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（午前９時５８分 開会） 

○水谷毅委員長 おはようございます。 

 ただいまから文教上下水道常任委員会

を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は嶋野委員

を指命します。 

 先日に引き続き、認定第５号の審査を行

います。 

 質疑に入ります。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 おはようございます。 

 摂津市公共下水道事業特別会計、平成２

８年度決算について、幾つか質問させてい

ただきます。 

 昨日からも、いろいろと質疑応答がされ

ていて、平成２９年度から公営企業会計の

ほうへ、公営企業法を適用する会計へかわ

っていくということで、３月３１日の打ち

切り決算という、特別な決算だというよう

なことでありました。重複するような質問

になるかもしれませんが、よろしくお願い

します。 

 それでは、最初に歳入の部分で一般会計

の繰入金、一般会計の繰り出しのほうでも

聞けばよかったんですが、特別会計の一般

会計繰入金です。前年と比べますと、４億

４，０００万円増加しております。打ち切

り決算等の影響もあるのかと思いますけ

れども、下水道の企業会計のもとで、この

一般会計繰り入れについて、どんなような

目的等があるのかを含めて、４億４，４０

０万円の増加の件についてお聞かせくだ

さい。 

 それから、２点目、国庫負担金にありま

す社会資本整備総合交付金についてであ

ります。前年比１，９５０万円減少してお

ります。その理由と、それから、この社会

資本整備総合交付金について、教えていた

だけたらと思います。 

 この交付金を受ける際には、社会資本整

備総合計画というものを出して、目標に向

けての取り組みが行われると、それに対す

る交付金だというような認識であるんで

すけども、これまでの経過も含めて、もう

少し詳しく教えていただけたらと思いま

す。 

 ３点目が安威川流域下水道との関係で、

維持管理負担金として６億２，２１５万３，

９９１円、それから、建設負担金ですね、

安威川流域下水道建設負担金２，６５６万

５，９７３円となっております。この安威

川流域下水道への負担金について、少しお

聞かせをいただきたいと、どういうような

仕組みになっているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 ４点目であります。これは、この間、こ

の１０月議会にも提出されましたけれど

も、上下水道料金の引き下げを求める請願

が、この議会に提出をされているところで

あります。市民の方々からも、上下水道料

金が非常に高いというような声をお聞き

しております。下水道事業特別会計でござ

いますので、下水道の使用料金について、

北摂７市の中で摂津市の使用料が、どんな

位置にあるのか、どのような認識に立って

おられるのかについて、お聞かせいただき

たいと思います。 

 以上４点です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 江草下水道事業課長。 

○江草下水道事業課長 私のほうからは、

社会資本整備総合交付金と安威川流域下

水道負担金についての、ご答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、社会資本整備総合交付金につきま

して、減になった理由につきましては、工
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事量の関係ということでございます。 

 まず、社会資本整備総合交付金について

でございますけど、この社会資本整備総合

交付金につきましては、国庫補助金、一つ

の目的のために国の補助金がついていた

というのが見直されまして、総合的に国の

補助金を使って、大きな効果を出そうとい

う目的でつくられた制度でございます。 

 摂津市の場合、下水道につきましては、

二つの計画を立てておりまして、まず、汚

水、公共下水道に関しての計画と、あと雨

水に関する防災安全に関する二本立ての

計画になっております。 

 この計画を立てた中で、その目的を果た

すという形で交付金の要求をし、その整備

を進めておるところでございます。 

 続きまして、安威川流域下水道維持管理

負担金及び安威川流域下水道建設負担金

についてでございますが、安威川流域下水

道の範囲で関連しております吹田市、茨木

市、高槻市、箕面市におきまして、まず、

維持管理負担金についてでございますけ

ど、それぞれの計画のされておる、どの範

囲の水をとるか、実際に供用開始されてい

るうち、各市が、どれだけの量を流してお

るか、そのような割合に応じて、それぞれ

の施設に関して、負担割合をかけておりま

して、その年間にかかった分を合算し、各

市が負担するというような形で負担金額

が決まっております。 

 安威川流域下水道建設負担金につきま

しても、同じように、どれだけの範囲の水

が、そこを通っているかという面積比に応

じて、施設ごとに、どこを改修したか、ど

こを建設したという負担割合を決めて、そ

の施設ごとに積み上げた形で分担して各

市が負担するという形で負担金額が決定

されておるという状況でございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 末永上下水道部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からご

質問いただきました繰出金、どのような目

的でというお話でございますが、平成２７

年度でございますが、決算額が１９億１，

０００万円で、委員がおっしゃるとおり平

成２８年度では４億４，０００万円増加の

２３億５，０００万円でございます。 

 この分につきまして、従前、打ち切り決

算と申しますか、企業会計化する際の打ち

切り決算がございました。 

 昨年度に至りましては、一般会計繰出金、

一般会計を、直接受け取っていたというよ

うな状況、平成２９年度の法適化によって、

下水道事業が市の会計から独立した運営

を行うと。その関係でございまして、支払

い事務、資金管理についても独自で、これ

から行っていかないといけないという段

階になってまいりました。そのため年間の

資金収支、特段、平成２８年度打ち切り決

算後の平成２９年初頭の４月の支払いに

おいて、資金不足、下水道会計の切り離し

が終わっていますので、資金不足、俗に言

う資金ショートでございますよね。資金シ

ョートが発生しないように、一般会計から

繰り出していただいたという内容でござ

います。 

 それと４点目にお話ありました下水道

料金についてでございます。下水道料金、

摂津市の場合、月２０立方メートル使用し

た場合２，２５７円、他の北摂地域を調べ

ますと、一番安いのは池田市ですね、１，

３２８円、高槻市では１，９２９円、北摂

地域では、かなり高い位置にあるのかなと

いうところでございますが、より広く見ま

すと、大阪府下の平均は２，１６５円、全

国でいきますと２，２０９円と、全国レベ



- 4 - 

 

ル、大阪府下レベルでは高い位置ではなく、

真ん中ぐらいの位置ではないのかなとい

うような認識でおります。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 一般会計の繰り入れにつ

いてです。４億４，０００万円の増加につ

いては、出納整理期間の収入分が入ってこ

ないという部分で、その部分の、不足部分

を補っているというようなことだという

こと認識いたしました。 

 全般にわたる話になってくるのかもし

れないんですけども、公共下水道会計に対

する一般会計繰入金については、この間、

平成２５年度ぐらいから平成２７年度ま

では、少しずつ下がって、平成２６年度、

平成２７年度では２億４，６００万円ほど

一般会計繰り入れが減っているんです。 

 平成２６年度から平成２７年度に向け

て２億４，６００万円、平成２５年度から

平成２６年度で１，４００万円と、平成２

５年度ぐらいからしか見ていないんです

けども、少し減ってきている中で、今回、

そういった特別な事情があって、ふえてい

るということでありますが、公共下水道に

対する一般会計の繰り入れというのは、今

回は特別ですけれども、一般的にいうと、

どういったことが目的になっているのか。 

公営企業法を適用することによって、平成

２９年度の公共下水道事業特別会計を見

てみますと、一般会計の繰り入れという項

目ではなくて、一般会計、他会計負担金で

あるとか、他会計補助金というような形で、

収益的収支と資本的収支に分けて分配さ

れて、計上されておりまして、総額で見る

と２０億円ぐらい計上されているという

ことでありますけども、平成２９年度につ

いての、予算審議でもされているかと思い

ます。 

 その辺の一般会計の繰り入れ、一般会計

からの負担金という意味合いを、どういう

ように捉えたらいいのか。お考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、社会資本整備総合交付金につ

いてであります。ご説明いただいたように、

社会資本を総合的に整備していく上で、国

からの交付金を受けると、そのためにはち

ゃんした計画を出さないといけないと、公

共下水道に当たっては、汚水の計画と雨水、

防災安全という観点からということだと

いうようにご説明をいただいたんですけ

ども、その社会資本整備総合計画を摂津市

のホームページにも、ちゃんと公表されて

いましたので、打ち出して見たんですね。 

 汚水のほうについては、下水道の処理面

積比率を平成２７年から平成３１年に向

けて５か年の計画として立てられている

ということで、その処理面積が、きのう人

口での普及率で９０％云々というお話が

あったかと思うんですけどね。面積普及率

で、平成２７年の８６．３％を平成３１年

には８９．７％にするんだと、それに向け

ての計画の中で交付金が平成２７年度、平

成２８年度と交付されてきたということ

だと思うんです。平成２８年度末の段階で、

この面積普及率がどんなふうな状態にな

っているのか。面積普及率の１００％に向

けて、どういうように進めていくのか。な

かなか進みにくくなってきている状況に

あるのかなと思うんですけども、どういっ

た点が、ハードルとなってくるのかという

ことについて、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、防災安全に関する計画のほう

を見てみますと、雨水による浸水対策が達

成する比率が目標として掲げられている
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ようです。平成２７年度が浸水対策達成率

が５４．７５％だったと、これが平成３１

年度には５５．３６％にするんだと、平成

２８年度末時点では５５．２２％ですよと

いう実施計画が経過する中、公表されてお

られます。 

 この浸水対策の達成率について、どんな

ところが浸水対策を打たれたのか、どんな

ところに、まだ、不足の部分があるのか。

平成３１年度の段階で、まだ、５５．３６％

だということでありますが、優先順位とと

もに、残りの４５％ほどについては、一体

どんなところが残っていくだと、そういっ

た地域的な計画について、この計画を進め

ていく上での平成２８年度の到達を踏ま

えて、お聞かせいただきたい。 

 あわせて防災安全の計画には、もう一つ

長寿命化調査達成率というのもあって、平

成２７年度は０％になっておりました。平

成２８年度も０％で、平成３１年度が１０

０％というような目標に向けて、この計画

を進めていくと。この社会資本整備総合計

画を進めていく上で、あと平成３０年度、

平成３１年度と、あと２か年しかございま

せんが、それが、どのような形で交付金と

して申請をしていくのか。事業として、ど

うやっていくのか、これも平成２８年度の

到達を踏まえてですね、ご説明をいただけ

たらと思います。 

 それから、安威川流域下水道の負担金の

ことについては、わかりました。かつて安

威川流域下水道は、大阪府は、今のように

一元化されていなくて、それぞれの安威

川・淀川右岸流域下水道組合ということで、

それぞれの自治体が集まって、議会もつく

って、摂津市議会からも２名議員を出して、

摂津市の立場から安威川流域下水道の問

題についてもチェックを入れることがで

きてきましたが、一元化されることによっ

て、これは大阪府の特別会計となって、摂

津市で見えるのは、ここの負担金の部分で

しかございません。 

 当時の一元化の議論の中には、特に、こ

の安威川流域下水道の地域からは、摂津市

議会を中心に、市民の声を生かせるような

方式をとってほしいであるとか、プロパー

職員の待遇の問題であるとか、それから負

担の問題ですね、府に一元化することによ

って、コスト削減が図れるんだと、消費税

の負担もなくなるんだと、特に５％から

８％になったら、その負担の軽減の割合と

いうのは大きくなるんだと、その負担軽減

の部分で今後の資本の増加や改正に対す

る費用も、その範囲の中でやれるんだとい

うような説明のもとで何とか府一元化に

進んでいったというような経過があった

と思うんですね。 

 当時、平成１９年のころの議論でしたの

で、１０年ぐらいたったかと思うんです。 

 現段階で、この安威川流域下水道の状況、

摂津市の負担がふえていないかどうか、当

時の説明がきちんと守られているのかど

うかという観点から、ぜひ、ご説明をいた

だけたらと思います。 

 それから、使用料金についてです。ご説

明いただいて、北摂７市の中では１番高い

けれども、大阪府や全国的にいうと、そん

なんでもないというようなお話でありま

した。 

 やはり住んでいる近隣市との間での差

というものが、非常に市民にとっても関心

事でありまして、やっぱり近隣市と比べる

というのが一般的で、いろいろな行政水準

を比べる上では、大事なことだと思います。 

 私は、北摂７市で、それぞれの市のホー

ムページにおいて、市民にわかりやすいよ
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うに早見表が公開されております。摂津市

も早見表があって、自分の水道管の口径等、

それから使用水量を入れて消費税８％と

やると、私の家の下水道料金は幾らになる

よ、水道料金は幾らになるよという計算式

も、すごく丁寧に公表されておるんですけ

ども。市民には２か月に１回検針がありま

すから、２か月ごとにきますので、２か月

間拾ってみたんです。 

 大体、平均的には１か月で２０立方メー

トルぐらいが平均的なのかなと思うんで

すけども、２か月で４０立方メートルとい

うことで、各種の早見表を見てみますと、

摂津市が４，５１４円ですね。一番低いと

ころが池田市２，６５６円。 

 １か月２５立方メートルを使って、２か

月で５０立方メートルだったらどうなん

だろうと見ると、摂津市が６，０６９円、

これも一番低いのが池田市で３，５７４円

となっています。 

 １か月３０立方メートル、２か月で６０

立方メートルを利用されたとすると、これ

も摂津市が７，６２４円、池田市が４，４

９２円ということで、２０立方メートルか

ら３０立方メートル、大体、摂津市民の平

均的に使用されている使用水量で比べた

ときに、やっぱりずっと高いんですね。わ

ずかな差で高いというのではなくて、相当

高いというようなことがあらわれており

ます。 

 その辺の認識について、何でこんなに差

があるのか。今回の請願では水道料金も含

めてでありますけれども、とりわけ下水道

料金の高さというのは、どの使用水量でも

同じように高くなっているということも

ありますので、その点のお考えもお聞かせ

いただきたいと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 江草下水道事業課長。 

○江草下水道事業課長 まず、安藤委員の

汚水のほうの整備計画、目標についてのご

質問に、ご答弁させていただきます。 

 達成指標といたしましては、面積の整備

率という指標も上げておる状況でござい

ます。ただし、汚水につきましては、まず、

市民の方々に下水道を使っていただける

環境を整えるという観点で整備の順位等

を決定しておりまして、人口の普及率を最

優先に上げていくことを考えておる状況

でございます。 

 そういう結果で、例えば広大な土地であ

りましても、家の建っておるところを優先

的に整備しておるという状況で、なかなか

面積整備率というのが上がっておらない

状況にあります。今後、人口整備率が１０

０％に近づきましたら、どんどん面積の整

備率を上げていくという努力をしていく

予定でございます。 

 続きまして、雨水のほうの防災安全のほ

うの計画でございますけど、実際に豪雨が

あったときに、浸水があった所を優先して

おるという形で、まず、幹線で今、整備し

ております東別府地域につきまして、安威

川以南については、やっぱり特に浸水があ

るということで、そこを優先的に進めてい

くということと、雨水を排除できておると

いう面積にも、摂津市の場合、安威川以南

につきましては、水路を活用してという形

になっております。これにつきましては自

然流下という形じゃなくて、ポンプで強制

排水とか、そういう形にもなっております

ので、まず、そういう機能が少ないところ

を優先的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 長寿命化計画につきましては、現在、ま

だ、０％という状況でございます。これに



- 7 - 

 

