
平成 26年度第２回 大野城市上下水道事業運営審議会 会議録 

日 時 平成 26年９月３日（水）10：00～12：00 

開催場所 市庁舎３階 庁議室 

出 席 者 審議会委員：神野会長、山下副会長、斧田委員、小谷委員、髙原委員、西本委員、 

吉川委員  以上７名 

上下水道局：浅田上下水道局長、児玉企業総務課長、徳田上下水道工務課長、 

      徳田料金施設課長、浦川浄水課長、他６名（係長、担当）以上 11名 

欠 席 者 なし 

決定事項 ① 会長に神野委員を選出 

② 会長が山下委員を副会長に任命 

諮 問 井本市長より、神野会長へ「大野城市水道事業第２次中期経営計画について」諮問 

傍 聴 人 なし 

議 題 大野城市水道事業第２次中期経営計画の素案について 

資 料 ① 大野城市水道事業第２次中期経営計画（平成 27年度～平成 30年度）の素案 

議 事 ◇傍聴人の確認（傍聴人なし） 

 

◇大野城市水道事業第２次中期経営計画の素案について説明を行いました。 

Ⅰ．水道事業の現状と課題 

(１)水源と水需要の現状と見通し 

水需要の見通しについて、給水人口は増加していますが、一人当たりの給水量は節

水機器や節水意識により低下しており、年間給水量は横ばいの状態となっています。

水源については、大山ダム受水開始・五ヶ山ダム完成予定により、今後の地下水の減

少や渇水時期の筑後川取水制限にも対応できるようになっています。 

(２)水道施設の現状と課題 

老朽化・漏水対策としての塩ビ管等の更新については、既に着手して進めています。

鋳鉄管にはまだ着手していませんが、耐震化のため、基幹管路の更新を考えていかね

ばならないと考えています。 

また、浄水場や取水施設など管路以外の水道施設については、長期的な財政計画と

のリンクを図るため、方針計画を立てる必要があると考えています。 

(３)財政運営の現状と課題 

財政運営の現状と課題については、次回の審議会にて説明しますので、今回は省略

させていただきます。 

 

◆質疑 

（委員）（一人一日平均）給水量が減少傾向となっていますが、これは何かのデータ

を参考にしたものですか、それとも傾向からの見込みですか。 



（市） 傾向と、日本の個人家庭の給水量は 220L くらいに減少するという文献を参

考にしました。 

また、現在、東京や大阪都市部の給水量は 400L に近い数字が出ていますが、

これは営業用も含めた総配水量を人口で割った数字と思います。個人家庭用

では、東京都でも 300L を切っているのではないかとみております。こうい

った他団体のデータも参考にして予想しています。 

（委員）各予想数値に関して、市の内部だけで検討したのでしょうか。それともコン

サル等に出されたのですか。 

（市） 人口見通しは大野城市第５次総合計画の数値に合わせており、それ以外は内

部で検討しております。 

（委員）人口以外は様々な要因を踏まえて見通しを出しているのですか。 

（市） そうですね。区画整理や大型団地等、大きな人口の伸びの要素が今のところ

見受けられないので、近年５ヶ年のデータを用いて推計しました。その結果、

先程の給水量 210L に近い数字となりましたので、見通しとして用いており

ます。 

（委員）使用量が減るということは、水道料金を上げたり、一般会計から補助金をも

らったりということにつながるのではないですか。 

（市） 企業会計は独立採算でやるとの考えが基本になっています。 

（委員）どこの自治体も特例的にといいながら、実態はもらっているようですが。 

（市） 少子高齢化の影響で、一般会計の税収の伸びも水道事業と同じような見込に

なると思われますので、一般会計への期待は難しいと思われます。 

その点からも上下水道事業のスリム化の考えにつながってきますが、この点

は後程説明します。 

 

（委員）将来の耐震化等の動きに関して、予定年数や時期と内容・その収入源につい

て説明してください。  

（市） 来年度からの事業予定ですが、管路の耐震化は街路事業等の他事業との絡み

もあるので、具体的には来年度に計画を立てる予定です。 

予定としては、破損した時に断水等の大きな影響を及ぼす可能性の高いメー

ンの管路「基幹管路」76km のうち、阪神淡路大震災の際に離脱したような

非耐震の管路 34km を対象とし、財政の許す範囲で実施したいと考えてい

ます。 

（委員）これは厚生労働省などからの補助金の対象となりますか。 

（市） 財政については、次回の審議会での説明を考えております。 

（委員）耐震化は他の市と比べて、遅れているのですか。 

（市） 小さい事業体になればなるほど手つかずというところもあるようです。 

大野城市は配水池の耐震化については完了しておりますし、老朽化した管の 



更新については、既に耐震化で対応してきていますので、遅れているという 

よりは先行していると考えております。 

 

