
平成 27年度第４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 11月 11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、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 

議 題 ① 第３回上下水道事業運営審議会の意見・質問の回答 

② 答申案について 

③ その他 

資 料 ① 下水道事業第２次中期経営計画 概要版 

② 答申（案） 

③ 平成 28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） 

 

 

◇第３回上下水道事業運営審議会の意見・質問の回答 

（市）平成 27年度の審議会は、下水道事業の第２次中期経営計画についてのご審 

議をお願いしております。第１回審議会では前中期経営計画の検証及び課題抽出 

について、第２回審議会では課題解消のための事業計画内容について、第３回審 

議会ではその事業の財政計画について説明させて頂きました。 

しかし、情報量が過大でわかりづらい点があったとのご意見がありましたの 

で、本日はその内容を概要版にまとめなおした資料を基に、再度流れの説明をさ 

せて頂きます。 

 

資料①「下水道事業第２次中期経営計画 概要版」をお願いします。 

   Ⅰ. 下水道事業の現状と課題 (１ページ) 

前中期経営計画で取り組んできた成果と、事業を進めてきたなかで見えてきた 

課題等をまとめております。 

（１）年間汚水量の現状と見通し 

左上のグラフの過去 10年間をご覧頂きますと、人口は緩やかに増加している 

のに対し、１年間に発生する汚水量はほぼ横ばいとなっております。 

参考として、水道の有収水量の実績と見通しもグラフでお示ししております 

が、これについてもこの 10 年間はほぼ横ばいとなっており、今後の見通しも、

当面はほぼ横ばいとしております。 

 このことから、本市内で発生する汚水量はほぼピークに達したと考えられ、長 



期的には人口増のピークとなる平成 40年頃までは横ばい傾向が続き、その後、 

人口減に伴い減少していく見込みです。 

 

（２）下水道施設 

現状としましては、汚水施設は整備がほぼ完了しており、事業の中心は維持管 

理が主体となっております。このため、これまで整備してきた膨大な施設をより 

長く使用できるように、平成 24年度に「長寿命化計画」を策定し、平成 25年度 

から着手しております。 

 雨水施設につきましては、10年確率降雨(時間雨量 60㎜)を基本とした整備を 

進めておりますが、近年の時間雨量 80㎜や 100㎜などの、整備水準を超える豪 

雨による浸水被害が発生しています。左下のグラフによると、時間雨量 60㎜を 

超えた年が平成 11年度以降６回も発生していることがわかります。 

また、雨水幹線といいます比較的規模の大きい水路につきまして、これまで、 

下水道事業としては整備のみを行っておりましたが、今年度以降は維持管理も取 

り組むこととなっております。 

課題としましては、汚水施設は、これまで整備してきた汚水管の総延長約 339km 

のうち、約 63％が 20年以上を経過しており、さらにそのうち約 24％は 30年が 

経過しております。一般的には、30年を超えると管のひび割れの発生や、管の破 

損による道路陥没が増えるといわれています。ですので、今後はこれらの施設の 

健全性をいかに保つことができるかが、経営においてのカギとなります。このた 

めには、長期的な維持管理の方針を定め、そのうえで、通常行う点検と長寿命化 

計画を組み合わせながら適切な管理を行う必要があると考えております。 

雨水施設につきましては、10年確率降雨を整備の基本としながらも、超過降雨 

の対応として本市の雨水整備がどのくらいまで可能なのかを、平成 20年度に実 

施した浸水シミュレーションの見直しも踏まえたうえで、総合的な方針として検 

討する必要があります。また、雨水幹線の維持管理につきましては、施設情報を 

収集し台帳の整備を行うことから着手する必要があります。 

 

（３）財政運営 

現状としましては、早期に浸水対策に取り組み事業費は増大していますが、国 

庫補助金や企業債を活用することで、一般会計からの繰入金を抑制してきまし

た。また、企業債は、縮減に努めてきた結果、平成 27 年度末には残高を 143 億

５千万円まで縮減できる見込みとなりました。 

しかし、依然として経営の大きな負担となっておりますので、今後も縮減に努

めていく必要があると考えております。 

 

以上の説明内容から、第２次中期経営計画につながる主な課題を４つにまとめ



ております。 

課題① 汚水施設の長期的な維持管理方針の策定 

課題② 総合的な雨水整備方針の策定 

課題③ 企業債残高の縮減 

課題④ 一般会計より繰り入れる額の抑制 

 

