
平成 26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 26年 10月 28日（火）14：00～16：00 

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、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、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６名（係長、担当）以上 11名 

欠 席 者 斧田委員 

議 題 ①平成 25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 25年度大野城市水道事業会計決算 

②平成 25年度大野城市下水道事業会計決算 

③大野城市水道事業第２次中期経営計画（案） 

④大野城市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 25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。予算・決算についても、 

今後、逐次ご報告し、ご意見を頂きたいと思っています。 

  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します。 

  最後に、中期経営計画の財政計画についてご説明します。 

  本日もよろしくお願いします。 

 

◇平成 25年度上下水道事業会計決算の説明 

（市）平成 25年度の上下水道事業会計決算についてご説明申し上げます。 

   水道事業会計について、収益的収支の決算額は、収入総額 19億３千 905万 

６千円、費用総額 19億 236万１千円、結果として３千 669万５千円の利益を 

計上しました。このうち３千 600万円を減債積立金へ積立て、残額を繰越利益 

剰余金に加算し、６億９千 618万２千円を平成 26年度に繰越しました。 

資本的収支については収入総額７千 751万１千円、支出総額８億 819万１千円 

となり、不足額７億３千 68万円については損益勘定留保資金等で補てんして 



います。 

主な事業について、企業債を借り入れず、国庫補助金や一般会計からの出資金 

等特定財源を使用して行いました。具体的には、水道水の安定供給及び漏水事故 

防止のため、雉子ヶ尾高区配水池増設工事などを行いました。 

下水道事業会計について、収益的収支の決算額は、収入総額 20億５千 445万 

８千円、費用総額 17億９千 839万９千円、結果として２億５千 605万９千円の 

利益を計上しました。その利益については前年度からの繰越利益剰余金等を加算 

して４億円を減債積立金へ積立て、残額２億２千 637万１千円を平成 26年度に 

繰越しました。 

資本的収支については収入総額 10億６千 173万７千円（平成 24年度決算の 

不足額８千 380万円を補てんするために措置した企業債があるため、実質的な 

収入総額は９億７千 793万７千円）、支出総額 20億７千 762万７千円となり、 

不足額 10億９千 969万円については損益勘定留保資金等で補てんしています。 

主な事業について、都市型災害による浸水対策のための雨水施設整備や汚水 

施設整備を行いました。具体的には、雨水施設整備として仲畑一丁目地内雨水 

函渠築造工事、汚水施設整備として乙金第二土地区画整理事業地内の汚水管渠 

築造工事を行いました。また下水道施設の長寿命化を図るため大野東処理分区や 

牛頸東処理分区等で、人孔蓋の改築工事などを行いました。 

   決算の結果として、上下水道事業とも黒字決算となったことから、良好に推移 

していると言えます。 

   水道事業については、基幹管路や場外施設の更新計画、企業債残高などの課題 

もあることから、現在審議中の次期経営計画に反映させたいと考えております。 

また下水道事業につきましても、来年度、次期中期経営計画の策定を予定して 

おり、課題を抽出し、水道事業と同様に取組を進めていきたいと思います。 

 

◇第２回上下水道事業運営審議会の意見・質問の回答 

（市）前回の審議会に関するご意見・ご質問に回答する予定でしたが、今のところ 

ご意見・ご質問を頂いておりません。この場で何かありましたらお願いします。 

（委員）前回の審議会の内容の範囲とは具体的にどこまでですか。 

（市）中期経営計画に関する現状と課題、事業計画を説明しておりますので、その 

範囲で質問をお願いします。 

（委員）質問等は無いようですので、「中期経営計画の財政計画」に進みます。 

 

◇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）まず事業計画について、事業費が記載されたものを抜粋してご説明します。 

