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平成２９年度第４回経営評価委員会議事録（要旨） 

 

● 日  時：平成３０年２月６日（火） 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、荒金一義委員、木内純子委員、秦野真郎委員、 

繁義隆委員、佐藤典保委員、松﨑文子委員、葛西満里子委員、 

伊藤基規委員、原田由美子委員（計 10 名） 

 

【事務局】小畑管理部長、広瀬管理部次長、岩田次長兼営業課長、 

岐津管理部次長兼浄水課長、阿部総務課長、 

真田経営管理課長、首藤維持課工事事務所長、 

安部計画課参事、産谷経営管理課参事兼財政担当班長、 

甲斐経営管理課参事兼企画担当班長、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      （計１３名） 

 

 

● 次  第： （１）開会 

（２）管理部長あいさつ 

         （３）報告 

           ①料金改定後の検証について 

②大口使用者等特別料金制度について 

③富士見が丘団地専用水道統合編入について 

                (４) 議事 

             ①経営診断について 

②その他 

（５）閉会 
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● 報告事項に係る質疑・応答、意見 

 

① 料金改定後の検証について 

＜質疑・応答＞ 

■  今回の料金改定により、値下げしたことで有収水量が増加し、用途別に見て

も効果が出ているようですが、船舶用については料金が大幅に下がっているに

も関わらず、有収水量は減少しています。今後、積極的に使用してもらうため

の手立て等何かあれば教えてください。 

 船舶給水については、船舶代理店などが水道料金に手数料をプラスした価 

格設定をおこなっています。そのため、給水価格は水道料金を値下げしまし 

たが他都市と比べた際に、少し高いか横並びとなっております。今後は、事 

業者に訪問して調整をお願いするなど、積極的な売り込みを図りながら、新 

年度に向け、なんらかの対策を取りたいと検討しているところです。 

 

 

■  営業用については、僅かに増加となっていますが、奇数月は減少して偶数月

は増加しているというのはどうしてなのでしょうか。 

 検針は２か月に１回おこなっています。おおまかに市内を２つのエリアに 

分け、奇数月に検針をおこなうエリアと偶数月に検針をおこなうエリアとが 

あり、その２つの差が約２万件程あり、偶数月に検針をおこなうエリアの方 

が多くなっています。そのため、奇数月と偶数月とで増減の差がでているの 

ではないかと思われます。詳しい分析等については、これからとなります。 

 

 

■  公設プールについては、値上げとなり収入も増加していますが、料金改定に

よる各関係機関への影響があったかなど、もしわかれば教えてください。 

 公設プールについては、小・中・高の学校のプールとなり、水の使用を控え

ることは難しいところですので、料金改定の際には、教育委員会など各学校関

係に周知をいたしました。プールについては、値上げとなりましたが、学校で

使用している他の水道については、第５段階の撤廃により値下げとなっており、

実際の影響はそんなになかったのではないかと思っております。今後も引き続

き、注視していきたいと思っております。 
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＜意見＞ 

■  料金改定により、水道料金が安くなる対象者には、もう少しＰＲした方が良い

と思います。 

 

 

② 大口使用者等特別料金制度について 

＜意見＞ 

■  この制度の導入により、４千万円程の増収となっていますが、今後も制度利用

者の拡大に努めていただければと思います。 

 

 

③ 富士見が丘団地専用水道統合編入について 

＜質疑・応答＞ 

■  富士見が丘団地の住民の方からみて、市に移管した場合に料金値上げになる

など何かデメリットとなることはないのでしょうか。また、その辺りの説明も

きちんとしているのでしょうか。 

料金につきましては、料金体系が少し違いますので、それにより少しです 

が上がる部分もあるかと思います。しかしながら、実際には月の使用水量に 

よっても違いますので、戸々によると思います。料金表等のお知らせを自治 

会を通じて全戸配布しておりますので、そちらで比較していただいてという 

ことになります。 

今後は、災害時への対応、水量の確保や水質の管理などサービス面につい 

ても尽力してまいりますということで、ご理解いただければと思います。 

 

 

■  今後、大分市に統合編入するところは、もうないのでしょうか。 

小さい組合営のものや、自己水源を使用しているものも一部ありますが、 

ほとんどが大分市の管理となっております。水源が川の水なのか地下水なの 

かという違いはありますが、経営母体は大分市水道局が上水道として管理・ 

運営しております。 
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■  現在、大分市にある開発団地については、ほぼすべて大分市が供給している