   Ⅱ. 第２次中期経営計画の策定にあたって (２ページ左) 

（１）策定の位置付け 

 前中期経営計画からの課題や、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、実施計画として示すものです。 

 

（２）計画期間 

平成 28年度から平成 30年度までの３年間 

 

（３）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 

 

   Ⅳ. 事業計画 (２ページ右) 

事業計画としましては、先ほどご説明した２つの計画の方向性から、課題項目 

として７つ設けており、さらにその具体的な取り組みを主要事業として 12事業 

計画しております。 

先述の４つの課題のうち、『課題① 汚水施設の長期的な維持管理方針の策定』 

につきましては、主要事業 ④汚水施設の長寿命化事業 のなかで、平成 28年度 

に汚水施設の維持管理計画として策定を予定しております。 

 また、『課題② 総合的な雨水整備方針の策定』につきましては、主要事業 ⑩ 

雨水基本構想の策定 として予定しております。 

   事業計画の説明は以上になります。 

 

   Ⅴ. 財政収支計画 (３ページ)  

（１）基本方針 

 財政収支計画の基本方針を要約したものを５つ掲げております。 

 ① 雨水整備事業の推進  

市民の生命・財産を守るために雨水施設の整備が必要なことから、重点箇所を

設定して整備を推進することとしております。 

 

ここで、お手元に資料は準備しておりませんが、第２次中期経営計画の概要の



概要をご説明しますので画面をご覧ください。 

下水道事業には汚水事業と雨水事業がありまして、汚水事業は生活排水を処理

する事業ですが、この財源は下水道使用料を充てるものとなっております。平成

26年度決算ベースでの本市の整備状況は、水洗化率 99.6％で 100％に近い値にな

っております。また、面積整備率は 94.5％で、未整備である 5.5％につきまして

は家が建っていない市街化調整区域が含まれておりますので、家が建っていると

ころの整備はほぼ終わっている状況となっております。ですので、新規事業はほ

ぼ終了しているため、第２次中期経営計画では既存施設をどのように維持してい

くかが課題となり、今後は長寿命化事業に力を入れていく計画としております。 

一方、雨水事業につきましては雨水を処理するものですが、浸水被害等から市

民の生命・財産を守る目的がありますので、市の税金を財源とすることになって

おります。 

前中期経営計画の課題である、整備の継続が必要な箇所や未着手の箇所の整 

備、また、整備基準を超えた集中豪雨の頻発に備えた施設整備のためにその基準 

が必要と考え、「雨水整備事業の推進」と「雨水基本構想の策定」を計画してお 

ります。 

 以上が第２次中期経営計画の概要の概要の説明となります。 

  

② 企業債残高の縮減  

『課題③ 企業債残高の縮減』を解決するために行うものです。右ページ中段 

  の「企業債残高の実績と計画」のグラフをご参照ください。企業債の発行を抑制 

  し、企業債残高を、平成 30年度末には約 116億円まで縮減することとしており 

ます。 

 ③ 一般会計繰入金の抑制と平準化  

『課題④ 一般会計より繰り入れる額の抑制』を解決するために行うものです。 

右ページ下段の「一般会計繰入金の実績と計画」のグラフをご参照ください。企 

業債の発行を抑制しても、不足財源を一般会計に頼っては健全な財政運営にはな 

りませんので、一般会計繰入金は平成 26年度実績額である約 9.9億円を下回る 

よう抑制し、平準化を図ることとしております。 

 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  

左ページ下段の「収益的収支の実績と計画」のグラフをご参照ください。単年 

度損益については、第２次中期経営計画の期間は、約２億の黒字を見込んでおり 

ます。 

このことから、計画期間中は現行の下水道使用料の料金体系を維持していく予 

定としております。 

   財政収支計画の説明は以上になります。 

 



 

◆質疑 

（委員）今までのところで何かありましたら挙手をお願い致します。 

（意見なし） 

  何も無いようですので、その他に第３回審議会の内容等について、ご意 

見・ご質問がございましたらお願い致します。 

 （意見なし） 

  無いようですので、一通り先を聞いて頂き、何かありましたらその時にお 

願い致します。では、次に進めさせて頂きます。  

 

 

