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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 24 年１月 26 日（木）14：00～16：00 
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、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 8 名（係長、担当）  以上 12 名 

議 題 １）大野城市の水道加入金について 
配付資料 ① 水道加入金とは（Ｐ１～Ｐ３） 

② 大野城市水道加入金一覧表（Ｐ４） 
③ 近隣水道事業体加入金一覧（Ｐ５） 
④ 水道事業会計決算の収支（Ｐ６） 

議 事 １）大野城市の水道加入金について 
◇市より説明 
（市）第２回の会議の折、当審議会のスケジュールをお諮りし、中期経営計画に掲げ

ている『水道加入金の見直し』について、ご審議いただきたい旨をお伝えして

いた。そこで本日は、まず大野城市の水道加入金制度について、少し特異な制

度であることから、現状を知っていただきたいと思い、水道加入金制度、現行

制度の導入経緯など、また過去の決算から水道事業会計に占める水道加入金の

実態について説明させていただく。 
   以下、配付資料に沿って説明。 
 
◆質疑応答 
（委員）３条分と４条分の違いを説明してほしい。 
（市） ３条は損益を出す収支、４条は資産を形成するための収支のことで、加入金

を３条に入れるのは利益を出すためであり、４条に入れる場合は、資産を形

成するための財源として使う。 
（委員）資産ということは、施設を建設時に使うお金のこと？ 
（市） 固定資産（水道施設）をつくる時に財源として企業債を借りたりするが、企

業債と同じような財源として、水道加入者からいただいた水道加入金を充て

るため、４条に入れる。 
（委員）市に水道加入金として入ってくる総額は変わらないけれども、それを３条 
    と４条にわけて仕訳をしていたということ？ 
（市） そのとおり。例えば加入金が１０入ってきたら、３条：４条＝６：４に分け

ていた。 
（委員）分ける割合は決まっているのか？損益の具合によって分けている？ 
（市） 決まりはない。昔からの慣例によって分けていた。 
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（委員）水道加入金の性質からすると、どちらかと言えば、４条分にするのが普通 
    では？今は全部３条になっているようだが。 
（市） 全国的な傾向として、 初は水道施設の建設に費用がかかることから、４条

に入れるところが多かったようである。ところが水道事業を継続していくた

めには施設の運転費用等も発生してくることから、だんだん３条のほうに 
    移ってきているようである。現在、大野城は全部３条に入れている。 
（委員）３条は日々の運転にかかる経費で、４条は施設の建設改良にかかる経費と 

いうことですね。 
（市） そもそもどうして水道加入金を３条に充てているかということであるが、 
    毎年々、設備投資に費用がかかる場合は水道加入金を４条に充てる場合が 

多いのだが、大野城市の場合、第７期拡張事業という大きな設備投資を平 
成１２年頃行っており、その後にかかる費用は、それにかかる減価償却の 
費用になることから、３条上の減価償却費に充てることにしている。 

