
平成 28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 28年 11月９日（水）13：15～15：00 

開催場所 市庁舎３階 庁議室 

出 席 者 審議会委員：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６名 

上下水道局：児玉上下水道局長、原田企業総務課長、鬼木上下水道工務課長、 

長尾料金施設課長、多々良浄水課長、他６名（係長、担当）以上 11名 

欠 席 者 神野会長 

傍 聴 者 なし 

議 題 ① 平成 27年度決算及び平成 28年度当初予算について 

② 第２次中期経営計画の進捗状況について 

③ 平成 28 年 1 月の寒波による緊急断水に関する概要について 

資 料 ① 平成 27年度水道事業会計決算の概要 

② 平成 28年度水道事業会計当初予算の概要 

③ 第２次水道事業中期経営計画の進捗状況について 

④ 平成 27年度下水道事業会計決算の概要 

⑤ 平成 28年度下水道事業会計当初予算の概要 

⑥ 第２次下水道事業中期経営計画の進捗状況について 

⑦ 平成 28年１月の寒波による緊急断水に関する概要 

議 事 ◇傍聴人の確認（傍聴人なし） 

◇審議内容についての説明(企業総務課長より) 

◇平成 27年度水道事業会計決算の概要について 

   

（市）平成 27年度水道事業会計決算の概要を説明致します。 

【決算額】 

（収益的収入）   （収益的支出）    （収支差引） 

2,014,046千円 － 1,944,165千円  ＝   69,881千円(利益) 

 

 （資本的収入）   （資本的支出）    （収支差引） 

231,547千円 －  934,295千円  ＝  △702,748千円(不足)  

 

平成 27年度の建設改良費は、水道事業第２次中期経営計画に基づき発行

した企業債、また、負担金及び一般会計からの出資金を活用し実施致しま

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、北小・筒井取

水井テレメータ更新工事、若草一・二丁目地内配水管改良工事、緑ヶ丘三

丁目地内配水管改良工事、つつじヶ丘三丁目地内配水管改良工事などを行



いました。 

    水道事業会計決算の概要の説明は以上となります。  

 

◆質疑 

（委員）今までのところで何かございましたら挙手をお願い致します。 

（委員）平成 27年度の予算額と比較して、なにか特質的なことがありますか。 

（市）  収入については、給水収益が当初の見込みよりも 8,000千円ほど多くなっ 

ております。支出についてはほぼ予算通りですので、当初の計画よりは若干 

収入が増えた状況となっております。 

（委員）収益というのは一般的にいう売上高ということですよね。このなかで営業 

外収益の割合も多いようですが、これはどういう内容のものですか。 

（市） 営業外収益の主なものは水道加入金というもので、新たな給水の申し込み

に伴って発生するものです。例えば、宅地造成をして今まで給水を引いてな

かったところに新たに申し込みがあったり、10 戸のアパートを壊して 40 戸

のアパートに建て替えたりした場合の増加分に対して発生するものです。 

（委員）営業外収益はほぼ加入金ですか。 

（市） 一般会計からの補助金も含まれています。 

（委員）資本的収入の場合は負担金や出資金となっているようですが、一般企業で 

いう経常経費に対するものとして、営業外収益に大野城市の一般会計からの 

繰入金が入るのですね。 

（市） 営業外収益の内訳としては、加入金が毎年予算ベースで 1億 1千万くらい 

あり、あとは長期前受金戻入という現金を伴わない収入もありまして、少し 

複雑ですが、昔、国や県から補助金をもらって工事をした資産を費用化する

部分に対して収益として計上されるものです。 

（委員）ありがとうございます。 

（委員）確認になるのですが、資本的収入の企業債の発行は２億円で、支出は企業 

債償還金が５億円。では、この企業債償還額があったうえで、企業債の発行 

額はおさえても、平成 30年度までは資金はあるということですか。 

（市） 平成 30 年度までの計画では余裕をもっていける、という計画を立ててお

ります。 

（委員）平成 30年以降はいかがですか。 

（市） 今と同じ状態が続けば平成 30年度以降も一時は大丈夫なのですが、平成 

30年度以降の計画を来年度から立てる予定にしておりますので、審議会の皆

さんと一緒に考えていければと思っております。 

（委員）では、水道事業は今のところ企業債を圧縮できているということですね。 

（委員）次に進めさせて頂きます。次の説明をよろしくお願い致します。    

 



