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平成２７年度第４回経営評価委員会議事録（要旨） 

 

● 日  時：平成２８年２月８日（月） １４：００～１６：００ 

 

● 場  所：水道局５階 大会議室   

 

● 出 席 者： 

【委 員】大呂興平委員、秦野真郎委員、丸山博之委員、繁義隆委員 

安部恭典委員、内藤リツ子委員、葛西満里子委員 

大津悦子委員、小畑忠義委員   （計 9 名） 

（欠席：木内純子委員）      

 

【事務局】宮本管理部長、上原管理部次長、手嶋管理部次長 

利根管理部次長兼維持課長、板井総務課長、真田経営管理課長 

安東計画課長、岐津浄水課長、児玉営業課長 

甲斐経営管理課参事補兼企画担当班長、波多野経営管理課主査 

柴田経営管理課主査、渡邊経営管理課主任 

大城経営管理課主事       （計１４名） 

 

● 次  第： （１）開会 

           新委員紹介 

（２）部長あいさつ 

         （３）議事 

             ①経営診断について 

         （４）その他 

（５）閉会 
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● 議事に係る質疑・応答、意見 

 

① 経営診断について 

 

○経営分析について 

＜質疑・応答＞ 

 

■ 経営努力について、例えば外部委託による経費の削減は、具体的にはどの

ようなことを行ったのですか？ 

 

水道局では、これまでに横尾浄水場や、えのくま浄水場の運転管理等業務、

またメーターの検針業務を民間に委託しています。さらに平成２７年４月から

料金徴収業務や窓口業務などの料金センター関連業務についても民間に委託し

ています。業務委託のほかには、職員定数の見直しや、工事を発注する際に道

路工事や下水道工事と同時に施工し経費の節減に努めています。 

 

 

■ 民間委託は経費削減の大きな手段と思いますが、やりすぎると緊急時に自

前の技術がないといった問題が出るため限度があると思います。最終的な民

間委託の余地はどのくらい残っていますか？ 

 

 民間委託はある程度スケールがないとメリットがありません。現在２つの浄

水場の委託をしていますが、さらに古国府浄水場の業務委託を考えています。

ほかに規模の大きなもので今すぐにというものはありません。他都市の状況を

みながら判断していきます。 

 

 

■ 今度、組織改正で下水道部と統合するという話を聞きました。これは経営

上どのような見通しがありますか？ 

 

 下水道部と水道局が統合しても会計は別になります。組織としては、総務や

営業の関係で下水道部と水道局で同じような仕事をしている職員をひとつの形

にまとめようと準備しているところで、平成３０年４月に統合する予定です。 
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■ 有効率が低いのは漏水が原因であると理解できました。漏水防止の今後の

取組について具体的に教えてください。 

 

 漏水の調査は、配水管の路面音聴調査、相関式という調査、また配水管から

分岐した給水管の戸別の音聴調査を主に実施しています。 

平成２７年度は、漏水率の高い給水管を主な調査対象として、調査区域を広

げて実施しています。その結果１月現在で３３３件の漏水個所を発見していま

す。これは既に平成２６年の件数を上回っています。 

今後の調査については、従来の方式に加え、監視型の調査や夜間に行う最少

流量法という方法を用いて早期発見、修理を徹底するとともに、漏水の主な原

因である老朽化した配水管や給水管を計画的に布設替えしていきます。中でも

鉛給水管については、漏水量を抑える効果が期待できるため積極的に布設替え

をしていきます。 

 

 

■ 民間委託以外の効率化はどのようなものがありますか？ 

 

 効率化の方法としては事務の見直しや再任用の活用などがあります。 

 水道局での経験豊富な方に再任用として来ていただき、知識や経験を有効に

活用することによって効率化を進めている状況です。 

 

 

■ ４０年以上経過した古い配水管が全体の７％あるということですが、更新

についてどのように計画していますか？ 

 

 配水管の布設替えについては、主要な基幹管路や大きな病院など今後優先的

に行っていく場所を決めた計画を今年度内に策定する予定です。 

 水道管は種類によって実耐用年数が異なるため、いろんな面を勘案して、有

効的・効率的に老朽管の布設替えをしていくように考えています。 

 

