
平成 27年度第１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７月１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、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 11名 

欠 席 者 なし 

議 題 ① 平成 27年度水道事業会計当初予算の概要について 

② 平成 27年度下水道事業会計当初予算の概要について 

③ 大野城市下水道事業中期経営計画(平成 23 年度～平成 27 年度)の検証報告書につ

いて 

資 料 ① 平成 27年度水道事業会計当初予算の概要 

② 平成 27年度下水道事業会計当初予算の概要 

③ 大野城市下水道事業中期経営計画(平成 23年度～平成 27年度)検証報告書 

④ 平成 27年度審議会タイムスケジュール 

議 事 ◇傍聴人の確認（傍聴人なし） 

◇審議内容についての説明(上下水道局長より) 

◇平成 27年度水道事業会計当初予算の概要について 

   

（市）平成 27年度水道事業会計当初予算の概要を説明いたします。 

(1)業務の予定量 

①給水人口については、平成 27年度は 98,230人で、前年度と比べて 0.6％

増となっております。 

②水道料金の基になる水量である年間有収水量については 8,013,532 ㎥

で、前年度と比べて 0.2％減となっております。 

前年度と比較をすると増減しておりますが、給水人口と年間有収水量は、

水道事業の第２次中期経営計画に掲げた平成 27年度の数値をそのまま計上

しております。 

 

(2)予算 

【収益的収支】 

（収益的収入）   （収益的支出）    （収支差引） 

2,150,962千円  － 2,135,686千円  ＝  15,276千円(黒字) 

【資本的収支】 

（資本的収入）   （資本的支出）    （収支差引） 

250,900千円  －  959,535千円  ＝△708,635千円(不足)  



資本的収支については不足額が生じておりますが、減価償却費等の現金 

支出をしない費用等によって企業の内部に資金が留保されますので、 

それを補てん財源としております。 

 

(3)主要事業 

主要事業については①から⑨の事業を掲げております。水道事業第２次

中期経営計画で課題としておりました④から⑧につきましては、資料の中

に計画図がありますが、後程ご説明させていただきます。 

 

   (2)の予算の詳細について 

１．「平成 27年度水道事業会計当初予算事項別明細」 

これは水道事業会計当初予算の平成 27年度と平成 26年度の比較をした 

ものです。今年度の特徴としましては、平成 26年度は瓦田浄水場のＡ系統 

の廃止に伴う資産減耗費があり 556,475千円という大きな赤字予算でした 

が、平成 27年度は黒字予算になっているところです。 

 

２．「平成 27年度水道事業会計当初予算－第２次中期経営計画計上額比較」 

これは水道事業会計の平成 27年度当初予算と、昨年度ご審議頂いた中期 

経営計画の平成 27年度計画額を比較したものです。収益的収支の予算は、 

税込みで計上しておりますので、税抜きにして比較しております。 

収益的収支については、収入･支出･差引の全てが予算と計画に大きな差 

がないことがわかります。時点修正等もありますので、若干の変更はあり 

ますが、昨年度ご審議頂いた中期経営計画をベースに当初予算を計上して 

おります。 

 資本的収支については、収入に差が生じておりますが、これは出資金に 

よるものです。出資金というのは、一般会計から管路の耐震化等について 

出資を頂くものですが、出資金に係るルールは国が定めており、平成 27 

年度は国がこのルールを変更したことにより、対象となる事業費が落ちた 

結果、このように予算と計画に開きが生じております。従いまして、収入 

が計画通りに入らないことにより、支出額等を調整しながら運営していか 

なければならないと考えております。 

 

   (3)の主要事業の計画図について 

１．「平成 27年度配水管等整備事業計画図」 

本事業は、塩ビ管の枝線管路に加え、破損した場合に多大な影響がある 

基幹管路を含めました配水管全体について優先管路を選定し更新するもの 

です。計画箇所は図の赤色部分(枝線 2,300m)・青色部分(基幹管路 400m) 



としております。また、右下の凡例の破線で表している委託については、 

設計及び調査業務となっております。 

２．「平成 27年度配水管等布設替事業(補償工事)計画図」 

本事業は、下水道事業や街路事業等、他事業の進捗に合わせまして既設 

配水管等の布設替を実施するものです。事業箇所は全体で７箇所を予定 

しております。 

３．「平成 27年度浄水施設等整備事業計画図」 

本事業は、老朽化が進行し緊急性の高い浄水施設等の整備を実施するも 

のです。事業概要としましては、(大野)北小学校と筒井の取水井のテレメ 

ータ設置工事、牛頸浄水場内のポンプの改良工事を予定しております。 

４．「平成 27年度応急給水施設整備事業計画図」 

本事業は、地域防災計画で位置づけられました重要給水施設であります 

４コミュニティセンターに応急給水施設を整備するものです。 

 

これで、平成 27年水道事業会計当初予算の説明を終わります。 

 