◇答申案について―内容説明― 

（委員）答申案の内容についての説明をお願いします。 

（市）１枚目の資料は答申書のかがみです。こちらに会長印を押印して市長に 

お渡しします。２枚目が答申書の表紙で、これは前回の審議会で事務局から 

お配りした「大野城市下水道事業第２次中期経営計画」を変えたもので、 

「答申（案）」の文字と日付、「大野城市上下水道事業運営審議会」の名前を 

入れております。日付には答申日が入ります。 

    目次以降につきましては、前回お配りした「大野城市下水道事業第２次中 

   期経営計画」とほぼ変わりませんが、修正した箇所が１点あります。 

    修正箇所は、20ページの財政収支計画の「（３）資本的収支の実績と計画」

のグラフで、以前お渡しした分は「平成 22年度から平成 30年度」が表示さ

れておりますが、平成 22 年度分は不要でしたので、「平成 23 年度から平成

30年度」の表示に変更しております。数値等の変更は一切ありません。 

     答申案の内容説明については、以上です。 

（委員）答申案の内容説明について事務局から説明がありましたが、これについて 

質疑等ありませんか。 

（委員）主要事業 ⑩雨水基本構想の策定について 

    （浸水箇所のシミュレーションは、）雨水が浸水するところを計算して出

されているという説明がありましたが、参考までに少し具体的な説明をお願

いします。 

（市） 以前の審議会で、浸水箇所を色付けしたハザードマップというものをお見 

せしました。土地の勾配等の地形条件や、側溝や水路等の雨水施設の情報を 

入力すると、それを基に計算をし、時間雨量○㎜の場合この箇所は浸水が発 

生する、という結果をだすソフトがあります。ハザードマップはこの結果を 

基にして作成しております。 

本市の雨水整備の基本は、時間雨量 60㎜に耐えられるための整備で進め 



ており、時間雨量 60㎜以上の降雨があった場合、どんな浸水が起こるのか 

をシミュレーションし、その浸水を防ぐためには、どこにどのような施設を 

つくるのが適しているかを考えます。 

それ以外でも被害想定が大きいところには新たな施設が必要となります。 

例えば、本市に降る雨水はすべて御笠川に流入していますが、そのためのバ 

イパスを作ったり、上流に一時的に雨水を貯留する施設などです。 

シミュレーションや、新たな施設を作ることでの被害減少への効果、費用 

などを含めた分析を繰り返し行うことで、本市としてどこまでを雨水整備で 

対応し、どのレベル以上の雨だと避難による被害の解消とするのがベストな 

のかを見極めていきたいと考えております。これが、主要事業「⑩雨水基本 

構想の策定」となります。 

概要版の２ページをご参照ください。まず、平成 28年度・29年度に、主 

要事業「⑤雨水幹線の長寿命化事業」のなかで、現地調査と台帳整備を行い 

ます。これは、下水道担当で作った施設については台帳で把握ができていま 

すが、街路や建設など他事業を担当する課でも雨水施設を作っているものも 

あり、それについては情報管理がされていない状況ですので、その分の情報 

収集と台帳整備を行うものです。 

次にそれを基にして、主要事業「⑩雨水基本構想の策定」のなかで、浸水 

シミュレーションを実施し、整備の詳細を考えていく流れとなっておりま 

す。 

（委員）シミュレーションに関しては、被害を金銭評価しないと投資額に見合うか

の判断ができないと思うのですが、それは外部のコンサルタント会社に出され

ているのですか。 

（市） はい。まず浸水シミュレーション自体が特殊なソフトであり、市独自でも 

  てるようなものではないので外部に委託しております。 

（委員）被害の金銭評価をする際に、いろいろな方法があると思うのですが、採用 

された方法の情報があればわかりやすいと思います。 

（委員）国も指針を作っているので、そういうものを参考にされるといいですね。 

（委員）そういう内容については今後説明を頂く機会があるのですか。 

（市） はい。成果につきましてはまたご報告させて頂きます。 

（委員）こういうことは他の自治体でもされていることなのか、またはこちらが先 

進的にされているのか、学問の分野でも興味があるのですが、是非先頭をき 

って実施して頂ければと思います。 

（市） はい。 

（委員） 主要事業⑧ 水洗化の促進について  

    以前から、水洗化の促進にむけた目標の値のペースが遅いのではという意 

見を出しておりましたが、未接続建物について、今後の接続にむけての具体 



的な意向の聞き取り調査はされていますか。 

