
平成 27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 27年８月 26日（水）13：00～15：00 

開催場所 市庁舎４階 全員協議会室 

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、鬼木上下水道工務課長、 

      長尾料金施設課長、浦川浄水課長、他７名（係長、担当）以上 12名 

欠 席 者 なし 

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

傍 聴 人 なし 

議 題 大野城市下水道事業第２次中期経営計画について 

資 料 ① 大野城市下水道事業第２次中期経営計画 (案)【概要版】 

②  大野城市下水道事業第２次中期経営計画 (案) 

③  大野城市及び近隣事業体の繰入金の状況 

議 事 ◇傍聴人の確認（傍聴人なし） 

 

◇大野城市下水道事業第２次中期経営計画案(資料②)について説明 

 

Ⅰ．下水道事業の現状と課題  

※前中期経営計画検証結果より抽出した現状と課題について 

(１)年間汚水量(有収水量)の現状と見通し 

人口は微増しますが、一人当たりの汚水量、大野城市の場合はほとんどが水道の使

用量となりますが、これが節水意識や節水機器の普及により減少していることから、

人口の微増と、一人あたりの汚水量の減少が相殺することで、平成 40 年頃までの年

間汚水量は横ばいと見込んでおります。 

(２)下水道施設 

【現状】汚水事業につきましては、施設整備がほぼ完了し、また、そのことにより

事業主体が維持管理に移行してきたことから、５年間で取り組む「大野城市下水道長

寿命化計画」に着手致しました。雨水事業につきましては、10 年に一度の大雨、時

間雨量 60㎜に対応できる施設の整備に取り組んでおります。 

【課題】汚水施設につきましては、先程の説明のとおり施設整備がほぼ完了し、維

持管理に移行してきたことから、長期的な維持管理の方針を定める必要があることと

しています。また、雨水施設につきましては、近年 10年確率、時間雨量 60㎜以上の

降雨が多発していることから、浸水シミュレーションを見直し、総合的な雨水整備方

針の検討が必要であるとしております。 

(３)財政運営 

財政運営については、次回の審議会にて、財政収支計画と一緒に説明させて頂きま



す。 

 

Ⅱ．第２次中期経営計画の策定にあたって  

※計画策定の考え方について 

(１)策定の位置付け  

前中期経営計画の検証による課題の解消や、「第５次大野城市総合計画の基本方 

針」を実現するための実施計画として策定するものであります。 

(２)計画期間 

５ページの図「計画のイメージ」で示しております通り、上位計画である「第５次

大野城市総合計画」の最終年度に合わせ、平成 28 年度から平成 30 年度までの３ヶ

年としております。 

(３)計画の方向性  

    ① 健全な水環境の構築と災害に強いまちづくりへの貢献  

  ② 将来を見据えた持続可能な下水道経営の構築  

上記２点を方向性として掲げております。 

汚水につきましては、生活排水を浄化し、より良い住環境を確保するために健全な

水環境の構築を進め、近年の集中豪雨に備えるため災害に強いまちづくりを目指すこ

とを示しております。２番目としまして、この下水道事業を、将来へ継続できるよう

な経営体制を構築することを本計画の方向性としています。 

 

Ⅲ．事業の推移と今後の予測   

※計画期間３年間の汚水量などの予測について 

(１)汚水処理人口と年間汚水量の実績と予測  

人口は微増しますが、１人当たりの汚水量が減ることから年間汚水量は横ばいと予

測しております。 

(２)水洗化率の実績と予測 

平成 26 年度で、水洗化率が 99.59％と高い水準にありますが、指導や啓発等によ

り計画期間中に 99.66％まで微増すると予測しております。 

(３)使用料収入の実績と予測  

 (１)と同様に、年間汚水量が横ばいということで、使用料収入も横ばいと予測して

おります。 

 

 

