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平成３０年度 第１回上下水道事業運営審議会 会議録（要旨）

Ⅰ 日 時 平成 30年 6月 6日(水) 午後 1時 30 分～午後 2 時 15 分

Ⅱ 場 所 合志市役所合志庁舎 ２階庁議室

Ⅲ 出 席 委 員 上田欣也会長、敏輝副会長、坂本早苗委員、鎌田典子委員、

鹿歸瀬一俊委員、緒方博詞委員、高來正人委員、江藤光委員、

園田重美委員、山本ゆみよ委員、後藤小百合委員

Ⅳ 欠 席 委 員 野口チカ子委員

Ⅴ 事 務 局 井村水道局長(都市建設部長)、坂本上下水道課長、合志下水道班長、

泉田水道班長、坂田主幹、吉山主幹

Ⅵ 会議次第

１ 開会

２ 局長あいさつ

３ 会長あいさつ

４ 職員紹介

５ 議事録署名の指名（※名簿順で指名）

６ 議題

(1) 平成 30 年度主要事業年間スケジュールについて

(2) 下水道料金改定に向けたスケジュール(案)について

(3) 事務連絡

(4) その他

７ 閉会
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Ⅶ 議事録

発言者及び

答弁者
内 容

事務局 只今より平成 30 年度第 1 回上下水道事業運営審議会を始めさせていただ

きます。

(全員挨拶)

本日は野口委員がご欠席ということでご連絡をいただいております。今

回、委員の過半数の出席がございますので、合志市上下水道事業運営審議会

条例第 5条 2項に基づき開会いたします。

(資料の確認)

お手元の会議次第に沿って進めさていただきます。まずは局長から挨拶を

お願いします。

水道局長 皆さん、改めましてこんにちは。水道局は、今年の 4月 1日から機構改革

により管理工務班・庶務料金班を水道班と下水道班に改め、2つの班で新た

にスタートしております。理由としましては、水道は飲み水、下水道は下水

を処理するものということで、一緒に工事等をしていた事業を明確にするた

めに機構改革を実施したものです。

水道・下水道というものは、熊本地震の時にも改めて感じられたと思いま

すが、市民生活の大事なインフラであると思っております。それをこれから

２班体制で頑張って守っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

そういった中、本日は平成 30 年度の主要事業スケジュール案と本年度の

重要案件であります下水道料金の改定に向けてのスケジュールの説明をさ

せていただくところですが、これが前回の３月の諮問の時には、早い時期に

確定していただきたいといったお話をさせていただいておりましたが、来年

には消費税改定が予定されていることを踏まえると、改めてスケジュールを

皆様で審議いただきたいと思いますので、後ほど事務局より説明させますの

で、十分なご審議の程よろしくお願いいたします。

事務局 それでは続きまして会長よりご挨拶をお願いします。

会長 皆さんこんにちは。梅雨に入りまして、雨も降りはじめ、皆さんお足元が

悪い中にお集まりいただいてありがとうございます。

会が始まる前に、今日おそらくお茶が用意してあるだろうと思っておりま

した。しかし、下水道料金の値上げを考えなければいけないのに、無駄とは

言いませんが、お茶を毎回用意してもらうのも心苦しいと思いますので、個

人的な考えですが、皆さんよろしければ、自分で用意するなりした方がいい

のかなと思ったところです。事務局も考えていただければと思います。

局長からも話があったように、来年消費税の値上げ等があり下水道料金に

は消費税がかかってきますので、そこをどうするかを含めある程度余裕を持

ち、十分議論を交わしながら話を進めていければと思っているところです。

改めて、資料等を見てみると、どうしても値上げは避けられない状況かと

思いはありますが、市民の皆さんはこれからいろいろな形でこれから負担が

増えていきますので、理解を得られるような形でいろいろ皆さんのお考えを

聞かせていただいて話を進めていくことができればと思っております。

本日はよろしくお願いします。

事務局 ありがとうございます。続きまして、今回の 4月の人事異動に伴いまして、

水道局の職員に異動があっております。本日出席しております課長以下 5名

の自己紹介をさせていただきます。

事務局

(上下水道課長)