（委員）減価償却は全部３条？ 
（市） ３条収支の営業費用の中に入る。 
（委員）以前は４条にも入れていたとのことだが、減価償却の部分になるという事 

は、元々４条ではなく、３条に入れるということになるのでは？ 
（市） 以前は新しい水道施設をつくるための費用として使うのが妥当であろうと 

いう考えから、４条に入れていた。実際、水道加入金の分け方は曖昧で、 
３条収支を黒字にしたいがために３条に充てたというのが本音である。 

（委員）その意味からすると、水道加入金を３条に入れなければ赤字になり、水道 
    料金の見直しが来てたかもしれないと。現段階としてはこの加入金額があ 

るか、ないかということが問題ということですね。 
（委員）別紙３の『営業収益・一般会計負担金』が何回か出ているが、これは経営 
    が苦しい時にだけ出るものなのか？ 
（市） これは国が臨時の交付金を出したもので、突発的な補助金のようなもの。 
（委員）『営業収益・その他の営業収益』とは？ 
（市） 下水道使用料を水道料金と一緒に支払っていただいているので、その取扱 
    手数料を下水道会計から貰っているのがほとんど。 
（委員）これは年々増えていくものなのか？ 
（市） 下水道の利用者が増えることにより、増えていく。 
（委員）『営業外収益・受取利息』がある時とない時があるが？ 
（市） ２１年度、２２年度は預金利息である。その他の年度については、確か 
    ペイオフの関係だったと思うが、調べて報告する。 
（委員）『特別利益（不動産・預金）』というのは？ 
（市） 使用しなくなった水道用地を売却したもの。 
（委員）一般市民の目から見て、言葉の意味がわからない所があるので、解説のよ 
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    うなものをつけてもらえるとありがたい。 
（市） 了解した。 
（委員）１３ｍｍの加入金が、１戸の場合２１万円、２戸から３０戸までが３１万 
    ５千円ということは、多くの戸数のマンションなどであれば、１戸あたり 
    の加入金が高くなるのか？例えば５０戸のマンションだと１戸４２万円を 
    払うことになるのか？ 
（市） １戸目が２１万円、２戸目～３０戸までが３１万５千円×戸数、３１戸目か

ら５０戸までを４２万円×戸数で計算し、その総額を総戸数で割った金額に

なる。 
（委員）大規模な宅地開発など、１期分譲、２期分譲とかあるが、そのような開発 
    は、全部の開発戸数で計算するのか？ 
（市） 同一年度内の申請分についてのみで計算している。例えば、ある年度に１ 
    期、翌年に２期、さらに翌年に３期という場合、各期ごとに計算する。 
（委員）加入金は前払いなのか？ 
（市） 申込みと同時に全額支払ってもらっている。また分割も認めていない。 
（委員）累進制度は近隣とか他の水道事業体もあるのか？ 
（市） 他に大野城市のような累進制度があるところは確認していない。 
（委員）では大野城市だけ？ 
（市） 加入金ではなく、協力金という形でいただいている事業体もあるようだが、

大野城市のように戸数に応じて段階的に累進していく制度があるところは 
    他には知らない。 
（委員）例えば１０区画の宅地開発の場合、開発業者が建売で販売する場合は累進 
    になると思うが、分譲の場合は土地の購入者それぞれが支払うことになる 
    のか？ 
（市） 給水引込みの工事をしないまま土地を売る場合は、購入された方が給水の 
    申込みをすることになり、１戸の申請になるが、このケースはほとんどな 

い。 
例えば開発の場合、区画割をして道路をつくることが多いが、その道路は 
私道のままでは１０戸の購入者全員の共有物となる場合があることから、 
一定の基準に沿った道路をつくり、水道本管や給水引込み工事後に道路舗装

を行う。そして開発の完了検査を受け、市が公共物を引き継いだ後に売りに

出される。この場合は開発業者が１０戸の開発として累進を適用した加入金

を支払う。 
（委員）と言うことは、たくさんの土地を一括して売り出す場合は、基本的に累進 
    がかかった高い加入金になるということか？ 
（市） そういうことになる。 
（委員）他市との比較の別紙２加入金一覧を見ただけで、加入金の高い低いを議論 
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してよいものか。給水人口が近いとか、始めた時期が近いとか、古い施設 
があるないとか、水道料金の現状はどうかなどを見ながら、加入金の高い 
低いを議論すべきでは。 

    加入金は高いけれども水道料金は安いという場合もあろうし、加入金は安い 
    が料金は高い、サービスの質も低いというのもあろうかと思う。だから、加

入金が経営に占める位置づけのような資料をわかりやすく作ってもらえる

良いと思う。 
（委員）それにしても、他市と比較すると加入金が高い。加入金は高いが水道料金 
    は安いというのであれば説明はつくのかなと思うが、水道料金も他より高 