◆質疑 

（委員）時間雨量 60 ㎜というのが起こる頻度はどのくらいですか。  

（市） 以前は５年に一度の大雨に対応するための整備を行っておりましたが、平

成 14年度に、その時点での 10年確率である時間雨量 60㎜へと見直しを行っ



て以来、次の見直しの時期になっていないので、近年の確率は出していない

状況であります。ただ、近年の感じとしましては、時間雨量 60 ㎜の降雨が

10年に一度というのは過少かと思われます。 

このところ毎年豪雨が多く、昨年の８月も時間雨量 93 ㎜と、60 ㎜をはる

かに超えて降っております。60㎜という降雨量については全体的にみると大

きな問題はないのですが、部分的には浸水被害が起こっております。 

（委員）大野城市では、床下や床上の浸水、崖崩れ等の被害はでていますか。 

（市） 床下浸水は時々でております。昨年の８月 22日の時間雨量 93㎜の降雨の際 

   は、床下・床上浸水合わせて 13世帯でており、記録に残っております。 

（委員）何が原因となるのですか。例えば川とすると、結構大きい川のようですが、 

その川の端や流れが 60 ㎜の降雨までしか耐えられないとかいうことでしょう

か。 

（市） 大野城市の場合、雨は最終的には主に御笠川へ流れることとなりますが、大 

野城市に大雨が降れば上流に位置する筑紫野市や太宰府市あたりにも降り、御

笠川への流入量も増え水位が上がります。管自体は平常時は川へ流れる状態

になっているのですが、それだけ川への流入量が増え満水状態になっている

と、管から川へ流れ込みにくくなります。計算上、例えば 60㎜の雨でも大丈

夫としていても、やはり個別に検証をしないと、それだけ整備してもやはり

下流がスムーズに流れていかないことには排水が詰まってしまい、浸水して

しまうという状況ではないかと思われます。 

（委員）雨が降る場所にもよるのでしょうね。うちも数年前床下浸水の被害が起こり 

ましたが、それ以来はなく、去年その 93 ㎜降ったという時も大丈夫でしたの

で。 

（市） 大野城市の雨水整備について少し説明させて頂くと、昨年８月の 93㎜の豪 

雨の他にも、平成 21年７月に時間雨量 90㎜弱の豪雨があり、その時市内でか

なり浸水箇所がありました。現在進めている中期経営計画の 10年確率の整備

では、その時の浸水箇所を重点的に行っているところです。箇所としては３

箇所あり、そのうち２箇所は平成 27・28年度で予定しており、あと１箇所に

ついては 10年確率の整備は終わっていますが、下流の影響を受けていること

が原因のようなのでこれから追究していこうという段階です。先ほどの説明

のなかで、平成 14 年度から 10 年確率の整備をする旨ありましたが、整備に

より浸水箇所は減ってきているので一定の効果はあったと考えております。 

（委員）下水の量については、汚水に加えて、雨水の量も含まれているのですか。 

（市） 分流式ですので雨水と汚水は完全に切り離しています。 

（委員）分流式ですね。分流式ということは、純粋に、側溝等に流れた雨水は河川に

流出するわけですね。(浸水箇所があるということは、)降雨強度が増えてい

るというわけですか。 



（市） そういう影響もでているかもしれません。 

（委員）そういうところの河川の方の治水計画と、分流式等の量のやりとりは何か県 

の方からくるのですか。その量は、御笠川全体の流出や河川監視等の計算を 

するときの数値として使われているのですか。また、河川の方とはどのような 

関係をもっているのですか。流域の上流から降ってきた水の量と、分流式でで 

てくる水の量を集めて計算するのですか。 

（市） そうですね。河川の場合 100年確率で、整備を進めておりますが、御笠川の 

整備はまだ完全ではない状況です。 

（委員）河川の水位が高くなった時、排水がぬけないような場所や、地形的な問題の

ものがありますよね。場所的にポンプ施設を作るなどして排水をうまくやる

ことはできないのですか。 

（市） 前回の審議会の検証報告の際に話をしておりましたが、一斉に河川に流れ込 

まないように、学校や公園・ため池等の流出抑制施設で調整しながら、流れる 

時間帯をずらして、ゆっくり流していこうという事業に取り掛かっておりま 

す。 

（委員）ある程度は県などと一緒に考えていくような方向性も必要では。 

（市） 大野城市以外でも、筑紫地区は同じような流出抑制の考えをもって進めてお 

りますので、将来的にはよい方向に変わっていくのではと考えております。 

 

 