ということなのでしょうか。大分市への統合編入は、富士見が丘団地が最後の

大きな団地となるのでしょうか。 

昭和４０年代の後半から昭和５０年代にかけて、新産都の進出企業により大

分市の人口は、爆発的に増えましたが、それに対して上水道の整備がなかなか

進まなかったということもあり、開発団地をそのまま全部引き取ると、皆さん

に水を供給できなくなるということが懸念されました。そのため、１００戸以

上の団地については、ある程度水道が供給できるまで少し待っていただいた経

緯があります。現在は、開発した団地については、概ね引き取る方向で進んで

きております。 

富士見が丘団地については、少し離れたところにあり、そこまで管路を整 

備する必要があったことと、水源の確保が取れていなかったため、引き取る 

までの間、業者において、自主的に専用水道として運用していただいていた 

というところです。 

 

 

● 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＞ 

■  収益性のところで、平成２８年度は営業費用が減少したためとありますが、

営業費用が減少したというのは、一時的なものなのか、恒常的に営業費用がス

リム化されているのか、どうのように捉えれば良いのですか 

一時的な影響が大きいと考えております。営業費用には、民間への業務委 

託費や施設の更新工事費等があり、工事については、その年によりあったり 

なかったりというのもございますので、一概には言えませんが、恒常的に続 

くようなものではないと見ております。 

 

 

■  収益性の方向性のところで、水道料金の改定により一時的な減収が見込まる

とありますが、これは一時的ではなく、かなり恒常的な感じがするのですが、

どうなのでしょうか。 

確かに恒常的になろうかと思います。しかしながら、大口使用者等特別料 
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金制度や、船舶用についても今後使用を増やしていきたいと思っております。 

それで水道水に戻ってくれば、この減収幅を縮小できるというふうに思って 

おります 

 

 

■  大分川ダムの完成に伴い、大分市の供給量は増え、他の市町村に対しても供

給できる余力ができるのではと思います。ただ、４、５年先になりますと大分

市も人口減少が想定され、使用量の減少に伴う減収も考えられると思います。

４年後もしくは８年後の経営形態、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

水道局で、今後１０年間の収入と支出の関係を推計する中で、１０年間は 

料金を上げなくても大丈夫だろうというような試算は出しております。ただ、 

これは今の試算であり、後年度で状況が変わることもあると思いますので、 

毎年見直しをしていく必要があると考えております。 

人口減少による影響は、大分市に限らず全国的な状況でございまして、国 

もひとつの事業体だけではなく、いくつかの市町村が集まる中で、水道事業 

というものを考えていきましょうという広域化の取組みを進めております。 

今後は、県が音頭を取って、いろいろな検討を加えていくことになると思い 

ます。そのような中で、今後、大分市が人口減少になり、使用量や料金収入 

が減ってきた場合に、どうするのかということも含め、検討していかなけれ 

ばいけないと思っております。 

 

 

＜意見＞ 

■  一般的な言葉の具体的な中身というところこそ、こういう場できちんと議論す

る必要があると思いますので、抽象的ではなく、どういう形で実現できるか、ど

こに限界がありそうなのかなど具体的に踏み込んだ内容を示していただくよう、

来年度以降も検討してください。 

 

■  それぞれの事業で中長期的な計画があると思いますので、それを見える化して

もらえれば、現状やこの先の変化なども理解できて、意見も言い易くなると思い

ます。 
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■  評価結果のまとめの中に、中長期的にどうなのか、事業の効果やその余地、ど

こに限界があるのかなど具体的な内容を真摯に記載していただきたい。 

 

 

○計画評価「安全」について 

＜質疑・応答＞ 

■  薬品使用量の低減化を図るとは、薬品をたくさん使うことで健康上のリスク

が大きいからということなのでしょうか。 

薬品を使っているから、水質が悪化するということではありません。ここ 

でいう薬品とは、一昨年、カビ臭を出した物質を除去するために粉末活性炭 

を入れ、原水の水質からにおい成分等を取り除くといった作業をおこないま 

したが、そういうものを含めた使用薬品のことです。 

水道局では、水源を守るといった取組みを、各関係機関と行っております。 

それにより河川水質が安定し、水道水を作るために必要のない成分が取り除か

れると、浄水場の中での使用薬品を減らすことができます。また、きめの細か

い水質管理をおこなうことで、河川の濁りなどに応じて変動する使用薬品の量

を抑えることができます。そういった取組みを今後もおこなっていくことで適

正な管理に努めてまいります。 

 

 