皆さんこんにちは。本年度から上下水道課長職を拝命しました坂本と申し

ます。よろしくお願いいたします。委員の皆様方には、昨年に続き大事な案
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件を今年も数回に分けご審議いただくことになると思いますが、我々も勉強

して頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

事務局

(下水道班長)

皆さんこんにちは。下水道班の班長をします合志です。よろしくお願いし

ます。私は平成 10年に、まだ 20 代後半でしたが下水道の担当をしておりま

した。当時はまだ 20 代後半ということで、景気も良かったというか、作れ

作れとかなり投資をしていた時期で、こういった老朽化や値上げという時代

が来るとは、20 年前は全く思わなかったところです。改めてこの歳になっ

て 20 年経つと施設も古くなっており、当時は汲み取りが多い中、つないで

くださいと頭を下げて下水道につないでもらっておりましたが、今は水洗化

が当たり前になり、だいぶ時代が変わり責任の重さも感じています。

今後、精一杯皆様へご審議いただく資料等を作っていきたいと思いますの

でよろしくお願いします。

事務局

(水道班長)

こんにちは。本日の司会を務めさせていただきます、4月から水道班長に

なりました泉田と申します。私は昨年までは 4 年間環境衛生課におりまし

た。まだ分からないことが多いですけれどもどうぞよろしくお願いします。

事務局

(下水道主幹)

こんにちは。下水道班の坂田と申します。4年目になりました。これから

いろいろご審議いただくかと思いますがよろしくお願いいたします。

事務局

(水道主幹)

こんにちは。4月の人事異動で水道局上下水道課水道班に配属されました

吉山と申します。異動前は高齢者支援課におりました。本日はよろしくお願

いいたします。

事務局 それでは続きまして、議事録署名人の指名に移りたいと思います。当審議

会では、会議の議事録を事務局で作成しまして、市のホームページに公開し

ております。議事録の作製の後に会長・副会長以外の委員の方からお一人議

事録にご署名をいただいております。

今回は名簿番号の 5番の鹿歸瀬委員にお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。

それでは審議に移りたいと思います。ここからは会長に議事進行をお願い

します。よろしくお願いします。

会長 はい。では早速議題に入りたいと思います。はじめに、平成 30 年度主要

事業年間スケジュールについて説明をお願いしたいと思います。

事務局 はい。平成 30 年度主要事業年間スケジュールということで、水道局の水

道班・下水道班に共通する経営事務のスケジュールを説明します。

まず 1 ページをお開きください。A3 の横長になります。この表の 1 番上

になりますが、ここにつきましては継続審議をいただいている料金改定に伴

うスケジュールになります。これは後ほど担当から説明させていただきま

す。2番目の監査関係ですが、これは 6月末から企業会計の決算監査が 7～8

月、定期監査が 10 月から 1 月にかけて行われます。毎月第 3 週くらいにな

りますが、例月の出納検査と書類検査も行われますので対応しております。

続きまして、その下の補助金交付事務ですが、4月くらいに申請し、内示

があっている分の早期着工の手続きを行っている状態でございます。この事

務につきましても申請から完了までの事務を年間通して行っていきます。

その下の起債・市債管理事務ですが、これは財務局等のヒアリングを受け

る等、年間を通じて事務を行っていきます。

その下の日本水道協会等と日本下水道協会、熊本北部流域下水道関係につ

きましては、各協議会の総会や幹事会を記載しております。この日程で開か

れますので出席する予定としております。

一番下になりますが、お客様センターとの業務です。毎月の繰り返しでは

ございますが、月初めにセンターと会議を行っております。その中の毎月の

事務としては、納付書の発送、督促状の発送、滞納整理等を随時行っており
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ます。2ヶ月に 1回程度量水器の交換を行っております。このような形でセ