 

◇平成 28年度水道事業会計当初予算の概要について 

   

（市）平成 28年度水道事業会計当初予算の概要を説明致します。 

業務量についてですが、この業務量によって水道料金の予算を組んでおり    

   ます。給水人口は 99,137人で前年度と比べて 0.92％増となっております。 

年間有収水量は、8,015,666㎥で、前年度と比べて 0.03％微増となってお

ります。 

 

【予算額】 

（収益的収入）   （収益的支出）    （収支差引） 

2,148,030千円  － 2,125,495千円  ＝  22,535千円(利益) 

 

（資本的収入）   （資本的支出）    （収支差引） 

302,783千円  － 1,019,144千円  ＝ △716,361千円(不足) 

 

第２次中期経営計画の主要事業の予算は次のとおりです。 

・配水管等整備事業 374,000千円 

・配水管等布設替事業(補償工事) 39,000千円 

・水道施設耐震化事業 7,000千円 

・応急給水施設整備事業 14,000千円 

・水道施設の再編計画及び更新計画策定業務 10,500千円 

 

    水道事業会計当初予算の概要の説明は以上となります。  

 

 

◆質疑 

（委員）業務予定量とはどういったものですか。人口のことを指しているのですか。 

（市）  人口と年間有収水量です。 

（委員）水量とは、予定水量というイメージですね。 

（市）  はい。 

（委員）平成 27年度決算と平成 28年度予算を比べると、収益的収支のなかで、営 

業収益も営業外収益も同じくらいの伸びなのかなと思いますが、営業外費用 

が 30％ほど増えている要因はなんでしょうか。 

（市）  お配りした資料にはみえてないものですが、平成 28年度は委託料が増え 

ております。 

（委員）それは委託するものが増えたのですか。金額の詳細はわからないのですが、 



割り合いでみると増えているので。 

（市） 後ほど回答させて頂いてよろしいでしょうか。 

（委員）はい、結構です。 

（委員）もう少し細かい項目で増減額を出して頂けると具体的な内容がわかりやす 

いのですが。この（大きい項目の）数字だけだと検討や質問が難しいですね。 

（委員）内訳がないとですね。次回以降はそういった資料作りをお願いします。 

（市） 次回の審議会で中期経営計画の数値についてや、予算と決算の細かい内容 

についてのご説明を考えておりましたが申し訳ありません。次回は準備致し 

ますのでよろしくお願い致します。 

（委員）わかりました。次回お願い致します。では、次の説明に進めてください。 

 

 

◇第２次水道事業中期経営計画の進捗状況について 

（市）第２次水道事業中期経営計画の進捗状況について説明致します。 

 

①水源開発 

  現在五ヶ山ダムを水源開発中で、平成 30年４月から運用開始予定です。今年 

１月にはダム本体のコンクリートの打設を完了しまして、現在はダムの管理設備

もほぼ完成しております。去る 10月 21日からは、ダムの本格運用を開始する前

に実際に水を溜めてダムの機能を確認する作業である試験湛水が実施されてお

り、平成 30年４月の運用開始予定に向けて予定通り事業が進んでいる状況です。 

 

②水源保全活動 

  良質な水道水を提供するためには、水源の保全が必要不可欠であることか 

ら、水源林の植樹や下草刈りなどの活動に積極的に参加するものです。 

中期経営計画における平成 27 年度の計画値が 15 回となっておりますが、

参加申し込み数が 16回、うち４回は雨天中止で計 12回の参加となりました。 

平成 28 年度におきましては、計画値 15 回に対し、現時点で参加申し込み

数が 12 回、うち２回が雨天中止となり計 10 回参加しております。今後もい

くつかの計画がありますので、順調に消化できる予定としております。 

 

