
平成 27年度第３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 10月 28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、斧田委員、髙原委員、西本委員、吉川委員  以上５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 山下副会長、小谷委員 

傍 聴 人 なし 

議 題 ① 平成 26年度決算説明 

② 第２回の意見・質問の回答 

③ 中期経営計画の財政計画説明 

資 料 ① 平成 26年度大野城市水道事業会計決算の概要 

② 平成 26年度大野城市下水道事業会計決算の概要 

③ 大野城市下水道事業第２次中期経営計画 

④ 大野城市下水道事業長期財政収支見通し（案） 

議 事 ◇傍聴人の確認（傍聴人なし） 

 

 

◇本日の審議内容について 

（市）まず、本日の審議内容について説明します。 

   前回の審議会では市長より諮問がありました、「大野城市下水道事業第２次中

期経営計画（案）」の事業内容についてご審議頂きました。 

今回は、第２次中期経営計画に対する財政計画について審議して頂きます。 

   その前に、平成 26年度の上下水道事業の決算について報告します。これは、 

審議会において経営状況に関するご意見を頂くためです。 

  次に、前回の審議会の内容についてご質問・ご意見等ありましたら回答や方針 

についてお答えしたいと思います。 

  最後に、中期経営計画の財政計画についてご説明します。その後、ご意見やご 

質問を受けたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。 

 

 

◇平成 26年度上下水道事業会計決算について説明 

（市） 平成 26年度の水道事業会計決算の概要についてご説明申し上げます。資    

料「平成 26年度大野城市水道事業会計決算の概要」をお願いします。 

（１）平成 26年度決算のポイント 

平成 26年度水道事業会計決算のポイントを３つにまとめておりますので、 

それぞれご説明します。 



   ポイント ①  ４億５千８百万円の純損失となるものの、「その他未処分利益剰 

余金変動額」の創設により当年度未処分利益剰余金は増加 

総収益は 22 億２千２百万円で、前年度と比べて２億８千３百万円増となって

おります。これは、地方公営企業会計基準見直しに伴う「長期前受金戻入」の創

設により増加しているものです。 

次に、総費用は 26億８千万円で前年度と比べて７億７千８百万円増となって

おります。これは、老朽化した瓦田浄水場Ａ系施設を撤去したことによる資産減

耗費の増、及び、地方公営企業会計基準の見直しによる減価償却費の増によるも

のです。 

総収益から総費用を引いた結果、４億５千８百万円の純損失が生じており、こ

れについては、前年度繰越利益剰余金の６億９千６百万円で補てんしておりま

す。 

また、「その他未処分利益剰余金変動額」29億６千４百万円は、地方公営企業

会計基準の見直しにより創設されたものです。 

この結果、当年度未処分利益剰余金は、32億２百万円で、前年度と比べて 24 

億７千万円増となっております。この当年度未処分利益剰余金の処分については

後ほどご説明します。 

 

   ポイント ②  地方公営企業会計基準の見直しにより貸借対照表は縮小 

 まず、借入資本金について、これは企業債のことですが、資本から負債に計上 

されております。 

次に、繰延収益については、国庫補助金など企業の外部から頂いたものですが、 

資本から負債に計上され、これらの異動により資本の部は減少しております。 

   また、固定資産は、「みなし償却制度」の廃止により減少しております。 

これらの結果、貸借対照表は、前年度と比べて 22億５千７百万円縮小してお

ります。 

 

   ポイント ③  留保資金残高は減少したものの、企業債残高も減少 

 企業の活動資金がどれくらいあるかを示す留保資金残高は、25億５千９百万 

円で前年度と比べて、１億６千百万円減少しております。 

しかし、この留保資金を活用し企業債の発行を抑制しておりますので、企業債

残高は、84 億８千万円となり、前年度と比べて４億８千５百万円減少しており

ます。この結果、中期経営計画における平成 26年度末の企業債残高縮減目標値

95億円を、10億２千万円下回っております。 

 