（市） はい。折衝のたびにご意向はお聞きしております。前回の審議会でも説明 

させて頂きましたが一番多い理由は経済的な問題であり、大家さんとしては 

前向きなご意向があるものの、水洗化することで家賃の値上げにつながるこ 

とで懸念されている状況です。 

（委員）施設の長寿命化をしていくのは費用が伴うことなので、その費用を一部で 

も回収するために、こういうところでもう少し努力があってもいいのではと 

思うのですが。 

（市） 未水洗化率としては 0.4％で、人数としては約 400人とかなり少ない値と 

なっています。残っているのは難しい事情を抱えてあるところなのですが、 

引き続き啓発活動をして、水洗化に向けたお願いをしていこうと考えており 

ます。 

（委員）下水の処理がどうなっているのかは不明ですが、地下水の水質汚濁の関係 

も懸念されませんか。 

（市） 浄化槽を設けてあるところと、汲み取りのところとあります。 

汲み取りについてはトイレの排水のみで、雑排水については側溝に入るの 

で、水質の問題はあります。 

浄化槽については保健所の管轄となりますので、そちらで指導して頂いて

おります。また、浄化槽は、水洗化の必要はあるけれども、自前の下水道の

ような準水洗化にされている設備であります。 

（委員）そういうところには、積極的な啓発活動は難しいでしょうね。 

（委員）農村や漁村の集落のように、個別にタンクを作って処理する方法もあるの 

で、無理に遠いところまで下水道管をひかないで個別で処理してもいいので 

はないですか。 

（市） 本市の場合は処理区域に入っており、すべて水洗化にすることが義務化さ 

れておりますので、これからも水洗化にむけて努力をしていこうと考えてお

ります。 

（委員）そうですか。では、よろしくお願いします。 

（委員）年間汚水量のグラフによると、汚水量の方が水道の有収水量より多いので

すが、どういう理由ですか。 

（市） この差は、地下水を使用されている分となります。 

（委員）わかりました。 

（委員）答申案の内容について事務局から説明がありましたが、この案について、 

質疑または、意見を付記した方がよい点などございましたら挙手お願いしま 

す。 

（意見なし）  

意見等は無いようですので、この答申案をもって、答申いたします。 



     それでは、答申の進め方について、事務局から説明をお願いします。

  

◇答申案について－答申の進め方－ 

（市） お配りしている答申書の「案」という文字を除いて答申日を入れ、市長に 

答申することになります。市長への答申は、昨年度の水道事業の第２次中期 

経営計画の答申と同様に、会長から行って頂きたいと考えております。今後、 

市長と会長の日程調整を行い、答申日を決定します。なお、答申が終わりま 

したら、答申内容を審議委員の皆様にお送りしたいと思います。 

 （委員）では、議題は終了しましたので、以後の進行を事務局にお返しします。 

 

◇その他 

（市）今回で平成 27年度の上下水道事業運営審議会は終了しました。 

    来年度の審議会のスケジュールについてですが、資料③「平成 28年度審 

議会タイムスケジュール」をご覧ください。開催は２回を予定しております。 

前年度と今年度については、第２次中期経営計画の審議がありましたの 

で、年４回開催させて頂きましたが、来年度からは、予算・決算の報告のな 

かで、第２次中期経営計画との比較と検証を行う予定にしております。 

    第１回目の開催は、平成 28 年度の６月中旬から７月下旬に予定しており

ます。審議内容としては、平成 28 年度の上下水道事業当初予算における主

要事業や予定損益計算書、予定貸借対照表のご説明を行います。 

また、水道事業及び下水道事業の第２次中期経営計画との比較について、 

計画通りの予算であるか、違いがあればその理由、また、見通し等をご報告 

させて頂きます。 

第２回目は 10月頃に開催する予定です。審議内容としては、平成 27年度 

上下水道事業会計決算における成果の説明や損益計算書、貸借対照表のご説 

明を行います。また、水道事業の第２次中期経営計画と決算との比較や、事 

業の進捗状況についてもご報告致します。下水道事業の平成 27年度に対す 

る中期経営計画については、今回ご審議頂いた分の前の中期経営計画とな 

り、財政計画の策定方法が違うことから比較が難しいため、決算の内容だけ 

のご説明とさせて頂く予定です。 

以上が、平成 28度の審議会の予定となっております。 

 

 

◇閉会の挨拶(上下水道局長より) 

以上 

 