ンターに委託している業務になります。

以上、水道・下水道の共通の経営事務の説明を終わります。

事務局 それではまず水道班から説明します。

今年度の水道工事及び委託について説明します。資料では 2ページと 3ペ

ージ目をご覧ください。スケジュール表と地図がついております。

工事が 18本、委託が 3本、計 21 本の予定となっております。そのうち主

な内容としましては、木原野配水池関連の工事になります。予算ベースで行

きますと全工事費の 8割以上を占めております。昨年からの継続事業という

ことで 5本の工事につきましては現在進行中でございます。木原野関連事業

全て完了するのは来年度の予定となっております。

次にその他の工事・委託について進捗状況を説明いたします。まず上から

4番目、中園屋敷線配水管敷設工事につきましては、先月入札が行われて業

者が決定しているという段階です。

続きまして下から 3番目、笹原第 2水源地施設改修工事ということで、こ

ちらは道路拡幅に伴う流量計及びフェンスの移設という内容になっており

ます。

続きまして、その下、群配水池配水ポンプ調節計取替工事につきましても

現在進行中です。7月の頭くらいには終わるという予定になっております。

最後に漏水調査業務委託というのがございます。こちらについても先月末

の入札で業者が決定しているという段階でございます。年度を通じた委託業

務ということになっております。水道班からは以上です。

事務局 それでは続きまして下水道班から説明します。資料は 4ページと地図が 5

ページになります。

当初の予定より補助工事が若干減っておりますので、工事数的にはかなり

少なくなっております。

まず、1番目に村下マンホールポンプ場の交換ということで、補助事業の

工事になりますが、地区は後川辺のポンプの老朽化に伴う交換になります。

次に、江良田島線舗装復旧工事になっております。こちらは、下水道の掘

削した堀山が下がっているということで復旧する予定となっておりますが、

若干、熊本地震の影響で管の閉塞が見られるということだったので、調査を

した後に舗装をするところです。スケジュールについては若干動く可能性が

ある予定です。

その次が塩浸川浄化センターの OD 漕という 3 つの池で処理をしています

が、それを 4つに増設するということでその実施設計を行います。

その次、去年からの継続事業になりますが、同じく塩浸川浄化センターの

水処理・電気設備の工事を行います。水処理については、処理水を再利用す

るための機械が老朽化しておりますのでその更新、電気設備についても発電

機等が老朽化しておりますのでその更新というもので今年度いっぱい行い

ます。

その次が村廻汚水中継ポンプ場増設実施設計ということで、場所は平島の

塩浸川沿いのポンプ場になります。こちらもセミコンテクノパーク関係で流

量が増えておりますので、池を 4つに増やすのと同様にポンプの能力を上げ

て通すといった工事になります。今年度は設計、来年度補助を受けてポンプ

の新設をする予定になります。

その下は委託になりますが、今回料金改定に向けて議論をしていただきま

すが、下水道経営戦略策定というものを 1年かけて行います。こちらは、委

託業務としてコンサルタントが先日決定しておりますが、それに付随する形

の下水道処理施設のストックマネジメントという今後の長寿命化を含めた

更新の基本計画と同じように下水道の管渠とポンプ場の長寿命化または更
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新の計画を行います。今年度は基本計画としておりますので、詳細計画は来

年補助を受けられれば引き続き行うことになります。

あとは、維持管理を主に記載しておりますが、下水道の塩浸川浄化センタ

ーと農業集落排水施設の蘇水苑、清流館の計 3ヵ所の汚水処理施設、汚水中

継ポンプ場とマンホールポンプ場が計 66 か所ありますので、その維持管理

を年間通じて業者委託しております。

また、下水道班は雨水の調整池を持っておりまして、菊南斎場下の調整池

の管理をしております。今回は除草委託を行う予定ですが、大雨の時には流

量調整等も行っております。

下水道班からの事業説明は以上になります。

会長 何かお尋ねになりたいことがありましたら挙手の上お願いします。

委員 (特になし)