配水管等整備事業 

漏水の主な原因となっている塩ビ管等の枝線管路・破損した場合に多大な 

影響がある基幹管路のうち、非耐震管約 34kmについて耐震性・重要度・ 

緊急性・老朽化などを考慮した上で、優先管路を選定し順次更新するもの 

です。 

今回の中期経営計画において、枝線管路については総延長 9,500ｍ、基幹 

管路については総延長 1,700ｍの更新延長を計画し、総事業費を 13億５千 

万円としております。 

浄水施設等整備事業 

取水施設から配水施設までの浄水施設など、築造から 40年以上経過した 

ものもあり、老朽化が進行しています。特に老朽化が著しい電気・機械設備 

については緊急性が高いものから整備を実施します。 

今回の中期経営計画においては、牛頸浄水場のポンプ施設、瓦田浄水場の 

通信施設の改良工事を平成 27年度に実施するもので、事業費を６千万円と 

しております。 

なお平成 28年度以降の整備事業については、「水道施設の再編計画及び 

更新計画」に基づいて実施内容を検討していきます。 

配水管等布設替事業 

下水道事業や街路事業といった他事業に伴う配水管等敷設事業を実施 

するものです。事業費は１億３千 500万円としています。 

水道施設耐震化事業 

現在稼働中の瓦田浄水場内施設のうち、第４期拡張事業で築造した施設の 

耐震化事業に着手するものです。今回の中期経営計画においては、国庫補助 

事業として行う予定です。実施設計に１千万円、耐震化工事に２千万円、 

計３千万円の事業費を見込んでおります。 

応急給水施設整備事業 

     地域防災計画で位置づけられた重要給水施設である各コミュニティ 

センターについて応急給水施設の整備を実施するものです。 

今回の中期経営計画においては、実施設計に 400万円、整備工事に１千 

400万円と計１千 800万円の事業費を見込んでいます。 

水道施設の再編計画及び更新計画策定 



浄水場・配水施設・取水施設については、これまで事業の拡張計画に合わ 

    せて整備・更新を行ってきたため更新計画を立てていませんでした。そこで 

更新時期・費用等の概算額を算定し、将来の財政計画と結びつけるものと 

して、水道施設の再編計画及び更新計画を策定します。 

計画策定においては、「現施設のまま更新する」・「配水池やそれに関する 

送水施設などを統合し再編成する」のどちらがより経済的か、また将来の給 

水量の減少を見込んだダウンサイジングの可能性についても検討していき 

ます。 

期間は平成 27年度～平成 28年度の予定です。事業費は、平成 27年度に 

500万円、平成 28年度に１千 100万円、計１千 600万円を計上しています。 

 

◇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）まず、現在行っている「第１次中期経営計画」の策定時の状況についてです。 

当時は約 108億円の企業債残高があり、経営の大きな負担となっていました。 

また平成 25年度の大山ダム完成により、福岡地区水道企業団からの受水費が 

年間１億７千万円ほど増額する見込みでした。さらに、当時は、毎年４億円 

程度の配水管整備事業を行っていました。 

そこで、企業債残高を減らし受水費の増額に耐えられるよう、「第１次中期 

経営計画」を策定し、配水管整備費の圧縮（２億４千万円程度まで）、企業債 

発行の抑制（上限額を１億５千万円とする）に努めることとしました。そして 

「平成 26年度における企業債残高を 95億円まで圧縮すること」「企業団受水 

の増加に耐えられるよう留保資金の確保に努めること」を目標としました。 

その後、企業団との話し合いにより受水費の増額が１億７千万円から８千百 

万円程度まで減少しました。そのため留保資金に余裕ができ、企業債を発行 

する必要がなくなりました。平成 23年度からは企業債の借入れを行っており 

ません。結果として平成 26年度末の企業債残高を約 86億円まで圧縮し、留保 

資金も 26億円ほど確保することができました。 

しかし、依然として企業債残高が大きな負担となっているため、発行額を 

抑制し、縮減に努めていかなければなりません。 

今後は「水道施設の整備」という事業費のかかる課題がある一方、「企業債 

の減少」という、相反する課題も抱えることとなります。事業者としてはこの 

バランスが肝心だと考えています。 

それを踏まえた上で財政収支計画を策定しましたので、ご説明します。 

 

◇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です。 

本市の水道施設は、昭和 40年の給水開始以降、急激な人口増加に伴い、 



拡張を行ってきました。今後は、こういった施設の老朽化に伴う更新費用の 

増加が見込まれます。 

また、これまでの拡張事業により、平成 25年度末時点で約 90億円の企業債 

残高を有しています。これは近隣事業体と比べると大きな金額で、将来に重い 

負担を残すことになります。 

そこで、計画期間中においては内部留保資金を建設改良費や企業債償還金 

などの財源として有効に活用しながら、配水管等整備事業を推進していき 

ます。また、新たな企業債の発行を抑制し、企業債残高の縮減を図ります。併 

せて、単年度利益を確保するとともに、現行の加入金及び料金体系が維持でき 

るように運営していきます。 

 これらの基本方針を要約したものが次の４点です。 

 

