
平成 26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 26年６月 25日（水）10：00～12：00 

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、斧田委員、髙原委員、吉川委員  以上 4名 

上下水道局：浅田上下水道局長、児玉企業総務課長、徳田上下水道工務課長、 

      徳田料金施設課長、浦川浄水課長、他７名（係長、担当）以上 12名 

欠 席 者 小谷委員、益田委員、山下委員 

傍 聴 人 ２名 

議 題 ① 平成 26年度上下水道事業当初予算と地方公営企業会計制度の見直しについて 

② 大野城市水道事業中期経営計画（平成 22年度～26年度）進捗状況について 

③ 第１期審議会を振りかえって 

④ 平成 26年度審議会タイムスケジュール 

資 料 Ａ 地方公営企業会計制度見直しの概要（予算関連） 

Ｂ 平成 26年度大野城市水道事業会計予算の概要 

Ｃ 平成 26年度大野城市下水道事業会計予算の概要 

Ｄ 第１期大野城市上下水道事業運営審議会審議概要等 

Ｅ 平成 26年度審議会タイムスケジュール 

Ｆ 大野城市水道事業中期経営計画（平成 22年度～平成 26年度）検証報告書 

議 事 ① 平成 26 年度上下水道事業当初予算と地方公営企業会計制度の見直しについて

（資料Ａ、Ｂ、Ｃ） 

(１)地方公営企業会計制度の見直しについて（資料Ａ） 

 ・会計制度見直しの背景について説明 

 ・会計制度見直しによる平成 26年度上下水道事業予算への影響についての解説 

(２)平成 26年度上下水道事業会計当初予算の概要説明（資料Ｂ、Ｃ） 

 ・前年度と今年度の予算の比較説明（会計制度見直しによる増減） 

◆質疑 

（委員）会計制度見直しの内容について、端的に説明を。 

（市） ・資産償却の方法。みなし償却が廃止されたことで、減価償却の見直しが 

なされた。また減価償却見合い分の国庫補助金等が収益化された（長期 

前受金戻入）。そのため費用・収益ともに変化している。 

・引当金の計上。発生主義をより厳格に進めるため、賞与等の金額を引当金 

として費用計上する。引当金に充当する繰入額を予算計上しているため、 

その分の費用が増加している。 

（委員）（減価償却に関して）今まで受け入れた補助金等は資本に計上され、自由 

に使われていたということか？ 

（市） 見直し前：資本金として計上され、取得資産を除却するまで動かさない。 

例えば 100万円の国庫補助金を用いて取得した場合、100万円分は減価償却 



されない。 

    見直し後：補助金等はいったん負債として計上され、毎年減価償却額に 

見合った分が収益化していく。 

（委員）補助金等はいろいろなものに混ざって支出されるということか？ 

（市） 混ざって支出というわけではない。補助金等は固定資産の取得財源に充当 

しており、その紐つけは把握している。耐用年数に合った収益計上のシス 

テムができている。 

（委員）見直し以前、水道事業はフル償却、下水道事業はみなし償却を行っていたと 

捉えてよいか？ 

（市） 水道事業も受贈財産に関してはみなし償却を行っていた。それ以外の特定 

財源についてはフル償却。従って見直し後も費用はそれほど増加しない。 

    下水道事業についてはすべてみなし償却を行っており、見直し後の減価 

償却費が増加している。しかし見合いの収益も出ているため、差引はさほど 

発生しない。 

（委員）退職給付引当金について「退職手当組合に加入している場合」というのは 

「外部に掛け金を払いすべての退職金を賄っているため、退職する際、市と 

しての新たな負担が発生しない」ことと考えてよいか？ 

（市） そう考えて差し支えない。 

（委員）会計制度の見直しを受けて変化した平成 26年度上下水道事業予算の金額と 

    いうのは事業運営の上で妥当な数値といえるのか？数値の意味を教えて 

ほしい。 

（市）  今回の見直しでルールが統一されたため他市町村との正しい比較が行い 

やすくなった。 

平成 26年度の水道事業に関しては「瓦田浄水場Ａ系廃止」にかかる費用が 

非常に大きく赤字である。しかし制度見直しにより長期前受金戻入が計上 

されるため、平成 27年度以降は黒字になると予想している。 

（委員）平成 26年度の主要事業について説明を。 

（市） （１）水道事業 

①水道料金等のコンビニエンスストア収納業務 

⇒利用者により身近な納付の機会を設ける。予算 6,856千円。 

②瓦田浄水場改良工事 

 ⇒老朽化した瓦田浄水場Ａ系の廃止。予算 100,000千円。 

    ③配水管等の新設・改良事業 

     ⇒水道水の安定供給を図る。予算 240,000千円。 

 （２）下水道事業 

 ①下水道施設長寿命化事業 

 ⇒老朽化による排水機能の停止や道路陥没を防止する。予算 92,000千円。 



 ②公共下水道整備事業（雨水） 

 ⇒１時間に 60ミリの豪雨に耐えうる雨水管の整備により浸水被害の解消を 

図る。予算 108,000千円。 

 ③公共下水道整備事業（汚水）【他事業関連】 

 ⇒都市計画事業等の他事業に関連し、汚水管を整備する。予算 92,000千円。 

（委員）水道事業の主要事業①「水道料金等のコンビニエンスストア収納業務」と 

あるが、「等」には下水道使用料も含むのか？ 

（市） 下水道使用料も含まれる。 

（委員）コンビニ徴収の手数料・件数はいくらか。メリットはあるのか？ 

（市） 手数料は１件（支払１回）あたり 58円、件数は平成 25年度で４万５千件 

ほど。徴収の機会を増やすことで料金滞納を防いでいる。 

（委員）機会を増やすという理由は分かる。しかし 100円の料金を徴収するために 

150円の使用料がかかる、という逆転現象は起きていないのか。手数料を 

58円とした根拠は？ 

（市） そのような現象は起きていない。手数料について、契約以前は収納代行を 

依頼している「地銀ネットワークサービス」が約 60円で提示していた。 

それを市からお願いして、交渉の末、58円（平成 26年度からは 57円）に 

引き下げて頂いている。 

 