（２）主要事業 

   平成 26年度に実施しました主要事業については、資料「平成 26年度大野城市



水道事業会計決算の概要」４ページをご参照ください。 

（３）未処分利益剰余金の処分について説明 

ポイント①でご説明しました、当年度未処分利益剰余金 32億２百万円（損益

計算書の最終行）を、どのように処分するかを決めるのが剰余金処分計算書にな

ります。 

平成 26年度の未処分利益剰余金の処分としましては、地方公営企業会計基準 

の見直しにより創設された「その他未処分利益剰余金変動額」分については、過 

去に資本化されるべきものであるため、同額を資本金へ組み入れております。 

また、減債積立金への積立欄の３千万円については、第２次中期経営計画にお 

いて作成しました長期財政収支見通しで減債積立金に積み立てることとしてい 

たことから、そのように処分しております。 

水道事業会計決算の概要の説明は以上です。 

 

次に平成 26 年度の下水道事業会計決算の概要についてご説明申し上げます。

資料「平成 26年度大野城市下水道事業会計決算の概要」をお願いします。 

（１）平成 26年度決算のポイント 

平成 26 年度下水道事業会計決算もポイントを３つにまとめておりますので、

それぞれご説明します。 

   ポイント ①  ２億１千２百万円の純利益、及び「その他未処分利益剰余金変 

動額」の創設により当年度未処分利益剰余金は増加 

総収益は 22億４千７百万円で前年度と比べて１億９千３百万円増となってい 

ます。これは、地方公営企業会計基準見直しに伴う「長期前受金戻入」の創設に

より増加しているものです。 

次に、総費用は 20億３千５百万円で前年度と比べて２億３千７百万円増とな 

っております。これは、地方公営企業会計基準の見直しによる減価償却費の増に 

よるものです。 

総収益から総費用を引いた結果、２億１千２百万円の純利益が生じており、こ 

  の純利益に、前年度繰越利益剰余金２億２千６百万円、その他未処分利益剰余金 

  変動額３億５千３百万円を加えた結果、当年度未処分利益剰余金は７億９千１百 

  万円となり、前年度と比べて１億６千５百万円の増となっています。この当年度 

  未処分利益剰余金の処分については後ほどご説明します。 

 

   ポイント ②  地方公営企業会計基準の見直しにより貸借対照表は縮小 

 内容は、水道事業と同じですので説明は省略します。 

 

   ポイント ③  留保資金残高は増加、企業債残高は減少 

 留保資金残高は７億４千５百万円で、前年度と比べて９千５百万円増加してい 



ます。 

また、企業債残高は 152億２千６百万円となり、前年度と比べて９億７千２百 

万円減少しています。この結果、中期経営計画における平成 26年度末の企業債 

残高縮減目標値 167億２千万円を、14億９千４百万円下回っております。 

 

（２）主要事業 

   平成 26年度に実施しました主要事業については、資料４ページをご参照くだ

さい。 

 

（３）未処分利益剰余金の処分について説明 

次に、未処分利益剰余金の処分についてご説明いたします。 

ポイント①でご説明しました、当年度未処分利益剰余金７億９千１百万円（損

益計算書の最終行）を、どのように処分するかを決めるのが右側の処分計算書に

なります。 

平成 26年度の未処分利益剰余金の処分としましては、地方公営企業会計基準 

の見直しによるところは水道事業と同様で、「その他未処分利益剰余金変動額分」 

については、過去に資本化されるべきものであるため、同額を資本金へ組み入れ 

ています。 

減債積立金への積立欄の４億円については、昨年度と同額を減債積立金に積み

立てております。 

下水道事業会計決算の概要の説明は以上です。 

 

   また、上下水道事業とも、「未処分利益剰余金処分計算書」に「（案）」という 

記載がありますが、これは、決算書は議会で認定をいただく必要があるものです

が、議会で認定を得た利益をどのように処分するかは議決案件となっています。

そのことから、「（案）」という記載は、議案であるという意味合いをもっていま

す。平成 26年度決算分の議案は、９月議会において既に議決されていますので、

今回の資料につきましては、今の時点ではこの「（案）」という記載の必要はもう

なくなっています。 

   下水道事業会計の決算の概要の説明は以上になります。 

 