配水管等整備事業の推進 

配水管等整備にかかる事業費を増額しています。 

上下水道局で試算した約 40年間の管路更新費用を平準化すると単年度 

あたりの更新費用が約３億 3,600万円となるため、それに基づいて、年間 

事業費を３億 5,000万円として基幹管路等の整備を推進していきます。 

企業債残高の縮減 

先ほどから説明しております通り、本市の企業債残高は、近隣自治体と 

比較して大きい金額になっています。どのくらい大きいかということを、 

平成 24年度の各自治体の財務指標を比較してご説明します。 

まず①給水収益と企業債残高の比率です。これは営業収益の中心である 

給水収益と企業債残高の割合を示すもので、数値が低い方が望ましいとされ 

ています。分かりやすく言いますと、「年収の何倍の借金があるか」という 

ことです。 

本市の数値を見ますと、平成 24年度と比較して平成 25年度は改善されて 

います。しかし平成 24年度の数値で他事業体と比較しますと、いずれの 

団体よりも高い状態です。 

次に、②借入金依存度です。これは総資産のうち、借入金の占める割合を 

示したもので、低い方が望ましいとされています。水道事業においては固定 

資産を作るために借金ができるようになっていますが、この指標で「その 

固定資産の何％が借金で賄われているか」を見ることができます。 

これも平成 25年度は前年度より改善されていますが、やはり平成 24年度 

の数値で比較しますと、いずれの他事業体よりも高いのが現状です。 

３点目は、③給水収益と企業債償還金（元金と支払利息）の比率です。 

これは企業債の元利償還金と給水収益との割合で示した指標で、数値が低い 

ほど望ましいと言われています。分かりやすく言うと、「年収の何％が借金 



の返済に充てられているか」を見る指標です。 

平成 25年度は前年度よりも数値が高くなっています。これは「新たな 

借入れを行っていないにも関わらず、元利償還金が増加している」という 

ことで、過去に借りた企業債のうち償還の据置期間が終了したものがある 

（＝元金の償還が始まる）ためです。 

この指標も、やはりいずれの他事業体より高くなっています。年収の 

約 40％が借金の返済に充てられている状態であり、「他事業体と比べて給水 

収益の使い道が制限されている」といえます。 

このように、近隣事業体と比べると、企業債の指標がいずれも悪い状態に 

なっていますので、今後も企業債発行の抑制が必要と考えられます。 

よって、第２次中期経営計画においても企業債残高の縮減に努めていき 

ます。 

単年度利益の確保 

   現行加入金及び料金体系の維持 

平成 25年度末時点では、累積損益が約７億３千 200万円ありました。 

しかし瓦田浄水場Ａ系統の廃止にかかる資産減耗費等により損失が生じる 

ため、累積損益は大きく減少します。それでも平成 26年度には約１億９千 

400万円の累積利益が残りますので、その後の平成 27年度以降は、単年度 

利益が毎年確保できる見込みとなっております。 

このように計画期間中おいては黒字経営が見込まれることから、現行の 

加入金及び料金体系を維持したいと考えています。 

 

続いて、資本的支出の実績と予測についてご説明します。 

資本的支出は、配水管等整備事業を推進するため増加していきます。また 

企業債の借入を抑制するので、結果として「支出に対して収入が不足する額」 

の増加が予想されます。そのため、不足額を補う補てん財源残高も減少して 

いく見込みです。 

次に企業債残高の実績と予測です。 

平成 23年度～平成 25年度は企業債の借入れを行わなかったことから、残高 

は順調に減少しています。第２次中期経営計画期間中においても発行を抑制 

し、平成 30年度には約 73億円まで縮減できるようにします。 

財政収支計画についての説明は以上です。 

 

◇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）これまで説明した財政収支計画の数値は、今後４年間の経営状況を示した 

ものです。この先の経営状況についてですが、第２次中期経営計画における 



事業計画をもとに、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。 

まず収益的収支の見通しですが、平成 36年度までは単年度利益が生じる 

見込みです。また資本的収支については、配水管整備等により支出が増加して 

いくと思われます。従って、資本的収入が資本的支出に対して不足する金額も 

増加し、その結果、補てん財源は減少してくことが予想されます。 

しかし、補てん財源が減少するとしても、平成 36年度末では１0億円弱の 

留保資金が確保される見込みです。 

続いて企業債残高の見通しですが、企業債発行額の抑制により平成 36年度 

末で約 51億円まで縮減する見込みです。 

これまでの話をまとめますと、①今後 10年間においても、単年度利益は 

見込まれますので、損益計算上は問題がありません。次に②配水管整備を推進 

していくので運転資金は減少していきますが、10年後においても留保資金が 

10億円程度確保されるので、運転に支障の出る状態にはなりません。また 

③企業債については、発行を抑制しているため、順調に残高を減少させて 

いきます。 

従って、経営状況については、10年間は問題ないと見込んでいます。 

 