Ⅳ．事業計画   

※計画期間内に行う事業内容とその実施時期について 

(１)施策体系  

先ほどご説明しました２つの事業の方向性、それに属します７つの課題科目、その

実施施策として、12 の主要事業を掲げております。 

(２)主要事業の概要 

12 主要事業のそれぞれの取り組み内容と、３ヶ年のスケジュールを示しておりま

す。 

(３)主要事業  

 健全な水環境の構築と災害に強いまちづくりへの貢献 

 [ 施設整備 ] ①汚水整備事業  

  現在の汚水整備状況としましては、平成 26 年度末で、整備面積 1,501ha に対し

て整備済面積 1,418ha、整備率 94.5%です。 

   事業内容としましては、汚水管の未整備箇所や雨水整備事業に伴う汚水管移設

などを行う整備事業です。 

   今後の取り組みとしましては、未整備地区のほとんどが家屋のない市街化調整区 

域であり当面整備の必要性がないことから、平成 28 年度に整備計画面積の見直し



を行い、同じ平成 28 年度から他事業関連に伴う移設・再整備と未整備箇所の整備

を併せて取り組んでいきたいと考えております。 

 

 [ 施設整備 ] ②雨水整備事業  (Ｐ19 資料 1 参照) 

  事業内容としましては、浸水地区の解消のため、10 年降雨確率（時間雨量 60

㎜)の未整備箇所と、更に近年の浸水被害状況を考慮した箇所を新たに再選定し、

平成 28 年度より重点箇所５箇所の整備に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 [ 施設整備 ] ③最終処分場関連事業  (Ｐ20 資料 2 参照) 

  事業内容としましては、福岡都市圏南部最終処分場の設置に基づき、最終処分場

の周辺整備事業として、雨水管とため池の整備を実施するものです。 

本事業は、平成 28 年度に中２丁目地内雨水整備事業と、平成 28･29 年度の２箇

年で韓人池の雨水流出抑制事業の二事業を取り組む予定としております。 

 

 [ 維持管理 ] ④汚水施設の長寿命化事業    

  事業内容としましては、今までに布設してきた汚水管の総延長は約 339km に達

しており、約 63％が 20 年以上経過し、更にそのうち約 24％が 30 年以上経過し

ております。汚水管の更新については、国の補助事業（長寿命化事業）を活用し、

平成 24 年度に策定した下水道長寿命化計画（平成 25 年度～平成 29 年度）により

事業を実施しております。しかし、汚水管を将来にわたって効率的かつ効果的に

管理していくために、平成 29 年度に長期的な維持管理の方針を示した次期長寿命

化計画を策定し、その計画による汚水管の更新を進めるものであります。 

  今後の予定としましては、平成 28 年度に汚水施設維持管理計画の策定を行いま

す。この事業は前中期経営計画からの課題を解消する事業です。平成 29 年度には、

次期長寿命化計画(平成 30 年度～平成 34 年度)を策定します。なお、長寿命化事業

につきましては、平成 28 年度より継続して行う予定としております。 

 

 [ 維持管理 ] ⑤雨水幹線の長寿命化事業    

  本事業は、平成 27 年度より、従来からの雨水整備に加え、雨水幹線の維持管理

の移管に伴う事業であります。 

 本市の雨水幹線延長約 31.5km の現状を把握し、計画的な維持管理を行う事で

市民の安全確保と雨水幹線の長寿命化を図る目的で整備を行うものです。 

  平成 28･29 年度に現地調査を行い、平成 29･30 年度にかけて台帳整備を行う予

定としております。 

 

 [ 危機管理 ] ⑥応急排水施設整備事業    

  業務内容としましては、災害の際に、「大野城市地域防災計画」におきまして、



重要給排水拠点として位置づけられております４箇所の各コミュニティセンター

に本施設を整備するものであります。 

 業務については、平成 28 年度に整備・完了を予定しております。 

 