◆質疑 

（委員）ありがとうございました。 

主旨としては、前年度と今年度で会計上の変更があって、余剰金ができたこ 

とや、その使い方などについての説明ですね。  

（市） そうです。改正によって、単年度で 24億円以上の利益がでる等、前年度 

   との純粋な比較はしにくいようなイレギュラーな動きとなっています。 



（委員）主要事業について(水道事業) 

    以前も一度お話したのですが、「水道料金等のコンビニエンスストア収納 

事業」の 660万円の支出について、同じ公共料金である電気やガスの企業情報

を調べたところ、コンビニ収納に伴うこのような費用はかかっていないようで

す。振込通知書を送付したうえで払って頂く場合、振込手数料も不要のようで

すし、支払先も各金融機関やコンビニがあります。なぜ水道料金だけこのよう

な出費を伴うのですか。 

（市） 電気料金等のコンビニ収納において、（企業側に）そのような費用が発生し

ていないということは初めて伺いました。基本的にはコンビニ収納の場合事務

手続きが必要ですので、手数料を払わないと受けていただけないと認識してお

ります。 

（委員）電気会社もガス会社も電話で確認をしました。手数料まで払って、コンビニ 

収納を活用する必要性があるのでしょうか。 

（市） コンビニ収納の基本的な考え方としては、例えば銀行口座をお持ちでない方

で納付書によってお支払いをする方が、お仕事の関係で（受け付け時間の制限

がある）銀行や市役所の窓口での納付が難しい場合、24 時間納付可能である

コンビニ収納が活用できるため、導入をしております。 

（委員）６百万円以上の経費をかけてまで導入したコンビニ収納で、水道料金の支払 

額がどれくらいあがっていて、どれくらいメリットに繋がっているのですか。 

    また、九州電力さんは、口座引き落としにすると割引があるようです。コン 

ビニばかりにこだわらず、口座引き落としに切り替えてもらえるようなアイデ 

アも必要では。 

（市） 納付書払いの方について、口座引き落としのお願いは行っておりますが、事 

情があって口座が持てない方などもいらっしゃいます。また、ある一定額以上 

の事業所については、納付書によるお支払いをされています。 

（委員）もし今のように経費を負担する必要があるのなら、コンビニ納付の利用者か 

ら自己負担で手数料をもらうことなども考慮できますよね。口座引き落としを 

選択している方との公平性に欠けることも考えられますし。 

（市） そうですね。各々の事情もあり、なかなか難しいこともあります。支払方法 

   が不便な場合、滞納件数の増加に繋がることも考えられますし、お支払頂く機 

   会を増やすためにも現在の市の考え方としてコンビニ収納を導入しておりま 

   すが、こちらの方でも、電気料金等の手数料について改めて調べさせて頂きま 

す。 

 参考までに、上下水道使用料について、県内でコンビニ収納を導入されてい 

ないところも一部はありますが、ほとんどの事業体では導入されている状況で 

はあります。 

（委員）比較損益計算書について 



 会計基準の改正で収益である「長期前受金戻入」が新設され水道事業では３ 

億円計上されています。それに対して、減価償却費は前年度より３千万円しか 

増加していませんが、この差額の違いについて説明をお願いします。 

（市） 会計基準の改正前は、減価償却費については「みなし償却制度」というもの 

がありました。下水道事業は財源として国庫補助金等の交付があり、その部分 

についてはこの制度を使用して減価償却を行ってこなかったのですが、水道 

事業に関しては、みなし償却をしておりませんでしたので、今までも減価償却 

はほぼフル償却をしてきたため、改正後も大きな差額が発生しておりません。 

（委員）だから、下水道事業は、長期前受金戻入と減価償却費の増額が同じくらいな 

のですね。では減価償却費の備考欄に『長期前受金創設により増加』という記 

載がありますが、水道事業の減価償却費においては、改正によって大きな影響 

を受けていないということですね。 

（市） そうですね。ただ、水道事業も減価償却をしてこなかった受贈財産部分があ 

り、そのため一部増額しています。 

（委員）水道事業の資産減耗費が大きくでていますが、これは平成 26年度のみのイ 

レギュラーなもので、これがなければ平成 25年度と同じくらいの利益があっ 