つきましては、今後、経営戦略等を立てて

いきます。今回、公営企業に移るときに資

産を、改めて調査しておるという形もあり

ますので、そのストックを有効に、かつ更

新、維持管理費用も、平準化できるような

形の長寿命化、その辺も並行して計画どお

りの予定で整備を進めてまいりたいと考

えております。 

 あと安威川流域下水道の現状というこ

とですけど、基本的な負担の考え方は組合

から移行した当時から変わっておりませ

ん。 

ただし、安威川流域下水道も本市の下水

道と同じで、設置からどんどん年数がたっ

てきておるという状況で、維持管理費等は、

やはり更新費用、修繕費用、改修費用、そ

の辺がだんだんかかってきておる状況と

いうのがあります。 

 あと大きなグループになったというこ

とで、維持管理については、スケールメリ

ットというのもあります。例えば、電力の

自由化がされたということで、ポンプ施設

等によっては、株式会社新電電との安価な

契約単価を結ぶとか、ある程度スケールを

持って入札をかけて安価な形になってい

ます。それは市町村の負担減にもなるとい

うということで、うまく動いておる状況じ

ゃないかなと考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 末永上下水道部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員の繰出

金についてのご質問でございます。 

 基本的な考え方というお話でございま

すが、一般会計からの繰出金、下水道事業

特別会計の繰入金でございますが、下水道

事業につきまして、基本的に雨水公費、汚

水私費の原則が一つございます。その中で

収支均等を図るために一般会計から補填

が必要であると、先ほどお話させていただ

いた状態でございます。 

 ただ、今後につきましても使用料収入が

大幅に増加することは見込めない。また、

最終的に公債費等の義務的な経費が多額

にございまして、大幅な削減は困難な状態

でございます。その中の一般会計から繰入

金をいただいているというようなところ

でございますが、その中で、基準内の繰入

金が１７億２，９００万円ほど、基準外の

繰入金が６億２，０００万円ほどというよ

うな形でございます。 

 雨水経費につきましての細かい内容は、

昨日も嶋野委員からのご質問にもござい

ましたけども、全体で７項目ございまして、

大きなところでは雨水処理にかかる経費、

分流式の経費、安威川流域下水道の経費、

それと下水道を排除するための規制する

経費、それと水洗便所の改造命令の経費、

高度処理に関する経費、臨時特例債に関す

る経費というような、ここは基準内で、こ

の辺は総務省の繰り出し基準によって具

体的に表示されておるところでございま

す。 

 そのほかの基準外につきましては、汚水

分でございます。汚水分につきましては、

基準外繰入金として維持管理、利子償還金

等々の内容でいただいております。その辺

は補填という形にはなってくると思うん

ですけども、財政部局とも十分話をしなが

ら算定をさせていただいています。ですか

ら、一般会計の繰出金の中で、雨水にかか

る経費というのはあると。 

 基準外につきましても、本来、下水道使

用水料で賄われなければならないと、その

中で言いますと、本市につきましては、当

時、市の施策といいますか、昭和後期から

平成初期にわたりまして急激に公共下水
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道が整備したこともございまして、公共下

水道の起債の元利償還金の負担が、今の経

営の中ではかなり大きな部分を占めてい

る。その中で資本的平準化債を昨日、三好

委員のお話でもございましたけども、その

辺の中で発行しているんですけど、赤字補

填のために一般会計を繰り入れなければ

単年度の収支が継続できないというよう

な状態でございます。 

 ですから、安藤委員からもありました。

基本的な考えとしては雨水計画の基準内

の分と、起債償還等々の部分の基準外の繰

出金を今、いただいており、合計で本年度

２３億５，０００万円というような形をと

らせていただいている状況でございます。 

 それと、最後、４番目にお話いただきま

した下水道使用料でございます。先ほど１

回目の答弁でお話させていただきました

内容の中では、ある程度の数字のお話をさ

せていただきました。池田市、箕面市は、

俗に言います池田豊能地域ですが、下水道

整備の着手が、かなり早く、平準化しなが

らやってこられたというところで、やっぱ

り費用の世代間の平等性というところか

ら見ますと、起債の部分につきましては、

長いスパンで、進めてこられました。池田

市、箕面市というのは、起債償還でこれか

ら改築、更新の分はやっていかれると思い

ますけども、私どもの市としてはバブル期

の高い利率でお借りしている部分、かなり

重荷になっているかと思うんですけども、

その辺で、池田市等々につきましては、早

い時期の着手で、ある程度、起債の償還も

終わってきているというところで、料金の

格差が発生してきているのかなというよ

うなところが、大きな部分であると考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 今、末永部参事のほうから

ご説明いただいて、一般会計につきまして

は、繰り入れについてですね、基準内、基

準外というのがありますということです。

その内容については、また勉強のために教

えてください。 

 水道使用料金については、今、池田市、

箕面市との比較でお話をいただいて、それ

ぞれの北摂７市の中でも、まちの成り立ち

であったり、地形上の問題であったり、そ

れから、下水道整備の歴史など、いろんな

ものが今、この使用料金の差に反映してい

るんだと思います。それは十分に理解でき

ます。 

 ただ、今、生きている、今、生活してい

る市民の現状というものも、やっぱり見な

ければいけないと思います。 

 当時、借金をいっぱい行って、下水道整

備を急激に進めたというのも、やっぱり市

民の要請があったというのもあったと思

いますし、その要請があったときには、バ

ブル期で大変高い金利でお金を借りなけ

ればならなくなっていた。借り換え等をし

ていても、その金利の負担というのは、ま

だ、なかなか現在とは違うというようなこ

ともあるのかなというように思いますが、

当時のバブル経済のときの市民の暮らし

と、今の市民の暮らしで、大きな差が出て

くるということもありますから、そういう

市民生活の観点から下水道の使用料につ

いても、見ていく必要があるんではないか

なということを申し上げておきたいとい

うように思います。 

 一般会計の繰り入れについても、企業会

計の中で、基準外の一般会計繰り入れをど

う考えていくのか、少なくとも民間企業の

会計とは違って、あくまでも公営企業会計
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ということでありますので、公共の福祉の

向上というような立場が大前提のもとで

の企業会計であるはずですので、そういっ

たことも、また、これから議論していきた

いというように思います。 

 それから、社会資本整備総合交付金につ

いての説明、ありがとうございました。 

 汚水の整備については、おっしゃられた

ように、使っていただける環境づくりが優

先するということになっていくと、どうし

ても人口普及率がずっと今、伸びてきてい

て、面積普及率を追うと人口普及率、なか

なか進まないという面もあるので、人口普

及率を優先させていく整備を行えば、おの

ずと面積普及率の伸びは少し、余り急激に

は伸びにくいし、ほぼ９０％近くまできて

いる段階で、ここから伸びは非常に鈍化す

るけれども、こういった、平成３１年度に

は８９．７％達成に向けて進めていくとい

うことですので、その点、また、経過等も、

ホームページ等で公開していただけたら

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 防災安全面での雨水のほうについてで

ありますが、ご説明いただきましたので、

一定理解できました。今後も、その進捗状

況等を、また、わかるようにしていただき

たいというように思います。 

 長寿命化の調査も、これからということ

であります。この調査についても、この公

営企業を適用された後、きのうお話のあっ

た下水道のビジョンですかね、そういった

ものもつくる中で、一定の資金計画等、そ

れから長寿命化の調査をしていくという

ことだと思いますけど、調査をしたからに

は、そういう対応を打っていかないといけ

ないということもありますが、その辺の対

応をする部分までの計画というものは、恐

らく一定あると思うんですけど、その点の

お考えというか、今の状況をお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、安威川流域下水道については、

どうしても見えないんですね。組合のころ

は、組合議会があって、そこで予算と決算

の審議がありますから、安威川流域下水道

で、他市の負担割合は、どうなっているの

かというのは、見える中で摂津市の負担が、

こうなっている。どんな事業があって、ど

こに集中的に今、お金を投下しているのか。

もちろん組合全体の利益を図らなければ

ならないんですけれども、摂津市民にとっ

てみると、今、安威川流域下水道は、どこ

を中心にお金を集中させているのかとい

うのが、なかなか見えにくい。 

 逆に言えば、ほんまに全体にとっていい

のか、摂津市にとってどうなのかというこ

とも、少し見えにくいという面があると思

うんです。例えば、この負担金の問題、安

威川流域下水道の他市の状況はどうなっ

ているのかなどといった資料提供等、また、

意見を申し上げるような場所は、現在、ど

こで保証されているのか、お聞かせいただ

けたらと思います。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 江草下水道事業課長。 

○江草下水道事業課長 まず、長寿命化の

調査と、その対応につきましては、現状、

カメラ調査等を実施しております。そこで

損傷があった部分というのを修繕等行っ

ておるという状況でございますけど、今後

につきましては、長寿命化を含めて、今後

の維持、管理も含めた総合的な観点を持ち

まして、下水道管をどうすれば安いコスト

で維持管理し、後につなぐことができるか

というのも、総合的に考えていくという形

になりまして、単に長寿命化といいまして
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も、いろいろな工法等もございますので、

場所、管の重要度について、その考えを整

理していくということになってまいりま

す。 

 安威川流域下水道についての今の状況

を言いますと、安威川流域下水道の整備自

体については、一定、ほぼ完了しておると

いう状況でございます。 

 現在のところは、その維持管理というこ

とで、機械の更新、管の老朽化、その修繕

等、順次計画を進めておるという形で、安

威川流域下水道のほうで各施設の維持管

理、長寿命化、そのあたりの計画をつくっ

た中で、維持管理を進めておるという状況

になってまいります。本市では各市長がト

ップになる安威川流域下水道協議会がご

ざいまして、負担金につきましては、先ほ

ど申し上げたように、市によって施設ごと

の負担金額が変わってまいりますので、市

の負担額が平準化できるような計画も考

えてくださいというような意見は申し上

げておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 長寿命化については、計画

等、早急に進めていただいて、またお示し

をしていただけたらと思います。その上で、

またいろいろとご意見、議論をさせていた

だきたいと思います。 

 安威川流域下水道については、当時も市

民代表の議会の関与が非常になくなって

しまう中で、それぞれの市町村から市長が、

組合であれば市長と、それから、下水道部

長が参画して、市の立場でいろいろ意見も

言いながら、摂津市の立場で議論に参加す

るということでありましたし、今後、そう

いった状況、そういった方針で進めていく

というようなお話を、しっかり市民の声も

反映できるようなシステムをつくってい

くという三つぐらいの要望書なんかにも

含まれておりましたので、そういった立場

から、また意見を申し上げていただきたい。

おっしゃっていただいたことについては、

また、委員会、議会でご説明していただき

たいと思います。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 ほかに質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

 次に、認定第２号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 それでは、認定第２

号、平成２８年度摂津市水道事業会計決算

認定の件につきまして、決算書に基づき目

を追って、主なものについて、補足説明を

させていただきます。 

 まず、決算書の１４ページをお開き願い

たいと存じます。 

 平成２８年度摂津市水道事業報告書１

概況でございますが、平成２８年度の年間

総配水量は１，０２３万２，１３０立方メ

ートル、前年度に比べ１，８４０立方メー

トルの減少となっております。総配水量の

水源別の内訳につきましては、別表１年間

総配水量に記載のとおり、自己水が３１６

万６６０立方メートルで、構成比は３０．

９％、大阪広域水道企業団水７０７万１，

４７０立方メートルで、構成比は６９．

１％となっており、自己水の構成比が前年

度に比べ０．３％減少しておるという状況

でございます。 

 また、年間有効有収水量は９５９万３，

７０３立方メートルで、前年度に比べ５万
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５，６１７立方メートルの減少となってお

