
下水道に関するアンケート「その他」意見一覧表

平成２５年３月４日現在　
番号 その他意見

1
川がとてもきれいになりザリガニもふえて孫たちは毎日川に通っています。蚊もいなく
なり環境の為にも早く進めてほしい。

2 浄化槽より下水道料金が安くなれば普及すると思われる。
3 料金が浄化槽のメンテナンス代１年分と同等ならいいがそれ以上にかかる高すぎます。

4
旧巣南町の中心地、行政施設あり学校ありの場に処理場がある。たしかに環境に影響な
いと言われるが、気分的に嫌な気がする。早く施設の上の活用を急いでほしい。浄化槽
を一新するものを望みます。

5
地域の中で数軒が加入していないため夏場汚物の悪臭が側溝より立ち上り迷惑していま
す。また全軒が加入すれば側溝の清掃を毎年しなくても良いのでないかと思います。

6 大変便利になりましたが、料金が高いのでもう少し安くなるようにお願いしたいと思い
7 下水道を使用する人が増えれば水道料金は安くなるのでしょうか？
8 全家庭で実施しないと川はきれいにならない。１日も早く進めてもらいたい。

9
自分達が住んでいる地区以外の土地の諸事情は、正直よくわかりません。市の主導でよ
り良い方向に進むよう事業を進めていただければ良いと思います。

10 家の周りが清潔できれいになった。
11 くみ取りより安くしてほしい。
12 下水道料金が高く負担を感じます。他自治体と同じくらいに下がると助かります。
13 料金を安くてしてほしい。
14 水道料金が高いので市の方で考えてほしいと思います。下水道にした意味がありませ

15
早く全軒が下水道にして欲しく当初の説明では全軒と聞いていたので今では市に不信感
があります。

16 書面だけではだめ、各家庭に出向き指導すべき。
17 浄化槽使用の時より水道料金（下水道料金が高くなりました。）

18
下水道利用のランニングコストが現状より高い為、普及はなかなか進まないのではない
か。環境云々よりもそれが第一ではないかと思う。環境を考えて下水道を考える人は皆
無ではないか？

19
毎年４月９月に用水路の掃除をさせられる。下水道に未接続の家庭のみが掃除すればよ
い。用水路にゴミをすてる人間程下水道に未接続の家庭が多い。

20 下水道料金の引き下げを要望します。
21 下水道料金が高すぎる
22 他の町内も同じ様に進めてもらう。

23
昔の良好な環境を取り戻すためには、 低限必要なことと思います。そのために実施
（事業を）したのでは？

24 下水道使用料金を安くして欲しい
25 水道料金が高くなった。
26 水道代下水道代が高いため下水道への進まないのです。

27

下水道に切り替えのときの説明では、浄化槽及びくみ取りより下水方式の方が処理料金
が安価になるとのこと、又そのことを売り文句であったはずですようね。それは、全世
帯が実施しての話だったのかも。あの時点では、まだ市ではなく町でしたがお上の言わ
れることを深く考えもしずに信じてしまった、自分が悪いということでしょうか。

28
普及率が悪いという事は、現在接続している家庭の費用が多いということになる。普及
率を上げれば費用も安くなると思う。市としてもっと強力に進めるべきである。

29 瑞穂市人々は全家が下水道にする事
30 未接続の方にもっと強制的に市として指導推進してほしい。

31
もともと未接続の方は、初期工事費がかかること又水道料（くみ取り料含む）が接続家
族の世帯の方が年間で高すぎるこれを放置している市の方に問題がある。

32 下水道料金が高いと思います。もう少し安くしてください。
33 水道料金より下水道料金の方が高い。

34

補助金等検討して早急に１００％を達成する。すでに加入している家庭の文化水準をみ
たら未加入は不幸である。地域近郊の都市に比べ瑞穂市が異常に上下水道の負担が高い
のは不満である。岐阜県民などはどの地域が生活しても安価な価格設定であって欲し
い。この件は、堀市長も確認しておられますから、早急に是正して欲しい。のんびりし
ていると私の命が悲鳴をあげます。３～５年を目安に実現してください。