たということですね。 

（市） そうです。 

（委員）利益剰余金の処分案について、未処分利益剰余金の処分としては、資本金へ 

組み入れるのが決まりなのですか。 

（市） いえ、決まっておりません。総務省は各自治体で判断するようにとしてい 

ますが、本市としては留保資金の管理上、これだけ多額の利益が突然発生して 

も、その元となる資金があるわけではないので資本に組み入れるという処理と 

致しました。 

（委員）確かにそうですね。わかりました。 

 

 

◇第２回の意見・質問の回答 

（委員）下水道事業中期経営計画(案)の主要事業について 

    第２回の内容について質問をよろしいですか。 

「水洗化の促進」の未接続建物数の記載がありますが、世帯数の場合の数値 

はわかりますか。また、この世帯がもし全て水洗化された場合に、どれくらい 

の使用量が増加するかを教えて頂ければ、料金増加に反映される額がわかりま 

すよね。 

（市） この未接続建物数のなかには、下水道は使用していないけれども、水道は既 

に使用してある場合もありますし、井戸をご使用の場合もあります。井戸の場 

合は認定という方法をとっており、四人世帯だと何㎥などの決まりがありま 



すので、単純計算とはいきません。 

（委員）未水洗世帯に水道メーターがついている前提として、それに基づいてだして

頂ければ結構です。水量を基に料金に換算する方が、棟数や世帯数で考えるよ

りも把握しやすいと思いますので。 

（市） それでしたら、単純計算でだすことはできます。 詳細については手元に資 

料を準備しておりませんので後ほど説明させて頂きます。 

水洗化することで下水道使用料は増加しますしそれは必要なことですが、環 

境面への負荷をなくす目的もあります。 

（委員） 国土交通省にも電話で確認をしたのですが、下水道につなぐことは下水道

法で義務化されているようですが、しなかった場合の罰則はありますか。 

（市） 罰則はありますが、水洗化しない理由が経済的な原因の場合、罰則とするこ 

とは難しいという内容が法律上記載されています。本市も水洗化できない場 

合、その理由まで確認をとるようにはしていますが、いろいろな理由がある 

なかで、確かに経済的な要因が多いです。 

（委員） 未水洗建物は、建築後に下水道管を引き込んだ物件が多いのですよね。 

   今は下水道管が引いてある地区であれば、水洗化しないと建築確認がおりない

仕組みになっていますよね。 

（市） 下水道本管が既に引き込まれている場所に建てる建物は 100％水洗化されて 

います。ですので、この未水洗建物は、ほとんどが既存の建物がある場所にあ

とで下水道本管を整備した物件となっております。 

（委員） 一部の限定された方のためだけに水洗化が滞るのは問題だと思うのですが。 

（市） ただ、市全体の世帯数に対する水洗化率で考えると、99.6％とかなり高い率

となっており、人口比としては約 10万人に対して約 400人だけとなっており 

ます。 

（委員） 他にご意見等ありませんでしょうか。無いようですので、次第③の中期経

営計画の財政計画の説明をお願いします。 

 

 

◇中期経営計画の財政計画説明－追加資料の説明－ 

（市） まず、前回お配りしました資料との相違についてご説明します。資料③の 

  大野城市下水道事業第２次中期経営計画（案）の「主要事業概要」をお願いし

ます。表の一番右の欄、事業費について前回空白としていたものに対し、事業

費を記載しております。 

   また、前回資料では添付しておりませんでした「財政収支計画」を追加して 

  おりますので、よろしくお願いします。 

 

 



◇中期経営計画の財政計画説明－事業計画－ 

（市） 事業計画について、事業費が記載されたものを抜粋してご説明します。前回 

の審議会での事業報告の説明と重複する内容もありますが、ご了承ください。 

 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  

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

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。 

 ３箇年の事業費として、１億８千 60万円を見込んでおります。 

 