ります。これは企業及び一般家庭における

節水対策等によるものと思われます。 

 次に、給水原価は１５ページの別表２給

水原価供給単価の次に記載しております

ように１７９円４１銭で、前年度に比べ０．

７％、１円１６銭増加しております。また、

供給単価は１９４円７６銭で、前年度に比

べ０．６％、１円１３銭減少しております。 

 次に、２４ページをお開き願いたいと存

じます。 

 収益費用明細書、これは税抜き金額にな

っておりますが、こちらにつきまして、ご

説明申し上げます。 

 まず、収益でございますが、款１水道事

業収益、項１営業収益、目１給水収益、こ

れは１８億６，８４８万７，０５３円で、

前年度に比べ１．１％、２，１７３万６，

９６９円減少しております。これは節水等

に伴う水需要の減少によるものでござい

ます。目２受託工事収益は６８３万９，３

２２円で、前年度に比べ３８．７％、４３

１万９７７円減少しております。これは、

公共下水道工事に伴う給配水管移設受託

工事の減少等によるものでございます。目

３受託事業収益は３，０６０万９２６円で、

前年度に比べ３．４％、１０１万３，８８

９円増加しております。これは下水道使用

料徴収受託料が増加したものでございま

す。目４他会計負担金は９７万２３３円で、

前年度に比べ５４．７％、１１７万２，３

２０円減少しております。これは消火栓の

修繕費の減少により、一般会計負担金が減

少したものでございます。目５その他営業

収益は８３９万５８１円で、前年度に比べ

１５．０％、１４８万１，９５８円減少し

ております。これは住宅等の建設件数の減

少に伴い設計審査及び工事検査にかかる

手数料が減少したこと等によるものでご

ざいます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は３４９万１，０７９円で、前年度に比

べ３．９％、１２万９，９２９円増加して

おります。これは預金利息が増加したもの

でございます。目２土地物件収益は３４７

万２，７５０円で、前年度と同額となって

おります。目３納付金は７，２４１万２，

５００円で、前年度に比べ４．７％、３２

６万２，５００円増加しております。これ

は大型物件の件数の増加等によるもので

ございます。目４他会計負担金は４３０万

８，３９４円で前年度に比べ６．４％、２

９万４，７５５円減少しております。これ

は児童手当の減少等に伴い一般会計負担

金が減少したものでございます。目５長期

前受金戻入は３，１２５万６，７５２円で、

前年度に比べ１．３％、３９万３，０７４

円増加しております。これは固定資産の改

良等に伴い交付された補助金等を長期前

受金として負債に計上した上で、減価償却

見合いを収益させたことによるものでご

ざいます。目６雑収益は４３９万４，８０

５円で、前年度に比べ８４．４％、２０１

万１，３３２円増加しております。 

 続きまして、２５ページからの費用でご

ざいます。款１水道事業費用、項１営業費

用、目１原水・浄水及び送水費は８億４，

７９７万６，２１７円で前年度に比べて０．

９％、７９４万４，７８２円増加しており

ます。これは太中浄水場ろ過池砂入れかえ

による工事請負費の増加等によるもので

ございます。 

 ２５ページから２６ページにかけて目

２配水・給水費は１億７，９５２万７，０

６２円で、前年度に比べ３．０％、５１７

万２，５５５円増加しております。これは
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給配水管の破損による修繕費の増加等に

よるものでございます。 

 目３受託工事費は１，５１２万６，８７

７円で、前年度に比べ１７．１％、３１１

万２５９円減少しております。これは公共

下水道工事に伴う給配水管移設にかかる

工事請負費の減少等によるものでござい

ます。 

 目４業務費は９，７２１万２３９円で、

前年度に比べ９．１％、９７０万９，２７

７円減少しております。これは人件費の減

少等によるものでございます。 

 次に、２７ページでございますが、目５

総係費は１億６，５５３万１，１０２円で、

前年度に比べ０．４％、７４万６，０６３

円減少しております。これは人件費の減少

等によるものでございます。 

 目６減価償却費は３億７，７５１万１，

０００円で、前年度に比べ１．５％、５６

７万７，５３２円減少しております。これ

は機械及び装置の減価償却費が減少した

ものでございます。 

 目７資産減耗費は２，１３４万９，３１

３円で、前年度に比べ９１．５％、１，０

２０万１６７円増加しております。これは

固定資産除却費が増加したものでござい

ます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は６，１７８万５，４４７円で、

前年度に比べ９．０％、６０７万８，４３

１円減少しております。これは企業債利息

が減少したものでございます。 

 次に、２８ページ、目３雑支出は１５６

万６，６７１円で、前年度に比べ５０．１％、

５２万３，１０１円増加しております。こ

れは水道料金の過年度還付金の増加等に

よるものでございます。 

 続きまして、２番の資本的収入支出明細

書についてご説明申し上げます。 

 款１資本的収入、項１企業債、目１企業

債は１億７，１００万円で、前年度に比べ

８．４％、１，５６０万円減少しておりま

す。これは配水管の更新事業や施設改修事

業を施工するために借り入れた企業債で

ございます。 

 項３交付金、目１交付金は１，７３０万

６，０００円で、前年度に比べ３３．０％、

４２９万４，０００円増加しております。

これは配水池の耐震化及び老朽管路の更

新に対する交付金でございます。 

 次に、支出でございますが、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１施設改修費は

１億４，９３６万２，５００円で、前年度

に比べ４９．５％、４，９４３万５３１円

増加しております。これは工事費等の増加

によるものでございます。 

 目２固定資産取得費は６１４万９，４０

０円で、前年度に比べ９３．５％、２９７

万８，０００円増加しております。これは

主に工具、器具及び備品の増加等によるも

のでございます。 

 目３配水管整備事業費は４億１６３万

１，３２５円で、前年度に比べ４．３％、

１，６６７万９，３９７円増加しておりま

す。これは配水管の更新事業にかかる工事

請負費が増加したものでございます。 

 項２企業債償還金、目１企業債償還金は

２億３，６９４万８，８７２円で、前年度

に比べ０．４％、８４万６，０９４円減少

しております。これは企業債元金償還金が

減少したものでございます。 

 次に、２９ページ、項３交付金返還金、

目１交付金返還金は９５万５，７００円で、

これは前年度の交付金収入に対する課税

仕入れにかかる消費税等相当額を返還す

るものでございます。 
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 以上、平成２８年度摂津市水道事業会計

決算内容の補足説明とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○水谷毅委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 おはようございます。 

 それでは、決算概要のページを追って順

番に質問いたします。 

 まず、決算概要１６８ページ、下のほう

の太中浄水場管理運営事業についてです

けども、上から６番目、自家発電機保守業

務委託料についてですが、平成２７年度決

算を見ていますと、１４６万７，７２０円

というようなことであったんですけども、

平成２８年度決算は３３７万１，７６０円

と、倍以上になっていますので、この内容

について、お教えください。 

 次に、同じく下から３番目ですね。高架

水槽保守点検清掃業務委託料についても

前年度決算が３万２，４００円であったの

が、今年度が１６万２，０００円というよ

うな形になっているので、ここの内容につ

いてもお教えください。 

 次、概要１７０ページに移りまして、水

道事業費用の原水・浄水及び送水費の上か

ら四つ目ですね。井戸洗浄作業委託料とい

うのがありまして、平成２７年度には決算

が、上がってなかったんですけども、今回

７５６万円の決算額がありますので、定期

的なものかどうかということと、内容につ

いてもお教えいただけたらと思います。 

 そこから五つ下の明和池公園耐震貯水

槽緊急遮断弁点検業務委託料について、こ

れも平成２７年度決算になかったので、内

容も含めて、ご答弁をお願いします。 

 それと、そこから６個下の修繕費の決算

額が３，７０４万２，５０３円とあるんで

すけども、これは決算書の１８ページです

ね。保存工事の概況（工事費 １００万円

以上）というように書いてあります。ここ

の部分が、ここの修繕料に当たるかなと思

って見ていたんですけども、六つあるうち

の工事については、その後の工事請負費で

金額が合うので、そうかなと思って見てい

たんですけど、残りの四つの修繕を足して

も２，５１０万円ほどというようなことで、

要は決算額の３，７００万円に対して、こ

この四つで２，５００万円ということで、

あと１，２００万円ほど残っているんで、

１００万円以上の分はほかにはないと思

うんですけども、ここの１８ページに載っ

ていないのであれば、残りの１，２００万

円の部分について修繕料の部分が１００

万円未満の部分になると思いますので、大

体、何件ぐらいの修繕があって、大体、修

繕およそ幾らぐらいというか、決まってな

いと思うんですけども、大体どれぐらいの

修繕が多いのかというようなのを教えて

ください。 

 次に、決算概要１７０ページに戻りまし

て、内容がわからないので教えていただき

たいんですけども、水質管理事業の６個目

ですね。ガスクロマトグラフ保守点検業務

委託料の決算額が８６万円ほどあるんで

すけども、この保守点検業務の内容につい

て教えてください。 

 次に、その二つ下も同様で、イオンクロ

マトグラフ保守点検業務委託料について

は、平成２７年度決算にございませんでし

たので、定期的、何年かに一度の定期的な

ものか、内容についてもあわせてお願いし

ます。 

 その下も一緒ですね。高感度濁度計保守

点検業務委託料の内容についてお願いし

ます。あと定期的なものかどうかも含めて
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お願いします。 

 次に、決算概要１７２ページに移りまし

て、給配水管維持管理事業の配水・給水費

の上から四つ目、交通整理業務委託料につ

いて、こちらも平成２７年度決算額が１７

０万１，０００円ということに対して３１

０万円、予算額から見ても、流用もされて

いるのかなというように思いますけども、

その１７０万円に対して３１０万円にな

っている内容について、人員の増とかと思

うんだけども、中身についてお教えくださ

い。 

 それと、配水管整備事業の配水管整備事

業費で四つ目に家屋調査業務委託料とあ

るんですけども、決算については平成２７

年度、平成２８年度ありませんでした。た

だ、決算はなかったんですけども、家屋調

査業務委託料というのは、どういった場合

に発生するのか、お教えください。 

 次に、決算概要１７４ページに移りまし

て、営業課にかかわる部分ですね。ＯＡ機

器管理事業、これについても、中身につい

て教えていただきたいんですが、ハンディ

ーターミナル保守業務委託料、右側にＯＣ

Ｒ、ハンディーターミナル、封緘機、フォ

ームバースターとあるんですけども、ハン

ディーターミナル１７台ですね、内容につ

いて教えていただきたいのと、その二つ下

のフォームバースターも、どういったもの

なのかをお聞きしたいと思います。 

 それと、水道料金等収納事業についてで

す。業務費にコンビニ収納業務委託料とい

うのがあります。こちらは、先日の文教上

下水道常任委員会でのこども教育課のと

きにもお聞きしたんですけども、収納業務

委託料がいつから始まったからというよ

うなとこと、始めたことによって、徴収率

等の動きがあったのかどうかについても、

お教えください。 

 次に、決算概要の１７６ページから１７

８ページにかけてですけども、総務課にか

かわる部分です。 

 人件費事業ということで、目ごとに人件

費があると思うんですけども、備考欄に水

道施設課２３名、営業課７名、総務課６名

というように書いていますけども、職員の

内訳人数についてお教えください。 

 それと、決算概要の１８０ページにいき

まして、一般事務事業の総係費で、真ん中

ぐらいに引越業務委託料とあるんですけ

ども、委託内容についてお願いします。 

 １８０ページから１８２ページにかけ

て、ＯＡ機器管理事業の総係費の七つ目で

すか、システム管理・ヘルプデスク業務委

託料、これは５６０万円ほどの決算額が上

がっているんですけども、内容についてお

聞かせください。 

 １回目、以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本水道施設課長。 

○樫本水道施設課長 それでは、楢村委員

の質問に対して、順にお答えさせていただ

きます。 

 まず、自家発電機保守業務委託料がが平

成２７年度、平成２８年度が大きくなって

いるということについてのお問いについ

てお答えさせていただきます。 

 自家発電機につきましては、太中浄水場、

あとここの中央送水所、それから鳥飼送水

所、千里丘送水場、それぞれ緊急時、停電

のときに配水ポンプを動かすための発電

機を設置しております。年に一度、整備点

検及び簡易な点検を行っておりますが、平

成２７年度につきましては、太中浄水場に

あります、ガスタービンの発電機につきま

して、オーバーホールのような点検をやる
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ために、別途計上しております。平成２７