③水質検査体制の充実 

  安全安心な水を提供するために、水質検査計画及び検査結果の公表の計画 

 を挙げております。 

平成 27 年度は、水質検査計画の策定及び計画に基づく検査を実施してお

り、計画と年４回の検査結果の公表を市のホームページで行いました。平成

28年度におきましても、水質検査計画の策定及びその計画に基づく検査結果



の公表を予定しております。 

 

④貯水槽水道の衛生管理指導 

貯水槽水道の設置者等への貯水槽水道の衛生管理指導のため、平成 27年度

は規程の整備を予定しておりましたが、中期経営計画通り整備を完了してお

ります。平成 28年度におきましては、貯水槽水道の衛生管理指導及び啓発を

計画しておりますが、現在順調に実施中です。 

 

⑤収納方法拡大の検討 

水道使用者の利便性の向上などを目指して更なる収納方法の拡大を図るた 

め、平成 27年度は中期経営計画通り、他事業体のクレジット収納等の調査を 

実施致しました。平成 28年度におきましても、引き続き調査研究を行う予定 

としており、現在順調に実施中です。 

 

⑥情報提供の充実 

子供たちが水道について学べる機会を増やすために、市のホームページに 

  子供向けの情報コーナーをキッズページとして作成することを目標に挙げて  

おりますが、平成 27年度中に作成を完了しております。 

中期経営計画には、出前講座や浄水場見学など既存の情報提供との連携を

図ることとなっておりますが、平成 27年度は小学校２校にお伺いし、水道の

勉強のために出前講座を実施しており、浄水場には小学校６校の社会科見学

がありました。平成 28 年度も同様に、小学校２校への出前講座や、小学校から

の浄水場見学が５校実施されております。 

 

⑦配水管等整備事業 

塩ビ管等の枝線管路や、破損時に影響の大きい基幹管路を整備するもので 

す。 

平成 27年度は中期経営計画における計画値 2,700ｍに対し、3,205ｍを整備

致しました。平成 28 年度においては、同計画値 3,100ｍに対し 3,170ｍの整

備を予定としており、現在の進捗率は発注ベースで 2,190ｍで、順調に実施し

ております。 

 

⑧浄水施設等整備事業 

老朽化した浄水施設等の整備を行う事業です。 

平成 27年度は中期経営計画通り、大野北小と筒井取水井テレメータの整備 

を実施しております。なお、平成 28年度の事業計画はありません。 

 



⑨配水管等布設替事業 

下水道事業や街路事業など、他事業からの依頼により既設管の布設替えを 

  行う事業です。中期経営計画では、各年度とも依頼時に実施するものとして

おりますが、平成 27 年度は中期経営計画通り、160ｍの布設替えを実施して

おります。平成 28年度においては延長がはっきりしておりませんので箇所数

で表しますが、４箇所を予定しております。なお、10 月末現在では、下水道

事業関連で完了が１箇所、発注済みが１箇所、発注準備中が１箇所で、現在

のところ順調に実施しております。 

 

⑩水道施設耐震化事業 

現在運用中の瓦田浄水場の施設について、第４期拡張事業で築造した施設

のうち、耐震性能が不足すると診断された原水接合井及び浄水池の耐震化工

事を行う事業です。 

平成 27 年度は中期経営計画通り補助要望のみを行っております。平成 28

年度においては、同計画通り実施計画を行う予定となっており、現在のとこ

ろ業務を遂行しております。 

 

⑪応急給水施設整備事業 

４箇所のコミュニティセンターに応急給水施設の整備を行う事業です。 

平成 27 年度は中期経営計画通り実施設計を実施しております。平成 28 年

度においては、同計画通り４箇所のコミュニティセンターに応急給水施設を

設置する予定で、現在のところ発注準備中となっております。 

 

⑫模擬訓練の実施 

上下水道局職員の危機対応能力の向上を図るもので、平成 27年度は中期経

営計画通り１回、配水池の水位予測訓練を実施致しました。平成 28年度にお

きましては現在のところまだ実施しておりませんが、今後実施を予定してお

り、現在内容を検討中です。 

 