 

【質疑】 

（委員）企業債残高が近隣自治体と比べて多いとのことですがその理由について 

分析はしていますか。 

（市） 本市では、人口が急増していくのに伴い、料金改定・加入金値上げを行い 

さらに企業債を借入れながら、施設整備を推進していきました。これが現在、 

企業債残高が多い理由です。 

当時はこのような方法を選ぶしかなく、選択自体に問題はなかったと認識 

しています。そして現在の状況からすると、今後残高を減らしていくことが 

重要だと考えています。 

 （委員）しかし人口の事情を含めても、市の環境は太宰府市や春日市などとあまり 

変わらないように思えます。何か違う点があるのですか。 

（市） 比較すると本市は普及率などが高いのですが、これは急激に整備を進めて 

いったためです。こういった事業の取組方の違いからきているもの、と考え 

られます。 

（委員）それでも差が大きいのですから、改善できるならば改善していくべきでは 

ないでしょうか。今後も他の近隣自治体と比べて企業債残高や債務が大きく 

なってしまうという問題が残るわけですよね。それを分析する余地があるの 

ではないかと思います。例えば入札などに問題があるのかもしれません。 



分析していかなければ、絶えず近隣自治体よりも投資額・企業債残高が 

高い状況が続いてしまうことになるのではないですか。 

（市） 本市は人口の増加に伴って施設整備をずっと進めてきました。平成９年 

には料金改定を行い、さらに水道施設整備を推進しています。人口増に対応 

するためには、どうしても施設整備を進めていく必要があり、企業債に 

ついても借入れを行わざるを得ない状況でした。ゆえに現在の企業債残高が 

大きいのも、ある意味では仕方がないように思われます。 

平成 18年度以降は、本市も新設よりも更新の時代に入っていきました。 

そして平成 23年度以降は企業債を借入れておりません。このように企業債 

残高を減少していくという取組を、今から進めていきたいと思っています。 

（委員）借入についてはそう解釈するしかありませんが……。 

しかし、「今は借入を行っていない」といっても、長い目で見れば新規に 

しろ更新にしろ、いつかはまた投資をするかもしれません。他の自治体を 

研究して投資額を抑える、工事の内容を考えるなどしないと、「仕方ない」 

で終わってしまっては、構造的な問題は何も変わらないと思います。 

（市） 現状は施設整備を進めていったがための借金があるわけです。これからは 

更新を進めるということですので、その更新事業をどういうスタンスで 

やっていくか、という話になると思います。 

更新時期が重なってくるものを平準化する、あるいは施設統合等によって 

もっと費用を軽減できないか検討するなどの措置をし、併せて更新事業も 

計画的に実施していきます。その中で企業債残高が大きい現状の改善も両立 

していける計画を、今後十分たてていきたいと考えています。 

（委員）一般的に福岡県は水道事業を始めた時期が新しいのですが、県内で比較 

すると、福岡都市圏は水道料金が高いと言われています。水道事業を始める 

ときに国から借金をしないといけないという事情がありますので、（事業 

開始が）遅かった分だけ、企業債残高が高い状況があるわけです。 

（委員）例えば「金利が高い時期に借入を行ったから」等のはっきりした理由が 

分析の結果で出ているならば、それはそれで構わないのですが……。 

（委員）他の町と比べてどうか、という市民の方にとっては分かりやすい資料が 

出てくるのではないかと思っています。 

（市） 通常、自治体を比較するときは同程度の規模の自治体と行いますが、福岡 

都市圏は水道事業に関しては非常に特殊な区域です。区域内に水源をもって 

おらず、筑後川から導水し、福岡地区水道企業団という別組織を作って給水 

しています。そのため、「10万都市」ということで同程度の自治体と本市を 

一概に比較することは、なかなか難しいと言えます。 

そこで同じように水源の乏しい福岡都市圏の近隣市町で比較するわけ 

ですが、その中でも自治体ごとの差は大きいのです。例えば、太宰府市の 



企業債残高は本市の半分以下になっています。詳しい分析はしていません 

が、太宰府市は街の規模が本市の半分程度と小さく、人口も少ないため、 

整備のコストがかかっていないことが推測されます。 

また街の規模が本市と近い春日市についてですが、ここは独自の取組を 

しています。春日市域内だけでは水源が乏しいということで、那珂川町と 

ともに春日那珂川水道企業団という別の企業を起こし、共同で水道事業を 

行っているのです。 