35 臭い（イヤな）が無くなった。カなど虫が減った。良いことが多く早く整備すべき。



番号 その他意見

36
下水道にして以前より水道料など負担が多くなった。多くの家が下水道にしてくれると
料金が安くなっていくと思う。

37

未接続の家からの排水で近所の排水渠の臭いがくさい。下水道料金が上水道の１．７倍
と高すぎる。また人の心理として使う水（上水）には金を払うが捨てる水には払いたく
ない。下水道の普及率を上げるために政策として下水道料金を上水道レベルにさげてま
ず戸数増加を図ること、下水道接続戸数が少ないため採算面で割高料金となっていると
の話しもあるが、まず普及拡大によってコスト低減（ｍ3当りの）を図るべきと思う。
更に下水道接続工事の費用補助金があるとよい。

38

折角出来た下水道です。接続するのは住民の義務です。当部落でも接続しない家庭がい
まだに見られます。行政も家庭訪問し接続徹底してください。尚維持費については浄化
槽で業者に払った費用より下水道になってからの下水道料金の方が５０％位高くなっ
た。もう少し安くならないのかな。

39 下水道のお金がたかい。
40 外の清掃（棒）は月１回でも不便です。料金が安くならないかと思います。
41 下水道代が高い。
42 水路清掃は市が行うべき。税金を納めている私たちが行う事ではない。
43 料金を少し下げてほしい。
44 下水道料金を安くすること。普及のための説明会をこまめに行い、普及拡大に努めるこ
45 水路環境は良くなったが、下水道料金がまだ高いので検討してほしい。
46 料金が高い。国の命令であれば全域でやるのがあたりまえ。

47

本市の普及率の低さは①旧穂積町時代からインフラ整備を怠ってきたこと（財政問題で
はない）②市の補助が低額であること③下水道料金が高いこと等である。アンケート調
査も不要とは言わないが市が自治会ごとに説明会を開くなどして市民の意見を十分に吸
い上げ市の総合的都市計画の中に下水道問題をきちんと位置づけることが必要と考え
る。また、下水道により水路の改善が見られるものの河川は不法投棄ゴミ等で大変汚れ
ている。環境保全のための施策の充実が急務と考える。その際住民まかせではなく市の

48
市議会議員が管理しているアパートが川に生活雑排水を流して良いのですか？下水道の
使える地域は、速やかに下水道に接続する様指導すべきだ。時限を設けるべきである。

49
料金が高く、利用するべきではなかったと感じている。利用者の料金を安くするか市民
公平な税等で負担してほしい。

50 下水道料金が高い。
51 下水道料金が高すぎる

52
瑞穂市として下水道を各家庭に推進して来たにも係わらず未だにつながっていない家が
あるのは市として何を感じて下水道を進めて来たのか？中途半端で放り出さずに徹底し
て進めてください。水道料金も高いし下水道にした家は何のメリットもない。下水道課

53 下水道料金が高い
54 下水道料金が高すぎる
55 料金が高すぎる
56 全地域を早くしてほしい。
57 下水道料金が高すぎる！このままでは利用者が広がらない。

58
浄化槽と下水道使用料金が同等に成る様な料金体系とするため。市財政で負担すべき
だ。場合によっては、下水道利用の方が安価になるまで、市財政で負担してほしい。

59 市として感じる事は、無いと思います。下水接続率は、４５％だと思います。
60 早く下水道を進めて、使用料を安くしてほしい。集中浄化槽に比べてかなり高いと思い

61

住居が密集している地域、巣南では１南地区２中地区。穂積は全地区で普及が必要で
しょう。生活排水がコンクリート護岸を流れているため、特に穂積地区は農業用水との
関係が問題と思いますが。未接続の浄化槽からの排水で不衛生と思います。臭いが漂
う。下水料金の高さの問題も取り上げるべき。料金の値下げを取り上げるべき。

62 早く市内全域での下水道の普及を進めてほしい。

63
他の市町村に比べて料金が高いと思う。犬の散歩で糞を持ち帰らず水路に捨てるのを何
回か見たことがある。プラゴミを自宅で燃やすなど全体に大変モラルが低い。継続的な
啓発が必要と思います。