② 大野城市水道事業中期経営計画（平成 22年度～26年度）進捗状況について 

（資料Ｆ） 

(１)課題と成果の説明 

 課題項目１ 水源 

  （１－１）水需要予測（評価：Ａ） 

    ・給水人口と一日最大給水量について予測を立てた。 

    ・平成 25年度の給水人口 94,044人と予測。実績は 96,598人と伸びが見ら 

れた。 

・一日最大給水量については 27,107㎥と予測。しかし実績は 26,407㎥ 

（平成 20年度～25年度間での最大値）と予測よりも減少した。節水意識の 

向上等が要因と思われる。 

    ・次期経営計画においては、水需要予測については課題とせず、前提条件 

として位置付ける。 

  （１－２）水源（福岡地区水道企業団受水事業）（評価：Ａ） 

    ・大山ダムが予定通り完成し、平成 25年度から供用が開始された。 

    ・自己水源である地下水量が減少していることから、現在建設中の五ヶ山 

ダムの完成が待たれる。 

  （１－３）水質（水質検査体制の充実）（評価：Ａ） 



    ・平成 15・16年度の法改正を受けて水質検査項目の見直しを行い、「安全で 

おいしい水道水」の供給に取組んでいる。法令で義務づけられた 51の検査 

項目の他、24の独自検査項目について水質検査を行っている。 

・毎年水質検査計画を策定して公表し、透明性の維持を図っている。 

・上記の効果として、これまで水質汚染による事故は起こっていない。 

・今後は水源状況を見極めながら、効果的かつ効率的な水質検査を行って 

いく。 

  （１－４）貯水槽水道と直結給水（直結給水の検討）（評価：Ａ） 

    ・集合住宅等の受水槽は管理が不十分である場合、水質面に問題が発生する 

おそれがある。 

    ・解消策の一つとして、３階までの直結直圧式給水の拡大を図った 

    ・市内の配水圧分布を調査したところ、将来にわたってほとんどのエリア 

で３階までの直結直圧給水が可能な配水圧を確保できることから、平成 26 

年４月より３階直結直圧給水を開始した。 

・問い合わせも十数件頂いた。実施件数は２件。 

    ・受水槽設備の所有者に対しては、今後、適切な維持管理のため、指導・ 

啓発の強化を検討していく。 

 課題項目２ 水道施設 

  （２－１）浄水施設の運用・改廃（瓦田浄水場改良事業）（評価：Ａ） 

    ・Ａ系施設を休止し、一部の撤去事業をすすめた。 

    ・残りの施設については、今後、施設更新計画を策定する中で撤去時期の 

検討を行う。 

  （２－２）配水池の更新（配水池補強工事（全 13池））（評価：Ａ） 

    ・市内の主な 13池の配水池について耐震化をすすめた。 

    ・結果、13池のうち 12池の耐震化が終了した。 

・残る中配水池のあり方については、統廃合を含めて検討していく。 

  （２－３）水道管の更新（整備計画・整備事業）（評価：Ａ） 

    ・計画的な整備を重点項目とした。   

    ・塩ビ管を主体とした老朽管更新により、漏水件数が減少した。 

・更新予定延長の 8,800ｍに対し約 90％にあたる 7,850ｍの更新を実施。 

・今後は管路更新計画策定についての検討が必要である。 

課題項目３ 節水要綱の緩和 

 （３－１）節水要綱の緩和（節水要綱の改正）（評価：Ａ） 

   ・平成 10年に施行されたが、その後の水源開発や使用水量の減少により、 

当時の水需要から現況が大きく変化していることから、節水設備設置の 

協力要請を「努力義務」に変更した。 

・また、節水設備設置に対する加入金の一部還付を廃止した。 



・事業主の負担及び水道事業の財政負担を軽減することができた。 

・水源開発等により水道水の供給安定性は向上しているが、本市は地理的 

条件により渇水の可能性を否定できないため、節水要綱は存続させる。 

課題項目４ 経営計画 