年度に比べ、平成２８年度は、その分がな

い分だけ減額しているというような形に

なって、自家発電機保守点検業務委託料に、

平成２７年度にはガスタービンの分を入

れていませんので、平成２８年度はガスタ

ービンの点検を入れていますから、その分

だけ金額が上がったというような形にな

っております。 

 それから、高架水槽保守点検清掃業務委

託料につきましては、太中浄水場のほうに

高架水槽がございます。例年は、飲料水用

の高架水槽の保守点検をやっているだけ

なんですけれども、昨年度は、それ以外に

ろ過池の洗浄を行う、逆洗用の高架水槽に

つきましても、清掃を行いました。これは

大体１０年に１回という形でやっており

ます。この分についての費用があるため、

平成２７年度に比べて多くなっていると

いう形になっております。 

 それから、井戸洗浄の分が平成２７年度

でなく、平成２８年度で計上されていると

いう理由なんですけれども、これにつきま

しては、太中浄水場は、自己水として、６

本の井戸があるんですけれども、井戸水を

汲み上げていますので、だんだんと砂が詰

まってきます。それで随時モニタリングを

やっておりまして能力が落ちてきたもの

に関して、清掃を行うというようなことを

しておりまして、定期的に大体、２年に１

回計上させておるんですけれども、順番に

井戸の清掃をしているんではなくて、能力

が落ちてきたものに関してやっていくと

いうような形で、清掃を行っております。 

 それから、明和池公園耐震貯水槽緊急遮

断弁点検業務委託料の内容ということな

んですけれども、これは先般、明和池公園

がつくられました。その際に、緊急時には

貯水槽になる設備をしておるんですけれ

ども、これは毎年１回、点検の委託をして

おります。 

 何をしているかといいますと、ふだんは

通水しておるんですけれども、緊急時には、

その遮断弁で水の流れをとめて、槽に水を

ためるというような仕組みになっており

ます。これが正常に動くかどうかというよ

うな点検を、毎年、行っているというもの

でございます。 

 それから、太中浄水場の修繕費の内容の

内訳のご説明させていただきます。 

 これにつきましては、１００万円以上超

えているものにつきましては、委員がおっ

しゃったとおり、記載されている分だけで

ございます。 

 それ以外につきましての修繕費なんで

すが、太中浄水場の中でのいろんな送水施

設の機械の修繕を行っております。全体と

しましては、３８件ございました。そのう

ちの１００万円以上が４件、あとは１００

万円以下ということになっておりました。

金額は２万円から９０万円程度までばら

ばらであります。 

 これは、毎年同じものを修繕するという

ものではなくて、発生したものについて修

繕をしているというようなことで事業を

進めております。 

 それから、次に、水質管理事業のほうに

なるんですけれども、ガスクロマトグラフ

保守点検というものについての説明をさ

せていただきます。ガスクロマトグラフの

出量分析計といいますものは、水中にある

トリハロメタンなどの揮発性の有機化学

物質を分析する機械ということになって

おります。保守点検につきましては、分析

機の点検と消耗品の交換については、行っ

ております。 
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 それから、イオンクロマトグラフ保守点

検についてなんですけれども、これにつき

ましては、水中に存在するナトリウムやカ

ルシウム、マグネシウムなどのミネラル分

の生活排水に由来する物質とか、また、塩

素酸を高精度に分析する機械というもの

でございます。 

 これにつきましては、平成２０年度に購

入してから今まで保守点検をやっており

ませんでした。平成２８年度に初めて長寿

命化を行うために保守点検を行ったとい

うことで、初めて計上させていただいたと

いうことになっております。 

 次に、高感度濁度計保守点検業務委託の

件なんですけれども、これにつきましても、

ごく小さい寄生虫、原虫というものを測定

するもので、これは４年に１回定期的な部

品交換を含む保守点検を行っております。 

 それから、次に交通整理業務委託につい

てのご質問にお答えさせていただきます。 

交通整理員につきましては、これは水道管

の破損が生じたときの工事をするときに

交通整理員が必要でありますので、それの

交通整理員を配置するためにかかる経費

ということになっております。 

 これにつきましては、平成２７年度に比

べ、平成２８年度が多くなったということ

なんですけれども、修理件数のほうが３１

件から５６件と８０％ほどふえておりま

す。あわせまして、人員のほうもなんです

けれども、６５人から１３９人と８０％、

前年に比べて多くなっております。そのた

め、この金額は想定よりも多かったという

ような形になっていまして、費用がかかっ

たということになっております。 

 それから、家屋調査業務委託料、使うと

きはいつなのかというご質問についてお

答えさせていただきます。家屋調査業務委

託料につきましては、ただいま、私どもの

ほうでは配水管の整備事業、基幹管路のほ

うを主にやっております。これは、ふだん

の水道事業と比べまして、大きな管を埋設

する工事をやっております。そのため、工

事の規模も比較的今までの水道工事に比

べ大きくなっておりまして、その分、周辺

の家屋とかに被害を与える影響が発生す

る可能性も大きくなっております。 

 そのため、もし工事の周辺の沿道の方々

から家屋が被害を受けているんではない

かというようなお問いがあったときに、私

どもの工事が原因で、それが起きたのかど

うかということについて公正な目で判断

していただくために、委託を発注するもの

ということになっております。 

 これにつきましては、昨年度、市民のほ

うからのお問い合わせがございませんで

したので、委託の費用はなかったというこ

とになっております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 林上下水道部参事。 

○林上下水道部参事 決算概要の１７４

ページの営業課ＯＡ機器管理事業に対す

るお問いについて、お答えいたします。 

 １７５ページの備考に掲載しておりま

すハンディーターミナルのことですけれ

ども、これは検針を委託しております検針

員が、検針の際に持ち出す端末のコンピュ

ータみたいなもので、メーターを見て、そ

の指示数を打って各家庭に検針のお知ら

せという今回の使用水量の表示と請求予

定金額を表示したものを打ち出して投函

するというためのものです。 

 委託先の検針員が１３名、それから市の

ほうで臨時の場合に持ち出すハンディー

ターミナルが４台、予備も含めての１７台

です。 
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 それから、フォームバースターは、従来、

ラインプリンターの連続帳票で納付書等

も打っておったんですが、今、納付書は単

票で打ち出しておるんですけれども、メー

ター交換の帳票とか、連続で打ち出して１

枚、１枚の単票に切るための機械です。 

 それと、次に、コンビニ収納の委託業務

ですが、平成２５年１０月から開始してお

ります。大手のローソン、ファミリーマー

ト、セブンイレブンをはじめ２１のコンビ

ニでの納付が可能になっております。 

 徴収率がどうなったのかというお問い

なんですが、水道部は３月の調定が、納付

書の発行等で翌年の４月になりますので、

３月末の徴収率というのが、翌年の未収額

になってしまい、その時点では丸々１か月

分の調定が未収になった状態になります。 

 通常の納期限で４月末が３月分の納期

限になるんですが、それで見ますと徴収率

が９８％、９９％ぐらいの徴収率でござい

ます。 

 コンビニ納付が開始されて徴収率が上

がったのかというお問いだと思うんです

が、それについては、ほとんど影響があり

ません。ただ、銀行等の統廃合で、銀行の

窓口でのお支払いが、かなり待たないとい

けないということで、料金をお支払いいた

だく方の利便性が、コンビニでいつでも２

４時間払えるということで、高まったのか

なというようには思っております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 末永上下水道部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員からの

ご質問にお答えします。 

 決算概要１７６ページから１７９ペー

ジ、人件費の部分でございます。 

 備考欄に記載させていただいておりま

すとおり、水道施設課が２３名、営業課が

７名、総務課６名、合計３６名の職員の人

件費でございます。 

 目ごとの各人員についてのお問いだっ

たと思いますが、原水・浄水及び送水費、

ここは主に浄水場で原水の処理浄水と送

水、浄水場関係の職員、水道施設課関係７

名でございます。 

 ２段目、配水・給水費、これは主に修繕

及び設計給水係等の維持管理系の職員を

配置しております。ここの分も水道施設課

でございますが、１３名を計上しておりま

す。 

 受託工事費につきましては、これも水道

施設課でございます。給水業務係、係ごと

の給料分担はなかなか難しいところがご

ざいますが、そこの分について１名分を計

上しております。 

 ４番目の業務費につきましては、営業課、

料金関係の職員の分を計上しています。７

名でございます。 

 次の段、総係費につきましては、総務課

及び部長等々の職員数、合計６名を計上し

ております。 

配水管整備事業では、これも水道施設課

でございますが、２名、合計３６名の人員

を配置しているところでございます。 

 それと、次のお問いでございましたが、

１８０ページでございます。総係費だった

と思うんですが、引越業務委託料というの

がございます。引越業務委託料につきまし

て、先ほどもお話ございましたが、下水道

事業の公営企業化に伴いまして、水道庁舎

のほうに下水道職員が異動すると、その部

分で下水道職員の入るスペースが必要で

あります。 

 今まで水道事業は水道事業でやってい

たんですけど、ある程度圧縮しながらして

いた中で、下水道の引越費用は下水道のほ
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うでも計上しておりますが、水道の部分に

つきまして、水道庁舎の中でも机の移動と

か、ロッカーの移動とか、その部分で、知

っておられるとおり、私ども庁舎、建物の

関係で、エレベーター等が設置できない状

態で、手で運ばないといけないというよう

な状態の中で、引越業者のほうに、この費

用については、下水道のほうとの費用按分

させていただいたというところでござい

ます。 

 それと、３点目にいただきました決算概

要１８２ページ、システムヘルプデスク業

務委託料につきましてでございます。ここ

の分につきまして、水道事業のほうですが、

コンピュータシステム、財務会計料金シス

テムという部分につきまして、ある程度、

平成の早いうちから導入させていただい

たと、その辺の中でシステム管理でござい

ますが、水道事業のネットワークの補修、

ネットワークとかセキュリティ関係、セキ

ュリティ関係なかなか問題になっており

ます。その辺の監視関係をコンピュータ会

社に行っていただくと、あわせましてＰＣ

の環境設定など、メンテナンスも含めてお

願いしているところです。 

 それと、ヘルプデスクでございますが、

これは本庁のコンピュータシステムとは

別立てにはなっているんですけども、そこ

の業者にヘルプデスクという形で、万が一

のハードウェアの障害等の問題、操作に対

する問い合わせ等の委託をしておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 一つ、質問が漏れていま

したので、２回目の最後に、質問しますの

でお願いします。 

まず、自家発電保守業務委託料の内容に

ついてなんですけども、平成２７年度は太

中浄水場にあるガスタービンの発電機に

ついてはなくてということですかね。平成

２８年度が送水所にある発電機とともに

というようなことの回答だったかなと思

うんですけども、送水所にある発電機と太

中浄水場にある発電機というようなのは

別の発電機なのかどうかということと、全

部で何台あって、そのうち平成２７年度に

これだけ、平成２８年度にこれだけとかい

うような形で、わかるようにお教えいただ

きたいというか。今の答弁から言いますと、

太中浄水場の分だけは平成２７年度はな

かったけど、平成２８年度には太中浄水場

の分も含めて全部やったんでというよう

なことなんでしょうかね。私の聞き取り方

が悪かったら申しわけないんですけども、

その辺ちゃんと認識できてなかったんで、

その辺をわかるようにお願いします。 

 全部で何台あるかということと、あとそ

の太中浄水場と送水所にある発電機が同

様なものなのか、別のものなのかというよ

うなこともわかるようにお願いします。 

 次の高架水槽の保守の部分なんですけ

ど、一応、ろ過池の高架水槽については、

１０年に１回でということで、内容のほう

については、理解しましたけども、１０年

に１回という、その間隔が、ほんまに１０

年に１回でいいのかどうかというような

のが、わかりませんので、要は言うたら今

回、一緒にして１６万２，０００円になっ

たということやろうと思うんですけども、

果たして、そのろ過池の部分については、

平成１８年度に同じようにやっているの

かどうかというようなことで、その清掃の

点検が一定した間隔でいいのかどうかと

いうようなことが、わからないので、その

辺も前回、いつされたかということと、１
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０年の間隔というようなところについて、

もう一度、答弁をお願いします。 

 次、井戸の洗浄作業の委託料についてな

んですけども、もともと井戸が６本ありま

すというようなことで、能力が落ちてきた

ものから清掃していくというような内容

で、２年に１回の割合で点検しますという

ようなことで、その能力が落ちてきたもの

というようなものも、別に２年に１回がど

うのこうのというようなのはないと思う

んですよね。だから、６本井戸があって、

能力が落ちてきたものを点検します。じゃ

あ、２年に１回するのは、どの井戸の部分

にするかということがわかりにくかった

ので、内容がわかるような形で説明をお願

いします。 

 それと、次、明和池公園の部分なんです

けど、貯水槽が正常に機能するかどうかっ

ていうようなことだったんですけど、耐震

というところで、地震が来たときに、ちゃ

んと機能するかどうかというようなこと

を点検しているということだろうとは思

うんですけども、ある程度の地震の揺れと

いうようなことを、どうやって出すのかわ

からないですけど、そういうようにしない

と点検というようなことはできないのか

なと。震度がどれぐらい以上を想定して、

そういった点検をするのかというところ

が、先ほどの答弁ではわかりにくかったの

で、その点検の仕方についてもお教えいた

だきたいと思います。 

 次に修繕料の分についてなんですけど

も、修繕は全体で３８件あって、そのうち

４件が、この１８ページに載っているもの

ですよと、残りの部分については、２万円

から９０万円、さまざまということだった

と思うんですけども、内容について理解い

たしました。 

 次に、水質管理事業の中で、ガスクロマ

トグラフでイオンクロマトグラフですね。

高感度濁度計というたんですかね。結果的

に、その分析した内容を見て、その中身に

ついてわからないんですが、ある程度の数

値とか、そういうふうなものが出てきたら、

何かよくないとか、あかんとかっていうふ

うなことで。 

 例えば、高感度濁度計でいえば、寄生物

原虫を測定するという、これを測定した際

に、測定結果をもとに何かあかんとか、こ

れがだめとか、それを分析して、どういっ

たことに使っているというようなことが、

わかれば教えていただきたいと思います。 

 次の給配水維持管理事業について、交通

整理業務が３１件から５６件になったと

いうことで、６５人から１３９人にふえた

んでということで、これが８０％増という

のは、意味がわからなかったんですけども、

結局、いつそういう漏水の修繕が起きるか

どうかわからないというようなことで、こ

の契約自体、どこと契約されているかわか

らないんですけども、単価契約なのかどう

か、あと時間によって変わってきたりする

のかというようなことを、最初から聞いて

おけばよかったんですけども、その辺につ

いて、お教えいただけますでしょうか。 

 次、家屋調査業務委託の内容についてで

すけども、水道工事があって、家屋に被害

があったかどうかというようなことで、平

成２７年度、平成２８年度は申し出がなか

ったので発生していませんというような

ことだったと思うんですけど、前のことを

聞いてあれなんですが、平成２６年度以前

に、そういった家屋調査業務委託が発生し

たことがあったのであれば、内容を詳しく

聞いたらあれなんですけども、お教えいた

だきたいと思います。 
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 次に、営業課にかかわる部分なんですけ