⑬窓口業務等の民間委託拡大 

お客様サービスの質を維持し､更なる経費削減と収納率向上を図るため、民   

  間委託を拡大するものです。 

平成 27年度は中期経営計画通り、契約更新に併せて窓口業務等の民間委託

を拡大し、収納率 98.15％を達成致しました。平成 28 年度は更なる収納率向

上を目指して、98.31％を目標に業務を実施しております。 

 

⑭浄水場運転管理業務等の民間委託拡大 



浄水場運転管理の更なる効率化を図るため、契約の更新に併せて民間委託

を拡大するものです。 

平成 27年度に５箇年の契約更新を行った際に、中期経営計画通り、新たに

薬品購入業務、汚泥処理業務、活性炭入替業務を含めた内容で契約をしてお

ります。 

 

⑮水道施設の再編計画及び更新計画策定 

50 年後、100 年後を見据えたうえで水道施設の再編及び更新計画を策定す

るものです。 

平成 27 年度から平成 28 年度の２箇年にかけて策定する計画ですが、経過

としては今年度中に策定できる予定で、現在のところ順調に進めております。 

 

⑯新水道ビジョンの策定 

平成 29年度以降の計画ですので省略させて頂きます。 

 

⑰広域化の検討 

近隣水道事業体とともに、将来の水道事業のあり方について研究するもの

です。 

平成 27年度に福岡都市圏水道事業体で研究会を発足し、本市は筑紫地区の

代表として参加しております。平成 28年度はこれまで２回開催されておりま

す。 

 

⑱職員セミナーの開催 

職員自らが講師となり、職員の知識及び説明能力の向上を図るためのもの

です。 

平成 27年度は中期経営計画通り２回開催しており、平成 28年度も同様に、

今後２回の開催を予定しております。 

 

第２次水道事業中期経営計画の進捗状況についての説明は以上となります。 

 

