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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 23 年 11 月 15 日（火）9：30～11：30 
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、小谷副会長、斧田委員、髙原委員、益田委員、山下委員、 

吉川委員  以上７名（全員出席） 
上下水道局：河波上下水道局長、伊藤企業総務課長、吉田上下水道工務課長、 
      堀料金施設課長、他 7 名（係長、担当）  以上 11 名 

議 題 １）大野城市水道事業中期経営計画について 
２）第２回審議会の会議録について 
３）第４回上下水道事業運営審議会の開催日について 

配付資料 ① 第２回審議会会議録 
議 事 １）大野城市水道事業中期経営計画について 

◇中期経営計画は平成２２年度から２６年度の５年間に実施又は検討する事項に 
 ついてまとめたもの。 
 以下、各項目について、市より説明 
◆質疑応答 
Ｐ２：水需要予測 
（委員）一日 大給水量とは、例えば１２月３１日とか大掃除等でよく水を使うと 

思うが、そのような一日だけポンと出た量で設定するのか？ある一定期間 
では多い日と少ない日があると思うが、平均化すればもっと低く設定でき 
る（余裕ができる）のでは？過去のデータでは例年○月○日頃が多く出るが、

例えば今の電気使用量のように分散化されてきているとか、そういったこと

はわかるか？ 
（市） 以前は、委員さんが言われるように１２月３１日に水がドンと出ていたが、 
    近年は１２月３１日ではなく、７月１０日前後に 大量が出ている。 
    また今年の７月２０日から８月末の実績では、節電の影響かと思うが、それ

に引っ張られてあまり水量は出ていないが、昨年までの夏休み期間中は一日

25,000 ㎥程度が続いている。 
それから天気の良い日曜日は洗濯などに使う量が増えるのか、１年を通して

25,000 ㎥～26,000 ㎥程度の水量が出ている。 
    冬場の平均配水量は、夏に比較すると落ちるが、それでも週に１回程度は同

じような量が出ている。 
（委員）今の説明からすると、一年のうちの一日だけではなく、定期的に多い日があ

り、それを満足するために水を確保しておく必要があるということから、こ

の一日 大給水量を設定していると・・・ 
（市） そういうことで設定している。 
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（委員）井戸からの取水量が減ってきているとのことだが 
（市） 御笠川の河川改修により河床の掘り下げが行われ、それから井戸の取水量    

が落ちたという経緯がある。 
本市の井戸は浅井戸で、地面から１０ｍ程掘ったところにある岩層（不透水）

の上の砂層に地下水があることから、御笠川の河床が下がった関係で地下水

の水量が下がったのではないかと考えている。 
    深井戸については過去に先輩達がボーリングを行った結果、浄水場で利用で

きるほどの量が出なかったと聞いている。 
    これらのことから井戸水の回復は難しいと考える。 
（委員）昔は出ていた井戸が今は出なくなったという原因を一度きちんと調査した 

ほうが良いと思う。 
 
Ｐ３：水質検査体制の充実 
（委員）クリプトスポリジウムという原虫の話があったが、この原虫は全国や九州で

出ているという実態があるのか？ 
（市） 埼玉県の方だったと思うが、クリプトスポリジウムが原因の腹痛の事故が実

際に起こっている。ただしそれ以降は給水栓で出たという話は聞いていない

が、水道原水に含まれている所は数箇所報告されている。 
    クリプトスポリジウムは塩素では死なないが、浄水過程で工夫すれば除去で

きる。一つは膜ろ過というもので、クリプトスポリジウムより小さい膜を 
通せば除去できるが、膜ろ過を行うためには、浄水場の施設を全部改良する

必要がある。これにはかなりの費用がかかるため、本市では水の濁度管理を

行っている。これは浄水した水の濁度が一定以下であればクリプトスポリジ

ウムは大丈夫であると厚生労働省が定めている基準であるが、本市では高感

度濁度計という装置で毎日管理している。 
ちなみに本市の自己水源ではクリプトスポリジウムが出たことはない。 

（委員）仮にクリプトスポリジウムが出ても、蛇口まで出てくることはないと・・ 
（市） 浄水過程でしっかり管理している。 
（委員）先週、筑後川でジアルジアという原虫が出たという話があったが？ 
（市） ジアルジアというのはクリプトスポリジウムと似ていて、塩素で死なない 
    虫である。今、言われたように筑後川の水で出たと福岡地区水道企業団より