ども、ハンディーターミナルとフォームバ

ースターの内容についてはわかりました。 

 ただ、そのＯＡ機器管理事業で、修繕費

があろうかとは思うんですけども、その帳

票を切るフォームバースターについても、

壊れる場合もあるかとは思うんで、そうい

った場合は、ここに載っている修繕料がゼ

ロ円というようなことになっていますけ

れども、そういったところで修繕をされる

のかどうかだけ、確認のため答弁をお願い

します。 

 コンビニ収納の分なんですけど、平成２

５年１０月からということで始まって、徴

収率については、３月分がというような話

もありましたんで、それは理解はしたんで

すけども、ただ、そのコンビニ収納される

ときに、結果、今は利便性を向上する形に

なっているというようなことについては、

コンビニ収納が始まったということは理

解したんですけども。あと、私自身もそう

なんですけど、大部分の人が多分、およそ

口座振替ですかね。そういった形でされて

いる方がいていると思うんですけれども、

先日の文教上下水道常任委員会で、こども

教育課に質問をしまして、徴収率について

は上がっているというような話で聞いて、

保育料も口座振替をしているというよう

なことだったんですけども、コンビニ収納

ができてから、コンビニ収納のほうへ移行

するというのはどうなんですかと聞いた

ときに、ほとんどいていませんという話や

ったんですね。 

 水道の分についてはわからないんです

けど、同様に、口座振替をしている人がコ

ンビニ収納に切りかわったとか、切りかわ

ってないかというようなことをお聞きし

たいのと、コンビニ収納を始めた目的とし

ては、徴収率のこともあったのか、特段そ

こまでではなく、利便性の向上というよう

な形でされていたのかどうかということ

を再度お伺いしたいと思います。 

 次に、総務課にかかわる分です。まず目

ごとの人数の内訳については、理解いたし

ました。細かく言えば、どういうような見

立てで、配置しているのかなというのを、

正直に聞きたい部分もあるんですけども、

わかるようでしたら教えてください。 

 次に、引越業務委託の作業内容なんです

けども、決算額が２９万６，０００円とい

うようなことがあって、下水道部局が本庁

舎から水道局のほうに移動されるという

ようなことでは、私も市役所にいていたん

で、多分そういうふうなことやろなという

ようなことは、理解はしているんですけど

も、業者のほうに見積もり依頼をしたとき

に、要は、例えば、どこからどれだけのも

のを、段ボールでも何でもいいですけども、

運ぶというようなことの仕様書をつくら

ないと、相手に「ここからここに移動する

んです。ここからここに移動するんです。」

と言っただけでは、当然、見積もりは出せ

ないと思うんですね。だから、僕の最初の

聞き方がよくなかったんだろうとは思い

ますけども、要は引っ越しにかかわる部分

で、結果、いろいろあって大変ということ

で委託したことについては、別に問わない

ですけども、どれだけのものをここからこ

こに移す、ここからここに移すというよう

な仕様書の内容について、２９万６，００

０円という決算額が上がっていますので

質問したつもりやったんですけども、お教

えいただけますでしょうか。 

 次に、ＯＡ機器管理事業のシステム管

理・ヘルプデスク業務委託料の内容につい

ては、理解いたしましたので、結構です。 
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 次に、１回目に質問しようと思っていた

ことで、決算書の１７ページで、配水管布

設工事がありまして、６個目と７個目、鳥

飼本町１丁目地内ということでありまし

て、下から二つ目に同じく鳥飼１丁目本町

地内ということで、それぞれ１０月７日か

ら３月２４日まで、１０月２５日から３月

２４日までとなっておりますが、この契約

の要旨については、決算書の２２ページに

載っています、４番の会計のところの番号

８番と９番と１１番で、鳥飼本町一丁目９

番地と１番地と８番地というのがあって、

いろいろとあるんで、中身についてお聞か

せいただきたいんですけども、これが１番

地と８番地と９番地が近いのか遠いのか

がわからなかったので、要は、まとめてや

ることができなかったんかどうかが気に

なったんで、お教えいただきたいと思いま

す。 

 今の追加の質問も含めて、２回目の質問

は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本水道施設課長。 

○樫本水道施設課長 それでは、施設にか

かわる分につきまして、２回目のご質問に

ついてというか、最後の質問についてお答

えさせていただきます。 

 まず、自家発電機の件なんですけれども、

何台あるのかというお問いです。中央送水

所と鳥飼送水所は、ディーゼルエンジンを

２台ずつ、千里丘送水所のほうはディーゼ

ルエンジンを１台、太中浄水場のほうには、

ガスタービンの発電機を１台を置いてお

ります。 

 ガスタービンのほうだけ、太中浄水場の

発電機を使っているということがありま

すので、発電の仕組みが違います。 

 平成２７年度には、機械が普通のディー

ゼル発電機と違いますので、オーバーホー

ルという形で、精密に検査を行いました。

そのために、その分だけ別途で発注したと

いうことです。そのときは、それ以外のデ

ィーゼル発電機の保守点検は、平成２７年

度分で発注しておりまして、今、話があっ

たとおり、太中浄水場の分だけは、そこに

入れてなかったということになっており

ます。 

 平成２８年度につきましては、年次点検

と同じような簡易な点検を行いますので、

全部含めて一つの委託ということで、発注

をさせていただいたということです。 

 それから、高架水槽の件なんですけれど

も、ろ過池用の防火水槽は平成１８年に新

設しております。ですので、１０年に１回

ということにはなっておるんですが、実は

今回、初めてやっているということになっ

ております。飲料水ではございませんので、

内規的なめどとして１０年に１回でやっ

ていこうということで、昨年初めて洗浄を

させていただいたという形になっており

ます。 

 次に、井戸水の件なんですけれども、汲

み上げ量というのは毎日モニタリングを

しております。各井戸について汲み上げ量

については、毎日モニタリングはしていま

す。 

 やはり最初に清掃してから、だんだんと

使うごとによって、少しずつ目詰まりが、

やはり発生してきまして、どの井戸につき

ましても、やはり少しずつ能力が落ちてく

というのはあります。 

 その中で、やはり能力の低下が著しいも

のから清掃していこうという考え方でや

っておりますので、その順番とか、そうい

うのはありませんし、やはりそのめどとし

てというのは、やっぱり８０％、７０％と
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かいう形で、揚水能力が落ちたら、やはり

そこからやっていこうというような形で

考えております。大体、それが必要と迫ら

れるのが、大体２年に１回のような間隔で

今、行っておりますので、そういうふうな

形で予算を計上させてもらっております。 

 次に、明和池公園の耐震貯水槽の件なん

ですけれども、これにつきましては、ここ

の貯水槽の分、送水が停止したら、要は水

圧がなくなれば遮断弁が働くという、水圧

で感知するというものになっております。 

 ですので、この明和池公園のところは、

千里丘送水所が送水区域になります。 

 まず、地震が発生したときに、千里丘送

水所のほうで揺れを感知しますんで、遮断

弁が落ちます。これが落ちることによって、

水圧がなくなります。その水圧がなくなっ

たことによって、初めて弁が動作するとい

う仕組みになっております。ですので、検

査は、その水圧を落としたときに、遮断す

るかどうかという確認をやっております。 

 それから、ガスクロマトグラフ、イオン

クロマトグラフ、高感度濁度についての分

析についてなんですが、水道法によりまし

て、水質の基準というのがございます。こ

れで、日々しなくてはいけない５１項目と

いうものがあるんですけれども、これに欠

かすことのできない機械があります。細か

いことになりますけども、イオンクロマト

グラフでしたら、亜硝酸性窒素だとか、ガ

スクロマトグラフでしたら、またシス－１,

２－ジクロロエチレンというものが、非常

に細かいものがあるんですけれども、こう

いうものの検知を、項目が、水質基準の項

目がございますので、これが基準値以下に

なるかどうかという確認するための機械

になっております。 

 これが１年に１回と、初めてやったもの

もあります。メーカーの保証というものが

ございます。私どもとしましては、１年に

１回、毎年継続してやっているものにつき

ましては、検査で出てきた値が、乖離があ

ったら困ります。ですので、乖離があって

から修繕をするのではなくて、メーカーと

して１年間は保証しておりますので、やは

り毎年１年に１回ぐらいはやらないとい

けないということで、進めている分があり

ます。 

 それから、あと昨年、初めてやらせても

らた分については、保証とかはないんです

けれども、しかし、その誤差とかいうのは

気になりますので、これから毎年保守点検

をして、水質のデータの正確性を期してい

こうという考えのもとで、予算の計上をさ

せていただいていますというような形に

なる。 

 その機械によって、メーカー保証がもと

もとあった分と、今回、新たにやった分に

ついては、今後、正確を期すため、長寿命

のためという二通りのものがあるという

ことをご理解していただけばと思ってお

ります。 

 それから、交通整理員の契約の方法とい

うことなんですが、これにつきましては、

１か月の待機料というのがございます。待

機料というものと、それから交通整理員が

出てきたときの昼間、夜間、それから、府

道とかの重要な道路のところにつきまし

ては、有資格者というようなものの区分け

をしております。これを三つ、それぞれの

項目について、一番安価な分を契約で、入

札で決めているという、形になっておりま

す。 

 それから、次に工事について、場所が近

くだったのではというご質問だったと思

うんですけれども、一つの道路の中で、三
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つの路線に分けております。これにつきま

しては、工事の規模が大きくなりますと、

日にち、期間もかかるということもありま

す、分割してやると限られた期間内でやる

というのも、一つ理由にございます。 

 それから、あと市内業者のほうで、規模

があまりも工事が大きくなりますと、市内

業者のほうの受注ができない状態になり

ます。私どもとしましては、この基幹管路

につきましては、平成２６年度から進めて、

平成３５年度まで続けていく計画になっ

ております。先ほども話させてもらったと

おり、管径が大きい工事ですので、ふだん

の水道の配水管の工事と違いまして、基幹

管路ならではの工事とかいうのもござい

ます。これにつきましては、やはり市内業

者のほうに、その埋設する技術を維持して

いただきたい。それから能力を高めていき

たいということもございますので、やはり

その辺も加味しながら、発注をしたという

ことになっております。 

 それから、家屋調査の件なんですけども、

家屋調査につきましては、これも平成２９

年の基幹管路の工事をやるときから初め

て、こういう形でやっております。 

 過去につきましては、小さな配水管の工

事につきまして、発生主義と言ったらおか

しいんですけれども、家屋被害も、それは

あったことは事実ですけども、基幹管路の

工事をするようになってから、こういう形

であらかじめ予算計上をしてやっている

形になっています。 

 平成２６年度についても、こういう事象

は発生していなかったです。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 林上下水道部参事。 

○林上下水道部参事 決算概要の１７４

ページ、ＯＡ機器管理事業の修繕費に対す

るお問いに対して、お答えいたします。 

 先ほどのお問いのフォームバースター

については、保守を組んでおりませんので、

この機械が故障したときの修繕として１

０万円の予算を組んでおります。刃によっ

て裁断する機械ですので、その刃のとぎ代

というか、１枚分を予備に持っております

が、予備を使ったときのもう１枚分をとぎ

に出す分が大体８万円ぐらいするんで、そ

れと、ほかの機械的な部分の補修のために

１０万円の予算を組んでおるというとこ

ろです。 

 それと、次に、コンビニ収納にかかわる

部分ですが、口座振替と納付書払いの比率

が、口座振替が７０％を少し超えるぐらい

ですね。それから納付書払いが３０％弱と

いう割合なんですが、コンビニ収納をやっ

たということで口座振替が減ったという

ことは、まずありません。 

 今、新規の開栓のお客様に対しては、水

道部でも口座振替の受け付けができるペ

イジーという機械を使って、口座振替をキ

ャッシュカードと暗証番号で口座の登録

ができるシステムを採用しておりますの

で、窓口に来られるとか、開栓のお問い合

わせの際に、口座振替をご利用いただけま

せんかというようなお勧めをしておりま

す。 

 それから、もう１点、コンビニ収納を始

めるときに、収納率のアップを見越しての

コンビニ収納の開始ではなかったのかと

いうお問いなんですが、もちろん銀行が開

いている時間、それから水道部の業務時間

外に来られないお客様が滞納になる可能

性もありますので、そういう方が、コンビ

ニでお支払いいただけるということで始

めたところですが、もちろんそういう時間

外にしか払えないお客様というのは、全体
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の数からいうと、ごくわずかな方でしたの

で、その方については、当然、収納の利便

が上がって、お支払いいただいていると思

いますが、銀行の窓口で待って、お支払い

いただいていた方については、コンビニの

ほうが払いやすいので、そちらのほうに、

かなり移行されております。 

 今で言うと、銀行の窓口でお支払いいた

だけるのが、その納付書払いの２５％、コ

ンビニでのお支払いが７５％という割合

になっております。 

 もう１点、予算のほうからいいますと、

銀行でのお支払いについては、手数料がゼ

ロだったのが、コンビニについては１件５

５円の手数料がかかりますので、水道部と

しては持ち出しが大きくなっております。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 末永上下水道部参事。 

○末永上下水道部参事 楢村委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 人員でございますね、目ごとの人員の配

置についてでございますけれども、わかり

にくいところがありました。業務費につき

ましては７名、先ほどお話させていただき

ました。これは営業課の職員の料金徴収と

精算等々の業務です。 

 総係費につきましては、主に総務課、私

も含めまして総務関係企画調整等々の業

務をしております。 

 分散しておりますのは、水道施設課のほ

うでございます。原水・浄水及び送水費７

名につきましては、浄水場に勤務する職員

でございます。この部分の浄水場で原水送

水業務を行っている職員分でございます。 

 ２番目の配水・給水費の１３名につきま

しては、先ほどもちらっと触れましたけど

も、修繕関係の職員と設計業務等々の維持

管理系の職員が主な職員でございます。 

 ３番の受託工事費１名につきましては、

主に給水業務係の業者への委託等々の業

務調停等の業務を主にやっている職員で

ございます。 

 最後に、先ほどもありましたが配水管整

備事業費４条予算につきましては、資本投

資の、簡単に申しますと管路工事に、主に

係る人員を配置しております。 

 比率に関しましては、いろんな仕事をし

ている中で分配を適切にやっていている

というように理解しているところでござ

います。 

 それと、引越費用につきましては、これ

は下水道、水道、別々に発注した内容では

なく、１件で発注しまして、按分しました。 

 当時、財政課のほうで契約していただき

ました、６者指名で、水道部局、下水道部

局の机、椅子、キャビネットなど全てを職

員で拾い出しをして、見積もりを作って、

いつ頃にやってくれというようなことで、

各６者が提示した中で、ここからここに移

動するような図面もある程度つくらせて

いただいて、発注させていただきまして、

そこの中で現地を見たいという業者には

見ていただいて、指名競争入札でやらせて

いただいたというところでございます。 

 それと、先ほど、樫本課長から答弁がご

ざいました、明和池公園のほうなんですけ

れども、ここの件につきましては、私ども

が受託しておるんですけども、基本的には

防災管財課のほうの施設でございまして、

防災管財課の依頼内容というのを加味し

ながら進めて行っておるというところで

ございます。 

 それと、基準値でございまして、イオン

クロマトグラフ、ガスクロマトグラフ、年

報をお持ちでしたら、８７ページ、委員に

もお渡しさせていただいている中では、基
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準値という形で、５１項目、提示させてい