会長 よろしいでしょうか。また何かお尋ねになりたいことがその都度お願いし

ます。では続きまして、下水道料金改定に向けたスケジュール案について説

明をお願いします。

事務局 それでは説明させていただきます。資料は 6ページをお開きください。

当初、3月の運営審議会の時に 4月 1日の料金改定案の提示があったと思

います。表でいいますと、上の方が 4月 1日に改定する場合の案でございま

した。この場合、運営審議会では遅くとも 9月くらいには答申をいただいて、

市議会へも同時に説明しながら 12 月の条例改正を経て 4 月 1 日の料金改定

というスケジュールを当初予定しておりましたが、そうなると 4月 1日に料

金を改定した後、さらに消費税改正が 10 月 1 日に控えておりますので、続

けて 1年に 2回の料金改定が発生するというのもございます。また、議論を

していただくにはかなり窮屈なスケジュールになっておりましたので、もう

少し 1年かけて議論した方が良いのではないかという意見もあり、変更案と

して下段のスケジュールを考えております。

下段の一番上に経営戦略策定をコンサルタントに委託しており、こちらは

料金改定の基礎となる約 13 年間を目途とする長期計画を策定するもので

す。こちらに分析資料あたりも協力してもらいながら資料を作り、料金改定

の情報をお出ししたいと思っております。

その下にストックマネジメントというものがございまして、処理施設や管

路施設、ポンプ場等の細かな老朽化をチェックしたうえでその費用を算出

し、実際合志市にどの程度の費用がかかるかを同時並行で進めていきます。

こちらは 1年かけて基本計画を行いまして、詳細な計画は来年度以降にな

りますので、正確な数値の反映はできませんが、大まかな数値的なものを反

映させて経営戦略に活かしたいと思っております。

運営審議会ですが、今年は年 6回を予算上予定しておりまして、今回 1回

目として料金改定のスケジュールを提示させていただいております。次に 2

回目を 9 月頃実施させていただいて、平成 29 年度決算の状況及び第 1 回目

の分析の提示をさせていただきたいと思っております。それから 11 月に第

3回目の会議をさせていただき、さらに議論を深めたいと思っております。

次に 1月になりますと、大まかな案を提示することができると思います。そ

の次の 5回目の 2月には答申という形に持っていければと思っております。

第 6回目は任期満了の月となっておりますので、答申を出していただけたら

と思っております。

今回の料金改定につきましては条例事項となっておりますので、市議会に

も同時に説明する必要があると考えております。そのため、11 月くらいに

は審議会の協議結果や資料の提示等の説明を行い、1月に第 2回目の説明、

3月に運営審議会の答申の結果若しくはその方向性ができたらと思っており

ます。
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市議会は 4月に選挙が予定されております。条例改正は次の 1回目の召集

