
平成 26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 26年 11月 12日（水）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、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、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 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建設改良費財源内訳 

②中期経営計画の概要 

③答申（案） 

④平成 27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）第３回審議会の説明・内容等についてのご意見・ご質問の回答ですが、 

２点ございます。 

１点目は、企業債残高が近隣水道事業体より高い理由についてです。 

２点目ですが、「（審議内容について）情報量が多すぎてよく分からない」 

というご意見を受けまして、中期経営計画の概要版を作成しました。その 

説明をさせて頂きます。 

まず「企業債残高が近隣水道事業体より高い理由」についてです。 

資料は「建設改良費財源内訳」をご覧ください。 

これは、筑紫地区の水道事業体の建設改良費とその財源内訳について 

棒グラフで表したものです。平成元年度から平成 25年度までの建設 

改良費を財源内訳別に色分けしており、青が企業債、赤が工事負担金など 

外部からの調達資金、緑が企業の内部留保資金（企業の貯金）を表して 

います。 

特徴を２点述べますと、１点目は平成元年から平成９年頃まで、本市 

以外は建設改良費に対して工事負担金など外部からの調達資金の割合が大

きいということです。つまり自前の資金を使わずに済んでいます。 

２点目は、これが一番大きな要因だと思われますが、本市は平成４年度 

から平成５年度の２年間と、平成 10年度から平成 12年度の３年間の建設 

改良費が大きくなっています。平成４・５年度は牛頸浄水場整備の「６期 



拡張事業」、平成 10～12年度は瓦田浄水場のＢ系統を整備した「７期拡張 

事業」を行っています。７期拡張事業では３ヵ年で約 83億円の事業を 

行っており、その財源としては企業債が大部分を占めています。この企業 

債の借入が大きいということがあります。 

また、グラフの上から２番目の春日那珂川水道企業団の場合は平成５ 

年度から平成９年度にかけて拡張事業を行い、建設改良費が大きくなって 

います。次の筑紫野市においては平成７年度に浄水場の改良事業を行った 

ため、建設改良費が突出しています。一方、本市の場合は平成 10～12 

年度と筑紫地区の中では比較的新しい時期に大きな整備事業を行いま 

した。そのため、現在本市の企業債残高は近隣水道事業と比べて大きく 

なっています。 

本市の企業債残高が他の水道事業体と比べて大きい理由についての 

説明は以上です。 

続いて中期経営計画の概要について説明いたします。 

まず「水道事業の現状と課題」についてです。 

前中期経営計画で取り組んできた成果、また計画に掲げられた事業を進める 

中で見えてきた課題などをまとめています。 

１）水源の見通し 

かつては水源の量と一日最大給水量が均衡しており、水源に余裕があり 

    ませんでした。平成 25年度に大山ダムの受水が開始され、水源が増加 

しました。さらに平成 30年度からは五ヶ山ダムが加わることで、将来的 

にも水源が確保でき、渇水にも対応できる状況になります。 

２）給水量の見通し 

年間の給水量はほぼ横ばいになると思われますが、一人あたりの給水量に 

ついては今後も減少傾向が続く見通しです。理由として、節水機器の普及・ 

節水意識の定着など、節水型のライフスタイルが進んでいることが考えられ 

ます。 

３）給水人口 

今後も増加傾向が見込まれます。しかし、先ほど申し上げたとおり、１人 

当たりの給水量は減少しているため、相殺されて、年間の給水量は横ばいと 

なる見通しです。 

 ４）水道施設の取組と課題 

  管路については、これまで漏水対策として枝線管路のうち耐久性の低い 

塩ビ管などを中心に更新してきました。その結果、漏水件数は年間 17件 

まで減少し、有収率も 96％と高い割合を維持しています。 

一方地震対策についてですが、基幹管路（直径約 250mm以上の管路）の 