◇質疑 

（委員）まずは初歩的な質問ですが、(予算概要)説明のなかの収益的収支や資本的 

収支の違いについて、もう一度説明をお願い致します。 

（市）収益的収支についてですが、元々損益計算書を意識して作られたものであ 

ります。水道事業は市の機関でありながら、また、企業のよいところも取り 

入れるということで、企業の決算書として損益計算で利益や損失がでている 

ことがわかるような予算を作っております。 

（委員）それは住民が水を買って、いくらお金を払ったのかなどの出し入れですね。 

（市）そうです。あとは企業としての儲けがどうなのかなども含めてわかりやす 

く作られたものが収益的収支の予算となっております。そして、収益的収支 

にはまらない現金の収支が全て資本的収支となります。 

現金の出し入れは議会の議決を頂かないといけないので、収益的収支と別 

に、現金の出入りがある分だけ、(資本的収支として)整理がされているとい 

うことです。 

(委員）(資本的収支は)企業債や負担金などですよね？ 

（市）そうです。ですので、収益的収支については現金の収支がない、例えば減 

価償却費などの予算もありますが、資本的収支については全て現金の出入り 

を伴うという違いがあります。 

(委員）有難うございました。 

次に、資料「平成 27年度水道事業会計当初予算事項別明細」と「平成 27 

年度水道事業会計当初予算－第２次中期経営計画計上額比較」の平成 27 



年当初予算額の違いの説明をもう一度お願い致します。 

（市）予算は税込みで表示をしますが、昨年度ご審議頂いた第２次中期経営計画 

については、収益的収支は税抜きで表示をしておりましたので、単純に予算 

額で比較をするとその差がでてしまうので、（中期経営計画と比較する資料 

は）税抜きに調整して比較しやすいようにしております。 

(委員）（税抜き表示は中期経営計画と比較する資料において）全部ですか？ 

（市）収益的収支については税抜きですが、資本的収支については中期経営計画 

の審議の際も税込みでしたので、（どの資料も）全て同じ数値(税込み額)を 

使用しております。 

(委員）わかりました。 

次に「平成 27年度配水管等整備事業計画図」について、配水管工事を 

行うところは、図の右上の方ということですか？ 

（市）丸で囲んでいるところで、赤が枝線・青が基幹管路、実線が工事・破線が 

  設計と調査を表しています。 

(委員）(予算概要について)収益的収支の基本的なことは先程ありましたが、住 

民が払われるお金の給水収益が 17億で８割くらいの収入となっており、あ 

とは他会計からの負担金等ですよね。 (一般の)企業と違って地方公営企業 

なので、お客様が払った以外のお金も入っています。お客様からの収入が８ 

割、それ以外が２割ということになりますが、この８割というのは他の自治 

体の同規模の水道事業と比べて平均的なのか、もしくは何か特徴的なものが 

あるのか、比較を教えていただきたい。 

（市）これについては、次回の回答とさせて頂いてもよろしいでしょうか。 

感覚的ではございますが、他会計負担金が 900万円弱、補助金が 1,700万円

弱と、繰入れている金額はそんなに大きな額ではなく、今年度は黒字予算に

もなっていますので、平均的なところではないかと思われます。 

(委員)基本的には独立採算ですので、給水収益で賄われるのがよいと思います 

が、それだけでは赤字になると見栄えもよくないということで、議会的には 

(他会計から)繰り入れて、名目上黒字を確保するというのが今の実態で行わ 

れていることだと思われます。それがよいか悪いかは別として、もちろん繰 

入れのルールはあると思いますが、大野城市についてどうなのかはわかりま 

せんが、根拠が特別だということもできないわけではないと思うし、見た目 

が黒字だから問題ないというわけではなく、基本的にはなるべく住民からの 

料金で採算があうようにすべきで、それが不足するならば水道料金改定やコ 

ストカット等、一般的な話にはなりますがそういうことを考慮してもよいの 

では？ 

（市）昨年度ご審議頂いた中期経営計画において、10年間は単年度利益が見込め 

ているという話をさせて頂いたかと思いますが、一般会計からの繰入予算額 



について、他会計負担金当初予算が 900万円弱、中期の計画額が 800万円、 

また、他会計補助金当初予算が 1,697万円、中期の計画額も同額ということ 

で、今中期経営計画に掲げている数値と、予算額には大きな差は生じてない 

と考えております。ですので、今の見込みで計画通り進みますと、この先も

黒字が見込めるということで、今のところ料金を上げることはないのではと 

考えております。 

(委員)営業外収益の中の、長期前受金戻入とは何ですか？ 

（市）これは、平成 26年度に企業会計の基準が大きく変わりまして新しくで 

 きたものですが、わかりやすくいいますと減価償却費の収益版のようなもの 

 です。減価償却費は建物等を取得した年度に全額お金を支出し、それを減価 

償却費として耐用年数で毎年費用化していきます。長期前受金戻入は収益 

で、例として国庫補助金は単年度にまとめて現金を頂きますが、それを建物

の耐用年数に応じてこれを毎年収益化していくという処理で、そうすると、

これが減価償却費見合い分の収益になる・・という制度に変わっております。

長期前受金戻入は（減価償却費と同じで）、現金の収支は伴わないものです。 

(委員)これは水道事業だけではなく、地方公営企業全体の改正ですか？ 

（市）そうです。下水道事業や、それ以外の地方公営企業も含めての改正です。 

(委員)長期前受金戻入について、昨年と今年に大きな差があるのは何故ですか？ 

（市）昨年は瓦田浄水場Ａ系統を除却したのですが、それに対する収益です。 

除却した資産の財源に例えば国庫補助金があった場合、資産減耗費と減価償 

却費見合い分に長期前受金戻入が発生します。 