 （４－１）経営計画（評価：Ａ） 

   ・大山ダムの受水に伴い、福岡地区水道企業団へ支払う受水費が大幅に 

増えると予想していた。 

・福岡地区水道企業団との協議により受水費の増加幅を圧縮することが 

でき、結果として平成 25年度は黒字決算となった。 

・長期の施設更新費用を見込んだ経営計画の策定が必要。 

課題項目５ 財政運営 

 （５－１）財政運営（企業債発行額抑制）（評価：Ｓ） 

   ・水道事業にかかる企業債残高が平成 20年度末で 108億円超と多いため、 

企業債の発行額を抑制し、残高を減らしていく計画を立てた。 

・大山ダムの受水費を圧縮できたことから、平成 23年度より企業債の 

発行を行わなかった。 

・結果として企業債残高を予定よりも大幅に減らすことができた。 

・まだ近隣事業体と比較しても企業債残高が大きいことから、今後も企業債 

発行額を抑制する必要がある。 

（５－２）財政運営（留保財源の有効運用）（評価：Ｂ） 

・下水道事業債を借り入れている銀行等に留保財源を定期預金として預け、 

高い受取利息（10,000千円/年）を目指した。 

・しかし近年の金利低下に伴い、目標は達成できなかった。 

・今後は施設更新費用や企業債償還などに有効活用できるよう、次期中期 

経営計画の中で図っていく。 

課題項目６ 水道料金・水道加入金 

 （６－１）水道料金（停水要綱策定）（評価：Ａ） 

   ・水道料金の滞納者に対し、明確な基準による公平な対応が必要であった 

ことから、平成 21年８月に策定した。 

   ・停水対象者の基準、対応手順、停水時期など要綱に基づく統一的な対応が 

可能となり、停水業務を公平に遂行できた。 

   ・今後も要綱による統一的な対応を図り、公平な業務を継続していく。 

 （６－１）水道料金（減免規程・認定要綱改正）（評価：Ａ） 

   ・停水要綱と同様に明確な基準による公平な対応が必要であったことから、 

平成 21年 10月に規程・要綱の改正を行った。 

・漏水の責任の所在、漏水の分類、漏水業務の認定基準、減免対象期間など 

について、担当者間で統一的な運用が図れるよう取組みを行った。 



・今後も規程・要綱の適切な運用を図り、公平な業務を遂行していく。 

（６－２）料金改定（審議会設置）（評価：Ａ） 

・これまでは料金改定時の「料金審議会」しかなかったため、経営状況や 

事業方針についても審議できるよう「大野城市上下水道事業運営審議会 

条例」を制定し、審議会を設置した。 

・事業全般に渡る審議が行われ、透明性を確保することができた。 

   ・今後もこの体制を維持していく。 

（６－２）料金改定（料金改定）（評価：Ａ） 

・大山ダム完成による受水が決定した平成 23年度から平成 25年度までの 

水道料金の総括原価計算（※）を行い、現在の料金設定の確認を行った。 

その結果、適正さが検証されたので、料金の改定は行わないこととした。 

※総括原価計算＝今後水道事業に必要な費用と（＝総括原価）今後の収入の 

バランスが取れるかどうか、検証するもの。 

（６－３）水道加入金（水道加入金額の見直し）（評価：Ｂ） 

・本市の口径別水道加入金が他の水道事業体と比較して高額であること 

から、見直しの検討を行った。 

・経営上の観点から口径別加入金の改正には至らなかった。 

・累進制度については撤廃したため、一部負担の軽減を図ることができた。 

・水道加入金のあり方については、今後、水道長期財政収支見通しの中で 

水道料金と、あわせて検討していく必要がある。 

課題項目７ 危機管理・災害対策 

（７－１）渇水対策（渇水関連要領改定）（評価：Ａ） 

   ・現在の渇水対策設置容量を見直し、行動や体制を明確化した上下水道局 

危機管理マニュアル（渇水編）を策定した。 

（７－２）近隣市町との応援体制（近隣市との相互応援体制）（評価：Ａ） 