耐震化率が約 55％となっています。本市の中心部付近には警固断層帯が 



存在し、この断層による地震を想定すると、現状では広範囲に及ぶ断水の 

リスクが懸念されます。 

  また、浄水施設など管路以外の施設については老朽化が進行しています。 

将来的には人口が減少していくことを考えながら、施設のあり方・施設の 

統廃合などについて検討していく必要があります。そのためには、アセット 

マネジメントの手法を取り入れ、効率的な施設の管理とその財源を考え 

ながら、長期的な視点に立って施設を管理・運営していかなければならない 

と考えています。 

 ５）財政収支計画 

  本市の水道施設においては、急激な人口増に対応するため、７回に及ぶ 

拡張事業（浄水場の設置、配水池の増設、管路の整備など）を行いました。 

結果として、平成 20年度末時点で約 108億円もの企業債残高――いわゆる 

「借金」を抱えることになりました。 

そこで前中期経営計画ではこの企業債残高の減少に取組み、結果として 

平成 26年度末約 86億円まで圧縮することができる見通しです。しかし依然 

として経営の大きな負担となっているので、引き続き企業債残高の縮減に 

努めていきたいと考えています。 

これまでの説明をまとめますと、前中期経営計画を検証しての課題は 

（１）地震時における断水リスクへの対応 

（２）アセットマネジメントの導入 

（３）企業債残高の縮減 

の３点だと言えます。 

続いて第２次中期経営計画の策定と事業計画について説明します。 

まず位置づけについてですが、「大野城市水道事業長期経営方針」 

及び「第５次大野城市総合計画（後期基本計画）」を上位計画とする 

実行計画としており、その方針については「安全・強靭・持続」の 

方向性に基づいて策定いたしました。 

次に事業計画についてご説明します。先ほど述べた３つの方向性に 

基づいて課題項目を設け、さらに具体的な取り組みを主要事業として 

18の事業を計画しています。 

課題項目において前述の３つの課題のうち「（１）地震時における 

断水リスクへの対応」に対して取り組むものが「⑦配水管等整備事業」 

でして、基幹管路の耐震化を進めていきたいと思います。 

また「（２）アセットマネジメントの導入」に対して取り組む「⑮水道 

施設の再編計画及び更新計画の策定」では、施設の統廃合等を検討し、 

更新計画を策定します。そして長期的な視点に立って、施設の管理・ 

運営をしていくことを考えています。 



（市）続いて財政収支計画についてご説明します。財政収支計画については基本 

方針を４つ掲げております。 

①配水管等整備事業については、先ほど説明した３つの課題のうち「（１） 

地震時における断水リスク」にかかるものであります。具体的には、これまで 

配水管等整備事業費として計上していた２億 4,000万円に 1億 1,000万円を 

上乗せしまして、３億 5,000万円とするものです。 

②企業債残高の縮減は、「（３）企業債残高の縮減」にかかるものです。 

先述のとおり配水管等整備事業費を１億 1000万円増額する一方、その財源と 

なる企業債の借入額については 5,000万円しか増額せず、これまでは 62.5％ 

だった企業債の充当率を 57.1％まで抑制します。そして平成 30年度までに 

企業債残高を約 73億円まで縮小していくというものです。 

次に③単年度利益の確保と④現行加入金と料金体系の維持についてですが、 

これは計画期間中の平成 27年度から平成 30年度までは、それぞれの年度で 

黒字が見込まれておりますので、計画期間中は現行の加入金・料金体系を維持 

していきたい、というものです。 

その他、中期経営計画期間中の４年間は良好な経営が見込まれていますが、 

中期経営計画の事業計画をもとに算出した平成 27年度から平成 36年度までの 

10年間の長期財政収支見通しについても経営は良好な状態を見込んでいます。 

財政収支計画に関する説明は以上です。 

概要版の水源（水需要）面・施設面・財政面についてそれぞれまとめますと、 

①水源については一定のめどが立ち、水需要にも十分対応できる状況。 

②水道施設には課題があるため、整備を推進していく。 

③上記②を進める中で問題になる財政状況についても、計画期間中は良好

な経営が見込める。 

となりますので、次期中期計画案をご承認いただきたくご説明させていただき 

ました。 

 