■  水道局のホームページですが、大人向けで何か味気ない感じがしました。小

学生に浄水場見学などで環境教育もしていると思いますが、子ども向けに、み

ずタンを使用したＰＲの方法など何かお考えでしょうか。 

ホームページは、市の広聴広報課で一括管理をしており、皆様にお知らせ 

するのに、ある程度統一的な基準がございます。水道局独自でツイッターや 

フェイスブックを活用する中で、みずタンを使用したお知らせ等をおこなっ 

ておりますので、機会がありましたら、市のホームページだけではなく、ツ 

イッターやフェイスブックもご確認していただければと思います。 
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＜意見＞ 

■  水質に異常が出たときなど、いざという時の情報発信について、いかに的確に

対応できるかということが水道への信頼に直結するような気がします。そのあた

りも重要になると思いますので、今後とも一層充実していただきたい。 

 

■  広報体制について、どういう形で誰にどう効果的に発信するのかというのを、

具体的に考えていく必要があると思います。平時の情報発信、何かあった時の情

報発信、誰に対する発信というように、具体的な中身を詰める形で発信の仕方を

精緻に考えていただきたい 

 

 

○計画評価 「強靭」について 

＜質疑・応答＞ 

■  強靭化ということで、水道管等の材質もかなり改善は進んでいるかと思いま

すが、どういったものを使用しているのでしょうか。 

現在、管、配水管で主に使用しているのが、地震にも強いダクタイル鋳鉄 

管です。それからビニール系の管では、耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用 

しております。その他、ポリエチレン管では、ＥＦＰＥと言われる配水用ポ 

リエチレン管や高密度のポリエチレン管なども使用しております。さらに強 

度を上げるため、橋梁の添架で橋の添架部といったところにはＳＰ管という 

鋼管を使用しております。 

 

 

■  大分市で、災害等があった時の想定をして、復旧までの取組みなどを事前に

市民に知らせることなども必要なのではないかと思いますが、その辺りはどう

なっているのでしょうか。 

災害時のあらゆることを想定し、体制マニュアルを作成する中で、実際の 

訓練等も実施しています。例えば、どういう災害が起きた時にどう対応すれ 

ば良いかなどを想定して、災害対策本部を立ち上げ、そこから指令を出すと 

いうような訓練をしております。また、今年は大分市で色々な災害が起きた 

と仮定し、九州各県内の他都市から給水車が駆けつけるなどの給水訓練や管 

の復旧訓練なども実施しています。その他にも大分県内だけの色々な指示訓 
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練なども実施しており、来年度には全国訓練の実施も予定されています。こ 

のような中、広報の部分について、充実していないという面もありますので、 

今後は、広報を充実させることで、皆様に安心を届けられればと思っており 

ます。 

 

 

■  昨年の北部豪雨のように、台風の関係で大分市が大きな被害に見舞われてい

たということも十分考えられると思います。地震に対しての対応は、色々考え

ていると思うのですが、台風など他の災害については、大丈夫なのでしょうか。 

昨年、７月の北部豪雨では日田市などが被害にあい、９月の台風１８号で 

は、県南を中心に甚大な被害が発生しました。津久見市の場合は、浄水場が 

冠水し、水が作れないという致命的なダメージを受けました。それらについ 

て大分市の場合に当てはめてみますと、大分川、大野川等から取水をしてお 

りますので、原水の濁度が上がれば、一応止めるということにしております。 

その場合、三芳配水池などの大きな配水池には数日間水をストックすること 

ができ、水を供給できるような対策は取っております。一番心配なのは、浄 

水場が使えなくなることですが、横尾浄水場のように、高台にありますので、 

そこが冠水することはほとんどないといったところから、現時点ではそのよ 

うな危険性は非常に低いと考えております。また、今後の施設整備について 

は、各浄水場間の水のやり取りなどを考えたうえで、施設の充実を図ってい 

く予定でございます。 

 

 