連絡があったが、発見前後の浄水過程の検査記録の確認や、給水栓までの水

質検査の結果、きれいに除去されていると報告があった。 
    ちなみに本市もクリプトスポリジウムと同様にジアルジアも濁度を計るこ

とによって管理している。 
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Ｐ４：直結給水の検討 
（委員）今まで３階以上の建物に直結給水ができなかった理由は？  
（市） 従来、日本の家屋は２階建が多かったことから、基本的にそれに合わせた 
    給水を行ってきた。水圧の問題で２階まで直結、３階以上は受水槽方式。 

しかし 近、受水槽の管理の問題がクローズアップされてきており、厚生 
労働省は水道本管に影響を与えない状態で、配水管自体の水圧を上げる方法

や、宅地内に増圧ポンプを設置し水を吸い上げて給水する方法を指導してき

ている。 
（委員）水道管の水圧とかを上げればできるということか？ 
（市） 水圧を上げるということは、給水管に与える影響・・例えば漏水の問題が 
    出てくるし、水道本管にも影響が出てくる。増圧ポンプで上げる方法になる

とポンプの設置費用と管理の問題が水道使用者にかかってくる。また水道 
    本管の改良の費用もかかり、水道経営にひびいてくる。 
    そういうことで、３階建の戸建住宅が市内どこでも建てられる状況になって

きていること、戸建住宅の所有者が受水槽の管理をしなくてもよいことか

ら、まずは３階建の直圧給水を目指したい。 
（委員）市内全域で可能になるのか？ 
（市） 地形的に高い場所で水圧が足りない可能性がある区域があり、そこが問題で

はあるが、ほぼ市内全域で３階直圧給水は大丈夫であると考えている。 
（委員）増圧ポンプの設置にかかる費用は、市の費用なのか、建物所有者の費用に 
    なるのか？ 
（市） 所有者の費用 
（委員）受水槽を増圧ポンプに変える場合の費用はどれくらいなのか？ 
（市） まずは３階直圧給水の実施を検討しており、増圧給水に関しては検討して 
    いないので、費用がいくらかかるのか研究していない。 
（委員）市が補助するということは？ 
（市） そういうことも含めて検討していない。増圧給水に関しては、３階直圧給水

導入後に検討していきたいと考えている。 
 
Ｐ５：配水池補強工事（全１３池） 
（委員）配水池の耐震工事の状況は？ 
（市） 全１３池中、耐震基準を満たしていないものは４池。２３年度中に２池、 
    ２４年度に１池、２５年度１池を工事し、２５年度完了予定。 
（委員）浄水場は耐震化済なのか？ 
（市） 浄水場の耐震工事については、配水池の耐震工事が完了した後に実施を考え

ている。 
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Ｐ５：整備計画・整備事業 
（委員）水道管の更新に国からの補助金はあるのか？ 
（市） 現在、主に塩化ビニル管を鋳鉄管に入れ変える工事を行っているが、更新 
    に対する国からの補助金はない。 
（委員）水道本管の耐震化は？ 
（市） 現在、ＮＳ管という耐震管があり、平成１９年度から採用している。整備済

延長は２１ｋｍ。 
（委員）水道管を継ぐ部分や曲がっているところはどうしているのか？ 
（市） 離脱防止金具を使ったり、曲がりが大きい箇所はコンクリートで固めたり 