◇質疑 

（委員）企業債が増えた理由について質問です。浄水場などの整備をしたから増え 

た、ということは分かりますが、近隣市を見るとそういうことは起こって 

いないようです。例えば「他市よりも人口が特に増えた」というような、 

根本的な理由が何かありますか？ 

（市）（事業費に対して）貰えるお金の話になりますが、例えば筑紫野市は平成 

２年度に約 10億円規模の建設改良事業を行っておりまして、その事業費の 

ほとんどを外部からの資金で賄っています。太宰府市や春日那珂川水道企業 

団にしても、建設改良費に対して外部に負担してもらう分が大きいのです。 

よって他事業体はあまり企業債を借り入れずに済んでいると思われます。 



一方、本市は事業をするために借金をしなければいけなかった。それが 

企業債残高の増えた理由です。 

（委員）それは分かります。 

しかし資料を見たところ、本市は事業費自体が高いのではありませんか。 

例えば太宰府市は全体の事業費そのものがとても小さいですよね。 

こういう状況を見ると、やはり本市はそれだけ設備投資を行い、事業費を 

つぎ込まなければいけなかったと思うのですが、その要因は何でしょうか。 

（市）本市の事業費には、平成４・５年と平成 10～12年という２つの“山“が 

あります。本市には浄水場が２ヶ所ありますが、そのうち牛頸浄水場を平成 

４・５年に改良しています。 

当時、本市の単独の水源であった牛頸貯水池を県営ダムに改良しようと 

しておりました。ところが工事期間中、非常に多くの濁った水が出てしまい、 

濁りの少ない水をろ過する「緩速ろ過施設」の牛頸浄水場では濁水を浄水 

できなくなってしまったのです。それに対応するべく、緊急で改造工事を 

行わざるを得ませんでした。 

また平成 10年～12年には瓦田浄水場の拡張事業を行いました。人口の 

伸びに対して新しい水源を確保するため、井戸を掘ったりため池の水を 

使ったりしていました。しかし、浄水能力を向上するためには、浄水施設 

の系統を丸々一つ完成させる必要があります。設備を一気に整備する 

ために、短期間で改築しなければならなかったため、３ヶ年で集中して改築 

工事を行ったのです。 

他市はどうかというと、筑紫野市も平成７年に浄水場の改築で事業費が 

突出しています。春日那珂川水道企業団も平成５～９年にかけて、規模は 

小さいのですがやはり浄水場の拡張工事を行っています。 

そして市町村によって水源や浄水方法にバラつきがあるという理由も 

あります。瓦田浄水場は牛頸川の下流側の水を水源としている関係で、 

当時はまだ下水道整備の途中だったこともあり、水質が非常に悪かった 

ため、生物処理と活性炭処理を備えた「高度処理施設」というお金のかかる 

設備を設けなければなりませんでした。 

ところで春日那珂川水道企業団も水源として牛頸川を使用しており、平成 

15～16年には、やはり高度浄水処理の改造工事をしています。 

ただし、水源を牛頸川に依存する割合が本市と比べて小さいため、同じ性質 

の工事でも、小さい規模で済んでいるのです。また春日那珂川水道企業団は、 

那珂川の上流に東隈浄水場というメインの浄水場を持っているのですが、 

そちらは水質が良いので、高度処理を通さずに浄水することができます。 

ただ、やはり今は「おいしい水」ということが話題になっているため、高度 

浄水処理を持った浄水場に近々改造する、という話もあるようです。 



太宰府市については、非常に（建設改良費が）小さくて……。我々も解析 

するために「なぜだろう？」と考え、お話を聞いたりしたのですが、やはり 

人口規模が半分以下ということで、１つの施設にかかる費用が安く抑えられ 

たのではないかと考えています。また本市と比べて開発団地が多いので、 

寄付採納（開発者からもらった施設）が多い、という理由も考えられます。 

     このように、それぞれの市町に特色があります。その中で本市は、ダムに 

関わる改造工事・人口及び給水量の伸び・それに対応する水質の悪さ・浄水 

施設の高機能化などの事情があり、ゆえに高額の出費につながったと言える 

でしょう。 

     また先ほど申し上げましたとおり、建設改良費を水道事業の自己財源で 

まかなわなければならず、足りない分は企業債で補ってきた、ということに 