ただ、街の規模が近いということを考えると、目指すところは春日那珂川 

水道企業団だと思いますし、そういう感覚で我々職員も資料を見比べて 

います。しかし「太宰府市や筑紫野市と比べれば企業債残高が大きい」と 

いう認識を職員側も持つために、このような近隣市町との比較資料を提示 

しています。 

（委員）本市は水道事業を始めたときから、「水の量の確保」に追われてきました。 

昭和 40年代、日本住宅公団の「筑紫地区に団地を造りたい」という計画を 

「水が無い」の一点で断ったほどです。そのくらい水道の確保に窮して 

いました。 

そこで、あまり水の確保できない地下水、つまり井戸を掘って得た水を 

使うことでやっと水をまかなえるようになりました。本市は、こういう悪い 

意味での「特徴」を持っています。しかしこの方法では、維持管理費も施設 

整備費も高くつきます。 

先ほども話がありましたが、春日市の場合は那珂川町と組み、那珂川町の 

持つ豊富な水源を利用できるようになりました。春日市と比べるとそういう 

ギャップがあり、本市は水の確保に苦労しているのです。 

原則として、一般会計と水道事業会計は分けて経理されるのが当然です 

が、このように水源に乏しい中で人口が急増するという苦しい時期には、 

一般会計から少し補助があってもよかったのではないか、と思っています。 

ただ、今はそれが許されていない、ということです。 

（委員）中期経営計画について説明がありましたが、正直に言うとなかなか一度 

では理解できないことが多いと思います。 

ぱっと見て思ったのは、本市の自己水源が１/３しかない、つまり２/３は 

水を買っているということ。最近では大山ダム、その前で言えば寺内ダムや 

筑後大堰など筑後川流域の施設整備が整い、そこから福岡地区水道企業団の 

水を受水することによって、やっと本市の人口を賄えるようになりました。 

そして五ヶ山ダムの完成により水源が確保でき、渇水もしのげるようになる 

とのことです。 

この場合、水道料金をもう少し上げたほうがいいのではないか、という 

気もします。厳しい状況もありますし事業もここまでかかったということ 



ですから、市民にも、もっとそのことを理解してもらえるよう話しても 

いいのではないか、と思います。 

また、アセットマネジメントについて、将来可能性のあるプランというの 

はありますか。 

（市） 管路については、すでにとりかかっています。まず石綿管の更新が終わり 

ました。塩ビ管についても、あと８年程度で終了する見込みです。これらは 

漏水対策として始めたものですが、結果的に老朽化対策を兼ねるものとして 

順調に行っております。 

一方、浄水場や配水池の更新計画はまだ策定しておりません。という 

のもこれまで本市は、街が一気に大きくなっていく中で、新築に次ぐ新築を 

行っており、拡張が更新を兼ねていました。現在では水源のメドも立ち、 

人口と給水量の伸びも見えてきました。それらを考慮すると、これからは 

施設の更新にかかる費用の割合が大きくなるかと思います。水道施設の再編 

計画をきちっと行うことで、最も経済的な経営方法を見つけていきたいと 

考えています。 

例えば本市には 13個の配水池があるのですが、本市の規模からすれば 

非常に多いと言えます。また水源についても、先ほど小谷委員がおっしゃい 

ましたが、1,000t以下の小さな井戸が 16基あり、他の自治体と比べると 

あまり効率的でない施設構造になっています。これらを同じように更新して 

いくと非常に費用がかかるのではないかということで、次の計画の中では 

その点を見直し、経済的な更新方法を見つけていきたいと思っています。 

（委員）前回の審議会では課題項目を設けてＡＢＣの評価を行っていましたが、 

このような評価は一度きりでしょうか。 

（市） 現在取組んでいる第 1次中期経営計画の評価をしようということで行い 

ました。「なぜその課題に取り組まねばならなかったか」「どんな取組を行っ 

たか」「取組の成果はどうだったか」ということを整理し、達成度をＡＢＣ 

で表しました。 

そして今後の課題ということで、将来まだ対策が必要というものについて 

は、第２次中期経営計画に引き継いでいます。つまり評価をベースにして、 

現在ご審議頂いている第２次中期経営計画を作成していった、という流れが 

あります。 

（市） 今後は毎年度、決算報告とともに、（計画の進捗が）どうであったか、 

ということをご報告し、ご意見を頂きたいと思います。 

◇その他 

（市） 第４回上下水道事業運営審議会は 11月 12日 14時から行う予定です。 

よろしくお願いします。 

以上 



 