 [ 施設整備 ] ②雨水整備事業  (Ｐ23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。 

 ３箇年の事業費として、５億１千 480万円を見込んでおります。 

 

 [ 施設整備 ] ③最終処分場関連事業  (Ｐ24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･29年度の２箇年で、中２丁目地内雨水整備事業と韓人池の雨

水流出抑制事業を取り組む予定としております。 

 この事業費として、３千 210万円を見込んでおります。 

 

 [ 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約 339kmのうち、

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。 

  ３箇年の事業費として、２億７千 960万円を見込んでおります。 

 

 [ 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ことで

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。 

  ３箇年の事業費として、２千 30万円を見込んでおります。 

 

 [ 危機管理 ] ⑥応急排水施設整備事業    

  事業内容としましては、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す。 

整備については、平成 28年度を予定しております。 

 この事業費として、４千万円を見込んでおります。 

 

 将来を見据えた持続可能な下水道経営の構築 

 [ 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、それ

ぞれの浸水の範囲や深さ等を想定します。それに対応する施設の検討を行い、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再度検証し

施設整備で対応する目標雨量を定め、段階的な整備計画を行うものです。 

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

の改訂にも活用します。 

 この事業費として、１千 530万円を見込んでおります。 

 

 

◇中期経営計画の財政計画説明－中期経営計画「財政運営の現状と課題」－ 

（市） 現状としましては、前中期経営計画(平成 23年度～平成 27年度)においては 



   浸水地区の解消を図ることに取り組み、その経費は市からの繰入金となってお 

ります。また、市からの繰入金を抑制するため、浸水対策の事業費の財源とし 

て、国庫補助金や企業債を充てることとしております。 

汚水整備については、都市化の進展に併せて急速に整備してきたため、平成

22 年度末には約 193 億の企業債残高を抱えておりました。このことが経営の

大きな負担となっていたことから、企業債残高の縮減に取り組み、一般会計か

らの繰入金を平成 27 年度には約９億９千７百万円に抑制できる見通しであ

り、企業債残高につきましても平成 27 年度末には 143億５千万円まで縮減で

きる見込みとなっております。 

課題としましては、雨水整備事業の財源として、今後も国庫補助金や企業債

を有効に活用し、一般会計から繰り入れる額の抑制に努めるとともに、企業債

残高を縮減していく必要があると考えております。 

 

 

◇中期経営計画の財政計画説明－財政収支計画－ 

（市）まず基本方針についてご説明します。 

 

    ①雨水整備事業の推進   

これについては、先ほど鬼木課長から説明がありましたので省略します。 

 

    ②企業債残高の縮減   

これは、企業債残高が近隣下水道事業体と比較しても大きいため縮減していく 

ものです。平成 26年度決算額を基に、企業債残高と下水道使用料の比率につい 

て、近隣下水道事業体との比較によりその差について説明します。 

企業債残高と下水道使用料の比率は、企業債残高を営業収益の中心である下水 

道使用料との割合で示したもので低い方が望ましく、一般的に企業債残高の多寡 

をみるうえでの目安となる指標です。わかり易く言いますと、下水道使用料を私 

たちの年収とみた場合、年収の何倍の借金があるかをみるものです。 

 本市は年収の約11倍の借金がありますが、近隣水道事業体は５倍から10倍とな 

っており、比較するとどこよりも高い状況です。 

 このことから、本市は近隣水道事業体と比べて経営的には厳しい結果となって 

おります。ですので、やはり企業債残高の縮減が必要と考えており、第２次中期 

経営計画期間中においても企業債残高の縮減に努めていくというものです。 

 

    ③一般会計繰入金の抑制と平準化  

   これは、施設整備を推進するときに企業債残高を縮減しても、一般会計繰入金 

が増大しては財源構成が変わるだけです。このため、一般会計からの繰入金につ 



いても、平成 26年度実績額の 9.9億円を下回るよう抑制し、平準化を図るとい 

うものです。 

 

    ④単年度利益の確保   ⑤現行下水道使用料の料金体系の維持  

   ④⑤については、次の収益的収支の実績と予測のなかでご説明します。 

 