 

Ⅱ．第２次中期経営計画の策定にあたって  

(１)策定の位置づけ  

  水道事業の経営方針「大野城市水道事業長期経営方針」、 

「第５次大野城市総合計画後期基本計画」を実現するための実施計画を示すもの 

(２)計画期間 

  現在：５年間（平成 22年度から平成 26年度） 

  次期：４年間（平成 27年度から平成 30年度） 

  ※第５次大野城市総合計画後期基本計画の最終年次に合わせたもの 

(３)計画の方向性 

  水道事業の安定供給を軸とする 

  ・水の安全確保とお客様サービス向上 

  ・施設の耐震化や応急給水の強化 

  ・持続可能な水道経営と健全な供給基盤の確保 

 

◆質疑 

（委員）計画期間の変更は、上位計画と一致しないといけないということですか。 

（市） そうですね、ずれてしまうと上位計画との整合性がとれなくなります。 

（委員）上位計画には特別なことが書いてあるんですか。 

（市） そうではありません。ただ、中期経営計画を作成するにあたって前提条件等

の整合を図っています。 

（委員）この４年間は、何か特徴的なこと（人口流出や企業債の償還額が特に多い等）

がある期間ですか。 

（市） 特に大きな変動はありません。 

 

 

Ⅲ-1．計画期間中の水需要予測  

(１)給水人口・一日最大給水量・一日平均給水量・水源の実績及び予測  

  給水人口予測：微増 

  一日最大・平均給水量予測：ほぼ横ばい 

  ※一人当たりの使用水量の減の影響 

(２)年間給水量と一人一日平均給水量の実績及び予測 

  年間給水量予測：ほぼ横ばい 

  一人一日平均給水量予測：減少 



(３)有収水量と給水収益の実績及び予測 

次回の審議会にて説明 

(４)水道加入金の実績と予測 

次回の審議会にて説明 

 

◆質疑 

（委員）一日平均と一日最大の差は何%くらいの見積りですか。 

（市） 大野城市は 13％です。 

大野城市では、以前は一日最大使用日となる日は 12 月 31 日でしたが、地

区の差はあるものの、近年は８月の第１週がピークとなっています。 

（委員）地下水源は、今後数年はほとんど変化がないと考えてよいのでしょうか。資

料によると、突然減っている年もあるようです。 

（市） 今後４年間としては大きな変化はありませんが、全体として減少傾向に 

あります。 

御笠川の氾濫の後、改修事業として河床を掘り下げたことで、河川水位も下

がり、地下水が川に流れました。これをきっかけとして帯水層にあったもの

が大きく流出しました。その影響が考えられます。 

また、道路の舗装化が進んだことも原因として考えられます。 

（委員）福岡地区水道企業団からの受水にかかる費用は、使った量だけにかかると 

考えて良いのでしょうか。 

（市） 責任受水といって、決まった量にかかることになっています。 

 

 

Ⅲ-2．事業計画  

主要事業 

 水の安全を確保し、お客様サービスを更に向上させる  

① 【水源】水源開発 

・平成 29 年度、五ヶ山ダム完成予定 

・平成 30 年度から受水量 1000 ㎥/日増 

 目標値：平成 30 年度 （供用開始）  

 

② 【水源】水源保全活動 

 ・良好な水源環境保全目的の各種活動への参加 

現状値：10 回 ／ 目標値：15 回 （参加回数）  

 

③ 【水質】水質検査体制の充実 

 ・法令遵守の水質基準 



 ・水質検査計画及び結果の公表 

現状値：100％ ／ 目標値：100％ （4 項目 水質基準達成状況） 

 

④ 【水質】貯水槽水道の衛生管理指導 

・貯水槽水道設置者等への指導に係る規程整備 

・規程に基づいた指導・啓発 

 目標値：規程整備 （指導に係る規程の整備状況）  

 

⑤ 【お客様サービス】収納方法拡大の検討 

 ・クレジット収納等の調査研究 

 ・収納方法拡大検討 

 目標値：方針決定 （収納方法拡大の方針）  

 

⑥ 【お客様サービス】情報提供の充実 

 ・ホームページへの子ども向け情報コーナー作成 

 目標値：100％ （キッズページの作成状況）  

 

◆質疑 

（委員）②－補助金の助成的な意味なのか、それとも職員が実行する活動という意味 

でしょうか。 

（市） 保全活動に職員が参加するものです。 

 