(委員)今まではこの会計がなかったということは、単年度に収入になっていた 

というわけではないのですか？ 

（市）今までは資本剰余金の収入として計上されていたので、除却時には資本 

剰余金を落とすという処理でした。改正後は、国庫補助金を、(資本勘定で 

はなく)負債勘定にもっていき、除却年度にこの分の収益化をまとめて行う 

ために、除却年度の収益額が大きくなったということです。 

 ですので、平成 26年度にこのような大きな除却がなければ、平成 27年度 

と同じくらいの数値になっていました。 

(委員)「平成 27年度配水管等布設替事業(補償工事)計画図」について、補償 

工事というのは配水管が古くなったための工事ですか？ 

（市）これは、街路事業等、他工事に関連しまして、既設管が邪魔になることに 

伴って布設替えが必要になる工事となります。 

(委員)配水管自身は古いものですか？ 

（市）配水管を入れた時期によって新しいものや古いものもあります。 

(委員)それをすることによって効率がよくなる等のメリットがあるのですか？ 

（市）そこに新たに道路を通したり、下水道の管を通すなど、他の工事の支障に



なるために布設替えをするという目的のものです。 

◇平成 27年度下水道事業会計当初予算の概要について 

（市）平成 27年度下水道事業会計当初予算の概要を説明いたします。 

(1)業務の予定量 

①水洗化済人口は 99,691人で、前年度と比べて 0.7％増となっておりま 

す。 

②下水道使用料の基であります年間有収水量は、8,954,759㎥で、前年 

度と比べて 0.3％減となっております。 

下水道事業会計におけるこれらの予定量につきましては、水道事業第２次中期 

経営計画に掲げておりました平成 27年度の給水人口・年間有収水量を勘案し 

て数字を計上しております。 

 

(2)予算 

【収益的収支】 

（収益的収入）   （収益的支出）    （収支差引） 

2,377,571千円  － 2,179,237千円  ＝ 198,334千円(黒字) 

【資本的収支】 

（資本的収入）   （資本的支出）    （収支差引） 

1,131,328千円  － 1,969,743千円  ＝△838,415千円(不足) 

資本的収支については不足額が生じておりますが、減価償却費等の現金 

支出をしない費用等によって企業の内部に資金が留保されますので、 

それを補てん財源としております。 

 

(3)主要事業 

主要事業については①から⑥の事業を掲げております。資料の中に計画

図がありますが、後程ご説明させていただきます。 

 

   (2)の予算の詳細について 

「平成 27年度下水道事業会計当初予算事項別明細」 

これは下水道事業会計当初予算の平成 27年度と平成 26年度の比較をし 

   たものです。今年度の特徴としましては、収益的収支の差引欄からわかり 

ますように、平成 26年度と同様に黒字予算となっています。 

また、下水道事業会計においては、水道事業会計のような中期経営計画 

との比較表はつけておりません。これは、下水道事業会計の今の中期経営 

計画が現金ベースの収支計画となっており、比較ができないためです。で

すので、今年度策定します下水道事業第２次中期経営計画においては、水

道事業と同様の財政収支計画を考えておりますので、平成 28年度予算に 



ついては、計画との比較を行う予定としております。 

 

 (3)の主要事業の計画図について 

１．「平成 27年度下水道施設長寿命化事業計画図」 

本事業は、汚水管の整備事業ですが昭和 49年度から進められ、平成 21 

年度末時点で管路総延長約 330kmに達し、そのうち半分が設置から 20年が 

経過しております。今後老朽化で、排水機能の低下や道路陥没等、直接市 

民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、平成24年度に『大 

野城市下水道長寿命化計画』を策定し、平成 25年度から平成 29年度まで 

の５ヶ年計画で、長寿命化事業を実施しております。進捗状況や今後の予 

定は次の通りとなっております。 

 汚水管の改築 マンホール蓋取替 汚水管の調査 

現在まで完了分 約 440m 約 290箇所 約 20km 

H27～H29予定  約 900m 約 520箇所 約 30km 

H27年度予定  約 300m 約 180箇所 約 10km 

 

２．「平成 27年度公共下水道整備事業(雨水分)計画図」 

本事業は、浸水被害の解消を図るため 10年確率(時間雨量 60㎜)の未整 

備箇所について、優先順位を定め雨水施設の整備を実施するものです。事

業概要としましては、赤色が工事個所、緑色が委託箇所(設計･調査箇所) 

を明示しております。 

 

３．「平成 27年公共下水道整備事業(汚水分)計画図」 

本事業は、御笠川等公共用水域の水質保全を図るため汚水整備を行うも

のです。 

事業概要としましては、赤色が工事箇所、緑色が委託箇所(設計･調査箇

所)を明示しております。 

 

４．「平成 27年公共下水道整備事業(汚水)【他事業関連】計画図」 

本事業は土地区画整理事業や街路事業等、他事業の進捗に合わせて汚水 

管の整備を行うものであります。 

 

５．「平成 27年応急排水施設整備事業計画図」 

本事業は、地域防災計画で位置づけられました重要給排水施設でありま 

す４コミュニティセンターに応急排水施設を整備するものであります。 

 

６．「平成 27年既設ため池による防災調整改良事業計画図」 



本事業は、最終処分場整備に伴いまして地域の浸水解消を図るため、既 

設ため池を利用し、雨水流出抑制施設を整備するものであります。 

事業概要としましては、中区の席田池と宮野池の２箇所の池の整備を 

    予定しております。以上です。 

 

これで、平成 27年度下水道事業当初予算の説明を終わります。 

 