いということになれば説明のしようがない。なぜそんなに差があるのか、 
倍近く高いのは、それなりの理由があるのだろうが、やっぱりその辺りを 
きちっとデータを整理して説明する資料を用意しないと普通の市民はわか

らないと思う。他の所と比較して、こんなに高いことをみんな知らないから 
静かにしてあるのだろうが、倍近く高いことを知ったら、黙っておかないの

では。 
（委員）口径の話だが、１３ｍｍを使っている時、同時に蛇口をいくつも開かない 

場合でも不便を感じるものなのか？ 
（市） 同時に使用した時に水の出が悪くなる場合が多い。例えば洗濯機に水を入 

れている時にキッチンの水の出が悪くなったりする。これが２０ｍｍであ 
れば１３ｍｍ３戸分の能力があるのでこのようなことはない。 

（委員）実際に近隣では２０ｍｍが多いとのことだが、不便を感じることがあるの 
であれば、多少なり額を下げれば２０ｍｍが増えるかもしれない。 

（市） 住宅業者に聞くと、今の戸建住宅は２０ｍｍが標準になってきていると 
    話をされる。だが大野城市の場合、このような額になっていることから、 
    なかなか２０ｍｍが進まない。 
（委員）別紙３の資料では、Ｈ２２年度の営業収益が１７億３千万、加入金収入は 

１億９千万で決算損益が５千７百万の利益であり、あわせて加入金が無い 
場合の決算損益が書いてあるが、これらが７割の場合とか５割の場合とか 
いろんな数値の時どうなるのか。水道料金を下げる場合、加入金を下げる 
場合とか、どちらが市民にとって良いのか。既得権益がある市民は水道料 
金が安くなるほうが良いだろうし、大野城市が水源に乏しいことから高い 
加入金を払ってきたわけだから、新しく来る人も払うべきだと言われるか 
もしれない。 
まぁ両方ないのが一番良いのだろうが、一応、加入金を下げるという前提で、

上げるとか水道料金を値下げするとかではなく、何割安くした場合の試算は

できるのか？ 
（市） 担当のほうで試算はしているが、それを出すとそちらにばかり話がいくの 
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かなと思い、今日は用意していない。まずは議論する前提として、これまで 
の経緯というか、現状を知ってもらいたかった。次回は今日の意見を踏まえ 
たところで、見直した上で提示したい。 

（委員）営業外費用とは支払利息のことか？ 
（市） ほとんどが企業債の支払利息。 
（委員）この支払利息がすごく大きいと思うが、この辺りを圧縮できれば、かなり 
    状況は変わってくるのでは？ 
（市） 企業債の残高が約１００億あるが、政府系の資金を借りており、繰上償還 
    する場合、残りの利息も含めて一括償還しないと認めてくれない。それを 
    考えると利子を付けて返すというのが、もったいなくて。 
    過去、平成１９、２０、２１年度に、補償金免除の繰上償還と言ってその 

利息を免除する制度があり、５％以上の利息の高いものについて繰上償還を

行ったことはあるが、今その制度はないことから、とにかく借入をおさえな

がら、残高を圧縮していくこととしている。 
（委員）周辺の自治体で同じ口径で加入金の金額が違うが、これの理由はそれぞれ 

違うのか？ 
（市） 詳しい事情は把握していない。 

福岡市がかなり安いが、水道料金の場合、事業所に対する料金が高く設定 
してあり、市民には手厚く、事業所には厳しくなっている。このような背景

が加入金にもあるのでは。あと人口の違いなどのスケールメリットだと思

う。 
筑紫地区であれば、春日那珂川水道企業団は平成２０年９月に加入金を値 
上げした（が、大野城の半額）。 
逆に太宰府市は、ほぼ同額であったものを平成２２年に３年間の期限付き 
でほぼ半額にしている。太宰府は水道普及率が低いことから、加入金を下 
げることによって、井戸からの切替を促進しようという理由であった。 