・近隣水道事業体や福岡都市圏との相互応援協定は締結されており、毎年 

連絡体制や資器材の確認を行っている。 

・平成 25年度には、熊本市で開催された日本水道協会主催の合同防災訓練 

に春日那珂川水道企業団とともに参加し、応援体制の強化を図ることができ 

た。 

（７－３）災害時の応急給水（給水拠点の施設整備）（評価：Ａ） 

・瓦田浄水場、牛頸浄水場、雉子ヶ尾低区配水池及び牛頸高区配水池の計 

４か所を給水拠点として位置付けた。 

・給水タンク及び応急給水栓について整備を実施した。 

・地域防災計画の重要給水施設との整合を図る必要がある。 

（７－４）環境対策（河川環境保全活動への参加）（評価：Ａ） 

・水源の保全を推進するために大野城市トラスト協会の環境保全活動、御笠 



川・牛頸川・平野川フェスタなどの清掃活動に参加した 

・福岡地区水道企業団の水源である筑後川流域の保全活動についても、 

積極的に参加した。 

課題項目８ お客様サービス 

（８－１）お客様サービス（組織見直し）（評価：Ａ） 

・水道課と下水道課に分かれていた宅内設備（給水・排水）の担当窓口を 

料金施設課に統合し、お客様サービスの一環として窓口のワンストップ化 

を行った。 

・局全体にまたがる業務や外部団体との対応を行う事業調整部門を、企業 

総務課内に設置した。 

・結果として、組織の運営がスムーズに行えるようになった 

（８－１）お客様サービス（水道料金等のコンビニ収納の導入）（評価：Ａ） 

・水道料金等の口座振替指定金融機関が近隣地方銀行しかなかったため、 

対応できる口座を持たない転入者が多かった。 

・解消策の一つとして平成 23年１月よりコンビニ収納を開始。納付場所 

及び納付機会の拡大を図り、24時間対応できる全国のコンビニで支払が 

可能となった。 

・利用件数は毎年度増加しており、収納率の増加や滞納者の納付遅延防止 

にも効果があった。 

・今後は、さらなる収納方法の拡大に向けて検討を行う。 

（８－１）お客様サービス（水道料金等のコミュニティセンター収納の導入） 

（評価：Ａ） 

・コンビニ収納と同様に、水道料金等の納付場所及び納付機会の拡大を図り 

利用者の利便性を向上させるため、平成 23年４月より開始した。 

・利用件数は微増の状況。積極的な利用を促すため有効な周知方法の検討が 

必要である。 

課題項目９ 人材育成 

（９－１）人材育成（水道技術の継承）（評価：Ａ） 

   ・技術系再任用職員の登用を行った。 

・水道技術講習会等の受講により知識の向上に努めた。 

   ・今後も引き続き水道技術継承への取り組みを実施していく。 

課題項目 10 広域化 

（10－１）広域化（情報の共有化）（評価：Ａ） 

・筑紫地区水道事業連絡協議会において広域化検討部会を設置し、ワーキン 

ググループとして施設部門と給水部門を設けた。広域化に関した情報の収集 

を始めることができた。 

・筑紫地区において広域化を検討できる環境を整えることができた。 



・今後も情報収集に努め、広域化の可能性について検討を進めていく。 

課題項目 11 福岡地区水道企業団 

（11－１）福岡地区水道企業団（筑紫地区事業体の連携）（評価：Ｃ） 

・福岡地区水道企業団については、全職員が福岡市からの出向である。構成 

団体との連携や相互理解のため、福岡市以外の職員配置に関して、筑紫地区 

で協議を行った 

・各事業体とも職員が減少していることなどから、合意形成には至らなかっ 

た。 

・福岡地区水道企業団は本市水道には欠かすことのできないパートナーで 

あることから、今後も連携が図れるよう検討をすすめていく。 

◆質疑 

（委員）財政運営について。「企業債の発行の抑制」とあるが、企業債を減らせて 

いるということは、キャッシュも潤沢に出ているのか？ 

（市） 平成 24年度決算までは微増で推移している。 

（委員）現在、20億円の留保財源がある。（平成 26年度予算に企業債借入額を計上 