◇質疑 

（委員）主要事業「平成 27年度下水道施設長寿命化事業」について、こういう名 

称がついているのは、普通の改良や修繕事業とは違うのですか？ 

（市）長寿命化事業は、実際に計画に基づいて、老朽化した汚水管のやりかえや

更新が主です。まずは調査をいたしますが、古くなって漏水をおこしたり、

地下水が中に入り込んだりするので、種類はいろいろありますが硬質の塩ビ

管等を中に入れていくような工事となります。また、(マンホールの)蓋のや

り替え工事もあり、大野城市は当初、コンクリート製の蓋を使っていました

が、これが老朽化して割れたり、がたつきがでた箇所について、これを鋳鉄

製の蓋に交換するなど、主に管材・管路及びマンホールの蓋関係を長期にわ

たってもたせようという事業です。 

（委員）それは改良事業や修繕事業とは違うのですか？ 

（市）少し違います。長期的にそういった調査をしまして、老朽化が特に進んで

いるような、それから重要度の高い路線、今回は 27km の対象路線を設けて

いますが、それを５ヶ年で計画をしております。 

（委員）他の自治体でもよく使う事業名ですか？ 

（市）「長寿命化事業」は国の補助事業のメニューにあり、耐用年数を過ぎたも 

のや危険度が高いものを計画的に更新していくという事業に対してこうい

う名称で補助がいただけるという、全国的にもある事業です。 

（委員）老朽化した管を切って新しいものを入れるのか、それとも中にチューブか 

なにか入れるのですか？ 

（市）やはり(対象の管は、)既設市街地に入れているところがほとんどで、水道

管と違いかなり深い位置に入れているので、中にチューブ(補強材料)を入れ

て補強していくというのが一般的なやり方です。 

（委員）（水道及び下水道の業務の予定量について、）水洗化済人口と給水人口は 

近いといえば近いのですが、水洗化済人口が多いのは具体的には水道は 

飲んでないけれど出すときはお願いしますということですか？ 

（市）井戸水のみを使ってある方がいらっしゃるということです。 

（委員）年間有収水量はいくら払うかという話になるわけですが、どのくらいの方 

が水道に頼らずに井戸を使ってあるのですか？ 



 （市）井戸と水道の併用は約 1,500件、そのうち井戸単独が約 720件となってお 

ります。 

（委員）(平成 27年度下水道事業会計当初予算について、)資本的収支に△がつ 

いていますが、数字の意味として、資本的収支(の考え方)は先程と(水道と) 

同じということですか？ 

（市）そうです。 

（委員）(平成 27年度公共下水道整備事業(雨水分)について、)10年確率は時間 

雨量 60㎜ですよね。１時間に 60㎜までの雨なら氾濫をおこさずに耐え 

られるというわけですが、鹿児島県あたりで平年の３倍の雨が降ったと 

あっていましたね。 

（委員）過去は１時間の雨量としてはどのくらい降ったのですか？ 

（市）近年の分ですと、昨年の８月 22日に時間雨量 93㎜という記録がありまし 

た。その時は雑餉隈等 13箇所の浸水箇所がありました。 

（委員）(平成 27年既設ため池による防災調整改良事業について、)二つの溜池 

についてですが、これはどのくらいの効果が考えられますか？容量を 

増やしたのですかね。  

（市）平成 17年に安全率を上げるため、整備水準を 20年確率の時間雨量 67.5 

  ㎜の降雨に対する対応をできるということでの雨水貯留施設を計画しまし 

た。ただ、先程のように 90何㎜のように、これ以上の時間雨量があった場 

合厳しいところも実際あるかと思います。 

（委員）溜池自身は堤防を上げたのか、上流に池を作ったのかとかどのように？ 

（市）事業自体は、斜樋に流出抑制の穴を作り、それ以上超えた時に下流に影響 

が出ないように、越流水を流すような造りとなっています。 

今回は２箇所ですが、それ以前に、市内の公園や学校関係の運動場を利用 

して、同じような形で５箇所の設置を終えております 

（委員）(平成 27年度下水道事業会計当初予算について、)資本的収支(の差引) 

が大きなマイナスになっていますが、企業債の償還が約 15億円あって、発 

行は約 6億ということは、返すのはたくさんで、借りる方は少額ということ 

で、財政的には健全になってきているということですよね？  

（市）まだ決算の話はできませんが、平成 26 年度の決算見込みとしては、償還

元金も利息も前年度と比べて若干落ちてきている状況ですし、下水道事業の

償還のピークは過ぎたと考えており、財政の方は年々健全化していくと考え

ております。 

（委員）ただ、資本的収入には他会計からの負担金も 4億 5千万円ありますよね。 

   これは企業債を借りるより、他会計から入れる方がよいということですか？ 

（市）下水道事業は少し特殊なところがありまして、雨水と汚水に関わるものが 

あり、汚水については皆さんから頂いている使用料で賄うのですが、雨水に 



ついては市の防災の関係になるので税金を使うのが原則となっております。 

それについては市から全額もらうのですが、一度に事業費ごとにもらうと 

かなり高額になります。建設事業の財源として国庫補助金がありますので、 

それを除いた事業費については、企業債を借りてから、元利償還金ベースで 

一般会計から繰り入れるという流れになっています。他会計負担金は、赤字 

補てんのためということではありません。 

（委員）わかりました。 

（委員）下水道に関しては合流式と分流式どちらですか？ 

（市）大野城市は分流式です。 

（委員）分流式ということは、汚水と雨水とわけてあるのですね。昔急いで(下 

水道の普及を)やったところは、一本パイプの合流式が多いようですね。 

（市）そうですね。大都市ほど合流式の整備が多いようですが、やはり(合流 

式は)無駄が多いので大野城市は分流式です。 

（委員）これから先は分流式にしないと環境が悪くなりますしね。 

 