（委員）それで大野城市は加入金を値下げしてもよいと思っているのか？値上げも 
あり？どうしたいのか？ 

（市） 今の大野城市の現行制度について問題があれば改正することになろうかと 
    思う。その時は値上げはあり得ないことから、値下げの方向で。これは、 
    ご意見を聞きながら判断していきたい。 
（委員）加入金を下げると、水道経営が危うくなる。それを水道料金に転嫁して良 

いかという話もあるかもしれないが、とりあえず周辺の自治体の理由を調 
べて報告してほしい。 

（委員）加入金は一回だけのものであり、宅地分譲とかだと土地代の中に含まれて 
    しまう。これを自分の財布から個別に払うとなればビックリするが、土地 
    代の中に含まれているからわからない。それに今値下げしても既存の市民 
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    には何のメリットはない。むしろ将来の水道料金について考えたほうが良 
いのでは。 

（委員）加入金をなくすという話は、周辺の自治体との関係もあり、できないのだ 
    ろうと思うが、加入金を値下げするのであれば、どこまで下げるかという 
    ことと、経営上の不足分を何で補うのか、という話になりそうな気がする。 
（委員）費用が他の自治体と比較して高いとかはどうなのか？料金収入や加入金収 

入が足りなければ、費用を下げるというか、コスト削減する余地があるの 
であれば、そういうことも議論できるのでは？ 

（市） 民間委託や職員削減などを進めてきている。これから加入金収入も下がっ 
ていくであろうと見込んでいるが、とにかく市民に密接した問題は水道料 
金であろうと。ただ水道料金については中期計画の期間内に値上げをしな 
いというスタンスでやっていこうと。そのため経費の削減についても取組 
んでいる。 
加入金についても必ずしも下げなければいけないわけではない。今回現状 
をお話し、加入金がない場合の決算損益というのをあえて出させていただ 
いた。将来、加入金制度自体なくなってくるであろうし、そういう意味で 
外から見ていただき、値下げしても良いかも含めて、議論していただけれ 
ばと思う。そのために次回、いろんなパターンで試算したデータを提示し 
たい。 

（委員）ずっと説明を聞いていたが、何のための審議会なのか？何をどうしようと 
    思っているから、こういう説明をしますとはっきり言ってもらったほうが 
    良い。今まで聞きっぱなしで聞いているが、目的を言ってもらえると、具 

体的にこういう資料が欲しいとか、こちらから言えるのだが。ただ現状の 
勉強会のようで、いつ、何のため何を考えていると言われるつもりなのか？ 
初めに、何のためにということを教えてもらえれば、こちらも頭に入れる項

目が掴めるのだが、ずっと説明を受けて、 後に出されてもどうしようも 
ない。こういう審議会を開くときは「こういう目的でご審議をお願いしま

す。」というのが始まりであろうが、説明後に目的や問題が出ても、聞くポ

イントが絞れない。初めからわかっているんでしょ。何をしたいか。 
（委員）例えば水の供給に余力があるから、需要者を増やしたいというのであれば、

加入金を値下げしないと、他の市町に逃げていくことも考えられる。論点を

整理しポイントを絞って議論するようにしないと。 
（市） この審議会が以前の料金審議会と違って、上下水道事業全般について審議 
    するということでつくっていることから、そういう形で進めてきたが、  

終的には諮問をしないと答申もお願いできないと、我々も思っている。 
昨年、水道事業の現状について報告したが、現在の問題として考えている 
ものが加入金であることから、次回はきちっとお示ししたい。 
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（委員）要するに、また改めて同じことを聞かないといけない。時間の無駄じゃな 
    いかなと。総論のような話であるならば、こういう傾向があると総論的な 
    話として聞けばよい。いずれにしても目的がはっきりしておいた方が聞き 