64 料金を安くしてください！！
65 下水料金が高い。その点で未接続の方が出来ると思います。

66
せっかくこうしたアンケートが実施されたので、まだ切替していない不心得者の方に悪
水清掃時には地域の人が大変不衛生を感じている事を市役所から強力に通告してやって
ください。お願いします。



番号 その他意見

67
当初、市をあげて下水道を推進という話だったのに、中途半端なやり方で工事をやった
人が高い水道代になり、とても不公平を感じます。（ちなみに経済的理由でやっていな
い家まわりにはいません。）

68
下水道代が髙過ぎる。浄化槽の時は年間４万円程度のメンテナンス料で済んでいたが下
水道になってコストが倍になった。

69 上下水道料金が他の町より高い。高いから未接続の方がいいと思う人が多いと思う。

70
下水道料金が高いと言われ工事をしていない地域が増えているので、説明をして下水道
を進めてほしい。

71
１７～１８年前に住宅を購入したが、下水道計画があったにもかかわらず下水につなぎ
込む事が加味されて無く、工事費が高くなった。下水道代が高い。

72 下水道料金があまりにも高すぎる。ひどい。不公平。

73
環境汚染の負担を次世代に落とすのは良くない。今、我々の世代でできる事をやってお
いてあげるべきだと考えます。

74
昔とまったくちがいます。私達のの班は全家庭が接続してありますのでとてもきれいで
す。下水道料金が他の市より高いと思います。高いから接続しない家庭があるようで

75 合併浄化槽使用者の排水基準が正常かどうか調査する必要があると思う。

76
下水道料金が高いのでなかなか下水道工事に進まないんだと思う。料金を少し考え直し
てもらうと良い。

77 浄化槽管理費と下水道代と変わりないという話だったが、下水道代金が高い事が不満
78 未接続の方が多いほど下水道の意味なし。
79 料金が高いため全戸加入にならないのでは。
80 下水道料金が高い。

81
税金を払っているのだから市で水路清掃をしてほしい。（岐阜市は市で行っている。）
水道代を安くしてほしい。

82 水道代が高すぎる。
83 下水道料金がもう少し安くなってほしい。

84
下水道工事が終わって道路の「ゆれ」車（大型車）が通るたびに家がゆれます。地震の
ようにゆれ塀もかたむきました。

85 瑞穂市全体が下水道になれば料金も少しは安くなると思う。

86
隣近所は井戸水を使用して見える方が多く、旧部落の中は簡易水道のままで出来れば本
管へ接続してほしいです。

87
下水道の接続はしなくてはいけない事と思いましたが、料金がとても高いのにビックリ
しました。年間合計するとかなりの金額になるので困っています。（水道を節約しても
安くならない。）いつも浄化槽が良かったと思っています。

88 １日も早く瑞穂市全地区で下水道事業を完備してほしいと思う。

89
全域に完備出来たら清潔な環境になると思います。多少の経費がかかるのは当然です。
地区での話し合いを進めるべきです。

90 出来るだけ早く下水道工事をやってください。（出来ていない所）
91 費用に負担が多く成る

92
下水道料金の引き下げに頑張ってください。浄化槽はみなとは行かないにしても、それ
に近い使用料になるのならば下水道加入者は増えてくると思います。

93
強制義務にやるべき。真面目な人が馬鹿を見ているのが現状。早急に市は動くべき。下
水道使用料が高すぎる。生活の負担が大きい。

94 下水道料金が非常に高いと思います。
95 料金が高い。少量の基本料金を安くしてほしい。
96 くみ取り料金に比べ、下水道料金が高くなったこと
97 下水道料金が高すぎます。浄化槽の方が年間コストが安かった
98 下水道料金が高いような気がする。