 [ 環境対策 ] ⑦事業場排水の指導    

  市内には、人の健康や生活環境に悪い影響を与える物質を排水する恐れのある、

下水道法で定められた特定施設を有する特定事業場が、平成 26 年度末現在で４０

箇所あります。また、特定事業場には該当しない工場や、飲食店などの排水にお

いても、油脂や有害物質による下水道管への悪影響（閉塞等）が懸念されており

ます。 

このため、これらの事業場等の過去の検査結果から、検査後の経過期間等に応じ

て検査対象を選定し、効率的に水質検査を実施することにより排水指導を行い、適

正な排水水質の徹底と汚水管の閉塞事故の削減を図るものです。 

前回の検証報告の際、達成度についてのご意見を頂きましたので、より分かりや

すい成果指標の検討を行いました。 

成果指標としましては、市民生活に直接影響の大きい、汚水管閉塞事故の計画期

間３ヶ年の累計回数で評価をすることとしております。 

 

 [ 環境対策 ] ⑧水洗化の促進     

 下水道が供用開始された区域においては、下水道へ接続（水洗化）することが義

務付けられています。本市では既に 99％を超える水洗化率でありますが、残る未

接続家屋等についても水洗化を行う必要があります。 

このために、未接続家屋等の状況を把握するための調査を年１回実施し、調査結

果に基づく未接続家屋所有者等に対して、訪問等により水洗化のために必要な指

導・啓発を行い、水洗化の促進を図るものです。 

成果指標としましては、本市は既に水洗化率が 99％を超えた高い率になってお

りますので、実質的な水洗化の指標と考えられる未接続建物数の削減数で評価す

ることとしております。 

 

 