＜意見＞ 

■  大分市では、地震以外にも台風による水害等も十分考えられるので、「ありう

る災害」というものをもう少し幅を広げて想定し、対応などを検討していただき

たい。 
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○計画評価 「持続」について 

＜質疑・応答＞ 

■  企業債残高について、どれくらいの残高が妥当であるか世代間の公平性等を

勘案し検討する必要があると記載していますが、今 244 億円程の残高があると

思います。現段階で良いので、いつまでに、どのくらいまで減らすのか計画や

何かお考えがありますか。 

企業債残高については、将来的には１００億円くらいには落としたいと考 

えております。ただ、今後、えのくま浄水場と横尾浄水場それぞれの更新が 

始まり、その際は、浄水場をひとつ造るのに１００～２００億円というお金 

がかりますので、自前の資金ではできません。ですから企業債の借入れもか 

なり大きくなるという想定をしております。例えば、民間の資金を使って造 

っていただいて、２０年間で水道局がお金を払いながら将来的には自分の資 

産にするというＰＦＩ方式など、企業債の借入以外にも色々な方法がありま 

すので、そういったことも含め、公平性の問題等を考慮しながらいくらまで 

下げるかという検討をしなければと考えております。 

 

 

■  上下水道の組織統合で、統合後にだんだん交わっていい形になるという今後

の見通しもあると思うのですが、最終的にはこういう形になるみたいなイメー

ジがあれば、今の段階で答えられる部分で結構ですので、お聞かせ願いたい。 

組織の改正といたしまして、総務、経営、営業部門につきましては、基本 

的には一体化をしていく中でそれぞれ効率化を図っていきたい。建設部門、 

施設の維持管理部門については、今のところそのまま水道は水道の、下水道 

は下水道のということで、混乱が一番少ない形でまず統合していきます。そ 

の後、今言われているように融合する中で、その他の組織というのは考えて 

いきたいと思っております。 

 

 

■  今後は料金改定の影響・効果について検証していき、４年間隔を目安に必要

に応じて改定を行えるように体制を整えておく必要があると記載しています

が、改定を行えるように体制を整えておくというのは具体的にどんな想定をさ

れているのですか。 

毎年収入と支出を見る中で、今の料金が適正な料金なのかという検証をお 

こなっていきたいと考えております。その検証の結果を経営評価委員会の皆 
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様方等にお知らせする中で、料金改定の時期などご意見をいただくような体 

制を取っていければと考えております。 

 

 

＜意見＞ 

■  これから大分市の人口が少なくなっていく状況で、水道料金の収入そのものの

増加が見込めなくなる中、料金改定により値下げをしたということは「持続」に

とっては逆行するようなことであったと思うのですが、中長期的な財政も含めて

もう少し、財政をどうするのかというようなことも方向性に盛り込むべきではな

いかと思います。 

 

■  計画評価結果のまとめを見たときに、安全、強靭に比べて持続については、「拡

充」が多く目を引く状態ですので、ここの部分は、従来以上に発展させていくな

ど、少し説明があったほうがわかりやすいと感じました。 

 

■  上下水道の組織統合については、スタート時期に市民の方や職員にも、混乱が

無いように十分な体制を取っていただきたい。その後、一緒にする部分は一緒に

してスリム化できると良いと思います。 

 

■  組織をいかに効率的に運営できるかというところが、この４月からの滑り出し

にかかっていると言っても過言ではないと思います。 

 

■  経営の持続性に関しての方向性の部分は、非常に重要な部分だと思いますの

で、「努めてまいります」というだけではなく、もう少しどのように持続性を保

っていくのかということを、責任を持って記載していただきたい。 
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○全体について 

＜質疑・応答＞ 

■  安全な水を市民に供給するためのセキュリティー関係などの方策は、どのよ

うになっておりますか。 

セキュリティー関係で言いますと、主要配水池等の侵入者対策として、施 

錠および警報、場所によってはカメラを設置しております。浄水場では 24時 

間監視しておりますので、警報があればすぐ職員が出動する体制になってお 

ります。それから小さい浄水場等は、クラウド通信という形で運転の情報が 

全部見られるようになっており、こちらも異常があれば、各警報があがって 

くるようになっておりますので同じように対応しております。また、組織の 

機構として緊急の連絡体制を取っておりますので、セキュリティーとしては、 

順次強化している状況です。 

 

 

＜意見＞ 

■  この経営診断書を作成するのは、とても大変だったと思います。ですから、こ

れを是非組織に活かしていただきたいと思います。 

 

■  大分市では、今回の大寒波の際に、あまり水道管の破裂等がなかったというお

話を伺ったんですが、個人的にはテレビなどで水道管の凍結防止等の情報が報道

されており、それも効果があった要因ではないかと思いました。これから 31 年

度に大分川ダムが完成し、マスコミと接する機会もあるかと思いますので、密に

連携を取っていただいて、今回のようにマスコミに取り上げていただけると、本

当に安心・安全な水が市民としていただけるのではないかと思いましたので、そ

の辺もお願いいたします。 

 