99
他の地区に比べて下水道可が本当に遅れていると思います。山村地域の方が１００％に
近いのに不思議です。

100

家族が多い為水道代が多いなので月々の負担が大きい。下水道代が高い為浄化槽のまま
が良かった。市全体に下水道をつくり一軒一軒の負担を減らしてほしい。今からまた浄
化槽にしたいくらいです。下水道がひけているのに浄化槽の方が安いから未使用にして
いると近所の方が言っています。市の為に早く使用した私たちは損をしている。不公平
である。早くみんなで負担してほしい。早く強制的にしてほしい。

101 早く下水道を進め瑞穂市内の水路清掃が楽になると願います。

102
下水道代が高すぎる様な気がするのですが、全戸下水道を設置して下水道代を引き下げ
てください！水道代の倍額の下水道代は高すぎます。



番号 その他意見
103 水道、下水道安くしてほしい。
104 前のお風呂が使えなくなった。
105 水道代がけっこう高いです。

106
下水道料金は、水道料金の約２倍もするので金額が高いのが普及を遅らせてる原因では
ないですか。

107 下水に切り替えて家庭に対して市側は下水に切り替えるように進めてください。
108 環境改善のために更なる努力をお願いします。
109 下水代が高いので少し考えてほしい。家計にひびきます。
110 下水は良いけれど少しお金が高いからもう少し安く出来ないかな。
111 市は個人にかかる費用についてしっかり説明するべき。
112 西地区だけでだまされた気がします。浄化槽の時の方がお金が安くてよかったと思いま

113
市全域に下水道が整備されるよう望みます。そうすれば昔のように魚が住める環境の良
い市になると思います。

114
道路下水道工事が終わってから敷地内のコンクリートが割れたりスキ間が広がったりし
ている所がある。

115 下水道の料金はたかすぎる。
116 市として早急に全戸対象に進めて欲しい。今の状態では今までの投資も十分生きてこな

117
下水道料金をもう少し安くしてください。接続する家庭もふえると思います。合併浄化
槽以外の家庭は早く接続してほしい。

118 私は７７才７３才です。考えなくても良くなったと思います。楽になりました。

119
下水への切替には高額な工事代がかかることや下水道代がかかる為に普及が遅れてお
り、切替時の助成金制度を行うことも多少の効果はあると思う。

120 下水道を進めてほしい反面料金が高いので、まだの人に（お進め）お勧め出来ません。
121 下水料金が高すぎる。

122
下水道（上水道含む。）が他の市と比較して高いのは何故ですか。普及率が上がれば
（何％ぐらいまで）安くなるのですか。瑞穂市の普及率8.7%と県下 低！なぜ市の取
り組みが遅れたのか理由が知りたい。

123 下水道の料金が高い。

124
下水道が使える地域でも近所の方は未接続の方が多く、不公平さを感じる。下水道使用
料が高く家計に負担になっている。

125
下水道にしている人がいて別に何もペナルティがないのなら施設を作った意味がないと
思う。水路清掃も下水道にしている人はしなくても良いくらいなのに下水にしていない
人がそうじの日に欠席したり、おかしいと思う。

126
下水道に接続している家庭のみ水道料を多く支払わなければならず大変です。早く全域
の加入を進めていただき、少しでも安価になる様にしてほしいです！

127
くみ取りは、とっても臭い近所迷惑しています。下水道をしていない家は汚しているの
だから水道代は高くするべき。汚しているのに水道代が安いのは不公平です。

128

Ｑ１に対してで田圃のない人はなしにしてもらいたい。自治会にもらえるといことで２
回中１回は、夜宴会をやるのですか、夜忙しくて出られない人もいるので、さらに不公
平。その補助金は、うちの自治会では、会ヒ以外に何かあるたびに支出があります。こ
の時代たいへんな思いをして暮らしている人もいるので（先祖代々から土地のある人に
はわからないでしょうが）その分か、自治会の宴会ではなく自治会の一般費用にいれて
もらいたい。（市からはそう言ってもらいたい。）何のために自動車税、軽自動車税、
住民税、固定資産税を払っているのか。そもそも公民館でことあるたびに酒をのむのは
どうかなものか。同じ市なので自治会担当の人に伝えてほしいな。すぐに市に文句を
いって変なところから接続するよう言った人がまだ接続していない（区長経験者なの