◆質疑 

（委員）②雨水整備事業について 雨水幹線を作って、一時的に降った雨を集めて 

流すというのは、全部下流が繋がっているのですか。 

（市） 下流まで繋がっております。 

（委員）御笠川へ出ているのですよね。福岡市の水道局の近くに大きな貯留施設(山

王公園)がありますが、そこに大野城市の雨水管線の分も流れ込んでいるとい

うことですかね。 



（市） 流れ込んではいません。 

（委員）部分的に 60㎜や 90㎜の降雨があった場合の話がありましたが、だいたい 

60㎜くらい以上になると、排水ができなくなっているということですね。 

（市） 現在は国庫補助金を使いながら整備をしておりますが、その国の基準が 60 

㎜となっています。もっと費用を使えば、更に多くの排水に対応できるように、

50 年確率などで整備をすることもできるのですが、そのあたりのバランスな

ども考え、現在のところ、本市の基準は 10年確率(60㎜)としております。 

     また、先ほどの説明にもありましたが、本市は 10年確率(60㎜)で整備をし

ておりますが、昨年は 93㎜の雨が降っても浸水は 13世帯のみでした。 

（委員）場所的なものでしょうけど、私のところは山手にあって、上で雨が降ると、 

まともに雨水が流れてきて、家の前が河原のようになり、夜眠れない状況にな

るのですが、その辺りは考えて頂いているのでしょうか。 

（市） 先ほども少しお話がでましたが、部分的に冠水するところについては、再度

検証を致しまして、今後なんらかの措置を考えていきたいと思います。 

（委員）①汚水整備事業について 市街化調整区域もこの中には含まれているので 

すか。都市整備率には市街化調整区域は含まないのが普通ではないですか。 

（市） 含まれておりますが、ほとんどが市街化区域となっておりまして、市街化調 

整区域は５％のみとなっております。 

（委員）汚水管は何年に一度交換しないといけないという基準があるのですか。 

（市） 法的な耐用年数は 50年となっております。本市はまだ 50年も使用していま 

せんが、使う条件が良かったり悪かったりという違いもありますので、(長寿

命化が)できるものについては、なるべく寿命を延ばすために、積極的に更新

をして整備を進めております。 

（委員）⑧水洗化の促進について まだ未接続建物があるようですが、ゼロにする

には、削減のペースをもう少し早める方がいいのではないでしょうか。また、

空き家はどうなっていますか。 

（市） 資料に記載の未接続数は建物の棟数となっておりますが、住まわれている人 

数で算出した現在の水洗化率は約 99.6％で、残りはかなり少なくなってきて

おります。空き家は、入居が難しくなる３年を過ぎたものは棟数からは外し

ております。ですので、残っているところは住まわれている建物ではありま

すが、経済的な理由を抱えているところが多いので、建て替えも難しく、急

ピッチに水洗化を進めるのには無理な事情があります。 

（委員）早く水洗化をしたいという前向きなところに交渉するならともかく。そもそ 

も、あえてそういうところに施設を作ること自体が理解し難いような気がしま 

す。 

（市） 未接続棟数の 208棟は市内全域での数であり、この 208棟が一つのまとまっ 

た団地というわけではなく、いろいろな地区に数棟ずつあるような状況でし



て。 

（委員）下水道整備を義務付けられればいいのでしょう。もっと勢力的に水洗化を 

進められないのですか。むしろこれからそういう対象が増えてくることもある

のでは。 

（市） あくまでも所有者の方にご負担頂いて接続するという前提で計画をしており 

ます。前回の審議会で少しお話をしたところですが、例えば借家をお持ちの大 

家さんがいて、そこに別の住人がいる場合に、下水道を接続すると改造費用が 

発生し、家賃を上げることになるので、水洗化を進められないという事情でし

て。また、これから新たに建てられる場合は、法的に下水道を繋がないとい

けませんので、増えることはありません。(未接続建物の)削減目標棟数が少

ないというご意見をいただきましたが、そういうことでもう最終段階までき

ているということで、ご理解の程をお願い致します。 

（市） ④汚水施設の長寿命化事業について 先ほどの管更新について、具体

的な説明としてサンプルをお持ちしました。このサンプルは陶管です。本市

の場合は陶管やヒューム管、塩ビ管等の種類がありますが、基本的にはどれ

も方法は同じで、この管の中に同じような管をもう一つ入れ、赤外線等で硬

化させるという方法です。中に新しい管を作るようなイメージで管更新を行

っております。水道の時の更新は、悪いところを取り出して入れ替えるので

すが、下水道管は深いところに埋めておりますので、悪いところを中からコ

ーティングして補修するのが汚水施設の長寿命化事業です。 

（委員）中が狭くなったりしないのですか。 

（市） （素材に)厚みがないので、狭くなって捌けが悪くなることはありません。 

（委員）水道の更新とはかなり違うのですね。 

（市） 下水道管は幹線だと 10ｍ以上の深さに入っているところもあり、浅いとこ

ろで１ｍ程度とかなり幅がありますので、掘り返して入れ替えると費用だけ

でも相当かかってしまいますので、今のやり方が現実的な方法となっていま

す。 

（委員）①汚水整備事業について 成果指標の（汚水管の移設・再整備の実施率

が）Ｈ26現状値もＨ30目標値も 100％となっているのはどういう意味ですか。 

（市） Ｈ26 現状値は既に終わった分ですが、移設・再整備についてはすぐに対応

したという意味で 100％としております。 

（委員）では平成 26年度に必要だった分は 100％終わっているという意味で、平成 

30年度に必要になった分はすぐに対応可能ということですね。 

（市） そうです。 

（委員）⑦事業場排水の指導について 成果指標の汚水管閉塞事故の回数は、ど

の程度の規模の事故が１件とカウントされているのですか。 

（市） 考え方ですね。事業所や住宅の建物にそれぞれ公共桝があり、それが本管に



繋がっているのですが、その部分が閉塞し流すことができなくなったら１件

となります。 

（委員）溢れる感じですか。例えば、地区など広範囲の数軒で１件なのか、飲食店が

１軒で１件ということですか。 

（市） 溢れてくる感じです。場合にもよりまして、成果指標の９件の中の１件だけ

は数軒が含まれていることがありましたが、ほとんどは１軒で１件となりま

す。 

 

 

 健全な水環境の構築と災害に強いまちづくりへの貢献 

[ 計画的な事業管理 ] ⑨下水道事業長期経営方針の策定  

 現在の中期経営計画は、大野城市総合計画の基本方針に対する実施計画と位置付

けていますが、下水道の基本的な取り組みや方向性を示した長期経営方針が必要

であると考えております。下水道という「都市基盤施設」の維持にかかる費用の

確保と、将来の人口の減少を見据えた経営の健全化を目指し、下水道事業が抱え

る様々な課題に取り組んだ長期経営方針を策定するものです。期間は、「第６次大

野城市総合計画」の目標年度に合わせた、平成 40 年度までとしております。 

 