している。 
今後、継ぎ手部分に関しては全て耐震継ぎ手で整備することにしている。 

 
Ｐ６：節水要綱の改正 
（委員）再度、考え方を説明してほしい。 
（市） まず節水設備とは、キッチンのシングルレバー水栓、風呂のサーモスタット

シャワー、トイレの節水型便器などであるが、節水要綱作成当初はそういう

ものが、一般的ではなかった。だが、近年はあたりまえのように普及してい

ることから、改正前まで集合住宅等に設置要請していたものを、努力義務に

変更した。 
    雑用水設備とは中水道利用設備のことであるが、５１戸以上の集合住宅等の

新築にあたっては雑用水設備を設置して、節水に心がけて下さいということ

を要請していたものを、水源の見通しがついたということで廃止した。 
（委員） 近、節水型便器では流れが悪いという話を聞くが、排水管に支障がでると

いうことはあるのか？ 
（市） そのような苦情は今のところない。 
（委員）汚物の流れが悪いと、大雨の時に逆流したり、溢れたりするのでは？ 
（市） 大野城市の下水道は、汚水管と雨水管を分けた分流式で整備しているので、

雨水が汚水管に流れ込むなどの支障はない。 
 
Ｐ８：料金改定 
（委員）１０㎥までの料金表を見せてもらったが、１１㎥以上の料金はどうなって 
    いるのか？ 
（市） 一般用料金については６～１０㎥までは１㎥あたり８０円きざみ、１１～ 

２０㎥までは１９０円、２１～３０㎥は２５０円、３１～４０㎥は２９０円、

４１～５００㎥は３３０円で、５０１㎥以上は４００円きざみの段階的な 
料金体系になっている。 
営業用料金については、一般用＋１０円になっている。 
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（委員）１０㎥以下の利用は少ないと思うが、標準家庭ではどれくらいなのか？ 
（市） ４人家族程度で２５～３５㎥程度。なお大野城市はワンルームマンション 

など単身者世帯が多く、１０㎥以下の使用も多い。 
（委員）５㎥以下の使用者の全体に対する割合はどれくらい？ 
（市） 今、資料を持ち合わせていないので答えられないが、電車沿線にワンルー 

ムマンションが多く、他市に比べると単身世帯は多いと思う。 
（委員）今後、この０～５㎥の定量制も従量制へ変更するということか？ 
（市） 下水道使用料も従量制であることから、同じ従量制に変更する方向で検討 
    することになると思う。 
（委員）御笠川那珂川流域下水道を利用している市町の下水道使用料は、全部同じ 

料金なのか？ 
（市） 施設整備への投資額など、そこここの事情があり、全て同じ単価ではない。 
 
Ｐ９：近隣市との相互応援体制 
（委員）近隣市との相互応援体制で、「こういった場合はこうしよう」といったよう

な具体的な話は進んでいるのか？ 
（市） 平成１７年の西方沖地震を受けて、近隣自治体間で協定を結んでいるが、 
    その後、幸い大きな災害は発生しておらず、具体的な話は決まっていない。 
    ただ東日本大震災発生後、福岡地区合同で東北へ職員を派遣する話を進めて

いたし、下水道でも県内合同で職員を派遣しており、その時具体的な話を 
    してきている。その経験を生かしながら、何かあった場合は協力できる体制

が自然と整ってきたと考えている。 
 
Ｐ９：給水拠点の施設整備 
（委員）給水拠点の整備とは、先程見た蛇口がたくさん付いたスタンド式の機材を 
    たくさん市内に配置することなのか？ 
（市） 例えば地震が起き、市内の水道管路が被害を受けて、配水できない状態に 

なった場合でも、配水池内には水が溜まっているので、そこにスタンドを立

てて給水できる状態に整備しようということ。 
（委員）中期計画に記載してあるスケジュールでは、平成２３年度計画策定、２４ 

年度以降施設整備になっている。今後、この予定で整備していくのか？ 
（市） このような計画にしていたが、東日本大震災を受けて、今、市では防災計画 
    の見直しを行っている。その新しい防災計画の中で給水拠点と位置づけられ