ただいております。 

 その中で何ミリとか、検出項目、これ以

上になったらだめですよという事を表示

させていただいておりますので、またご一

読をよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 ０時４５分 再開） 

○水谷毅委員長 休憩前に引き続き、再開

します。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 自家発電機の件なんで

すけども、太中浄水場のガスタービンの発

電機については、平成２７年度は別科目で

執行されていたというようなことで、その

分がないので決算額が少なくなっていた

ということで理解いたしました。 

 次の高架水槽の件についても、一応、１

０年に１回というようなところで聞いた

んですけども、平成２８年度、今回初めて

やったということでありましたので、理解

いたしました。 

 次、井戸の洗浄作業の分についてなんで

すけど、一応、２年に１回というような形

では言われているものの状況を見ながら

していかれるというような話もありまし

たので、理解いたしました。 

 明和池公園の部分については、２回目の

答弁で内容について理解しました。 

 水質管理事業の分の内容については、ち

ょっと私も事業年報のほうを見ていませ

んでしたので、また中身については事業年

報のほうを見て勉強したいと思います。あ

りがとうございます。 

 次の給配水維持管理事業のところなん

ですけども、決算額がふえている内容につ

いては理解させてもらったんですけども、

待機料というようなことなんですけど、待

機料がかかるというような部分と、あと件

数に応じてふえていくというようなとこ

ろの内容について、どういった金額的な形

になるのかというようなところをもう一

回、お願いします。 

 家屋調査業務委託ついて、平成２６年度

になかったというようなことなんですけ

ども、それ以前がどうやったかというよう

なこともちょっとあったんですけども、も

う置いておきます。 

 次に、ＯＡ機器管理事業ですけども、フ

ォームバースターも含む形での修繕費で

あるということで、中身については理解い

たしました。 

 収納業務のところ、徴収率については理

解しました。先ほどありましたように、結

局、この手数料が１件当たり５５円という

形で、２６５万円という決算額があります

ので、別にコンビニ収納をなくせとは言い

ませんけども、もちろん少しでも徴収率が

上がるような形で、少しでも何らかの努力

をしていっていただいて、徴収率の向上に

向けてやっていってほしいと思いますの

で、その点については要望しておきます。 

 総務課にかかわる部分です。何回も人数

の分について聞きまして申しわけなかっ

たです。中身については理解いたしました。 

 引越業務委託料についてですけども、財

政を通して、結局、６者で入札されていた

というようなことで、内容についても、資

料内容に細かく出されていたというよう

なことでありましたので、内容については

理解いたしました。今後についても、そう

いった形で入札を含め、もしあればそうい

うようにしていただきたいというように

思います。 
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 鳥飼本町一丁目の工事の件についてで

すけども、大体、こっちが思っていたとお

りであって、正直言うと、まとめてするほ

うがコスト的には多分、恐らくこれをみん

なあわせて２億９，０００万円ぐらいあり

ますけども、やるほうが安くなるのではな

いかなというようには思うんですけども、

私自身は市内業者、別に育成していくこと

に反対するわけでもないですし、どちらか

というと、そういうような形でしていって

いただきたいというように思いますので。

ただ、コスト面でのことがあるので、そう

いうようにされる場合については、予算を

よく検討し、そういうような中でやってい

っていただけたらというように思います

ので、要望しておきます。 

 ３回目は以上です。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 ３回目のご質問に

お答えさせていただきます。 

 交通整理業務委託料についてというこ

となんですが、金額につきましては、出動

したときの人数の人件費、昼間・夜間、そ

れから重要道路におきまして特別に資格

を持っているガードマンの配置が必要に

なりますので、その分の費用、それから待

機料という項目でやっております。待機料

につきましては、やはり私ども、工事が緊

急に突然発生するものでありますので、そ

のときにすぐに対応していただけるとい

うような分の保障的な意味合いも感じて

おります。その分での待機料というので入

札をかけてやらせてもらっているという

ことです。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今のところでもう一つ

だけ、全体の委託料の中での待機料にかか

わる分というのは、およそ全体の委託料の

何％に当たる分なのかだけ、最後にお願い

します。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 質問にお答えさせ

てもらいます。 

 待機料といいますものは、毎月、１か月

に幾らという形になっております。ですの

で、割合というのはなかなか難しいところ

がございまして、年によって出動人数の変

動がありますので、その辺の比率はなかな

か出しにくいんですが、待機料というのは

１か月当たり幾らという形になっており

ます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 楢村委員の質問が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、１回目の質問

をさせていただきます。 

 細かい内容については、楢村委員とかぶ

るところもありましたので、少し割愛させ

ていただきます。 

 お聞きしたいのが、水道事業会計決算書

についてなんですけども、１４ページ、１

５ページ、先ほど安藤委員からもお話があ

ったと思うんですけども、摂津市の水道の

財政状況、水道代は北摂では高いですけど、

大阪府下ではそこまでだという話をおっ

しゃられていたと思うんですけども、３番

の経営状況、２行目の給水収益が２，１７

０万円ほど減少したというような形で報

告いただいておりますけども、これを見る

と、ことしに限っては、とりあえず昨年度

と比べて２，０００万円ほどの減収となっ

ていますので、これがそのまま直撃してき
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ているのかなと思っております。返さない

といけないお金もあるので、財政的には、

今のところは黒字なんですけども、厳しい

というように先ほどもおっしゃられてい

ましたけども、これが単年度だけではなく、

この下のほうですね、「今後の水道事業経

営につきましては、節水等により水需要が

減少傾向にあることから、収入面において

は引き続き基幹収入である給水収益の減

少が予測されます。」というように書いて

いらっしゃいますので、年々、減っていく

ことを予想されているのかなと思ったん

ですけども、正直、ここの部分が年々減少

していくと、純利益はいつかなくなること

が起こり得るのかなと。ただ、その下に書

いてあります、「支出面においては施設の

老朽化に伴い維持管理費用の増加が予想

されるほか、配水管の更新・耐震化事業や

施設改修事業による費用の増加が見込ま

れます。このような厳しい財政状況の中で

あっても、常に中長期的な視点に立って、

経営計画等をその時代に合わせて更新改

善し実施することにより、健全な事業運営

に努めてまいります。」と書かれています

ので、正直、支出面におきましても、今後

も厳しいことしか起こり得ないのかなと、

この文面だけ見ると思ったんですけど、最

後にこのような書き方をされていますの

で、その中長期な計画におきましてと、改

善できる余地があるのかなと、文章的には

読み取れたんですけども、その中長期な計

画内容と改善できるめど、どの時点で改善

できそうであるのかということを教えて

いただきたいというのがまず１点目です。 

 あと、去年に比べまして、約２，１７３

万円、給水収益が一気に減っていますけど

も、なぜこんなに一気に減ったのかという

のを教えていただきたいのと、あと森西議

員が一般質問でもされていましたけども、 

ＪＲ東海新幹線鳥飼車両基地地下水汲み

上げにおきまして、大阪高等裁判所の判決

が出てから、毎日毎日、井戸水をどんどん

汲み上げているという話なんですけど、そ

のことについて、昨年度までは通常どおり

上水を使われていたのかなと思うんです

けども、毎日７３０立方メートルぐらい、

今、汲み上げられているというお話をされ

ていたと思うんですけど、それによっての

減収の見込みというのも、どれぐらい立っ

ているのかというのもあわせて教えてい

ただければなと思います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

１回目のご質問がございました。給水収益

の減少の内容でございますが、私ども水道

事業の根幹でございます給水収益につき

ましては９５９万３，７０３トンで、今年

度１８億６，８４８万円の収入、対前年度

としましては０．６％減少の５万トン減少

しておると。金額にしますと、２，１００

万円減少となっておるというところでご

ざいます。内容的な分析といいますか、水

量的な分析でございますけども、一般事業

所というか、大口のほうは案外動きが無か

ったんですけども、一般のお住まいの方々

の分につきまして、約５万６，０００トン

減っているというようなところでござい

ます。 

 その中身としまして、給水人口が、この

決算書にも書かせていただいているとお

り、１６９人減りまして、給水戸数につい

ては２２８戸増加する内容の中で、一般給

水が減っているという内容で、１世帯当た

りの住まわれている方は少なくなってい
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っているのかなと、節水器具等によって減

少が進んでいるのかなというところで、今

後の見通しでございますが、昨年、平成２

７年度、平成２８年度と連続して毎年５万

トンずつ減っていっていると。見込みとし

ては、次年度についても５万トンというよ

うなところは想定できるのかなというと

ころで思っておるところでございます。 

 それと、中長期な視点で経営計画という

ようなところでございますが、どうしても

水道事業を進めるに当たりまして、水道ビ

ジョンという一つの市の総合計画と同じ

立ち位置になる内容であるかと思います

が、その中で、そういうようなビジョンを

目標に持ちながらやっていると。 

 経営につきましても、毎年決算が確定し

た後に、水道事業の中で単年度の検証と次

のアプローチという形で各課ヒアリング

をさせていただいております。その中で言

いましても、改善するめどといいますと、

なかなか水道収益、私どもの市だけではな

いんですけども、施設の老朽化というのが

やっぱり大きな課題になってきている中

で、収益的に、日々の業務の中ではある程

度、改善できる状況ではございますけども、

施設の更新費用等々で、今後の見通しとし

ては改善する努力はさせていただく中で

は、なかなかいい形にはならないのかなと

想定しておるところでございます。 

 それと、今年７月から大口事業者による

井戸水の揚水が開始されました。そちらの

事業所につきましては、年間水量、平成２

８年度実績でございますが、年間２４万ト

ンを取っていると。７月から減っていると

いうところでございますが、今、いろいろ

裁判等のお話がございまして、私どもの考

えとしましては、ことし平成２９年度につ

きましては、まず半期ちょっとの減収、次

年度以降につきましては、今の想定でござ

いますが、年間８，５００万円ほどの減収

を見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 ということは、裁判の結果にもよるとは

思うんですけども、このままいけば、もっ

ともっと来年は収益的には厳しくなって

くるというお話だと思います。 

 最後の中長期な計画なんですけども、こ

れは、昨年度も全くこの文章、全く一言一

句同じ文章を書かれていたと思うんです。

僕も、最初は中長期な計画がまだできてい

ないのかなとも思ったんですけど、昨年度

も全く同じ文章を書かれていますので、実

はできているんだと思ったんですね。じゃ

ないと、１年間、何か動きがあれば文章は

変わっているのかなと、内容的にも変わる

のかなと僕は思ってしまったわけなんで

すけども、中長期な視点とは僕は思えない

んです。実際問題、答弁にもありましたけ

ど、正直厳しいというような内容だと思う

んですが、このまま、純利益はどんどん減

っていきますので、最終的には赤字に陥る

こともあるのかなと思っているんですけ

ども、そのビジョンが見えている状態で、

このまま先延ばし先延ばしにしていくの

か、それとも根本的に何か変えていかない

といけないのか、それが中長期な視点だと

僕は思うんですけども、そこを早急に考え

ていくべきではないのかなと。次世代にそ

のままつけを残していくのか、そのまま今

できることをやっていくのか。中長期とい

う言葉、先ほどから何度も申し上げて申し

わけないですけど、書いているにもかかわ

らず、正直、中身としては今の答弁ではな
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いのかなという印象を受けたんですけど

も、そこのところだけ、確認だけですけど、

１０年でも２０年でもいいんですけど、そ

れの計画、ある程度でもいいので、練って

いらっしゃるのか、それとも、ほぼないに

等しいのか、単年ごとに見て、次の年とい

う答弁もいただいたと思うんですけど、そ

れを考えると、１０年、２０年後には、何

度も申し上げますけど、厳しい結果が僕は

単純に見えるんじゃないかなと思ってい

るんですけども、そこのところをもう一度

だけ確認でお願いいたします。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の２回

目のご質問にお答えさせていただきます。 

 中長期的な計画の部分でございますが、

私ども、先ほどお話しさせてもらった水道

ビジョン、１０年間の収支計画も出させて

いただいております。今、収支をこの１０

年間見直して、今回の大口事業所の分がご

ざいまして、さらに厳しい状態になるとこ

ろでございますが、現状の経営状態、単年

度黒字に現在させていただいている中で

は、来年、水道ビジョンの見直し、平成２

６年度に水道ビジョンをつくらせていた

だきまして、５年たち、中間期の見直しと

経営戦略を立てて、水道事業の経営計画と

しては、ある程度できているのかなという

ようなところでございます。 

 見通しでございますが、ここの部分でお

話しするのもどうですか、現在の計画で言

いますと、平成３２年度には水道事業の収

益、単年度赤字が発生するということも把

握しております。平成３６年度には累積欠

損が発生するということも把握しており

ます。その辺の部分でいきますと、先程も

お話しさせていただきましたとおり、単年

度、単年度の事業を検証しながら、できる

だけ欠損時期を、１年でも長く延ばしたい

というような思いで経営のほうを進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 もう一回、話が戻るんで