なります。 

（委員）分かりました。今までこれだけ事業をしたということは、今後はあまり 

企業債を借りずに済むと考えてよろしいですね。 

（市）そうですね。前回からもお話をしていますが、アセットマネジメントと 

いうことで、将来の水道施設の再編・更新計画を次の計画できちっと見直し 

ていこうと思っていますが、水源のめどがたったということから、浄水場の 

新設・拡張などは見込まれませんので、大きな改造工事は行わない予定です。 

ただ、施設の老朽化に対する更新事業は見込まれます。工事の場合は、 

電機・機械・構造物・浄水設備も全て一緒に整備しないと機能しないため、 

平成 10～12年の瓦田浄水場拡張工事のように一気に整備をしていきます。 

一方、更新事業の場合は電機・機械・建物それぞれで、いわゆる「寿命」が 

違います。その寿命のズレを上手く調整しながら、更新が単年度に重なる 

ことがないよう、計画を立てていきたいと考えています。 

ちなみに、アセットマネジメントは「施設更新費用を平準化するために 

最も適したやり方」と言われています。この手法を用いながら事業計画を 

立てていく、ということが次期中期経営計画の１つの柱となっています。 

（委員）「外部からの資金」というのは、一般会計からということですか。 

（市）工事負担金などです。例えば下水道管を引くのに水道管が邪魔になると 

いうとき、水道管をどかすために、下水道事業会計から負担金を貰います。 

（委員）一般会計繰入金はありませんか。あるとしたら、一般会計繰入金と、 

本当の「外部からの資金」とでは、お金の性質がかなり違いますよね。 

（市）一般会計繰入金はありますが、本市の場合は、先に申したような下水道 

工事など他の工事からもらう負担金が多く、工事に対する助成などはあり 

ません。 

（委員）技術的な話になってしまうかもしれませんが、もっと工事費を安くでき 

なかったのですか。ある一定の機能を保ちつつコストをより抑える方法 



などについて話し合ったりはしていないのですか。 

（市）平成 10～12年度の瓦田浄水場にこれだけ工事費がかかった原因ですが、 

先ほどご説明しましたとおり、水質が悪かったために生物処理と活性炭 

処理という高度処理施設を設ける必要があったからです。浄水量が多いと 

いうこともありますが、牛頸浄水場と比較しても高額の工事費を要した 

理由としては、やはり水質が悪かった、ということが挙げられます。 

（委員）今後は企業債残高を縮減していくというお話でしたが、単年度あたりの 

収益的収支が黒字で推移していくとしたら、償還用資金に余裕が出てくる 

のでしょうか。 

 （市）いいえ、新たな借入れを行わないので、自己資金は減少していきます。 

（委員）減少していくけれど、単年度の資金の収支に関しては、減価償却費 

などを考慮に入れると資金余剰が生じ、もう少し償還の余裕が出るという 

ことでしょうか。 

 （市）そうです。 

（委員）前に頂いた資料を見ると、減価償却費が結構あるのですね。ただ現金を 

伴う費用ではないのでその分は資金に余剰が生まれる。そしてその余剰で 

償還していくから、企業債残高は減っていくということですね。 

（委員）資料の中に「企業債の充当率を抑制していく」とありますが、一般会計 

から資金を繰り入れるということですか。 

 （市）いいえ、自前の資金である内部留保資金を使いながら、企業債残高を 

抑えていこうと考えています。 

（委員）五ヶ山ダムの完成で水源開発のピークを迎えるとのことですが、資料 

（水源と給水量に関するグラフ）を見ると、完成後の水源の量が徐々に 

減少しています。これはなぜですか。 

 （市）井戸水の出が悪くなっているのですが、五ヶ山ダムの完成で水源に余裕 

が持てますので、それに対して新たな井戸を掘る必要がないからです。 

取水量が減少する分は水源としてカウントしないため、このような形の 

グラフになっています。 

（委員）井戸の取水量はどの程度落ちているのですか。 

 （市）井戸は 20年ほど使用すると目詰まりを起こしまして、取水量が減少 

していきます。例えば一般的な 1,000ｔの井戸ですと 200～300ｔあたり 

まで落ちます。ある程度まで落ちた井戸については取水停止となります。 

 