（委員）⑥－子どもが学ぶ機会として、昔は浄水場の見学がありました。今はないの 

でしょうか。 

（市） 全ての小学校ではありませんが、今も見学を行っています。また出前講座と 

いって、職員が学校に出向き説明や実験を行うこともあります。 

ホームページについては、現在の市の「キッズページ」に、水道分野も加え 

るということです。 

 

（委員）④－現段階で、貯水槽の整備の規定等はありませんか。 

（市） 10 ㎥を超える簡易専用水道については、法律や条例で年１回の清掃等を義

務付けています。しかし 10 ㎥以下の小規模貯水槽水道については、水道法

での義務付けはなく、条例もありますがお願い程度のものです。現段階では、

清掃の必要性のアンケートを年１回行っておりますが、返送も６～７割しか

ないのが現状です。このあたりも踏まえて、指導の強化を考えていきたいと

思っています。 

 



（委員）⑤－納入方法について、市民の意見や行動の変化はありますか。 

（市） 現在可能なコンビニ収納やコミュニティセンター（以下コミセン）での納付

率があがっているので、利便性があがったと思われます。今後はインターネ

ットやクレジットカードを用いた納付方法を、他市の状況や費用対効果を含

めて考えながら検討していきます。 

（委員）納付方法を増やしたところ、納付率はどうなりましたか。 

（市） 全支払のうちの納付書払いが 2 割弱となっています。 

<納付書払い内訳>  

コンビニ：60％ ／ 金融機関：40％ ／コミセン：0.1％以下 

コミセンは認知度が低いので PR をしていきたいと思っています。 

（委員）収入方法による経費の比較はどうなっていますか。 

（市） 銀行の口座振替：10 円/1 件 

コンビニ：57 円/１件 

コミセン：専任の職員は不要、業務の一環 

クレジットカードは手数料が高いという情報は聞いています。 

（委員）コミセンの専任職員は不要といえども、手間など考えるとそうはいえないの

ではないでしょうか。 

（市） コミセンでの払込件数が全体で 130 件と少ないので、問題としていません。 

（委員）そんなに広い行政区ではありません。行政の立場としては、支払方法のサー

ビス向上ばかりにとらわれず、安い方法での納付を市民に斡旋する考え方も

あるのではないでしょうか。 

 

（委員）④－貯水槽水道の件数はどのくらいですか。 

（市） 受水槽施設が 1028 件。そのうち 10 トン超えが 304 件、以下が 724 件と 

なっています。 

（委員）行政がそこまで手をわずらわせて、報告をさせないといけないのですか。（管

理者の）自己責任という考え方もあるのではないでしょうか。 

（市） そのあたりも考慮して、規程内容を計画する予定です。 

 

 

 強靭な水道を目指し、施設の耐震化や応急給水の強化を図る  

⑦ 【水道施設】配水管等整備事業 

・耐震性・重要度・緊急性・老朽化を考慮しての管路更新 

 目標値：9,500m  （期間内に実施する枝線管路の更新延長）  

 目標値：1,700m  （期間内に実施する基幹管路の更新延長）  

 

⑧ 【水道施設】浄水施設等整備事業 



・老朽化の進んだ緊急性の高い浄水施設等の整備 

 目標値：100％ （期間内に実施する工事の進捗率）  

 

⑨ 【水道施設】配水管等布設替事業 

・他事業からの依頼による既設配水管等の布設替え実施 

 現状地値：100％ ／ 目標値：100％ （布設替工事の実施率）  

 

⑩ 【水道施設】水道施設耐震化事業 

・瓦田浄水場施設のうち第４期拡張事業(S54 年度竣工)の耐震化事業 

 対象（管理棟・浄水池・送水室・接合井） 

   目標値：工事着手 （耐震化事業の進捗状況）  

 

⑪ 【危機管理・災害対策】応急給水施設整備事業 

・地域防災計画の重要給水施設の（4 コミュニティセンター） 

応急給水施設の整備 

 目標値：100％ （コミュニティセンターの応急給水施設整備率）  

 

⑫ 【危機管理・災害対策】模擬訓練の実施 

・水道施設が被災（機能停止等）したことを想定した模擬訓練実施（机上等） 

 目標値：年一回 （訓練の実施状況）  

 

◆質疑 

（委員）北地区と南地区、二つの配水エリアで繋がっている配水管は 1 本のみで 

しょうか。また、1 エリアで水不足となった場合に、もう 1 エリアから供給 

できる仕組みになっているのですか。 

（市） 基幹管路は複数本繋がっております。通常はバルブで閉めている状態ですが、 

相互に送れるようになっています。また、必要性があれば、企業団の受水の

振り分けも調整できるような体制が整っています。 

 

 