 

◇大野城市下水道事業中期経営計画(平成 23年度～平成 27年度)検証報告について 

（市）大野城市下水道事業中期経営計画(平成 23年度～平成 27年度)検証報告 

について説明いたします。 

 

○検証報告 

財政収支計画①-１ 下水道使用料について(下水道使用料のあり方の検討) 

下水道使用料のあり方について、本審議会において検討することを目標 

としておりました。 

取り組みについては、現計画期間であります平成 23年度から平成 27年 

度の下水道使用料については、事務局で総括原価計算により良好な料金設 

定であることは確認をしております。また、今年度次期計画期間中の下水 

道使用料については審議会でお諮りすることとしております。従いまして、 

達成度はＡ評価としております。 

なお、中期経営計画期間中の下水道使用料については、総括原価により

算定し、今後も審議会にお諮りするようにしているため、次期計画の課題

とはしないよう考えております。 

 

財政収支計画①-２ 下水道使用料について(公平な下水道使用料の徴収) 

    一般住宅等の井戸水使用者に対する下水道使用料は、認定水量に基づいて請 

求をしており、毎年井戸水使用世帯に対して認定水量の調査をしております

が、未回答の世帯が見受けられたり、無届けで排水している世帯が存在する可



能性が考えられることから、これらに対する調査をする必要がありました。 

 取り組みにつきましては、認定水量調査において、広報による周知、未回答・

不明瞭な点があれば電話による聞き取り確認の徹底を図りました。また、現地

調査を行った結果９件の無届使用者が判明しましたので、下水道使用料を徴収

しております。 

この課題は、継続的に調査を実施し適切な認定水量で公平に下水道使用料を

徴収することができたことから、達成度をＡ評価としました。 

井戸水使用者に対する認定水量の調査方法が整理できたことから次期計画

の課題にはしないこととしております。 

 

財政収支計画② 市からの繰入金 

まず、国が示しているルールによりますと雨水事業については、市の一般会 

計が負担することとされています。 

計画期間中においては雨水施設を急ピッチで整備する必要があり、一般会計

からの繰り入れが増加する可能性がありました。このため、雨水事業を行って

も市からの繰入金が増加しないように、国庫補助金や借入金を活用し、施設整

備を進めていくことを目標としていました。 

成果としましては、一般会計からの繰入金は年々減少していることから達成 

度はＡ評価としました。 

次期計画では、雨水事業（浸水対策事業）の財源については、引き続き国庫 

補助金や企業債を有効に活用し、一般会計繰入金の抑制を図ることとしており

ます。 

 

財政収支計画③-１ 借入残高の圧縮 

 平成 21年度末において 200億円を超える借入残高を有しており、事業経

営の大きな負担となっていたことから、借入残高の圧縮を図ることとし、

平成 26年度で 167億２千万円まで圧縮することを目標としていました。 

成果としては、据置期間を短くし早めに元金償還を行うことで借入残高

を縮減することなどを行い、平成 26 年度で 152 億３千万円まで、平成 27

年度で 143億５千万円まで圧縮する見込みとなっています。 

従いまして、目標額以上に借入残高を圧縮できたことから、達成度はＳ

評価としています。 

今後の課題としては、依然として借入残高が経営の負担となっているこ

とから、引き続き縮減を図る必要があると考えています 

 

財政収支計画③-２ 支払利息の抑制 

平成 21年度末において 200億円を超える借入残高を有しているため、その 



支払利息は経営の大きな負担となっていました。このため、低利な民間資金（銀 

行等）の借入割合を高め、借入利息の抑制を図ることとし、平成 26 年度で４

億４千万円まで抑制することを目標としていました。 

成果としては、低利な民間資金（銀行等）の借入割合を高め、支払利息を平

成 26年度で３億５千万円まで、平成 27年度で３億１千万円まで抑制する見込

みとなっております。 

従いまして、目標額以上に支払利息を縮減できたことから、達成度はＳ評価

としています。 

今後については、依然として支払利息が大きく経営の負担となっていること 

から、引き続き縮減を図る必要がありますが、民間資金を活用する方針が確立 

したことから次期計画の課題としないこととしております。 

 

施設整備計画① 汚水整備(新設) 

 事業概要としまして下水道事業における汚水整備については、平成 21年

度末時点におきまして事業認可面積に対し面整備率は 92.8％となっており

ます。 

 今回の中期経営計画期間におきまして、主に乙金第二土地区画整理事業

地区の整備における、期間内の汚水整備達成率について評価を行ったもの

です。  

結果としまして、乙金第二土地区画整理事業の事業計画の変更に伴いま

して事業期間が延伸されたものの、平成 27年度末に計画値に対し 91.1％の

期間内達成率の見込となり、達成度をＡ評価といたしました。 

 今後の取り組みとしまして、その他未整備地区の汚水整備についても積

極的に取り組んでいきたいと考えております。 

 

施設整備計画② 長寿命化計画(汚水管改修) 

 平成 24年度に策定しました「大野城市下水道長寿命化計画(平成 25年度 

～平成 29年度)」に基づきまして、老朽化や重要度の高い約 27kmの長寿命

化対象路線を選定しました。汚水管及び人孔蓋の整備工事を年次計画を立

てて改修する事業です。 

結果としまして、平成 25年度から計画通り改修できていることから、達

成度をＡ評価としました。 

今後の取り組みとしまして、今後も汚水施設の維持管理を進めるうえで

重要な計画であることから、継続的に進めたいと考えております。 

 