[ 計画的な事業管理 ] ⑩雨水基本構想の策定   

  この事業は、前中期経営計画の検証より抽出した課題を解消するための事業で

す。現在、雨水施設の整備は 10 年確率(時間雨量 60 ㎜)で施工しておりますが、

近年の集中豪雨は、それ以上の降雨が発生しており浸水被害が想定されます。こ

のことから、70㎜、80㎜、90㎜等雨量ごとの浸水シミュレーションを行い、雨水

貯留施設や雨水バイパス等の整備により、浸水被害の解消や、低減を検討するも

のです。 

事業は平成 29年度に行います。また浸水シミュレーションは、ハザードマップ

の改訂にも活用致します。 

 

[ お客様サービス ] ⑪情報提供の充実  

  子供たちが下水道について学べる機会を増やすために、ホームページに子供向け

情報コーナーを作成致します。 

作成は平成 28 年度に計画しております。 

 

[ 人材育成 ] ⑫職員セミナーの開催  

  人材育成のため、若手職員には、人に説明するために必要な知識の収集や、説明

力の向上を図り、再任用職員等のベテラン職員による講習会では、豊富な知識を

伝承し技術の継承を図るもので、年２回のセミナーの開催を目指すものです。 



 

◆質疑 

（委員）⑩雨水基本構想の策定について 浸水シミュレーションやハザードマップ 

は、ホームページで見ることができますか。 

（市） 浸水シミュレーションは見られませんが、ハザードマップは見ることができ

ます。ハザードマップを作成する際も、浸水シミュレーションをしており、

浸水箇所対策での 60㎜降雨への対応等をしたうえでの水の流れの解析をして

おります。基本的に雨水施設は時間雨量 60㎜を前提としているので、上流側

が 100 ㎜降雨に対応できても、下流にその能力がなければ意味がないので、

部分的な浸水箇所が想定されたら、先ほどの説明にも一部ありましたように、

雨水の流出抑制として、農業用のため池を利用したり、小学校のグラウンド

に雨水を引き込み一時的に溜めるなどの取り組みを行い、浸水シミュレーシ

ョンでの問題の解消や低減を図っていきたいと考えております。また、神野

会長からお話しを頂いた、地下に大空間の容量を造ることは、費用がかなり

大きなものになるので難しいかもしれませんが、経費的な問題も含めたうえ

で様々な試算をしていこうと考えております。 

（委員）福岡市のような大規模な施設は無理としても、周辺の市町村と連携して考え

て効果を出していくような取り組みはないのですか。 

（市） 本流については流域の自治体で考えていかなければならないのですが、地域

でできる対応や対策は地域で行っていくという考えになってきております。

春日市の体育館や、現在建築中の太宰府市の体育館も、一時貯留施設を設け

て建築されています。 

（委員）大野城市としても、そういったものを踏まえて、いろいろなシミュレーショ 

ンや計画を進めないといけないということですよね。お互いが情報を共有した

りする仕組みはあるのですか。 

（市） 御笠川の関係で、筑紫地区の担当者会議等で情報交換をする場があります。 

（委員）⑪情報提供の充実について 子供用のホームページのことしか書いてあ 

りませんが、子供用以外にも各家庭に向けた情報提供はありますよね。 

（市） 一般の方や事業者の方に向けたものは別にあり、今回ここに記載しているも

のは、第２次中期経営計画(平成 28 年度から平成 30 年度)内で予定している

内容になっております。 

（委員）下水道事業について 水道の場合は厚生労働省作成の指標がありますが、 

水道とは課題が違うと思いますが、下水道も国がイニシアチブをとられていま

すよね。 

（市） 下水道の場合は国土交通省の「下水道ビジョン」という指標があり、本市で 

もそれを参考のうえで計画作りをしております。 

（委員）総務省であれば合併浄化槽、農林水産省であれば農業用地排水等、類似のサ 



ービスがありますが、大野城市内にもそういうものがありますか。 

（市） 本市は公共下水道で、県が御笠川流域に汚水幹線を入れ、終末処理場を福岡 

   市にもっていますので、それを利用する形をとっております。農業集落排水等

の別事業はありませんが、筑紫野市など併用で行っている自治体もあります。 

（委員）Ⅱ.第２次中期経営計画の策定について 計画のイメージ内の、「第２次中

期経営計画(平成 28 年度から平成 30年度)」の３年間で、「下水道事業長期