   収益的収支の実績と予測について、19ページのグラフは収益的収支の前中期 

経営計画期間である平成 23年度から最新の平成 27年度予算までと、第２次中期

経営計画期間の平成 28年度～平成 30年度までの予測を表したものです。これに

よると、累積した利益が平成 26 年度で４億３千８百万円貯まっていましたが、

計画期間の平成 30年度まで２億５千万円程度で推移する見込みとなっており、

また、単年度利益についても２億円程度で推移する見込みとなっております。計

画期間中においては黒字経営が見込まれることから、現行下水道使用料の料金体

系を維持したいと考えております。 

なお、平成 26年度の累積損益については、当年度未処分利益剰余金７億９千 

百万円となっており、本来これが累積損益になりますが、その他未処分利益剰余 

金変動額３億５千３百万円が会計基準の見直しにより今回計上されたもので、そ 

れは資本金に振り替えていますので、実質的な累積損益ということでこの額を除 

いた額４億３千８百万円で計上しておりますのでご了承ください。 

 

 次に、20ページのグラフは資本的収支の実績と予測を表したものです。 

資本的支出においては雨水整備事業を推進します。また、資本的収入において 

は、発行の有無に係わらず、地方交付税に算入される下水道事業債の特別措置分 

の発行を抑制していきます。 

また、補てん財源残高については、計画期間の平成 30年度まで５億３千万円 

程度で推移する見込みとなっております。 

 

21ページのグラフは企業債残高の実績と予測を表したものです。 

企業債償還金（元金）はすでにピークを超えており減少傾向にあります。借入 

は元金償還を下回るため、企業債残高は減少していきます。先ほどご説明しまし 

た特別措置分の発行を抑制し、企業債残高を平成 30年度までに約 116億円まで 

縮減していきます。 

 

22ページのグラフは一般会計繰入金の実績と予測を表したものです。 

一般会計からの繰入金を平成 26年度実績額の 9.9億円を下回るよう抑制し、 

平準化を図るものです。 

財政収支計画についての説明は以上となります。 



 

◆質疑 

（委員）事業費について、金額だけをみて、それが適正かどうかは判断できないので 

すが、企業債残高や一般会計からの繰入金は減らしていく前提で国庫補助金を 

効率的に活用する計画のようですが、国庫補助金は安定して入ってくるのです 

か。  

（市） 毎年厳しい状況です。以前は要望額を 100％で頂けていましたが、最近は厳

しい状況で今年の場合 80数％となっております。まだこの先がどうなるのか

わかりませんが、だんだん厳しくなっていくのではと考えております。ただ、

国庫補助金がとれる事業をするなかでも、国庫補助金をとれる部分ととれない

部分もありますので、とれる部分は積極的に全てとっていきたいと考えており

ます。 

（委員）国庫補助金が減ってしまうと企業債も減らすことができなくなりますし、そ 

れぞれの事業費は、なるべく無駄をなくして計画を立ててあるということです 

よね。 

（市） そうですね。 

（委員）その場合に（工事対象を）どこを選ぶのがいいのかなどもありますね。自然 

現象もありますし。１時間 60㎜の大雨を想定して工事をしても、危ないとこ 

ろがないわけではないと思うし、そういうのが顕著なところについては、国の 

方も(雨水基本構想のような)取り組みをしてくれればですね。 

ハザードマップは業者に発注されるようになっているのですか。 

（市） ハザードマップ自体は安全安心課が担当となっており、上下水道局で直接発 

   注をするわけではないのですが、雨水基本構想のお話の中ででた「浸水シミュ 

レーション」がベースとなりますので、その情報を発信する形になります。 

（委員） 雨水幹線の長寿命化事業について  

以前の説明ではライニング工法など更生をされる内容だったと思うのです 

が、今回の資料では更新となっており、更新だと取替えという意味になります 

よね。 

（市） 内面をやりかえる部分と、それができないものについては取替えをすること 

   もありますので、それも含めて更新という言葉で表現しております。実際は内 

面更生がほとんどになります。 

（委員） 収益的収支の実績と予測のグラフについて  

     単年度損益はプラスが続いているのに累積損益が減っているのはなぜです 

か。 

（市） 長期の財政収支見通しを見て頂くとわかるのですが、減債積立金に積み立 

てた分等が減っております。 

（委員）ということは、未処分利益剰余金の残高と理解すればいいのですね。損益の 



単純な積立ではなく、利益処分したものを除いた残高ということですか。 

（市） そうです。長期財政見通しの 13ページ内の損益計算書の当年度未処分利益 

   剰余金欄に該当します。 

 