施設整備計画③ 浸水対策のための雨水函渠整備 

 事業概要としまして、近年の集中豪雨に対し浸水被害が発生している箇



所や既設水路の断面が不足している箇所を改修するものです。市内 10箇所

を選定し、そのうち５箇所の整備が完了し、２箇所については継続して整

備中であります。添付資料「下水道中期経営計画 雨水整備地区」の、⑦中

２丁目地内・⑧乙金３丁目地内・⑨乙金台３丁目地内の３箇所の工事につ

いては、県道占用や道路管理者との協議、他工事との調整により、工事の

延伸を行う状況により整備ができておりませんので達成度はＢ評価となり

ました。 

今後の取り組みとして、過去の浸水状況や未整備箇所を再度検証し、重

点箇所を再選定し整備を継続していく考えとしております。 

  

施設整備計画④ 雨水流出抑制施設整備 

 事業概要としまして、集中豪雨に対して雨水を一時的に貯留させ時間差

を利用して下流へ流すことにより、水路や河川への負担を軽減させるため

に、今回は川久保の上流にあります「唐山池」「此の岡池」とに流出抑制機

能をもたせるものです。 

結果としまして、計画通り設置できたので達成度はＡ評価となっており

ます。 

 今後の取り組みとしまして、雨水函渠整備と連携を取りながら整備を進

めていく考えとしております。 

 

その他の取り組み① 下水道台帳と資産台帳の再整備 

 工事の情報等を蓄積した「下水道台帳」と財務情報を蓄積した「資産台

帳」がありますが、それぞれの情報が関連付けされておりませんでした。

このため共通のキーワードをもたせ情報の共有化を目標としていました。 

成果としては、情報の共有化が行えたことから、達成度はＡ評価として

います。 

 次期計画では、雨水幹線の台帳が整備されていないことから、その整備

を行うこととしています 

 

その他の取り組み② 危機管理対応マニュアルの策定 

下水道は重要なライフラインの一つであることから、災害発生時における具

体的な行動・体制などを示したマニュアルの整備を目標としていました。 

成果としては、平成 23 年度に「上下水道局危機管理対応マニュアル（風水

害・地震編）」を策定したことから、達成度はＡ評価としています。 

今後についてはマニュアル策定を次期計画の課題とはいたしませんが、危機

管理部門と連携し事業継続計画等のマニュアルは随時策定していきます。 

 



その他の取り組み③ お客様サービス 

下水道使用料の支払いは金融機関及び料金施設課窓口で対応をしていまし

たが営業時間の制約もあり、利用者によっては不便な仕組みとなっておりまし

た。このため、平成 22 年度から開始したコンビニエンスストアでの収納業務

と同様に、使用者の支払の利便性を向上させる必要があったことから、平成 23

年度から市内４箇所にあるコミュニティセンターでの収納業務を開始し、納付

方法の拡大を行いました。 

利用件数は微増の状況ですが、市内４箇所にあるコミュニティセンターでの

納付方法の拡大を行ったことから達成度をＡ評価としました。 

今後の取り組みとしまして、水道料金の納付方法を検討するなかで下水道使

用料についても併せて検討するため、次期計画の課題にはしないこととしてお

ります。 

 

その他の取り組み④ 情報提供 

透明性のある下水道事業を運営していくため、下水道のしくみや経営状況な

ど、広く情報提供を行うことを目標としていました。 

成果としては、ホームページのリニューアルや小学生を対象に出前講座を企

画・開催し、下水道事業のＰＲが行えたことから、達成度はＡ評価としていま

す。 

次期計画では、使用者への情報提供は重要であることから引き続き調査研究

を行うこととしています。 

 

その他の取り組み⑤ 人材育成 

下水道経験が豊かな再任用職員を登用し知識や技術の継承を進め、また技術

交流や研修への積極的な参加で専門知識の向上を図っております。 

その結果としまして、若手職員への下水道技術の継承が進められたことから

達成度をＡ評価としております。 

 今後も継続して技術継承に取り組んでいくことと考えております。 

 

その他の取り組み⑥ 総合的な浸水対策(雨水流出抑制指針) 

 これまでに雨水流出抑制施設につきましては、下水道事業計画に掲げた箇所

について整備を行ってきましたが、今後も引き続き浸水対策として有効な場合

は同様施設を設けることが必要ということで継続して進めていく考えです。 

このため今後の下水道事業における雨水流出抑制への対応につきまして指

針を定める必要があることから、平成 25 年度に「大野城市上下水道局雨水流

出抑制施設設置指針」を策定致しました。この指針を策定したことにより、雨

水流出抑制への取り組み方や考え方を整理でき、この指針に基づき同様の施設



の検討や整備の計画も進めております。 

今回の指針は下水道事業に限定したものであることから達成度をＢ評価と

致しました。 

今後の取り組みとしましては、雨水施設の整備状況や雨水流出抑制を含む総

合的な浸水シミュレーションを実施し、雨水対策の基本構想を策定したうえで

基準となる総合的な雨水流出抑制指針を検討したいと考えております。 

 

その他の取り組み⑦ 流域連携(浸水対策) 

御笠川流域の氾濫を改善するために、流域一体となって現在取り組んでおり

ます。御笠川流域自治体で構成する御笠川水系改修事業促進協議会等におい

て、関係団体に御笠川河川改修事業の早期着工について強く要望活動をしてお

ります。 

各自治体で連携した活動に取り組んでいることから達成度はＡ評価と致し

ました。 

今後の取り組みとしましては、御笠川改修の早期実現を目指し引き続き要望

活動を継続していきますが、河川改修は県事業であるため次期課題から外した

いと考えております。 

 