の際に改定をお願いできたらと考えております。

料金改定については市民への周知が前提となりますので、今回、運営審議

会で議論が始まっているというお知らせを 10 月くらいに行い、また、2 月

くらいにその話し合いの状況若しくは下水道の置かれた状況あたりを市民

にまず説明したうえで、条例改正へ本格的に向いた後、実際の料金改定の案

を提示していくことになると思います。

3月に運営審議会の答申をいただくことになった場合に、広報誌に掲載す

るのが 2か月後になりますので、答申の結果を掲載するのは 5月の広報にな

るかと思います。

6 月に条例改正で料金改定の議決をもし得たならば、7 月以降 3 か月かけ

て周知を行い、10 月 1 日の消費税増税に併せて料金も改定するといった流

れでいけたらと思っております。

よろしければこちらの 10 月 1 日の料金改定スケジュール案でいけたらと

思っております。ご審議の程よろしくお願いします。

会長 説明が終わりましたけれども、今の改定スケジュール案についてご意見や

確認したいこと等がある方は挙手のうえお願いしたいと思います。

副会長 事務局からは、消費税に合わせた改定を考えているという説明ですが、半

年くらい 4 月と 10 月とではタイムラグがあることになります。半年間程度

料金値上げがないことになりますから経営圧迫の要因になると思われます。

半年遅らせても、条例改正やいろいろな事務手続きの効率化を考えた場合に

は、消費税改正に絡ませての料金改定が良いということでしょうが、半年遅

らせたことで極端に言うと基本料金が上がるとか使用料が上がるといった

ことなないのでしょうか。

事務局 確かに料金改定を遅らせれば遅らせる程、市民への反映があることは事実

ではございますが、今回改定案をお出ししている状態ではございませんが、

概算の概算で言いますと、熊本市よりも地方に位置し近接する菊池市や山鹿

市などと比較しても、一般家庭の水量で 1000 円くらいの差があります。そ

の解消が適正な運営をするためのまず第 1段階とすれば、その後に老朽化の

更新費用も実際にはかかってくるので、そういったものをお示しして、一気

にではなく何段階か踏まなければならないのかなと感じております。

今回 10月 1日の改定を議論していただくのですが、その先といいますか、

さらに 3年を目途に改定するというのも実際 3年でいいのか、6年後はどう

なのか、そういったものも含めて議論していただく必要もあると思っており

ますので、その遅らせた半年分がすごく料金にのしかかってくるという程の

影響はないかと思っているところです。

議論が深まって、市民になるべく周知ができるほうが良いと考えた次第で

す。

会長 いかがですか。

副会長 いいです。

委員 先ほど経営戦略策定の委託やストックマネジメント策定業務の委託など

があるようですが、具体的にどういう内容のものなのか。言ってみれば料金

改定のことと絡んでくるのであれば、先に業務委託があって一定程度の方向

性が示された後に料金改定の話がある方が私たちも検討し易かったのかな

と思ったものですから。業務委託は具体的にどういう内容のものになるの

か、それと料金改定がどう絡んでくるのかを説明していただけたらと思いま

す。

事務局 今回経営戦略の策定委託につきましては、料金改定とたまたま議論が重な

っておりますが、総務省から下水道事業の運営が圧迫しているのは全国どこ
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も同じような状態でして、3年以内に策定をお願いしますという通達が実は