 

■ 漏水が多いということですが、古い管からの漏水が多いのですか？ 

 

 必ずしも古い管から漏水するということではありません。水道管の管種や埋

められているところの土質によって漏水しやすくなることがあります。漏水が

多い管については早めに更新をしていくよう検討しています。 
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■ 企業債の負担がかなりあるということですが、今後どのように改善してい

きますか？ 

 

 企業債は平成２１年に約４２０億円ありましたが、平成２６年は約２８３億

円まで減っています。今後も、借入額を減らしたり、出来るだけ利息が安いも

のを借りるようにして企業債を減らす努力をしていきます。 

 

 

■ 配水管には「耐用年数」というのはありますか？ 

 

 法定耐用年数は４０年となっており、この分で減価償却しています。実際の

耐用年数は、管種によって様々で、今新しく入れている耐震管は１００年以上

もつのではないかと考えています。 

 

 

■ どうして大分市は他都市と比べて漏水が多いのですか？ 

 

 漏水は、一度修理しても、また違う所から漏水することがあります。復元と

呼ばれるもので、もぐら叩きみたいに一つを直してもまた次から出てくるとい

う繰り返しで、なかなか数値として効果が上がっていないのが現状です。また、

鉛給水管が３万件ほど残っており、ここからの漏水も多いので、早期の更新を

行うことで漏水率が低減できると考えています。 

 

 

■ 鉛の給水管は人体に何か影響がありますか？また例えば水の味とか香りと

かにも影響がありますか？ 

 

 鉛の害についてはニュースや報道がありますが、大分市では鉛の溶出量は水

道法で定められた水質基準以下に抑えられており、通常であれば問題なく使用

できます。ただし、鉛給水管で長く水を使用しない状況であれば、鉛の溶出が

懸念されますので、使い始めのバケツ一杯程度の水を飲料水以外に使ってもら

う等広報活動をしています。 
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■ 経営診断書に記載されている各指標の順位はどのように付けていますか？ 

 

 順位は 1 位が一番望ましいという形で順番に並べています。４１市の中核市

と比較する中で大分市の順位が何位かという表示になっています。 

 

 

■ 水道事業基本計画での１０年後の最終目標の数字は、根拠として収益的収

支や資本的収支の見通しを策定していますか？ 

 

 毎年かかる経費がどれくらいか等を計算して中長期の財政計画を立てて、平

成３６年の目標数値を提示しています。この中長期財政計画はホームページ等

で公表しています。 

 

＜意見＞ 

 

■ 分析は細かくされており順位の説明等もされていますが、例えば、なぜ大

分市の漏水が多いのか、なぜ他都市よりも水道料金が高いのかといったよう

な、もう少し踏み込んだ分析が必要と考えます。 

 

 

○計画評価「安全」について 

＜質疑・応答＞ 

 

■ 計画評価の数値目標は評価Ｃが多いと思いますが、進ちょく状況の評価の

仕方はどのようになっていますか？ 

例えば連続自動監視装置の設置数は評価がＣになっていますが、これはどの

ように評価したのですか？ 

 

 連続自動監視装置の設置数は、平成３６年度の目標が１５台で、現在１３台

設置しています。設置できると思われる残り２カ所の想定はあります。今回の

１年間で１台も設置できていないということで、遅れているというＣ評価をし

ています。 

目標設定の中には、１年毎に数値が積み上げられているものもありますが、

１０年の間にこれを達成しようという目標もありますので、一概に関連ごとに
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追っていくのは難しいですが、評価の仕方、方法については今後検討する必要

があると感じています。 

 

 

■ 一昨年秋の水道水の臭気問題についてですが、今後はもう起こらない、ま

たは起こらない体制が整備されていると考えて良いですか？それとも起こる

可能性がありますか？ 

 

 一昨年のカビ臭については、生物障害に起因するもので、一度発生すると再

発する可能性があります。対策として、ダム湖の水質改善について大分県と協

力を続けるとともに、全国的にもカビ臭の事例が出ていますので、国の機関と

も情報交換をしています。また、カビ臭を取ることができる高感度の活性炭を

備蓄するなどして実際に対応できる体制を構築してきているところです。 

 なお、昨年は、原因物質はありましたが、天候の加減もあり非常に低い濃度

であったため、流域への影響はありませんでした。 

 