その他の取り組み⑧ 水洗化の促進 

下水道が整備され供用開始された区域においては下水道へ接続することが

義務付けされていますが、未接続の家屋等が残っておりその対策が必要であり

ました。 

平成 23年度から平成 24年度において未接続家屋等の再調査を実施し、情報

を整理したうえで平成 24年度より水洗化の促進のための啓発･指導を行いまし

た。 

計画通りに未接続家屋等の再調査および啓発･指導を実施したことから達成

度をＡ評価としております。 

今後の取り組みとしましては、未接続家屋等は減少していますが、現在も残

っているため、引き続き水洗化促進のための啓発･指導を実施する必要がある

と考えております。 

 

その他の取り組み⑨ 環境対策(特定施設関連) 

市内には特定事業場や油を多用する飲食店が多数存在しており、それらの事

業場からの排水について監視し指導等を行う必要がありました。 

計画期間を通して、事業場排水について水質検査を実施し必要に応じて排水

管理の指導を行いました。計画していた水質検査だけではなく、公共汚水桝内

の目視検査を併せて実施し指導･啓発を行ったため、達成度をＳ評価としてお



ります。 

今後の取り組みとしまして、特定事業場等からの排水については引き続き水

質検査等を実施し、必要な指導等を行う必要があると考えております。 

 

 

○検証資料説明 

資料「下水道中期経営計画 雨水整備地区」 

先程の「施設整備計画③ 浸水対策のための雨水函渠整備」にて説明の

ため省略 

 

資料「人口と有収水量の検証」 

人口と有収水量及び水洗化率の推移 

 

資料「財政収支の検証」 

 １ページ目(収支計画及び実績・資金残高の増減額) 

 ２ページ目(下水道使用料と一般会計繰入金の推移・企業債借入額と残 

高の推移・整備の推移・借入金の償還の推移) 

 

○「大野城市下水道事業第２次中期経営計画策定骨子(案)」説明 

次回以降にご審議頂きたい内容についての骨子(案)です。 

 

１.計画の位置づけ 

平成 23年度から 27年度までの計画の課題や、第５次大野城市総合計 

画後期基本計画に掲げられた基本方針の実現に向けた、実施計画として 

策定するものです。 

 

２.計画名 

省略 

 

３.計画期間 

平成 28年度から平成 30年度までの３年間としています。これは後期 

基本計画の最終年度が平成 30年度となっており、これにあわせることと 

しております。昨年度策定しました水道事業第２次中期経営計画も最終 

年度を平成 30年度としておりますので、上下水道事業ともに第 2次中期 

経営計画で計画年度が揃うことになります。 

 

４.計画の方向性 



 ①健全な水循環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 

上記を計画の方向性として掲げ計画を策定していきます。 

 

５.計画の構成 

(１)事業の推移と今後の予測 

汚水処理人口や年間有収水量など、下水道事業における基本的 

なデータの今後の予測をたてます。 

  (２)主な取り組み 

先ほどの事業の方向性ごとに課題解決に向けた事業を掲げるこ 

ととしております。 

  (３)財政収支計画 

事業実施における財政的な裏づけを行うもの 

この(１)、(２)、(３)の流れは昨年度策定した水道事業の計画と同

様の構成になっています。骨子案の説明は以上です。 

 

 

○「平成 27年度審議会タイムスケジュール」の説明 

     ・第１回目(本日) 

①平成 27年度上下水道事業当初予算について 

②大野城市下水道事業中期経営計画(平成 23年度～平成 27年度)検 

証報告書について 

      

     ・第２回目(平成 27年９月上旬) 

①市長諮問「大野城市下水道事業第２次中期経営計画について」 

②大野城市下水道事業第２次中期経営計画(案)について(下水道事 

業の現状と課題、事業計画など) 

 

 ・第３回目(平成 27年 10月下旬) 

①第２回の意見･質問の回答 

②平成 26年度決算説明 

③中期経営計画の財政収支説明 

 

・第４回目(平成 27年 11月下旬) 

①第３回の意見･質問の回答  

②①を踏まえた答申案の検討 

 



「大野城市下水道事業中期経営計画検証報告書」についての説明は以上で 

ございます。 

 

