
 資料１  

 

大分市水道事業経営評価委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 大分市水道事業経営について、客観性のある評価を行い、事業の円滑 

かつ適正な推進に寄与することを目的として、大分市水道事業経営評価委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、水道事業経営全般に関することについて評価し、水道事業

管理者（以下「管理者」という。）に対して意見の具申を行う。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が参画依頼する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）各種団体の代表者 

 （３）一般公募により選出される者 

 （４）その他管理者が必要と認めた者 

 

（参画依頼の期間） 

第４条 委員会は、２年を１期間とする。 

２ 委員に参画依頼するに当たっては、１期間ごとにこれを行うものとする。 

３ 複数の期間につき、委員に参画依頼することは、これを妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができ

ない。 



３ 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出

席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 

（報償金等） 

第７条 委員に対する報償金等は、予算の範囲内で管理者が決定し、これを支

払うことができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、水道局管理部総務課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。 

 

 

 附 則 

この要綱は、平成２０年８月２７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 資料２  

「大分市水道事業経営評価委員会」について 

 

●内 容 

 大分市水道事業経営について、客観性のある評価を行い、事業の円滑かつ適正な推

進に寄与することを目的として設置します。 
 委員会は、水道事業経営全般に関することについて評価し、水道事業管理者に対し

て意見の具申を行います。 
水道事業管理者は、委員会から具申された意見を尊重し、可能な限り水道事業経営

に反映することとします。 
 
●今後の取組み（案） 

 ○主な評価事項 

  ・『大分市水道事業基本計画』について 
   「施設整備計画」に関すること 

    「中長期財政計画」に関すること  
    「事務事業評価」に関すること 等 
 
  ・『水道施設整備事業の事前評価及び再評価』について 
    厚生労働省所管の国庫補助事業に伴う事業評価に関すること 
 

 ○会議開催時期 

  年間２～３回程度、委員長の招集により開催します。 

  開催時期は、４月頃（新年度開始時期）及び１０月頃（次年度当初予算編成前）

を基本とし、その他必要に応じて開催することとします。 

 

 ○意見具申方法 

  委員会は、評価結果について具申する場合は、委員会名の書面をもって、水道事

業管理者あてに具申することとします。 

 

 ○意見具申の反映 

  水道事業管理者は、委員会から具申された意見を尊重し、可能な限り水道事業経

営に反映するための取組みを推進し、その進捗状況を委員会に報告することとしま

す。 

 

 ○水道事業管理者から報告された進捗状況に対する評価 

  委員会は、水道事業管理者から報告された進捗状況について評価することとしま

す。 



○歴史

・

・

○給水人口 

・ 455,204人。

・

・

○一般家庭月平均使用水量(口径13・20㎜の場合) 　

・約22㎥（ドラム缶110本相当）。

・この時の水道料金は、13㎜で2,908円、20㎜で3,664円となります。

・

○水源

・

○一般家庭に届くまでの水の流れ

・

・

○経営規模

・

・

・

資料４

ように、他市(由布市)から水道水の供給を受けたり、大南地区、野津原地区等の一部の

最近は基本料金(月８㎥までの使用で、13・20㎜それぞれ997円、1,375円)で収まる

大 分 市 水 道 事 業 経 営 の 概 要

河川表流水の取水 ⇒ 浄水場での水処理(飲める水) ⇒ 送水管 ⇒ 配水池(高台) ⇒

(H19年度決算から)

残り3.1% 14,628人は、富士見が丘団地のように、自ら井戸を掘ったり、東野台団地の

地区では渓流水や井戸を使用しております。

世帯が増加しております。

主に、大分川と大野川の表流水です。

水道料金を基幹収入とする独立採算制が事業運営の基本です。

配水管 ⇒ 家庭のメーター ⇒ 家庭内の給水管・じゃ口

浄水場(古国府の場合約195億円)や、送・配水管等の施設整備には、一時的に莫大な

資金を必要とします。

約181億円で、市の一般会計の12% 程度の事業規模です。

職員数は、276人です。(正規職員、再任用職員、嘱託職員)