＜意見＞ 

 

■ 進ちょくの評価の仕方を、平成３６年度の数値目標に対して１年毎の少し

刻んだ形で示して、そこに対してＡＢＣといった評価をするなどの工夫をし

たほうがわかりやすいと思います。 

 

 

 

○計画評価 「強靭」について 

＜質疑・応答＞ 

 

■ 水道管が凍結した場合にどうしたらよいかといった初歩的なことでも、一

般市民にわかりやすいように、防災訓練の実施マニュアルの中に入れてほし

いです。 

 

 ここでのマニュアルは危機管理における水道局内での対応マニュアルになり

ます。凍結の際の対応等は、一般市民の方へきちんと広報をしていきます。 
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■ １月下旬の大寒波に伴って県内でも水道管の破裂・漏水がありました。水

道局の寒波対策について教えてください。また、各家庭での凍結防止も重要

になると思いますが、高齢者世帯などでインターネットが使えない方に対し

ての広報活動等はどのようにしていますか？ 

 

 水道局が持っている施設の寒波対策としては、管に保温のためのコードや保

温材を巻いて凍結防止を図っています。お客さまに対しては、ホームページや

ツイッターでの広報のほかに、水道局が年に３回発行している「おおいたの水

道」という広報紙の冬号で、水道管の凍結対策や凍結して水が出なくなったと

き、破損した場合の対応について記事を掲載しています。この広報紙は１２月

１日号の市報と一緒に配布しています。 

 また、今回の寒波では、マスコミ等に寒波対策の広報をお願いして報道して

もらいました。これからもテレビや新聞等の媒体も積極的に活用して情報を拡

げていきたいと考えています。 

 

 

■ 強靭化はコストがかかる項目が多いと思いますが、資本的収支の整備事業

の支出について、目標値に行くための予算は計算されていますか？ 

 

 資本的支出のうち建設改良費については年間４０億から５０億円程度必要と

試算されていますが、中長期の財政計画を策定し、平成３７年までの１０年間

については、施設整備で投資をしても財源が確保できるようになっています。 

 

＜意見＞ 

 

■ 強靭については、大きな投資がかかる部分ですので、財政的な持続性も考

慮して、しっかりと事業を進めていただきたい。 

 

 

○計画評価 「持続」について 

＜質疑・応答＞ 

 

■ お客さまの一番の関心事は料金のことです。他都市と比べて水道料金が高

い理由の説明や、管路の耐震化等でコストがかさむ中での料金のあり方につ

いて再検討すべきと考えます。 
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 大分市の水道料金が高くなっている原因のひとつとして、水道を供給する区

域が広いことがあります。中核市４２市のうち２番目の広さであり、このため

水道管の総延長２，７７０㎞も中核市で８番目の長さになっています。さらに、

浄水場が８箇所、配水池が８３カ所、ポンプ所は１００カ所以上あり、これら

施設の維持管理費が多くかかっています。 

また、大分市の水道料金は使用水量で５段階に分かれていますが、１００㎥

をこえた場合の１㎥あたり５００円という金額は中核市で１番高くなっていま

す。このため料金体系のバランスの見直しを検討しているところです。 

 管路の耐震化率は平成２６年度末で１１．８％となっており、基本計画では

平成３６年度までに２２％という目標を掲げています。かなりの経費がかかる

ため、ほかの事業とのバランスをとりながら平準化してやっていきます。 

 

 

■ 今の料金体系は大口利用者が特に高くなっていると思いますが、料金体系

を見直すということは、逆に小口の利用者を値上げするということですか？ 

 

 小口利用者について極力値上げをしないで良い方法がないか検討していると

ころです。 

 

 

■ 技術の継承のために、再任用職員を採用していることは評価できます。前

回の委員会で、平成２２年度から新規職員を採用していると聞いていますが、

やはり新規職員の採用を計画的にして行かないと将来的に技術の継承が難し

くなるのではないでしょうか。 

 