◆質疑 

（委員）今までのところで何かございますでしょうか。 

（委員）⑭浄水場運転管理業務等の民間委託拡大について 

先ほど説明にあった薬品購入業務、汚泥処理業務、活性炭入替業務以外

の業務もこれから増えていく予定がありますか。 

（市） 平成 27 年度からの５箇年の契約にはこの３業務を入れておりますが、次

回の契約に向けて更に委託拡大をできるものがあるかを検討する予定です。 



（委員）民間委託がかなり拡大できそうですか。 

（市） 職員の手間というか、そういったものはかなりなくなったと思っておりま

すので。 

（委員）委託をしたらその後の委託業務の管理も必要になると思うので、その辺り

もしっかりお願い致します。 

（市） はい。 

（委員）⑦配水管整備事業について 

最近、全国各地で水道管の破裂や漏水が増加していることを伝えるニュー

スが増えているようですがいかかですか。計画値の 11,200mが取り替える分

になるということですよね。 

（市） 更新延長計 11,200ｍを４箇年に分けて中期経営計画値として挙げており、

古い管を取替えておりますが、管は年を追うごとに古くなっていくので更新

対象は増加し続けていきます。ですので、更新は実際のところエンドレスに

なるため、継続的に実施していく必要があると考えております。 

また、漏水については市内を４ブロックに分けて年に一回漏水調査をして

おりますが、本市は有収率が 96％で、近隣に比べても高い数値で評価を得て

おります。 

（委員）ニュースでは、（配管の）更新時期をむかえているなか、人口は減少して

いく社会で、更新費用の捻出などの今後の維持管理が難しいと言われている

ようですが、大野城市さんでは人口も減少していないし、今のところ維持管

理の財源など問題がないということですね。 

（市） その点を含めた計画が、⑮水道施設の再編計画及び更新計画策定でありま

して、本市の人口も 10万人を超えたところですが、10年、20年後は人口減

少を見込んでおりますので、それに伴う水道料金の収入減や、管の更新費用

の増を見越したうえで、施設のダウンサイジングや統合などの方針計画を含

めた再編計画の策定を進めております。 

（委員）今朝は博多駅前で大きな陥没があり驚きましたが、原因は地下鉄工事関連

か詳細はわかっていませんが、水も溜まっていたようですし、福岡では今ま

でも時々このような事故があっていましたね。少なからずとも下水道の老朽

化などが関連している場合もあるのではと思いますが、大野城市内ではその

ような事故は起こっていませんか。 

（市） 本市の下水道は汚水と雨水を別の管に分けて流す分流式という方式で行っ

ております。汚水については、過去に陥没事故が起こった記憶はありません

が、雨水については、以前南部の団地開発の際、雨水管とマンホールとの繋

ぎ目が破損し、そこから土砂が流れ込み陥没が起こったことを記憶しており

ます。 

ただ、以前計画した下水道の中期経営計画のなかで、点検の周期や長寿命



化などの策定を計画に挙げております。 

（委員）わかりました。あのようなニュースを見て少し心配になったものですから。 

 

（市） ここで先ほどの平成 27年度決算と平成 28年度予算についての質問に関す

る回答をさせて頂いてよろしいでしょうか。 

 ～今回の配付資料の作成過程の説明～（省略） 

（委員）税抜きで予算と決算を比較したとしても、先ほどお尋ねした営業外費用の

差は大きいですよね。増加率で比較してお話ししていますので、割合として

増えているのはなぜかなと思いまして。営業外費用だけではなく、予算の数

値は全て税込みで表示されているのですよね。議会に出しているものも税込

みですか。税込みか税抜かで収益なども全然変わってきますからね。同じベ

ースでないとなかなか比較が難しいと思います。 

（市） 予算資料の営業外費用の内訳ですが、（税込みで）支払利息 162,000千円、

雑支出 7,348 千円、消費税及び地方消費税 60,000 千円、これを合わせて

229,348 千円、それに予備費としてとっている 2,000 千円を合算して記載し

ております。 

（委員）ということは、「税込み」（という言葉）の意味が違うようですね。（営業

外費用のなかのそれぞれの項目が税込みということではなく）、消費税を営

業外費用に（単独で）計上しているということなのですね。それだと（決算

の資料は税抜きということだったが）前年度の消費税を支払った分は決算の

資料ではどこに表れてくるのですか。 

（市） 担当の方から説明させて頂きます。予算は確かに税込みで作成しておりま

して、営業外費用のなかに支払う時の消費税として 60,000 千円計上してお

ります。ですので、収益も費用も税込みで計上されております。 

（委員）つまり、税抜きの金額プラス税を別に計上しているということですか。例

えば売上が 100万円としたら、売上 108万円と計上するのが「税込み」です

よね。売上 100万と消費税 8万円と計上すると「税抜き」ということですよ

ね。 

（市） 売上 108万円と計上しております。 

（委員）でも、先ほど 60,000千円の消費税があると言われましたよね。 

（市） その 60,000 千円は水道事業として支払うべき消費税額を計上していると

いうことです。 

（委員）では、次の説明をお願い致します。 

   

 

◇平成 27年度下水道事業会計決算の概要について 

   



（市）平成 27年度下水道事業会計決算の概要を説明致します。 

【決算額】 

（収益的収入）   （収益的支出）     （収支差引） 

2,257,260千円 － 2,003,176千円  ＝  254,084千円(利益) 

 

（資本的収入）   （資本的支出）     （収支差引） 

969,087千円 － 1,891,355千円  ＝  △922,268千円(不足)  

 

平成 27年度の建設改良費は、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。 

雨水施設整備としては、仲畑四丁目地内雨水函渠築造工事など、汚水施

設整備としては、乙金第二土地区画整理事業地内の汚水管渠築造工事や、

下水道施設の長寿命化を図るため、筒井処理分区人孔蓋改築工事、雑餉隈

処理分区他汚水管渠改築工事などを行いました。 

    下水道事業会計決算の概要の説明は以上となります。  

 

◆質疑 

（委員）今までのところで何かありましたら挙手をお願い致します。 

    （意見なし） 

（委員）何もないようですので、次の説明をお願い致します。 

 

 

◇平成 28年度下水道事業会計当初予算の概要について 

   