129 となりや近所でまだ浄化槽なので早く下水道を進めてほしい。環境が良くならない。
130 水路清掃は未接続者が実施すべきだ。接続者と未接続者が同じではおかしい。
131 全地域が下水道にならなければ水路はきれいにならない。下水道料金が高すぎる。
132 それぞれの事情はあるにせよ環境的に下水道は進めていくべきと思う。
133 二人暮しに対しては下水道料金が高い。

134
浄化槽は各家庭でお金を出してつけていた１０年ほどで変えたので浄化槽のよさもあっ
たのでは、、、と今さら思う。

135 水が高すぎて車も洗えません。
136 下水道料金を低下してほしい。

137
下水道が完成してから１５年も経過しているのに下水道に接続していない家庭に対して
行政が積極的に進めてほしい。

138 大地震により施設が不能になった場合の対応について大変不安をいだいております。
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139 浄化槽の時より水道代金が高くなった。

140
市街化区域で公共下水道が整備されていない自治体は稀なこと。下水道はインフラ整備
であり、市の下水道構想に基づいて早急な整備を希望します。

141 役所の指導がなまぬるい。料金を安くしてもらいたい。月々５千円は負担が重い。

142
下水道工事が完成していますが、その反面で下水道料金が高いので料金を下げてほしい
と思います。よろしくお願いします。（水道料金のバイですのでお願いします。）

143 瑞穂市全体が下水道にすることで、環境を守る。１００％に。

144
市の汚水処理施設の計画を（地域に合った（密集ぐあい等））行い対象地区ごとに 良
な方法で集めていく事が重要と思います。

145 家庭用のマスが汚れやすくこまめに掃除しないと悪臭がする。
146 各家庭で月１回程度の清掃が負担に思われます。
147 下水道料金をさげてほしい。もう少し安くならないですか。

148
毎月汚水マスの掃除が大変です。掃除をしないですむと大変助かります。他と比べると
下水道料金がちょっと高い様です。

149
下水道工事により道路が地盤沈下し、その影響を受け家屋が傾いた。市の杜撰な工事に
は困ったもんだ。

150
下水道は文化のバロメーターです。当地域では１０年以上前より施行されとっても快適
な生活をしております。早く全地域に普及するよう願います。

151 未加入家庭の接続推進などによりコストを下げて処理費用負担を低くしてほしい。

152
せっかく下水道が使えるのに、未接続のところが多いから下水道の料金が高いのだと思
います。

153 下水管埋設時に各家庭に条件を付けてもっと早く下水道の普及を進めてほしかった。
154 使用料が高い。施設施工前の前市長説明会では浄化槽並と聞いていたが、約束が違う。
155 市民の負担が高額すぎる。水道の使用料金が比べたら（他の所）高すぎる。

156
市として接続工事を業者まかせにせず、接続工事の見積、工事に一定のかかわりを持っ
て当たってほしい。業者まかせでは工事費に信頼がおけない場合がある。未接続家庭と
接続家庭での住民税での差をつける。接続家庭を割り引くか未接続家庭にプラスするか

157
近所の方で単独槽で検査等をやっていない人のタレ流しあり、夏などくさくて虫がよく
発生します。水路清掃してもムダだと思います。

158 使用料金が少し高いのではないか。加入率がもう少し高くなれば料金が安くなるので

159
市の工事は本当にキチットした工事で安心できました。上記のように文化的な生活とい
う表現はピッタリでわが家では４０年あまりガマンしており大喜びです。本当によかっ
た市の方で声をかけて下さり本当に本当にありがたいばかりで感謝の一言です。ガン