3年前に来ていました。それの交付税措置といいますか国の補助が受けられ

るのが平成 30 年度までとなっておりましたので、せっかくなら補助が受け

られる間に策定に着手した方が良いのではないかという話になり、今回料金

改定と重なっておりますが策定を行うところです。

本来であれば料金改定の前にこういった策定があれば、議論はし易かった

と思うのですが、なるべく早めに情報をお出しして、料金改定と一致する訳

ではないですが、コンサルタントあたりにも情報を出させて分かりやすい説

明資料ができたらと思っております。

また、経営戦略の策定というのは全国の市町村が作ることを命じられてい

るものになりますので、ホームページ等を見られるといくつかの市町村は戦

略を公表しているところもあります。

次の管路・施設のストックマネジメント策定業務というのは、これも国の

指導による補助事業になりまして、5年程前に下水道施設の老朽化を加味し

た長寿命化計画をたてなさいということがあり策定しましたが、その期間が

5年間ということもあり今度切れる訳です。それの継続版といいますか、こ

れも国からの指導があり料金改定とたまたま重なっておりますが、補助事業

として事業を実施していくためにはこれを作っていないともらえないとい

うような計画になります。

せっかく料金改定の議論をするわけですので、こういった情報も間に入れ

ていけたらと思っております。

会長 よろしいでしょうか。今の説明等をお聞きになって何か質問やご意見があ

りましたらお願いします。

委員 （特になし）

会長 私から一つよろしいでしょうか。この変更案の 10 月に市民への周知とい

うことで料金改定のお知らせを出すようにしているとのことですが、どうい

う形、文面なりなんなりを、第 2回目の検討会に間に合うかどうかはあれで

すけど、ちょっと 1回示していただいて、例えば詳しくとか絵があったりと

かを私たちの方から意見を出したりとかできればどうかと思うのですが如

何ですか。

事務局 第 2回目に間に合うような動きをとっていきたいと思います。その中でい

ろいろ添削などしていただければと思います。

会長 ありがとうございます。他には何かご意見等ございませんか。

委員 （特になし）

会長 よろしいですか。大筋ですので 9月の第 2回目はこの予定でいくとは思い

ますけれども、それ以降はいろんな状況で若干ずれたりすることが出てくる

かもしれないですね。

これは採決というか、一応承認をもらわないといけないのですかね。

事務局 そうですね。当初の窮屈なスケジュールをもう少し熟度ある形として我々

も考えていかなくてはいけないということから、下のスケジュール案で行か

せていただければとご了解をいただければと思います。

副会長 ちょっとすいません。来年、消費税の 10%改定が経済状況や政治状況で先

送り可能性がありますね。それでも 10 月 1 日には料金改定をしたいという

ことでよろしいですか。確認しておきます。

事務局 そのように考えております。

副会長 はい。すいません。

会長 そうですね。消費税は別にしても下水道料金の基本的なことはこれからの

審議ではありますけれども、皆さんも資料等ですねご覧になっているところ

だと思います。
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では、この変更案で一応進めるということで・・・

委員 これは、料金を上げるということを前提にした話なので、そのことを審議

する会だから、スケジュールを考えるのは執行部側の問題であって、それを

今私たちが承認するしないとか採決するのは違うじゃないかなと思います。

スケジュールについて、行政の方からこうしたいということであればそれは

それでいいと思いますけれども、それを私たちが了承するというのは、今の

段階で料金改定を認めますという話になってしまうと思うから、ちょっとそ

こは考える必要があるのではないかなと思います。

水道局長 スケジュール案のことになります。

副会長 反対しても構わないですよ。来年の 10 月のスケジュール案に賛成するか

どうかであって上げる上げないのことではないですよ。

委員 スケジュールは行政が考えることだから、こういうふうにやりたいという

ことであれば、それでやってもらえば、別に賛成・反対するようなことでは

ないのではないかと思います。

水道局長 このスケジュール案でやらせていただきますということです。

委員 それでいいのですね。

会長 要するに前回示したスケジュール案と変更になったので、その説明を今日

いただいたということです。私たちも委員ですので、こういう年間スケジュ

ールで会議が招集されて、説明を受けて議論するということで了解したいと

思います。

続きまして、事務連絡としまして何かございますか。

事務局 事務局から次回の当審議会の開催予定日を決めていただきたいと思いま

す。9 月を予定しておりますが、確認しましたところ市議会が 8 月 27 日か

ら 9月 21 まで開催予定とのことでしたので、よければ 9月 25 日の週をお願

いしたいと思います。都合が悪い曜日等がございましたらここで出していた

ければと思います。

委員 まだ予定も決まっていないし分からない。候補日を決めてもらって構わな

いのではないでしょうか。

会長 一応 9月 25 日の週ということで、あとは上下水道課の都合もありますし。

事務局 それでは 9 月 25 日の火曜日ということで仮の予定を組ませていただきま

す。また予め開催通知をお送りしますのでよろしくお願いします。

会長 少し先になりますけれども 9 月 25 日の午後の予定ということで、一応ス

ケジュールに組んでいただければと思います。

その他何かありますか。

委員 ちょっといいですか。開催通知文で出席できない方は連絡してくださいと

書いてありますが、わざわざ市からまた連絡がありました。出席するから連

絡していないのであって、出席できない方は必ず連絡されると思いますの

で、その必要はないと思いますが。

事務局 申し訳ございません。今回、私の方から通知を差し上げた後に電話でもう

一度確認をさせていただいた次第です。次回からは通知にご欠席の連絡をお

願いしますと記載しておりますので通知の方でお願いしたいと思います。

会長 他に何かございませんか。よろしいですか。

では、これで本日の平成 30 年度第 1 回上下水道事業運営審議会をここで

閉じたいと思います。どうも皆さんお疲れさまでした。

（終了）