◇質疑 

（委員）検証報告「その他の取り組み⑤ 人材育成」について、技術や経験

豊かな方が再任用職員となり若手にそれを継承されるということで

したが、評価をＡとした判断はどういった理由ですか？ 

（市）当時は再任用職員という形はなかったのですが、今は上下水道工務課 

にも３名おりまして、今年度若手職員が一人入ってきたので直接的に指 

導してもらったり、積極的に研修に参加をしてもらっていますし、今後 

も同様に考えていますので、なかなか数値的なものは出なかったのです 

が評価をＡとさせて頂きました。 

（委員）再任用職員の方というのは、実際現役のときもかなり優秀な方で、そ

ういう方を再任用とされたということですか？ 

（市）そうですね。たまたま今いる再任用職員の皆さんは、下水道事業を 10 

年以上経験された方ばかりです。 

（委員）それに関連して、(研修を)実施した場所というのは御笠川流域下水道 

に行ってされるのですか？下水道事業といえば御笠川流域下水道がこ 

の地域の分を集めていますよね。 

（市）下水処理場は県の施設です。施設研修や見学などの機会が年一回くら 

いあるので、その時は積極的に参加するようにしています。 

（委員）「その他の取り組み⑧ 水洗化の促進」について、達成度がＡ評価と 

なっていますが、(水洗化率の)達成度基準が 75～100％だとＡ評価です 

ので、ずっと(平成 23年度から)99％以上できていますよね。今残って 

いる分から何％水洗化になればＡ評価とかそういう評価にはならない 

のですか？ 

（市）水洗化率を目標に挙げて、それで達成度を図るのは非常に難しいこ 

  とになる思います。ここでＡ評価という考え方にしたのが、当初中期経 

  営計画に挙げたものを現状の把握のためにもう一度調査をし、水洗化を 

  行っていくという両方のことを目的通りに実施したということでＡ評 

  価としたので、数値としてはとらえていません。 

（委員）そうなんですね。この達成度基準をみると数値が書いてあるので、こ 

れでいくとＡ評価しかありえないかなと、これを評価といえるのかと思 

いまして。 

（市）そうですね、すみません。そういった意味合いではこの水洗化率と評 

価の連動はされていません。 

（委員）確かに水洗化じゃない戸数は減っていってるようではありますが、こ 



れが多いのか少ないのかがよくわからないものですから。 

（市）汲み取りや浄化槽でお住まいになってあるところが、(水洗化に)改造 

されたりして水洗化率が伸びていくということです。水洗化済人口を見 

て頂くと９万９千人なので、人数的にあと 403人というごくわずかな率 

にはなっています。残っているところはいろいろな事情をお持ちで、経 

済的なお話があったり、借家の場合オーナーさんは水洗化にしたいけ 

ど、そうすると家賃を上げることとなり払えなくなる住人は出ていかな 

いといけないとか、(家賃を上げることにより)今までと同じように入居 

してもらうことが難しいなど、実態的にはそういう水洗化が難しいとこ 

ろがここに数値として多く挙がってきているのですが、そこは啓発･指 

導は継続していく必要があるとして次期も考えております。 

（委員）わかりました。 

「その他の取り組み⑨ 環境対策(特定施設関連)」について、検査を 

実施し成分分析だけではなく目視もしたからＳ評価ということです 

が、検査の成果はどうなのでしょうか？ 

（市）検査をしまして事業所に行き、検査結果が問題なければ引き続き排 

水についての管理をお願いし、問題があったところは結果をお示し 

して、具体的には例えば清掃をきちんと毎日して頂く等の指導をし 

てきました。そういう積み重ねで、以前は閉塞事故など時々あって 

いたのですが、そういうものの減少に繋がっているのではと思われ 

ます。減少したということは、何もなければ比較ができないので、 

そういった意味での検証はしづらいというところではあります。 

（委員）検査結果は、毎年の分析結果がでて、去年から今年はどのくらいよく 

   なった・・など、そういう内容はわからないのですね。 

（市）そうですね。今は公共桝の検査をまずして、状態が悪いなと思ったら 

そこで使用者の方に指導をします。それと別に、水質検査の必要がある 

ところを選定しますが、同じところをずっとするのではなく、順番に選 

定することで皆さんに意識付けをしながら改善していくというやり方 

です。 

（委員）それをやったこと自体が評価がＳということなのですね。 

  （委員）それは抜き打ち検査ですか？あらかじめ言うわけではなく？ 

   抜き打ち検査で、(汚水を)流すところをうまく避けてやるところもあ

るようですが。 

（市）そうですね。検査に行って困ると言われたこともないので抜き打ちに 

近いですね。何日か前にご通知してから行くという方法ではありませ 

ん。 

（委員）先程の 403 件(人) (水洗化未済人数)という話がありましたが、年間



に 403件(人)回られるんですか？ 

（市）これは住人の方の数で、借家もありますのでオーナーさんに対して折 

衝するので件数的にはもっと低くなります。例えば 50人住んであるマ 

ンションがあるので、そこはオーナーさんに改造をお願いできた場合、 

大きく値が落ちるという形です。 

（委員）403件(人)という数値は、以前はもっと多かったかと思いますが、 

これから増えることはないのですか？ 

（市）例えば、今空き家になっているところに入居される場合、空き家と

なって何年かたっている場合(数値としては)外しているので、そういっ

た場合は増えますので物理的には考えられないことではないです。普通

は３年くらい空き家だったところに再度住まれるというのはあまり考

えられないですが。 

（委員）毎年 403件(人)くらいはあるということですね。 

（市）少なくなるように活動していきたいと考えております。 

（委員）この改善で毎年Ａ評価になっているということですね。 

（市）先程も少し申しましたが、再調査をかけて実態を把握し、啓発･指 

導を行っているという、数値的ではなくその行為によってのＡ評価と 

させて頂いています。 

（委員）そういうふうなことに気が付かなければ全然できないことですから 

ね。 

    では、この検証をまとめられたものをパンフレットや将来何かに使 

用されたりされるのですか。よく水道ビジョンとか町で作られていま 

すよね。 

（市）今回の検証を基にして、次期の中期計画を作って参りますので、そ 

のなかの前段として今回の検証を生かして参ります。 

（委員）資料「大野城市下水道事業第２次中期経営計画策定骨子(案)」の 

内容を今後まとめていかれるのですね、 

（市）そうですね。こういう計画構成で次回からご審議頂こうと考えてお 

ります。 

 

◇その他 

（市）第２回の審議会の開催日時について 

   ８月 26日(水)13：00～ 全員協議会室にて 

 

◇閉会の挨拶(上下水道局長より) 

 