160
うちはやってよかったと思います。できない家庭にも金銭的な事など事情もおありと思
いますので、強制されるのはどうかと思います。

161
市内の水路を流れる水が少なく（稲のない時期）悪臭や蚊に困っています。下水道料金
がもう少しさがると助かります。

162
側溝の上を車が走ると騒音が発生。このような地域は下水道化を進め全戸が下水に接続
（市から強制してでも）しフタを無くしてほしい。

163 下水道料金が高いと思います（他件にくらべて）もう少し安くなればと思います。

164
下水道料金が高いのでは、普及しない原因がそこにあるのではないでしょうか。下水道
に移行したいと思わせる施策を！

165 市全体の処理計画を示してほしい。将来的にはできるだけ早く全地域で実施すべき。

166
市がある程度負担金を支出してもらえば進のではないか。市中心部に処理場を施設する
のが問題である。汚水を中川に流してもかわらない。

167 市の努力不足。原則、下水道を使用すべき。水路の管理は市が行う事。

168

市が未設置の家庭を訪問し設置しない理由（金銭的、経済的理由）を聞いて、それに添
う方法で協力に勧誘すべきである。時に１０世帯以上のアパート経営をしていても設置
していない所がある。「くみ取り」も年１回のみであるため用水路に「ふん尿」が流れ
出ている時がある。経営で利益を上げているのだから厳重に注意し設置を勧め、設置し
ない場合は、罰則を設けるべきである。

169 加入者をもっと進めてほしい。値段をやすいしてほしい（下水料金）

170
使用料が高すぎると思います。早く皆が下水道に加入してほしい（工事済みの場所）役
所として使える地域には、接続に力を入れてほしい。

171
個人負担と財政負担を何に解決するか大きな判断が必要と思う。穂積地域の普及はむず
かしいのではないかと思う。ＪＲ穂積駅付近は費用がかかるので皆さんは極めて消極的

172 使用料金の値上げは不用
173 下水道使用料が浄化槽の維持管理費と同程度になってほしい。



番号 その他意見

174
市から補助金を出して強制的に接続させてほしい。下水道料金をさげて接続させるよう
にしてほしい。

175
浄化槽でも年１回は固形物処理等くみ取りと同一の事を行っている事を認識すべきであ
る。利用者には税額特典等で普及促進を。

176
もっと料金を安くして事業者も加入しやすいように出来ないか。水路の水が無くなった
為、小魚などがいなくなった。水路に小魚が生育出来る事も考えてほしい。そのことに
より公園等が少ない別府の小供の楽しみにもなると思います。

177 全家庭が接続する様アピールを
178 例えば、下水道が普及しない間は瑞穂市の米は買いたくない。
179 せっかくある施設を奥に家が利用して環境面や料金にも、反映されるとよいと思いま

180

下水道の接続者は高い料金を支払っているのに未接続で水路に流している家が多い。接
続工事を行わない方がよかった。道路所有者が不明の為、裁判費用まで出費して行い、
又、市役所の担当者に数回市役所に呼び出されて時間をムダにした。瑞穂市全体の普及
率をみると金と時間をムダにした工事は実施して失敗した。

181 下水道が高いのでためらっている人が多いです。

182
浄化槽の使用料金と下水道の使用料をもっとやすくしてくれれば多くの方が加入されと
思います。

183
瑞穂市は料金が高すぎるので、下水道工事、月々の下水道料金を払うのに困ると云う人
もある。とにかく他の市町村に比べたら高すぎる。

184 上水道、下水道料金の値下げを願う。

185
夏場は、庭木等に毎日、水をやりますが、上水道分が全て下水道代金になってしまうの
でおかしいと思います。

186 利用世帯が少ない為か。下水道料金が高いと思う。
187 水道料金に対し下水道料金が高いと思いますので料金を下げてほしい。

188
下水道料金が高い。周辺自治体より高くないですか。合併浄化槽以外の方には環境税を
支払ってもら、接続者の負担を軽くしてほしい。

189 年金家庭ですので利用料金は少しでも低い方がよいので、よろしくお願いします。
190 下水道料金をさげてほしい。
191 下水道にしたら今まで（浄化槽）より高くなりましたので、もっと安くならないか。

192
下水道の排水料金が高いため普及しない、もっと安くすべきだ。上水道の使用量と同じ
排水量の査定はおかしい半分ぎらいにすべきだ。

193 水に砂が交じって来るので検討してほしい。（桜町一丁目西町内）
194 下水に流れない上水使用量が下水料金に含まれるのはいかがなものか改善してほしい。
195 利用料金が高い。