しているが）今年度の企業債発行は必要なのか？ 

（市） 不測の事態に備え予算書には毎年計上し、県とも借入協議をする。年度末に 

キャッシュベースの動きを見て、実際に借り入れるかどうかを判断する。 

（委員）借入金の利率はどれくらいか？ 

（市） 水道事業の主な借入先である財政融資資金や地方公共団体金融機構の場合、 

年利は約１％。ただ、下水道事業のような銀行借入の場合は 0.35％ほどで 

あり、かつ５年見直しを行って利率を抑えている。 

（委員）留保財源の適切な額は分からないが、今の低金利で預金による利殖を期待 

するより、早めに企業債を償還していった方がいいのではないか？ 

（市） 繰上げ償還にはペナルティがかかる。ペナルティを支払ってまで繰り上げ 

償還するか、もしくは更新建設を増やして事業費の前倒しをしていくのか。 

どちらが良いのかを次期の中期経営計画の中で考えていきたい。 

（委員）シミュレーションをして、財政的に良い方を選んでほしい。 

（委員）コンビニ収納にかかる手数料は１件 58円とのことだが、銀行はどうか？ 

（市） 口座振替手数料は１件 10円で、市と契約している地方銀行は一律この金額 

である。契約のない銀行とは口座振替ができない。 

（委員）瓦田浄水場のＡ系を廃止するのは、取水機能が落ちたからか？ 

（市） Ａ系の一部を分解し取り壊すが、取水機能が低下したわけではない。大山 

ダムの完成により、（安定した受水が見込まれるため）これまでのような 

施設能力を必要としなくなった、というのが理由である。 

（委員）有収率について。これはどの場所で計測したものか？ 

（市） （どの場所で、というものではなく）有収率が 96％ということは、「配水 



した水の 96％が回収できた」ということである。 

（委員）配水池とはすべて大野城市所有のもの？ 

（市） すべて市所有のものである。 

（委員）福岡都市圏含む日本全国の浄水場の老朽化が進んでいる。中期経営計画の 

中でも耐震化という話があったが、老朽化した施設の更新について考えが 

あるか？ 

（市） 管路の場合、漏水など老朽化の影響を大きく受けるため、更新計画をその 

都度立てて進めてきた。対して浄水場や配水池はそれほど大きい影響が 

出ないため、更新計画自体を持っていなかった。 

次期中期経営計画の中で長期の更新計画を立てる。先ほどお伝えした留保 

財源を有効利用できるよう総合的な計画の策定を行う。 

（委員）（課題項目「料金改定」に関して）主旨が分かりにくく、また審議会で話し 

合ったこと・質問したことがどのように反映されているのか、見えにくい。 

（市） 審議会の開催前に前期の中期経営計画が策定されていたため、「中期経営 

計画について審議する」という点が欠けていた。ゆえに中途半端な印象を 

与えてしまった。 

    次期中期経営計画については、計画自体について審議して頂く。計画に 

ついて色々と意見を言ってもらい、当然修正もしていく。 

審議して頂いた計画の結果がどうなったか検証をおこない、それをもとに 

次の計画を練る、というローテーションを組んでいきたい。 

 

③ 第１期審議会を振りかえって（資料Ｄ） 

・平成 23年７月 29日の第 1回から本日まで、答申を含め９回開催した。 

・水道加入金算定の累進制度について審議して頂き、制度廃止の答申へ繋がった。 

   ⇒平成 24年度の加入金の金額は若干減少しているが、加入件数は増加して 

おり、想定の範囲で推移している。 

 ・長期にわたりご指導頂き感謝する。 

 

④ 平成 26年度審議会タイムスケジュール（資料Ｅ） 

 ・第２回：平成 26年度第２回審議会。次回から第２期となる。 

８月下旬～９月上旬頃を予定している。 

 ・第３回：９月下旬～10月上旬開催予定。 

 ・第４回：10月下旬～11月上旬開催予定 

以上   

 