やすい。 
（委員）今日、色々話があったわけだが、加入金がなくなった（減額した）場合、 
    料金は大丈夫かなとか、経営はどうなるのだろうとか、そういう感じで 
    聞かれたのではないかと思う。この審議会は漠然としているかもしれない 
    が、長い目で見ると、このような機会を持ってくれて良いのではないか 
    とは思うが。 
（委員）水道管とか下水管とかのデータはパソコン等で整理してあるのか？ここは 
    経過年数が何年で、更新時期がいつとか把握できるような。 
（市） 台帳システムの中に入っている。 
（委員）耐用年数は４０年くらいだと思うが、その辺を更新する財源も頭に置きな 

がら、料金等の設定も考えるなど、ゆくゆくはそういう話もしていかなく 
てはいけない。そういうことで論点を絞りながら進めていく方がよい。 

（委員）それで今日のところは、加入金が高いのが問題ではないかとか、加入金は 
    一度限りのものであるし、家の建築費用からすると何％かのことなので、 

あまり抵抗はないのではという話もあったし、この比較表の数字だけ見る 
とけしからんという事になるかもという話もあった。それらも全部勉強と 
いうことで、背景として頭に入れておくことは良いことだと思う。 

（委員）大野城市の加入金は、大きな団地がいくつもでき始め、来てもらったら水道

がすぐパンクすると、だから来てもらいたくないという意思表示であった。 
    条例もない時代、開発負担金という形でもらっていたわけだが、それでも 
    開発は止まらない。そしたらもう少し上げていこうと。その結果、今の加入 

金になっている。 
（委員）志免町で以前、裁判になったことがある。志免町は昭和５３年渇水後、水源

不足から新しい人には水は配らないということで、マンションの建設に反対

であったが、開発側が不服として訴訟になり、 高裁まで争った。 
    今は水源開発も進み、そのような状況ではなくなったということで、加入 
    金について検討しても良い時期なのかなと思う。 
（委員）今後のことだが、色々資料を用意されると思うが、大野城市の加入金が 

何で高いのかがよくわからない。近隣と比較して高くても、水道料金と 
セットで考えたらどうかとか、近隣より経費がかかっているというのなら

ば、何がどうなっているのかなどを見ないと、高いか安いかわからないので、 
できる限りそういう資料を用意してほしい。でないと近隣と比較して何が 
高いとか言いようがない。そして現状を見たうえで、今後のことを考える。 
高くても理由が立つならば、多分市民の方も仕方ないんだと理解していただ
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けるのかなと思う。 
 
◇一人一日給水量について 
  水道では一日にどれだけ水が必要であるとか、年間を通して、一番水が出る日は 
 どれくらいかとか、平均するとどれくらいなのか等を見ながら計画をつくっていく 
 のだが、大野城市及び福岡都市圏の状況について資料をつくったので説明する。 
  まず大野城市の状況であるが、一人一日給水量の実績値（ 大）を見ると、平成

６年の大渇水を境に大きく落ち、それ以降下がっていきながら、平成２２年度で 
 一人一日あたり２７５リットルである。実績値（平均）ではあまり変動はないが、 
 平成２２年度で２４４リットルである。 
  次に全国の都市との比較であるが、政令市、渇水に弱いと言われる都市、及び 
 県内の他市と比べると、福岡都市圏は水の使用料が少ないことがわかる。 
  加入金の話の中で赤字になる、ならないという話があったが、赤字を回避する 
 手段の一つとしては給水収益を伸ばすことであり、単純に水をたくさん使っても 
 らえば良いのであるが、これらのデータから福岡都市圏は日本の中でも特に水を 
 使ってない地域であるということがわかるし、今後も個人の使用料は増えないの 
 ではないかと思われる。 
 
 
２）第５回審議会の開催日について 
（市） 第５回審議会は３月２７日（火）午後に開催する予定。時間、場所等は後日

連絡する。 
 
    ⇒ 第 5 回は中止 
 
   

 