196
補助金を出すなどして、下水道事業を推進して欲しい。下水道（水道）料金が高すぎ
る！！もっともっと半強制的にやらせるべきだ！！職員は何をやっとるんじゃ！！たる

197 下水道にしてとてもよかったと思います。

198
主題から外れるのが、市内の水路掃除は撹拌するのみで、環境に全く意味がない。広義
に考えると下水道設置の意味がない。

199
地球の環境を考えると一個人ではなくもっと考えてほしい。又、下水道工事をした人が
不公平になるのはおかしい！接続していない人の料金を値上げしてほしい。

200 水道料金は安くなるという説明だったが高くなった。（１万円）

201
各家が下水道接続を考えて積み立て金を作り、施設を利用すべきである。ケチな人が多
すぎる。

202

とにかく遅々と進展しないのは行政も住民自身も本気でやる気がないのでしょうか。現
実、下流元である我が家は暑い時季になると尿臭がとても強く気分が悪くなります。上
流にある家の方々が未接続です。以前のように水が流れません。地域一帯となって取り
組まなければ不公平で意味がありません。

203
全家庭を下水道にしてほしい。一部の人だけでは下水道代金が高すぎ老後生活してゆけ
ない。なんとかしてほしい。

204

下水道への加入率が遅々として進まず環境面でも不十分なので、もっと加入率を良くす
る様、行政が指導力と方法を真剣に検討し、利用者の負担金を軽減する施策（下水道の
接続工事をした人は期限を切り早急に下水道工事に切り換えさせるべき）で強力しない
人には負担金を課すべきだと思う。

205
下水道に接続して生活が快適になった。施設の利用することで地域の環境が良くなると
思います。

206
下水道の人が少ないため流れがわるく近所から臭いがするといわれこまった事がありま
した。その様な事が無いようにしてください。
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207
今からでも再度補助を出してでも推進した方が良い。瑞穂市のすべての川の水がれがれ
て魚の住める環境にしてほしい。

208 料金が浄化槽の時より高くなったので値下げしてほしい。
209 効率的な下水整備を求む。
210 上水道を使用してその比率で下水道料金を決めているが比率が高すぎる。

211
別府処理場をもっと広域に活用、只越、井場西、花塚等が接続出来る様ににして、下水
料金をもっとさげてほしい。

212 下水道料金をさげてほしい。もう少し安く出来ないかと思う。

213
下水道料金が高すぎると思う。又植木や花に毎日水を散いて下水に流さないのに料金支
払いは困る。近所で下水道工事をしないのは迷惑です。職業上で汚水を流しているのは
とても不快です。

214
当初から補助金を充実させて推進すべきであった。費用負担が各家庭にとってネックで
ある。金利負担では話しにならない。市が財政的に援助して推進しないのだから仕方が
ない。現状は当然の結果。

215 下水道料金が高い。

216
私の住んでいる所は、下水道工事ができている様になっていますが、工事をやられてい
ない家庭も多く、くみ取りに見えるとすごくにおがいしたり水路もすごく汚れている。
早く皆さんやっていただきたい！！

217 下水道に接続してから出費が高くなった事。
218 下水道料が水道料より高すぎななぜ高いのですか。だから入らないのでは？
219 私個人は水まわり下水道が快適になったのでよかったと思います。
220 下水道代が高いのでもっと安くし下水道加入者をふやして少しでも安くしてほしい。

221
下水道料金が高いのでは、生活の負担になる。安くならないのですか。メーターを作っ
てほしい。水道料とは別に。

222
検針員に苦情　当家（部屋の前）を通って隣家（往復）の検針に行かないでください。
大変迷惑しています。

223
反対したかったけど市に協力したので他の家庭も事情はわかるけど考えなおして早く進
めるべきだ。

224
水路がとても不衛生で蚊の発生期間がとても長い（１月頃まで発生）各家庭の事情もあ
ると思いますが、住んでいる街の環境についてみんなでよく考えていただきたい。

225 水道水と下水はやも得ないが花に水をやる時も下水料金に入ることはおかしい。