（市）平成 28年度下水道事業会計当初予算の概要を説明致します。 

業務の予定量についてですが、水洗化済人口は 100,695 人で平成 27 年

度当初予定と比べて 1.01％増となっております。 

年間有収水量は、8,910,022 ㎥で、平成 27 年度当初予定と比べて 0.50％

減となっております。 

 

【予算額】 

（収益的収入）   （収益的支出）     （収支差引） 

2,355,354千円 － 2,151,709千円  ＝  203,645千円(利益) 

 

（資本的収入）   （資本的支出）     （収支差引） 

1,310,203千円 － 2,050,068千円  ＝ △739,865千円(不足) 

 



第２次中期経営計画の主要事業の予算は次のとおりです。 

・汚水整備事業 48,500千円 

・汚水施設の長寿命化事業 92,000千円 

・応急排水施設整備事業 40,000千円 

・雨水整備事業 229,500千円 

・最終処分場関連事業 30,000千円 

・雨水幹線の長寿命化事業 5,000千円 

 

    下水道事業会計当初予算の概要の説明は以上となります。  

 

◆質疑 

（委員）水道と同じ質問にはなりますが、平成 27年度決算と平成 28年度予算を比

較して、なにか大きな変化などがありますか。 

（市） そうですね。下水道事業に関しましては、水道事業ほど大きな動きはあり

ません。 

（委員）資本的収支について、決算と比較して大きな違いはないということでした

が、企業債償還金はかなり少なくなっているようですね。 

（委員）実際は前年と比較してそんなに変わらないということでよろしいですよ

ね。 

（市） はい。企業債償還金の平成 28年度予算は、1,444,000千円です。 

（委員）では、後ほど資料の差し替えをお願い致します 

 

 

◇第２次下水道事業中期経営計画の進捗状況について 

 

（市）第２次下水道事業中期経営計画の進捗状況について説明致します。 

 

①汚水整備事業 

  他事業に伴う汚水管の移設・再整備を行う事業です。 

平成 28年度においては中期経営計画通り工事３箇所、委託１箇所を予定して

おり、現在計画通り実施しております。 

 

②雨水整備事業 

  雨水整備重点箇所の浸水対策を行う事業です。平成 28 年度においては中期

経営計画通り工事２箇所、委託１箇所を予定しており、現在計画通り実施して

おります。 

 



③最終処分場関連事業 

  福岡都市圏南部最終処分場の設置に基づき、最終処分場の周辺事業として

雨水管とため池の整備を行う事業です。 

平成 28年度においては中期経営計画通り、工事１箇所、委託１箇所を予定し

ており、現在計画通り実施しております。 

 

④汚水施設の長寿命化事業 

  今までに布設してきた汚水管を、将来に渡って適切及び効果的に維持管理

していくための事業です。平成 28年度においては中期経営計画通り、汚水施設

維持管理計画の策定、汚水管の調査、人孔蓋の取替え、また汚水管の改築工事を

予定しており、現在計画通り実施しております。 

 

⑤雨水幹線の長寿命化事業 

  雨水幹線の現状を把握し、計画的な維持管理を行うため、現地調査や台帳

整備を行う事業です。平成 28年度においては中期経営計画通り、雨水幹線 16.5km

の調査を予定しており、現在計画通り実施しております。 

 

⑥応急排水施設整備事業 

  災害の際に重要給排水拠点として位置付けております４箇所のコミュニテ

ィセンターに、応急排水施設であるマンホールトイレを設置する事業です。   

平成 28年度においては中期経営計画通り、４箇所のコミュニティセンターに

設置を予定しており、現在発注準備中としております。 

 

⑦事業場排水の指導 

  下水道の排水水質の徹底と、汚水管の閉塞事故を削減するために、平成 28

年度においては、事業場排水などの 20件の成分分析水質検査と 30件の目視検査

を実施しまして指導啓発を行います。現在順調に実施中であります。 

 

⑧水洗化の促進 

  未接続家屋などの水洗化を図るため、平成 28年度においては、まず未接続

建物などの調査を実施しまして、年８棟の減を目標に、所有者に対し必要な

指導及び啓発を行います。現在順調に実施中であります。 

 