 

◇中期経営計画の財政計画説明－長期財政収支見通しの説明－ 

（市） 財政収支計画においては計画期間３年間の経営状況を表していますが、もっ 

と先の経営状況がわかりませんので、第２次中期経営計画における事業計画を 

基に、平成 28年度～平成 37年度までの 10年間の財政収支見通しを作成して 

おりますのでご説明します。 

 まず、１ページから５ページまでの水道事業の現状と課題は、中期経営計画 

と全く同じ内容ですので、説明は省略します。 

 

 ６ページの収益的収支の見通しについて、グラフのつくりは財政収支計画と 

同じです。 

 特徴としましては、第２次中期経営計画後の平成 31年度以降、企業債償還 

金が減少するため、一般会計からの繰入金を減額してもなお、平成 37年度ま 

で単年度利益が確保できると見込んでいます。 

 

７ページは資本的収支の見通しです。 

特徴としましては、資本的支出については、雨水整備事業を推進しますが企 

   業債償還金が減少するため、全体として減少していくと見込んでいます。 

また、資本的収入は、下水道事業債（特別措置分）の発行を抑制するとして 

いますので、全体として減少していくと見込んでいます。 

 

    続きまして、８ページは企業債残高の見通しです。 

企業債残高は、特別措置分を抑制することなどから、平成 37年度には約 68 

億円まで縮減する見込となっています。 

 

    続きまして、９ページは一般会計繰入金の見通しで、一般会計繰入金は、 

平成 26年度実績の約 9.9億円を下回るように抑制し平準化を図る見込となっ 

ています。 

   

これらの結果をまとめますと、 

①今後 10年間においても単年度利益が見込まれていることから、損益計算上は

問題なし。 

②雨水整備事業を推進するものの、企業債残高は縮減できる。 



③一般会計繰入金は、抑制と平準化が図れるという結果になっている。 

 

   ②について、本市の下水道の特徴として、下水道は雨水事業と汚水事業があり 

  ますが、汚水事業に関しては平成 26年度決算ベースで水洗化率が 99.6％、面整 

備率も 94.5％となっており整備はほぼ終わりに近づいている状況なので、長寿 

命化を考える時期にきております。しかし、雨水整備に関しては、まだそれを推 

進していかなければならない状況ですので、雨水整備に力を入れることが重点と 

なっております。ただ、企業債については近隣市と比較すると高いので、継続 

して引き下げていくということです。 

 

これらのことから、長期財政収支見通しにおける経営状況については、第２次

中期経営計画に基づき事業を実施しても、10 年間の経営に問題はないと見込ん

でおります。 

  長期財政収支見通しの説明は以上であります。 

 

 