すけど、赤字に陥るのも、思ったより近い

未来にあるのかなと思ったんですけど、そ

うなったときに、水道料金というのはまた

上がっていくんですかね。先ほどは、大阪

府下で見れば、別にそこまで大したことが

ないというようにおっしゃられていまし

たけど、正直、皆さんが節水、節水でいか

れているのはわかるんですけど、やっぱり

高いから節水というか、何でもそうですけ

ど、消費税も上がれば、皆さん、お財布の

ひもがかたくなりますけど、もし上がって

しまえばですけど、すごい負のスパイラル

が続いていくのかなと、収益も減ることに

なったら上げないといけないということ

が起こり得るのかというのだけ、最後、も

う一回確認で教えていただきたいです。 

 とりあえず、それだけお願いします。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の３回

目のご質問でございます。 

 水道料金が高いから、水道の使用量が減

ると、そして更に経営が不安定になってく

るというお問いだと思うんですけども、こ

の件につきましては、水道料金、本市のみ

ならずなんですけど、近隣でも、最近では

値上げ、値上げというお話も聞いている中

でございます。というのは、過去になるん

ですけど、高度成長期に埋設した管の耐用

年数が過ぎてきまして、どんどん入れ替え

ていかないといけないと。本市におきまし

ても、老朽管が１００キロほど残っている

というような状態、その中で、事業運営を
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できるだけ抑制しながら、水道料金の固定

を目指してきたところでございますけど

も、当然、個々の水道料金の使用料が減る

ことによって収益が減ると、やっぱり経営

としては厳しくなるというようなところ

は避けられないのかなと。 

 値上げの話でございますけども、ある一

定の時期、先程もお話しさせていただきま

したけども、私どもも、経営努力を十二分

にさせていただきまして、できるだけ長く

延していきたいというようなところで、事

業のアウトソーシングを進めながら、事業

費の抑制をしていく中で、幾らかの時間帯

におきましては、水道料金の値上げという

お話も聞こえてくるのかなと想定してお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 正直、今のお話を聞くと、

未来は厳しいことが待ち受けているのか

なと思いました。僕らの立場もそうなんで

すけど、先ほども申し上げましたが、わか

り切った未来があるわけですから、何とか

してその未来を避けていかないといけな

い。先延ばしにしていくことは簡単ですけ

ども、いつかどこかの世代がそのつけを払

わないといけないことになるかと思いま

すので、正直、僕も何か代替案がぱっと出

せれば一番いいんですけども、ぱっと出て

くるようなことでもないので。ただ、１０

年、２０年スパンというよりも、本当にめ

ちゃめちゃ近い未来に赤字になるという

ことだったので、もっともっと早急に、何

か抜本的な対策を、今このままやっていけ

ば無理だということがわかっているとい

うことなので、何かお金をほかで使ってい

って、何か回してということもいろいろあ

ると思うんですけど、この予算以外でも何

か解決策があれば、また教えていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 三好委員の質問が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、水道事業に

つきまして質問をさせていただきたいと

思います。 

 私も委員会で、この水道事業について質

問するのは初めてでございますけれども、

今までは本会議でありますとか、あるいは

総合計画の策定の際に少し触れさせてい

ただきまして、この水道事業は大変に優先

順位の高い事業だと思っておりますし、行

政として何をすべきなのかということを

突き詰めて考えていくと、私はこの水道な

のではないかなというように思っている

ところでございます。 

 そういった中で、平成２８年度を振り返

ってまいりますと、太中浄水場におきまし

て、いろいろと更新等もしていただきまし

たし、これとあわせて鳥飼送水場の配水池

の耐震化にも取り組んでいただいた１年

じゃなかったのかなと思っています。特に

耐震化の問題につきましては、私は、どん

どんと先行投資をしていきながら、大切な

水を守っていくという立場から、それは先

行投資していくべきだろうという立場で

今までもお話をさせていただいてまいり

ましたので、この件につきましては大変あ

りがたいと思っているところであります。 

 改めて、平成２８年度の決算を受けまし

て施設の耐震化率、また基幹管路の耐震化

率はどの程度になったのか、そして、目標

の数字がありましたよね、平成３２年度の

総合計画の目標数値があったと思います
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けども、これに向けて順調に進んでいると

評価されておられるのか、まずはその点に

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、単純に平成２８年度の単年度

の純利益についても、当初はいろいろと計

画とか目標数値を立ててこられたと思い

ます。これは達成したというように評価さ

れておられるのか、その点についてもお聞

かせいただきたいというように思います。 

 それから、総合計画の中で、施設の更新

とあわせて、重要施策の一つといたしまし

て、水質検査対策の一つといたしまして、

水質検査対策の強化といったものがござ

いました。これは楢村委員も質問をされて

おられましたけれども、特に技術の継承と

いうところで、行革を進めていった中で、

この業務に携わる方の人数も相当絞られ

てきたと、そしてまた年齢の話もございま

して、技術の継承をどのようにしていくの

かということが非常に大切な課題なんだ

よということが、以前から言われていたと

思います。平成２８年度、改めてどのよう

に取り組んでこられたのか、また今後の課

題についてもお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、鉛管の更新といったものも、

またこれは非常に大きなテーマだと思い

ます。決算を見ておりますと、予算額に対

して決算額が相当な差が出ております。こ

れは、恐らく１件当たりの入札の差金が積

み上がってきて、相当な差額になっている

のかなと、およそ１，５００万円弱の差額

があると思います。これをどう評価してい

くのかという話なんですね。私は、仮に１，

５００万円程度の差額が出たのであれば、

恐らくもう１本、発注できたんじゃないか

なと思います。それをせずに、この差額の

ままで決算をしてみられたということに

ついて、長期的な視点に立って、１回、取

りかえをしたから、それで最終いけるわけ

ではないですよね。いずれ更新の時期が来

るわけですから、そのことを見越した中で、

これをあえて抑えたのかもしれませんし、

そのあたりの長期的なビジョンについて、

どのような視点から、今回、この差額をそ

のまま残されたのか、お考えがあればお聞

かせをいただきたいと思います。 

 それから、これも楢村委員の質問と関連

をするところなんですけれども、市内の工

事業者の育成といったものが、大きな課題

であると、行革の結果からも出されている

と思います。当初の計画では、８件の工事

をするんだというお話でありますけれど

も、実際、どのような内容であったのか。

先ほどの課長のご答弁をお聞きしており

ますと、基幹管路の更新については特殊な

技能が要るんだと。それを市内業者がしっ

かりと蓄積をしていくために、あえて工事

を分けて発注したりと努力もされておら

れると思うんですけれども、今の市内業者

の実態も含めて、どのようにお考えなのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、最後なんですけれども、これ

は平成２９年の話になってしまいますけ

れども、この間の本会議の中におきまして、

いわゆる公用車両での事故が非常に数多

く報告がなされました。しかし、水道部局

に関する報告は今まで聞いたことが、私は

正直ないんですね。平成２８年度におきま

しても、公用車両における事故等はなかっ

たのか、一度、お聞かせいただきたいと思

います。 

 以上１回目、お願いします。 

○水谷毅委員長 答弁を求めます。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 嶋野委員の質問に
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ついてお答えさせていただきます。 

 まず、施設の耐震化のほうについてなん

ですけれども、委員のご指摘のとおり、鳥

飼送水所の配水池の耐震化を平成２８年

度で４号の配水池の耐震化を終えていま

す。この配水池の容量での耐震化の率が平

成２８年度で鳥飼の４号の配水池と、千里

丘送水所は既に耐震化されている、それか

ら、太中浄水場の一部配水池もされている。

それで、全容量からの容量比におきまして

は３９．４％の耐震化率という状況です。 

 それで、先の話になりますが、今年度、

来年度また続けて、近々には５０％にはい

く形にはなるかと考えております。 

 それから、基幹管路のほうなんですけれ

ども、私どものほうの基幹管路につきまし

ては、平成２６年度と平成２７年度で１．

３３キロメートルほどの管路の更新、平成

２８年度は０.５１キロメートルほどの管

路の更新を行いました。今の時点で、基幹

管路についての耐震化率については、平成

２８年度末で２０．８％という形になって

おります。これも水道ビジョンのほうでは

計画は立てられておるんですけれども、正

直なところ、今の数字のままでいけば、水

道ビジョンのところまで達しているかど

うか、非常に難しいところがあるかなと、

予想はしているところではあります。 

 それから、次に水質の検査体制、拡充に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 委員のご指摘のとおり、水質につきまし

ては、日々、うちの水道水を市民の方々に

送っているもので、しかも太中浄水場とい

う自己水を持っておりますので、常に監視

しなくてはいけないという中で、水質検査

というのは非常に重要なものだと考えて

おります。今、職員が２名で、年齢も若年

の職員はいません。しかも、その辺の技術

継承となりますと、今の時点で、特定の職

員に技術を継承するということはできな

い状態になっております。ですが、昨年度

進めておりましたのは、水質検査体制につ

いて、係で見直してくれということを指示

をしました。何かといいますと、現状の水

質の検査体制は見直して、まずいところが

あるのか、ないのか、その辺からどれぐら

いならばやっていけるのか。例えばなんで

すが、今、係の職員は２名しかおりません。

もし１名欠けたときに、どれぐらい現状の

体制を維持できるのかどうかというのを

検討してくれということで、検討をやりま

した。結果的に、検査につきましては、日々

検査と、１か月に１回検査とか、いろいろ

検査で間隔があるんですけれども、何とか

１か月は１人欠けてもいけるとかいう結

論はもらっております。なお、それ以上に

なりますと、やはり予算にはない分で、新

たに委託で検査を発注していくというよ

うな形にはできないかということの一定

の結論は出ています。それから、もう一つ

は技術の継承についてのマニュアルをつ

くる、検査の方法を文章化する、職員にす

ぐ伝えられるようにすると、その辺も考え

ていくということで、一定の部分ができて

います。これにつきましては、まだ完全と

は言えませんが、まず第一歩としては踏み

出せたのかなというような状態になって

おります。 

 これが昨年度の取り組みです。 

 今年度以降、どう考えているかというか

といいますと、やはりマニュアルについて、

緊急時、どの職員でもというわけにいきま

せんが、これはあくまで希望なんですけれ

ども、最低限、１か月検査ができるぐらい

の、ある程度の限られた職員でも何とかで
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きるようにいければいいのかなという希

望は持っております。そこまでの希望に向

かって、やはり少しずつ方法をやっていか

ないといけないのかなというようなこと

で今、取り組んでいるところであります。 

 それから、鉛管対策事業につきましては、

昨年度で９７４か所の鉛管の交換を行い

ました。これにつきまして、当初はですけ

れども、おっしゃったとおり、工事費を積

み上げまして、入札をかけまして、差金が

出ました。それは、そういう形に今なって

おります。ただ、残りが本来ですと、まだ

あと２年ほどかかる予定にはなっておっ

たんですけれども、進捗が早い状態になっ

ております。今のところ、私どもとしまし

ては、鉛管対策の事業としてあるのは、平

成３０年度で終わるのではなかろうかと

思っております。ですので、予定より早く

終わる予定になっておりますので、当初決

められた地域の中での鉛管の対策につき

ましては、箇所をふやしたりやっておりま

したけれども、新たな箇所につきましては、

２年ほど見えていますので、また、それが

終わった後でも、恐らくですけれども、私

どもの想定していないところで、まだ隠さ

れている部分があると思っております。そ

の部分がありますので、やはりその辺を考

えますと、先が見えておりますから、この

部分の先は出てはおったのですけれども、

計画的にめどがついていますので、ちょっ

と残してしまったというところが実情で

ございます。 

 それから、市内業者の現状ということな

んですが、基幹管路もそうですが、いろい

ろ特殊で管路が大きい工事ですので、経験

を積んでいただきたいというのがまず一

番です。 

 あとは、施工業者につきましては、それ

なりにいますのでいいんですけれども、私

どもが今考えておるのは、緊急時の修繕と

か、そのときにいかに市内業者で対応して

いただけるかどうか、ここが非常に心もと

ない状態になっていると、私自身はそう考

えております。ですので、これはやはりす

そ野を広げるのか、あるいは今の業者でそ

の辺のところができるような体制を組ん

でいただけるようになるのかどうか、これ

はちょっとまだ今から調べてみないとわ

からないと。どちらを取らなきゃいけない

かというのも、まだ私自身も判断ができて

いないんですけども、その方法のどちらか

でやっていかないといけないのかなとい

うようなことで、今、考えている次第です。 

 総計との目標の差なんですけれども、今、

基幹管路につきましては、先ほど話をさせ

てもらったとおり、かなり今しんどいかな

と思っています。 

 配水池の容積については、ほぼ達成でき

ると考えております。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 嶋野委員からの

二つ目のご質問で、単年度収益の目標とい

う形でございますが、委員がおっしゃると

おり、平成２８年度の決算、収益が２０億

３，０００万円、事業費が１７億円、単年

度収益が２億６，７００万円です。昨年度

は２億８，７００万円で、２，０００万円

ほど減少しておるというような状況の中

で、単年度収益につきまして、個々の単年

度収益もある程度、考えております。 

 ただ、先ほどからお話させていただいて

います水道ビジョンの中にもその辺は含

めております。平成２６年度の当時の計画

では、１０年間で６，０万トンの水が減る

というような計画をしておりました。さら

に、金額にしますと、１０年間で収益だけ
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で２億４，７００万円、そういうふうな事