⑨下水道事業長期経営方針の策定 

⑩雨水基本構想の策定 

 平成 29年度以降の計画ですので省略させて頂きます。 

 



⑪情報提供の充実 

水道事業同様に、子供たちが下水道について学べる機会を増やすために、

ホームページに子供向けのページを作ることを目標としており現在作成中で

あります。 

また、出前講座は、現在小学校１校ではありますが、ティッシュペ－パー

やトイレットペーパーが水に溶けるか、また、溶ける速さの競争などを取り

入れ、子供たちが楽しめる内容で実施しました。 

 

⑫職員セミナーの開催 

水道事業同様に職員自らが講師となり、職員の知識及び説明能力の向上を

図るためのものです。 

平成 28年度はまだ実施しておりませんが、今後２回の開催を予定しており

ます。 

 

④汚水施設の長寿命化事業（～追加説明～） 

平成 28 年度の事業内容について、「汚水施設維持管理計画の策定」とあり

ましたが、これについて追加で説明をさせて頂いてよろしいでしょうか。 

これは、大野城市内の全ての汚水管に対する点検方法や点検期間などの維

持管理計画を策定するもので、弱っている汚水管が見つかったら、次の長寿

命化計画に繋げていき、管の補強を進めていくものであります。 

今までは、苦情がなければ、管の確認を一度もしたことがないところもあ

りますので、全ての管に見落としがないように、長寿命化に向けて維持管理

の計画をたてようというものです。 

 

第２次下水道事業中期経営計画の進捗状況についての説明は以上となります。 

 

◆質疑 

（委員）何かご質問などありますでしょうか。 

（委員）⑫職員セミナーの開催について 

水道についても同じですが、これからの実施ということでしたが、具体的

なセミナーの内容はもう決まっていますか。 

（市） 職員セミナーは、平成 27 年度に水道事業で２回の実績がありますが、テ

ーマについては事前の計画ではなく、講師となる職員自らが決めて行いまし

た。一回目は財務担当職員による「水道事業の財政計画」について、二回目

は給水開始 50 周年記念事業もあったことから、ＯＢである再任用職員によ

る「大野城市の 50 周年の歩み」でした。テーマが先に決まっていた方がい

い面もあるかもしれませんので、是非参考にさせて頂きたいと思います。 



（委員）今年度実施する時期はもう決まっていますか。 

（市） 時期についても未定です。平成 27 年度も１月以降になりましたので、今

後は余裕をもって行えるように検討したいと思います。 

（委員）⑪情報提供の充実について 

キッズページ作成についてお話しがありましたが、これは大野城市役所の

ホームページに小学生向けくらいの情報を載せるのですか。また、掲載につ

いて小学校に働きかけたりもするのですか。 

（市） 出前講座の際にホームページがあることを宣伝をしております。 

（委員）そうですね。宣伝をしないと何も知らない小学生が、わざわざ大野城市役

所のホームページにアクセスすることも少ないでしょうからね。 

（市） 夏休み期間中はキッズページへのアクセス数が一番多かったので、夏休み

の宿題に使って頂けたのかなと考えておりましたが、広報なども含めて宣伝

を増やすとアクセス数もさらに増えるかもしれませんね。是非検討したいと

思います。 

（委員）経費もかかっているでしょうし、せっかく作ったからにはもっと知っても

らえるとよいですね。製作は外部委託ですか。 

（市）外部委託ではなく職員が作りました。 

（委員）ホームページを実際に見ましたが、少し文字が多くて難しい感じなので、

挿絵を増やしたりしてもいいかもしれませんね。 

（委員）ホームページを参考にした方のアンケートや、学校の先生の意見などを参

考にされてもいいかもしれませんね。 

（市）そうですね。まずは現在下水道のキッズページを作成中ですので、工夫して

いきたいと思います。 

（委員）他になにかありませんか。なければ次に進めさせて頂きます。 

 

 

◇平成 28年１月の寒波による緊急断水に関する概要について 

 