水道の膨大な装置産業を学ぶためには、水道局の業務に長く従事する必要が

あるため、平成２３年度から水道局での職員採用を再開しました。今後、水道

局で採用する職員数や市長部局との交流の比率についてどのくらいがよいかと

いう問題もありますが、経験のある職員の技術をどのように活かしていくか大

切な問題だと考えています。 

 

 

■ ＡＢＣでの進ちょく状況の評価は、それぞれどうしてこのような評価にな

っているのですか？ 
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 それぞれの項目について考え方が違う部分があります。例えば「水質基準の

適合率」は１００％でなければＡではないと考えています。臭気の問題で水質

基準を超えたため９９．９％となりＢという評価になりました。また、「平均残

留塩素濃度」は０．１から０．４の間であれば良いという考え方です。もし０．

４１になればＢという評価になります。このように、あるべき姿であるという

ことでＡやＢになっているものもあります。 

 

 

■ 今後１０年間、人口が減少して収入が少なくなるが、まだまだ更新設備投

資をしていかないといけない。そこで、各項目で目標を設定して強化してい

くということだと思いますが、今後の収入がどうなっていくか数字が示され

ないと、なかなか意見を言いにくいです。 

 

 水道局の中長期の財政計画で今後１０年間の収入の推計、支出の見込みを試

算しています。この中長期財政計画については今後皆様にお示ししたいと思い

ます。 

 

 

■ 社会見学などで浄水場に子どもがたくさん見えると思いますが、ボランテ

ィアガイドを募集、養成して対応することはできないでしょうか？ 

 

 ボランティアガイドという考え方は非常に良いと思いますが、検便などの衛

生的処置が必要になる側面があるため、ガイドという形で浄水場に入っていた

だくのは現状では難しいと思われます。 

 

＜意見＞ 

 

■ 供給単価が給水原価を上回っており、給水に係る費用が水道料金収入で賄

われている点は評価できます。 

 

■ 水道局の方はいろいろわかったうえで評価されていると思いますが、私た

ちはわからないことが多く、もらった資料の中だけで意見を言うことになり

ます。もう少し細かい、例えば法律や注を付けたり、簡単な表でも出しても

らえると、もっと細かな意見や違った意見が出ると思います。 
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■ 私たちは水道の専門家ではありませんが、ある程度専門的なことに踏み込

んでいかなければ、これからどうするかという議論にならないところもある

ので、経営評価で何をどう評価するか難しいと思います。 

 

■ 事務事業評価の今後の取組のところで、こういうふうにしたほうが良いと

いう方向性は皆さんわかっていることだと思います。今、水道局が具体的に

取り組んでいる点、中長期的な取組について詳しく書くともっと良くなると

思います。 

 

■ 資料に、注意事項や例を挙げてもらえると理解できると思います。また、

基準や専門的な用語についても資料をそろえてほしいです。 

 

■ 一つ一つの指標を検討することも重要だと思いますが、それによって全体

として水道事業がこれからどうなっていくか、どうあるべきか見えなくなる

ことがある気がします。 

 

■ 大分市が今どういう状況にあって、それはなぜか。そして改善すべき余地

がどこにあるかということを具体的に議論できたら、より建設的になると思

います。 

 

■ 「森は海の恋人」という言葉があります。森や山から流れてきた水が川を

通り海に行きます。その川の途中で私たちはもらい水をして飲んでいるわけ

です。こういう水源涵養の問題などもっと水に対して身近に感じる内容のパ

ンフレット作成や、森づくりとのタイアップなど、切り口を少し変えて市民

にわかりやすい取組もされてはどうでしょうか？ 

 

■ 全国で９８％の自治体が２０４０年までに水道料金を引き上げないと赤字

経営になるそうです。大分市は今の企業債の元金で今後も事業が継続できる

というプロセスが示されていないので疑問に思います。 

 

■ 大分市は地形的に設備のコストがかかるということであれば、例えば漏水

を見つけた人にプレゼントをするなど、売り上げの減少を抑える方法につい

て議論出来たら良いと思います。 

 