◇答申案について―内容説明― 

（委員）答申案の内容について説明してください。 

（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して、これは以前事務局からお配り 



した「大野城市水道事業第２次中期経営計画」を変えたものです。「答申（案）」 

の文字と日付、「大野城市上下水道事業運営審議会」の名前を入れています。 

日付には答申日が入ります。 

    目次以降につきましては、以前お配りした「大野城市水道事業第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３点あります。 

    １点目は大山ダムの完成年月です。「平成 25年４月」としていたものを、 

「平成 25年３月」に修正しています。次に五ヶ山ダムの完成年月について、 

「平成 30年４月」から「平成 30年３月」へ修正しています。この２点は、 

福岡地区水道企業団の表現と合わせるために修正したものです。 

    ３点目ですが、「財政収支計画」の「主要施策」としていた箇所を「基本 

方針の要旨」に修正しています。これはページの上段の説明をまとめたもの 

なので、このように修正をしています。 

（委員）前計画については答申を行わなかったのですか。 

（市）前中期経営計画を策定するときには、まだこういった審議会がありません 

でしたので、本市で計画を策定して運用を始めました。このような計画を 

審議会にかけるのは今回が初めてです。 

（委員）他の市町村がどのようにしているかは分かりませんが、このような場が 

あると職員も課題を共有できるので、なかなか良いことだと思います。 

（委員）この答申案が可決した後に何か別の事情が発生した場合、審議会で再度 

見直し議論する、ということはありますか。今日この答申案が決まったら、 

平成 30年度まで続いてしまうのですか。 

  （市）時点修正が必要であればまた審議会に諮ります。 

今回の計画期間が４年ということで、３年目には計画に対する検証を行い 

ます。それを審議会に報告し、次の計画に繋げていきます。 

     ただし、状況が様変わりするような大きな出来事が途中であれば、時点 

修正を行い、審議をお願いしたいと思っております。 

（委員）新聞で読んだのですが、最近、施設の整備・点検システムを企業が開発 

しているそうです。こういうシステムを使えば、人件費が大きく削減 

できると書いてありました。費用を抑えれば水道料金の値下げにも繋がり 

ます。計画を見直す中にも盛り込んでほしいと思います。 

 （市）ご意見ありがとうございます。そういった新しいシステムや新しい社会 

要因の中に、事業費を低減できるものがあればなるべく早く取り入れて 

ご相談もさせて頂きたいと思います。 

（委員）それでは、これでよければこの内容で答申を行いたいと思います。 

    （意見なし） 

    質疑等は無いようですので、この案でお願いします。 

  



◇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、前回の水道加入金の答申と 

同じように前期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。 

 

◇その他 

（市）今回で平成 26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、第 1回から第５回まで 

審議会を開催し、最後に答申を行っていただきます。 

    平成 27年度の６月下旬に第１回目を開催できればと考えています。審議 

内容としては、平成 27年度の上下水道事業当初予算説明、大野城市下水道 

事業中期経営計画（平成 23～27年度）の検証報告をしたいと考えています。 

第２回目は９月の上旬に開催する予定です。そこでまた市長より諮問を 

受けまして、下水道事業の新しい第２次中期経営計画案について、今年と 

同じように事業計画や現状と課題等について説明させて頂きます。 

次いで第３回目を 10月下旬頃開催し、第２回目の意見や質問の回答、 

平成 26年度決算の説明、そして中期経営計画の財政収支計画について説明 

します。 

その上で何かありましたら予備として 11月にも審議会を開催し、最後、 

また答申を頂きます。つまり、今年水道事業で行ったことを下水道事業でも 

同様に審議して頂きたいと思います。 

 


