覚書を締結しま

したとおり、設置費用は市が負担し、電気料は有害環境を排除する会にご負担

いただいているものです。 

・市では、社会教育の振興に関する事業補助金交付要綱に沿い、青少年環境浄

化事業として、有害環境を排除する会の運営費の２分の１以内の額を補助して

います。この補助金の限度額は３万円ですが、今後も、この補助金をご活用い

ただきますようお願いします。 

・昨年の地域づくり市民会議でもお話ししましたとおり、昨年 7 月 1 日に公布

された「長野県子どもを性被害から守るための条例」は、子どもを性被害から

守るという特化した内容となっており、他県にあるような有害図書自動販売機

の規制を盛り込んだ包括的な条例ではありません。条例制定に至るまでの議論

の中では、「条例が出来ればそれに頼りっきりになる」「県民運動がさらに衰退

してしまう」という意見もあり、また、県民運動により有害図書自動販売機を

撤去させてきているという一定の成果があることから、この条例には盛り込ま

れませんでした。 

・下八町地籍にある有害図書自動販売機については、平成 27 年度に撤去された
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ものとは違い、自動販売機の設置業者自身が土地所有者であるため、撤去は厳

しいと感じています。 

・市としても、この問題が高甫地区だけの問題ではなく、全市的な共通の問題

として捉え、児童青少年育成委員会と子ども会育成連絡協議会と連名で、自動

販売機設置業者及び土地所有者へ撤去協力要請文を送っています。 

・また、市内の他の地区の方々にも高甫地区だけの問題ではなく市全体の問題

として考えていただくため、毎年７月に高甫地域に啓発チラシを全戸配布する

とともに、市内全域には毎年 11 月に隣組回覧しています。 

・当該自動販売機の撤去についてはたいへん難しい問題ですが、今後も、地域

の皆様のお力をお借りしながら、昨年度から子ども課に配置された青少年指導

員も含め、行政も、皆様とともに活動したいと考えています。 

 

[子ども課]
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