 将来を見据えた持続可能な水道経営と健全な供給基盤の確保  

⑬ 【業務の効率化】窓口業務等の民間委託拡大 

・お客様サービスの質の維持及び更なる経費削減 

拡大対象（停水執行業務・還付業務・調定更生） 

 現状値：98.1% ／ 目標値：98.6% （収納率の推移）  

 

⑭ 【業務の効率化】浄水場運転管理業務等の民間委託拡大 



・安定給水確保と浄水場運転管理の効率化 

拡大対象（薬品購入業務・汚泥処理業務・活性炭入替業務） 

 現状値：365 日 ／ 目標値：365 日 （年間安定供給日数）  

 

⑮ 【アセットマネジメント】水道施設の再編計画及び更新計画策定 

・事業の拡張計画に合わせ整備や更新をしてきた施設の更新計画策定 

・現施設のまま更新する場合、各統合などにより再編成する場合、または、ダウ

ンサイジグなども比較検討 

 目標値：計画策定 （策定状況）  

 

⑯ 【新水道ビジョン】新水道ビジョンの策定 

・「⑮水道施設の再編計画及び更新計画策定」に基づき、今後 10 年間の経営方針 

 を策定 

 目標値：ビジョン策定 （策定状況）  

 

⑰ 【広域化】広域化の検討 

・他の水道事業体の都合により即実施は難しいが、広域化に向けた研究 

・将来の維持管理にむけた共有可能な施設の可能性を検討 

 目標値：経過報告 （広域化の調査研究の経過報告）  

 

⑱ 【人材育成】職員セミナーの開催 

・職員による、若手や新任職員の知識の蓄積や説明能力の向上を図るためのセミ 

ナー 

・再任用職員による知識や技術の伝承のためのセミナー 

 目標値：年２回 （セミナーの開催回数）  

 

◆質疑 

（委員）⑰－福岡地区水道企業団は水源の管理等を行っているところでしょうか。 

（市） 広域化そのものの団体で、筑後川から取水した水を浄化し、参加団体に配る

役目を担っています。また、共同水質センターとしての施設が整っているの

で、参加団体は水質検査をここに委託をしています。一般的に、水質検査の

設備を各自治体でもつのは高額で難しいとされています。 

（委員）ここからの配水後は、各自治体による管理となるようですが、何か困ったと

きの協力体制はありますか。 

（市） 緊急時の応援体制は整っております。 

（委員）では、水道事業の運営の上（たとえば民間委託や薬品の共同購入など）での

連携は何かありますか。 



（市） 薬品の共同購入の検討は過去にありました。しかし業者側としては「合計の

納品量も、納品箇所も変わらないなら、価格を落とすメリットがない」とい

うことでしたので、見送ることとなりました。 

その他、筑紫地区で協議会を設けており、検針業務等他の業務について連携

が可能かどうかの協議を始めたところです。 

（委員）小さな自治体では、水道事業の運営自体が難しいという問題があるようです。

例えば糟屋郡は小さい町が多く、職員数も少ないといいます。そういうとこ

ろは、自己水源は昔と変えず、他団体と一括して外部に委託等していないの

でしょうか。 

（市） 末端給水までの合併は難しいと思われます。施設の共用化が大きな問題にな

ると考えています。 

（委員）そうなると、「同じ施設を使っているのに、料金が違うのはなぜか」という

意見が市民から出る可能性もあるのではないでしょうか。 

（委員）設備投資には多額の費用がかかる問題はどこも抱えているようです。 

それぞれ事情はあるようで、自治体が合併して施設を新設し、一切を民間委

託する話なども聞いたことがあります。また、ごみ処理施設との共用化もよ

く例としてあります。 

（市） 既存の施設は今後の修繕費の絡みとなるので、共用化となると問題がありま

す。大きなポイントは新規の施設の共用化と考えています、以前とは厚生労

働省の認可に対する考え方が変わった部分もあり、近隣市町村の動きがわか

りやすくなりました。それに伴って、最近は（近隣市町村で）一緒に動こう

とする考えがあります。 

他自治体の、更新時期の近い施設を、維持管理まで含めた共用化の対象とし

て考え、少しずつ情報収集も始めております。 

 

（委員）⑬⑭民間に委託すると委託料が増えます。委託後も、管理する職員は必要に

なると思いますが、それでも経費削減になるものでしょうか。 

（市） それでも職員の削減にはなるので、試算の結果・効率がよいと考えています。 

 

（委員）④（貯水槽の衛生管理の説明のなかで、水質面の問題の解消策として、）3

階までの建物の蛇口直結直圧の話があったが、これが進むと先程の検査報告

が必要な件数が減るということでしょうか。 

（市） そうとは限りません。３階までの建物でしか蛇口直結は行えないので、一概

に大きく減るとは言えません。 

 

 

以上   



 