る場所に整備していくことになる。（例えばコミュニティセンターや学校） 
（委員）以前、御笠川が氾濫した時、瓦田浄水場に浸水被害はなかったのか？ 
（市） 今まで浄水場で浸水被害はない。 
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Ｐ１０：水道料金等のコミュニティセンター収納の導入 
（委員）コミセン収納は３月から実施しているとのことだが、利用状況は？ 
（市） １０月までで３５件程度。コミセンの近くにお住まいか、コミセン利用の 
    ついでの方々に限られ、コンビニ収納に比較すると多くない。 
    コミセン収納では相談受付も行うことから、単なる収納機関の位置づけとは

考えていない。 
（委員）コミセン収納について、経費が特別にかかるのか？ 
（市） かからない。 
（委員）水道料金というのは口座振替に統一できないのか？ 
（市） 他市の口座引き落とし率は８０％以下であり、大野城市の口座引き落とし 

率は約８５％と高い方である。強制的な引き落としはできず、あくまでも 
申込みがいる。これ以上、率を上げるのは難しい。 

（委員）ＰＲとか行うべきでは？コンビニ収納とかに余計な経費がかかり、不経済 
    であると思う。 
（市） 残りの１５％の方々にも色々事情があるだろうし、８５％の口座引落とし 
    の中にも残高不足とかで引落としできない方もいる。 
（委員）集金制度はないのか？ 
（市） 集金人制度はある。以前は期毎に１２００件程度あったが、現在は２００ 

件程度に減ってきている。反面、集金人制度の経費も減った。 
（委員）コンビニ収納にも経費はかかるはず。口座振替について、もう少し強く出て

も良いのでは。あまりにも消極的な気がする。真剣にコスト面とか考えてな

いのでは？ 
（市） 過去、口座振替についてはＰＲを行い、結果、他市より率が高くなった。こ

れ以上は難しいと思う。 
全員、口座振替にしなくてはいけないなど強制的な決まりはつくれないし、

また大野城市自体が住民の移動が多いところであり、全員口座振替は難しい

と思う。 
（委員）口座振替をしたくない理由はあるのか？ 
（市） サラリーマンで給与が口座に振り込まれる方は良いかもしれないが、そうで

ない方は口座への入金等が必要になることなどではと思う。 
 
Ｐ１１：水道技術の継承 
（委員）再任用職員を雇用してあるとのことだが、これは退職された方全員か、一 

部の方を雇用してあるのか？ 
（市） 上下水道局では上下水道事業に長く携わっていた方を雇用している。 
（委員）申し出たら全員雇用するのか？市から残ってほしいとお願いするのか？ 
    再任用の制度を説明してほしい。 
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（市） 年金制度改革により年金受給開始年齢が段階的に引き上げられた関係で、 
定年退職された６０才以上の方について再任用制度がある。（国の地方公務

員法改正後、大野城市も条例整備） 
それと市からの希望ではなく、本人の希望になる。 

 
（委員）全体的な話だが、中期経営計画の前に長期経営方針を作ってある。これらの

関係について説明してほしい。 
（市） 長期経営方針は平成２１年７月に作成しており、平成３９年度（第５次総 

合計画での人口ピーク時）までの計画としている。その中で色々課題項目を 
あげているが、その項目の中から平成２２年度からの５年間に取り組む項目 
についてまとめたものが中期経営計画ということになる。 
次の中期経営計画を作成する時も、長期経営方針を踏まえて作成する。 

 
２）その他 
（１）第２回審議会の会議録について 
◇市の指針により、会議録を公開することになっているため作成した。まとめかたと

しては、市からの説明を書くと非常に長くなることから省略し、質疑応答の概要と

して作成した。また自由で活発な意見交換になることを期待し、発言者を特定でき

ないようにした。 
 この内容で公開してよいかご意見を伺いたい。 
◆了承 
 
（２）第４回審議会の開催日について 
◇会議開催前に提出していただいた調整表から、次の第４回審議会の開催日は、 
 平成２４年１月２６日（木）午後２時から行う。 
 場所については、後日連絡する。 
 

以上 
     

 