（市）平成 28 年１月の異常寒波による緊急断水に関する概要について説明致しま

す。 

  

【断水までの経緯】～資料１・２枚目～ 

1 月 24 日(日)は終日０℃以下の真冬日となり、翌 25 日(月)の朝にかけて、太

宰府観測所で史上最低気温－5.6℃を観測致しました。 

水道業界では、一般的に気温が－４℃以下になると水道管が凍結して破損する

と言われております。 

資料２枚目に写真がありますが、大野城市の水道施設自体には被害がなかった



のですが、個人でお持ちの給水管が凍結・破損致しまして、寒い間はよいのです

が、日が昇り気温が上昇すると氷が溶け、破損した部分から水が漏れてしまいま

した。この漏水が多発したことにより、水を溜めている配水池の水位が低下して

しまい、水道工事業者の方々にもご尽力頂きましたが、その甲斐もなく配水池の

水位の低下が止まらなかったため、配水池の水位の回復のためにやむなく時間断

水を２日間実施することとなりました。 

 

【漏水及び断水の状況】～資料３・４枚目～ 

※断水１日目  １月 26日(火)19時～翌６時まで   ～資料３枚目～  

  西鉄電車沿線から南側の配水エリアの漏水状況がひどく、図の赤いエリア（西

鉄電車沿線から南側の主なエリア）で断水を行いました。その断水時間内の真夜

中に、断水していない東部の配水エリアをＪＲ沿線まで拡大致しました。 

 

※断水２日目  １月 27日(水) 21時 30分～翌６時まで  ～資料４枚目～ 

東部の配水エリアを拡大したことにより、断水地区をＪＲ沿線から南側に縮小

し、図の赤いエリア（ＪＲ沿線から南側の主なエリア）の断水を行いました。 

 

  ２日目は断水の範囲を縮小できたものの、多くの市民の皆様に多大なるご迷惑

をおかけした結果となってしまいました。 

 

【断水解除までの経緯】 

１月 27 日(水)の朝から、上下水道局以外の職員の応援も得まして、断水地区

全域の漏水調査を実施致しました。その調査により、空き家や空きアパート（ア

パート内の空室など）での漏水を多数発見しましたので、そこを停水していくこ

とによって配水池の水位がもどり、３日目の時間断水は回避することができまし

た。 

【寒波対応の反省点と今後の対応】 

今回のような異常寒波は、既に退職した職員は経験があったようですが、現役

の職員は誰も経験したことがないような寒波でしたので、反省点としましては、

初動が遅かったことに尽きると考えております。 

また、今回の経験上、空き家からの漏水を止めることが最大の対応であること

がわかりましたので、このあたりを考慮した「寒波対策の対処マニュアル」を作

成することとしまして、現時点でほぼ完成に近い状態となっております。 

今後は、気象庁の週間天気予報が一週間前には発表されるので、大きな寒波の

到来が予測された際には、その時点から、広報での情報の周知や、空き家の停水

を事前に行うなど、漏水事故を未然に防ぐための対応を行い、且つ、漏水が発生

してしまった場合でも、最小限の被害で収束するように努めて参りたいと思いま



す。 

50年に一度しか発生しないような寒波でしたが、次にいつ起こるかはわかりま

せんので、市民の皆様にご迷惑がかからないように対処していきたいと考えてお

ります。 

 

平成 28 年１月の異常寒波による緊急断水に関する概要ついての説明は以上と

なります。 

 

 

◆質疑 

（委員）福岡市など、大野城市以外の自治体は断水されましたか。 

（市） 福岡市は断水には至っていませんが、かなりの漏水量がでたようです。春

日那珂川水道企業団、太宰府市、筑紫野市も時間断水を行っており、大牟田

市が一番被害がひどく、全域で被害が発生して、確か一週間ほど断水をされ

たと聞いております。 

 

（委員）予定の議題が終わりましたので、以後の進行を事務局にお返しします。 

 

 

◇その他 

 

（市）第２回の審議会の開催日時について 

   平成 29年５月頃予定  

 

◇閉会の挨拶(上下水道局長より) 

以上 

 