◆質疑 

（委員）10年後に何か更新等必要な施設があるか、また、その時それをできるかな 

どは考えられていますか。 

（市）  10年など長期の未来になると、世の中がどう変わるかもわかりません。で 

すので、中期経営計画期間である平成 30年度まではこの事業計画で工事をす 

る前提で収入と支出の財政見通しをたてたところ、企業債残高も縮減したうえ 

で、今の料金収入のままでいけるという見込みとなり、この中期経営計画をた 

てております。ですので、この３箇年はこの計画で進める予定ですが、また考 

え方が変わったりして新たな施設整備等が必要になったら、中期の見直しをす 

る、というローテーションで事業を進めていきたいと考えております。 

先ほどの長期見込というのは、４年後以降の長期について、中期経営計画の 

事業で長期継続が必要な事業を同じ金額で 10年間継続したとして、人口の予 

想や料金収入まで含めて見通しをたてたもので、長期見込みでみてもこの中期 

経営計画が妥当だという検証のような位置付けとなっております。ですので、 

あくまでも計画としては３箇年で、それ以降については、新たなことに対応で 

きるような中期経営計画をたてていくということを繰り返していく予定です。 

また、新たなことが発生した場合はそれに伴う財源が必要になりますが、急

激な変化に関するものは国庫補助金の対象となる可能性も高いですし、極力そ

ういうものを活用して計画をたてていくような進め方になると思います。 

（委員）これだけ市が大きくなって、下水道事業もやっと一回りが終わりそうな感じ 

   になった時が平成 37年度くらいになるのでしょうか。この期間にあったこと 



   は初めてのことばかりですよね。ですので、次の 30数年間については、半ル 

   ーティーンといいますか、どれくらいのことをやらなければならないのかな 

ど、そのあたりのことも捉えて全体の環境がよくなるようにして頂ければと思 

います。 

（委員）中期や長期の計画をたて、その実績がどうだったのかを分析されているとは 

思いますが、それはすごく大切なことだと思うので、そのような結果を次の計 

画に反映させていただければと思います。 

（市） ありがとうございます。水道事業については今年度からの計画ですので、 

今年度の事業が終わりました後の決算説明の際には、第２次中期経営計画につ 

いて結果の報告をさせて頂き、審議会のご意見をいただきながら次に進めさせ 

て頂ければと考えております。 

 また、今回は上下水道事業とも第２次中期経営計画ということで、第１次中 

期経営計画ではとりあえずという形から進めたところもありましたが、今回の 

第２次中期経営計画につきましては、検証も毎年度を含めたうえでしていける 

ように考えておりますので、よろしくお願いします。 

（委員）先ほどお尋ねした水洗化については次回までにでもよろしくお願いします。 

（市） 調べましたのでご報告します。未接続建物数が平成 28年度の計画棟数 208 

棟で、これが全て水洗化されたと仮定して、1棟あたりの水道使用量平均 15 

㎥から試算した場合に、下水道使用料が月額約 50万円、年間６百万円とな 

ります。 

（委員）208棟の世帯数はわかりましたか。 

（市） 平成 27年度の見込数が 216棟で、それに対する戸数が 220戸なのでそれか 

ら推測すると近い数になるのではと思います。戸数＝世帯という意味合いです 

ね。あくまでも仮定での話となりますが。 

（委員）もう一つ、以前の審議会での質問をよろしいですか。 

小規模貯水槽水道の清掃について、水道法では 10㎥を超えたものだけが義 

務化されているようですが、聞いた話ですと、ある市町村では市の条例で 10 

㎥を超えた場合、定期的な水質検査等の制度として取り入れていると聞きまし 

た。 

（市） 大野城市も条例の中で小規模貯水槽水道について定めております。10㎥ 

を超えるものついては簡易専用水道に準じた管理をお願いしますという内容 

となっており、小規模貯水槽水道のオーナー様に毎年調査の通知をする中でお 

願いしております。条例は基本的にどこの事業体でも小規模貯水槽水道につい 

ては簡易専用水道に準じた管理を定めております。 

（委員）自分が飲む水ですからね。人から言われなくてもですね。 

（市） 罰則規定があるわけではありませんが、何かあった場合に結果的にオーナー 

様の責任になる旨のお話はして、管理の徹底をお願いしております。 



件数としては、大野城市は小規模貯水槽水道が約７百件、簡易専用水道が 

270件です。 

（委員）件数として多いので、それを飲んでいる人口の割合としても多いということ 

ですね。感染症などが発生したりしたら大変ですよね。 

（市） 幸い今までそういう事例報告はでておりませんが、オーナー様は徹底した管 

理が必要です。 

（委員） 他にご意見等よろしいでしょうか。無いようですので、これで終了という

ことでよろしいですね。では、次回について事務局の方お願いします。 

 

 

◇その他 

（市） 次回以降の審議会の開催日時について 

  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   

 