経営方針」を作るということですね。プランを作成するだけではなく、実際

に物を作るということですか。 

（市） 「長期経営方針」の方で考え方を示し、実際に行うものは「中期経営計画」 

に入れております。現在は「長期経営方針」がない状態ですので、「第２次中

期経営計画」期間中に作成し、それに基づいて、「第２次中期経営計画」の検

証結果を取り入れつつ、「６次総合計画」で必要なものに対応した「第３次中

期経営計画」を作成するというローテーションとしております。 

（委員）近隣の市町村もこういう経営計画で実施されているのですか。 

（市）  福岡市ではこういう形でされているようですが、筑紫地区では聞いたこと 

がありません。大野城市としては、人事異動もありますし、その時々で違う問

題も発生するので、期間を設定し実施していくことで事業計画を継続できる

と考えております。 

 

 

◇大野城市及び近隣事業体の繰入金の状況について説明(資料③) 

※平成 27年度第１回審議会での質疑(近隣市町村との繰入金の比較)の回答 

 

【 水道 / 収益的収入 】 

 負担金については、瓦田浄水場のＡ系統の廃止に伴った収入です。この跡地を整備

するために、一般会計から負担金を頂いているため、他の３団体と比較すると高い状

況となっておりますが、これは２年間(平成 25・26 年度)のみの収入となります。現

在、跡地は一般会計で駐車場として利用しております。 

補助金については、昔から、水道の拡張のために一般会計から補助金を頂くという

約束事がありまして、七期拡張工事の際に発行した企業債の償還分支払利息の２割を

一般会計が負担するということで、現在補助金として頂いております。償還が進み利

息が減っていくので、これに対する補助金も年々減っているという状況です。 

ですので、収益的収入の繰入金が他の団体と比較して、多いわけではありません。 

また、Ｃ団体の補助金等が他と比較すると多いのですが、こちらは「春日那珂川水

道企業団」であり一部事務組合なので、資金の動きが個別団体と違う面があるためで

す。例として、どの団体も福岡地区水道企業団に水源開発のための出資金を出してい

ますが、水道事業を通さずに、一般会計から直接払い出しているのに対し、春日那珂



川水道企業団は、それを一度経由して払い出すという流れになっています。 

  

【 水道 / 資本的収入 】 

 負担金については、他の個別団体とは大きな変わりがありません。 

出資金については、他の個別団体は収入がありませんが、大野城市は更新事業で耐

震管路を入れており、それに対して一般会計から出資金を頂いているという状況です

ので、特別に繰入金が多いわけではありません。 

 

【 下水道 /収益的収入 】 

 筑紫地区の中でも大野城市は繰入金割合が大きくなっております。下水道の負担金

や補助金に関しては、今まで整備した事業の元利償還金(資本費)に対して頂く形です

が、大野城市は都市化に伴った下水道施設整備を緊急に進めたことにより元利償還金

が大きいため、それが繰入金の大きさに繋がっております。しかし、大野城市の施設

整備についてはピークを迎え、特に汚水についてはほぼ終了しておりますので、これ

からは元利償還金が減少していくため、それに伴い繰入金も減少していく見込みとな

っております。 

次回の審議会で財政について説明させて頂きますが、近隣他市と比べ一般会計から

の繰入金が大きいことが課題となっておりますので、「第２次中期経営計画」の中で

も落としていきたいと考えております。 

 

 

◆質疑 

（委員）繰入金の定義ですが、資料②「大野城市下水道事業第２次中期経営計画 (案)」 

４ページの、総務省の繰出基準の説明内の数値と、資料③「大野城市及び近隣事

業体の繰入金の状況」の数値が違うのですが、これはどういう理由ですか。 

（市） 資料③は、※印に記載のとおり、「決算統計」から抽出した値で、他市と 

比較するときに同じ条件で比較したかったため、決算統計から作成させて頂きま

した。 

 

 

◇大野城市水道 50周年記念事業について説明 

 

 

◇その他 

（市）次回以降の審議会の開催日時について 

   第３回 10月 28日(水)10：00～ 庁議室にて 

第４回 11月 11日(水)10：00～ 庁議室にて 



 

◇閉会の挨拶(上下水道局長より) 

以上   

 