以降、4次に亘る拡張事業を経て現在に至る。

行政人口が469,832人ですので、普及率は96.9%(全国水準並み)となります。

昭和2年7月10日 給水開始。給水人口は7,589人。
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○事業内容(単位:百万円)

・支出総額  18,088

※企業債元利償還金(借金返済) 4,665

※建設改良費(投資的経費) 3,877

※水道施設・庁舎等箱物維持管理費(経常的経費) 3,858

※固定資産減価償却費 3,021

※人件費 2,667

・収入総額 14,421

※水道料金 10,679

※国・県・市補助金等1,400

※企業債1,322

※加入者分担金 512

※その他 508

○経営内容

・

・

・

H8年度に14.87%の料金改定をお願いして以降、現在まで料金改定を行っておりません。

内部留保資金は53億円程確保しております。

職員の退職、水道施設の突発的な修繕に備えて30億円程引当金(市では、基金)を

確保しております。

企業債元利償還金（借金返済）
4,665

建設改良費（投資的経費）
3,877

水道施設・庁舎等箱物維持管理費
（経常的経費）
3,858

固定資産減価償却費
3,021

人件費
2,667

その他
508

水道料金
10,679

国・県・市補助金等
1,400

企業債
1,322

加入者分担金
512

内部留保資金
3,667

収　入 支　出

14,421 18,088
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○今後の重要課題

・

※節水機器の普及・節水意識の定着化

※景気の低迷・低成長

※大口利用者の地下水等への転用

※少子高齢化・核家族化

※人口増加のピークがH27年度で、以降は減少傾向

・

※ S40～50年代に設置した水道施設の更新・改良に巨額の経費が必要

・

・

水道施設の本格的な更新の時期になったことです。

水道料金の増収を望めないことです。

以上に必要となります。

今後はこのような厳しい経営状況が見込まれますので、内部留保資金・引当金の取り

崩しを行いながら、1年でも長く現行料金の維持に努めますが、いずれ料金改定を

お願いせざるを得ない時期は来ると思います。

一方では、業務執行方式の見直し等事業全般に亘る経営改善に向けた取り組みが、今
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大分地区の水道料金の推移　（単位：百万円）

決　算　額 見 込 額
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水道局の組織・機構改革について（ 機構図新旧対照表 ）            資料５ 

 現 行（ 機構図 ）１部９課１室３０係 改革案（ 機構図 ）１部６課９室１７係 

管理部 

   総務課        庶務係 

              企画調整係 

              職員係 

              契約検査係 

              電子計算係 

 

 

   経理課        会計係 

              財政係 

 

              管財係 

 

   中央営業所      庶務係 

              営業係 

              維持改良係 

 

   東部営業所      営業係 

              維持改良係 

 

   西部営業所      営業係 

              維持改良係 

 

   計画課        計画係 

              管理係 

 

   配水課        庶務係 

              配水第1係 

              配水第２係 

              配水第３係 

 

   給水課        審査係 

              検査係 

              漏水防止係 

 

   浄水課        庶務係 

              配水管理係 

              浄水管理係 

              古国府浄水場 

              えのくま浄水場 

              横尾浄水場 

       水質管理室 

管理部 

   総務課        庶務係 

               

              職員係 

               

              情報システム係 

       契約監理室 

 

   経営管理課      会計係 

              財政係 

              経営企画係 

              管財係 

 

   営業課        管理係 

              給水審査係 

              給水検査係 

       中央料金センター 

       東部料金センター 

       西部料金センター 

 

 

   維持課        （庶務担当班） 

              （漏水防止担当班） 

             

       工事事務所   （中央担当班） 

              （東部担当班） 

              （西部担当班） 

 

 

   計画課        庶務係 

              計画係 

              図面管理係 

              施設整備係 

 

 

   浄水課        庶務係 

              配水管理係 

              浄水管理係 

       古国府浄水場 

       えのくま浄水場 

       横尾浄水場 

       水質管理室 
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