情を含めながら経営のほうを進めておっ

たんですけども、今年に入りまして、更な

る減収の案件が入ってきた状況の中で、単

純計算しますと、今年度２億６，０００万

円、更に今年、置きかえるとすれば、そこ

からまだ８，５００万円ほどの減収があっ

たのかなというようなところで、当時の想

定よりもこれから下がっていくのかなと

いうところです。その辺につきましても、

それに合わせて、できるだけ事業費を削減

させていただくんですけども、やっぱり水

をつくるということ、送るということは、

削減して市民サービスが低下するという

のが一番だめなことだと私のほうは理解

しておるところなんですけども、その辺で、

必要経費というか、一般行政とまた違う議

論も出てくるのかなと、水をつくる、送る、

日々、毎日蛇口から水が出るというのが当

たり前のようになっているかと思うんで

すけども、それに対しての費用はある程度、

必要なのかなと。各地方におきましても、

それすらできない都市も水道事業で発生

している状況を考えますと、そこだけは私

どもの経営の中で守っていきたいという

ように考えておるところでございます。 

 それと、最後のご質問で、公用車の事故

につきましては、平成２８年度、私が安全

運転管理者をやらしていただいておりま

すけども、労働安全委員会とか、いろいろ

な場面で啓発を行い３か月に１回、車両点

検をしながら啓発を行っている中で、今年

の時点では、事故は発生していなかったと

理解しております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 順番を変えまして、最

後のところからお話しさせていただきた

いんですけれども、公営企業法の規定がご

ざいまして、仮に、要するに公営企業体の

中で、公用車両で事故等が起こったとして

も、これは議会の報告をする義務はないん

だというところは認識をしているところ

であります。 

 これは、委員長にお願いをしておきたい

んですけれども、確かに規則の中ではそう

なのかもしれませんが、しかし今、改めて

公用車両の安全運転ということについて

は、私は行政全体として、今回、大きな課

題が出てきたところではないかなと思っ

ていますので、これは本会議じゃなかった

としても、少なくとも委員長団には報告を

いただきながら、委員会として対応してい

ただきたいと、これは委員長のほうにまず

お願いをしておきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、２回目の質問と要望をさせて

いただきたいと思います。本当にご丁寧に

ご答弁をいただきました。 

 耐震化率、それから管路の耐震化につい

てもご答弁をいただきまして、まず施設の

耐震化につきましては、当初の目標で済み

そうだということで、ここは安心をしてい

るところでございます。ただ、基幹管路に

ついては、私は、これは総合計画の基本構

想のときにも申し上げたんですけれども、

やっぱり当初の目標自体が少し低いんじ

ゃないのかというお話をさせていただき

ました。しかし、その中で、それでもなか

なか少しこの数字に届くのが難しいよう

な状況があるというところでございます。

私は、どういうように経営していくのか、

健全化していくのかということは大事な

話でありますけれども、水というのは、先

ほどおっしゃっていただいたように、蛇口

をひねると安心をして飲める水が安定的
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に供給されているといったのは、これはす

ごいことだと思っているんですよ。そこに

もっと価値を見出していただいて、それに

ふさわしい料金についても考えていくと。

そういった中で、それを守っていくのはや

はり耐震化であるとか、施設全体のあり方

も考えていかんというわけでございます

ので、ぜひこの点については、難しいとい

うお話がありましたけれども、考えていた

だきながら、料金のことについても、これ

はぜひ、値上げせえとかいうわけではあり

ませんけれども、考えていただきたいとい

うことで、これは要望として申し上げてお

きたいと思います。 

 それから、単年度利益のことについても

いろいろとお話をしていただきましたし、

これは先ほどと絡むところでございます

けれども、ぜひまた経営努力もしていただ

きながら、しかし削れないところが絶対あ

るわけでありますから、そこについてはし

っかり守っていただきながら、約８万５，

０００人の市民の皆さんに水を届けてい

くためにはどういったものが必要である

のかといったことをしっかりと、そこは示

していただきながら、今後の経営について

も考えていただきたいというように思い

ます。 

 それから、水質管理のことなんですけれ

ども、これも以前、総合計画の際にお話を

させていただきました。当時の部長が答弁

されておられたんですけれども、例えば今

から五、六十年後はどうなっているのかと

いうことを考えると、井戸水に塩分が混じ

っているということが、これは十分に想定

されるんだというお話がその当時からさ

れておられました。ということは、今、私

たちのいる状況と比べて、水に関する情報

といったものは、これは地球環境全体だと

思いますけれども、大変厳しいということ

も十分に想定がされるわけですよね。そう

なっていきますと、今、水質検査について

もマニュアルをつくっていただいて、２人

の方に当たっていただいておりますけれ

ども、仮にお一人おられなかったとしても

１か月はもつような体制もつくっていた

だいているところでありますけれども、し

かし、さらにいろいろな技術も吸収をして

いただきながら、摂津市の皆さんに本当に

これからも安心をして飲める水を供給し

ていただくということが大切なんだろう

と思っておりますので、これについては、

今の想定にとらわれることなく、本当にい

ろいろな技術も貪欲に吸収をしていただ

いて、そこにお金がかかるのは仕方ないと

思うんですよ。だって、水質の悪い水を届

けるということのほうが、私は大きな罪だ

と思っていますから、そういう点で言うと、

ここはやはりさらに重点施策としてご認

識をしていただいて、取り組んでいただき

たいと、この点についても要望として申し

上げておきたいというように思います。 

 それから、鉛管のことについてよくわか

りました。これは、当初の計画よりも相当

に早い進捗の中で進めていただいている

ということで、今回、この差額をそのまま

残しておられるということについてはよ

くわかりました。ぜひ鉛管については、当

初、摂津市は類似団体と比べて残土率が多

かったと思いますけれども、そこは担当課

としてご努力をしていただいて、ここまで

来ていただいたんだなということについ

ては、改めて感謝を申し上げながら、鉛管

の更新についても、今の流れの中で取り組

んでいただきたいというように思います。 

 それから、水道管の修繕のお話もお聞か

せをいただきました。緊急時に対応が本当
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にできるのか、ちょっと心もとないという

お話がございまして、答弁を聞くと、本当

に心もとなく私もなってしまうところが

あるんですけども、やはりこれは緊急時で

ありますから、市内の業者の方に即時に駆

けつけていただいて対応に当たっていた

だくということでしかないわけでありま

すから、そこについては、技術指導もいろ

いろとしていただきながら、緊急時に本当

に自信を持って対応をお任せできるよう

な体制をぜひつくっていただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

 最後、きょう、部長がお越しでございま

すので、ぜひお聞かせいただきたいと思う

んですけれども、私も水道のことについて

は結構想いを持って、本会議でも質問をさ

せていただいてまいりました。平成２２年

だったと思いますけれども、水道料金を一

度値下げしたことがありましたよね。その

ときに、私は本会議の中で、値下げをする

のであれば、その分は施設であったり、あ

るいは管路の耐震化に回していくべきで

はないかというお話もさせていただいた

ことがございました。水道ビジョンを拝見

しておりましても、いろいろな資料を拝見

しておりましても、確かに将来的な見込み

は厳しいというところはありますけれど

も、しかし摂津市の行政として守らなくて

はいけないところは絶対にあるわけです

よね。そこをしっかりと提供していくため

には、やはりそれなりのコストもかかるの

ではないかなと。それは、決して将来につ

けを残すということではなくて、結局、安

心をして水を飲めないような状況にして

しまうことが、将来に大きなつけを残すこ

とになるんだと私は思っているんです。ぜ

ひそこら辺のことも含めて、改めて平成２

８年度の決算を締められた中で、将来ビジ

ョンも水道ビジョンを示していただいて

おりますから、それも踏まえて、部長の今

の方向性というか、想いを最後にお聞かせ

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○水谷毅委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 それでは、嶋野委員

のご質問にお答え申し上げます。 

 水道料金ですけれども、昭和６１年に改

定をしました。それから、次の改定が平成

６年４月１日、このときは３０％以上の改

定率だったと思います。それから、平成１

４年４月１日付で平均改定率１４．４４％、

このときに私が一応、料金改定の担当者と

いうことで積算をしたことを覚えており

ます。実は、まだその時代は維持をしてい

く、ほぼ給水が１００％ですので、やっと

維持の時代になったなというようなこと

を感じたことを覚えております。そのとき

の料金改定で、平均改定率１４．４４％と

いうことで、ある一定の逓増率の解消であ

るとか、本来負担していただくところに負

担していただくような形に変えたんです

けれども、いかんせん平成１９年度ですか、

あのときに下水道料金のほうが５．５％の

値上げと、それに合わせてと言ったらちょ

っと語弊があるんですけれども、水道料金

のほうは２．４１％マイナス、年間原価に

して５，７３０万円でございました。平成

２２年度につきましては、大阪府の水道部

が広域企業団になるということも踏まえ

て、１％、原価にして約２，０００万円の

値下げということで、その折に、嶋野委員

のほうからも耐震化のお話が出たという

ことを私も記憶をいたしております。 

 今後のことですけれども、今回、何とか

２億６，０００万円の利益を確保できたわ

けでございますけれども、本会議でも私は
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何度も申し上げておりますけれども、水道

というものはライフラインの最たるもの

でございます。先ほど、ひねったら水が出

るのが当たり前と、こういうことでござい

ますけれども、水道の目的というのは、結

局、清浄にして豊富、低廉な水の安定供給、

これに尽きると思うんです。ここでいう清

浄といいますのは、先ほどの水質のことを

言っております、清らかな水。清浄にして

豊富といいますのは、ひねったら必要な水

が出るということが豊富の意味でござい

ます。そこに低廉というもの、これは水道

法をちょっと引用しておりますけれども、

低廉というのは、何も他市と比較をして低

いとか高いとか言うているのではなくし

て、能率的な経営のもとで、その団体、団

体の諸事情をくみながら、一番安い方法で

効果を上げなさいと。いわゆる最小の経費

で最大の効果を上げなさいというような

地方自治法のもとに戻った、そういうふう

な精神であるというように考えておりま

す。 

 ですから、私どもとしましては、やはり

嶋野委員がおっしゃっている耐震化につ

きましては、今後とも、できることでした

らスピードを上げてやりたい。やりたいけ

れども、いかんせん利益が確保できない。

そうしますと、本会議でもございました、

現金があるんじゃないかと。これの中の内

訳のほとんどは、過去に先行投資をした、

いわゆる起債を張ったとか、そういうもの

で回収をしたものを、企業で言うたら、再

生産するためのものですから、これを値下

げの財源に使うなんてことは到底できる

わけもございません。ですから、我々は留

保資金、回収した部分を計画的に使いなが

ら、なるたけそれをある程度、維持をしな

がら、少しずつ減らしつつも維持をしなが

ら、スピードを上げて耐震化ないしは受水、

いわゆる配水池、それと電気関係、この三

つが水道の基幹の部分でございますので、

こちらのほうに何とか投資をしていきた

い。そのためには、やはり一定の利益の確

保という上では、やはり給水収益はこれ以

上望めません、確実に減ります。 

 来年度、先ほどの大口事業家の話もあっ

て、１年間、丸々かぶってきますので、８，

５００万円というようなお話がありまし

たけれども、これとて、もう少しいくかも

しれません。揚水量が上がっているようで

ございますので。ですから、我々はできる

だけ利益を確保するためには、いろんな手

法を考えないかんと思います。それは、も

ちろん単なる人員削減だけではなくして、

官民連携のいろんな手法、それから包括的

な民間委託ということも考えないといけ

ないですし、ただ、全てを丸投げするので

はなくして、我々がやっぱりしっかりと技

術として持っていかないかん部分は持っ

てなだめですので、やはりみずから考える

人間というものをしっかりと育成をして

いく。その中で、あらゆる選択肢、もちろ

ん将来的な企業団への統合ということも

今の段階でテーブルから落とすわけには

まいりません。一番大事なのは、やはり安

定的に清浄な水を皆さんに供給するとい

うことのために、あらゆる手段を使って、

歳出のほう、費用のほうを削減して、給水

原価をなるたけ下げる。その下がった分に

ついては、申しわけないですけれども、更

新事業のほうに重点的にあてさせていた

だきたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私、最後の言葉をお聞

かせいただいて、そこだと思っているんで
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すよ。要は、将来に向けていかに投資をし

ていくのかというところにかかっている

んやろうなと。 

 先ほど申し上げましたけれども、私は専

門家じゃありませんから、そこまで詳しく

はないですけれども、ただ、地球環境が厳

しくなってきて、世界的に見ていても、水

にまつわる環境は大変厳しくなっている

ということは、これは確かな話であります

ので、我々はいつまでも水質を、安心して

飲める水を水道水で供給できるのが当た

り前であると考えるのは少し違うのかな

というように思っています。その中で、節

水意識を持っていただくことは、これは大

切なことでございますし、その結果として、

給水収益が下がるということはある程度、

仕方がないのかなと。ただ、現状で言うと、

必要以上に節水をしているということが

もし定着しているのであれば、いや、違い

ますよと、摂津市が供給している水は安全

ですよということについてもしっかりと

ＰＲはしていかなあかんというように思

っておりますし、今、全国的にそういう流

れは定着してきているんだと思っており

ます。そこについては、今の目の前の課題

としてお願いをしていきながらも、しかし

将来に向けて、これは投資でありますから、

しっかりと施設を初め、管路であった、更

新はしていただきながら、そしてまた技術

も継承していただけるようにお願いをし

たいなと。恐らく摂津市の水道事業が厳し

くなるときには、部長も市長もおられない

かもしれないですけれども、ぜひ今の段階

から将来に向けて、しっかりその方向性を

お示しいただいて、ほんとにいろいろなも

のを後世に引き継いでいただきたいとい

うことをお願い申し上げて、質問とさせて

いただきます。 

○水谷毅委員長 嶋野委員の質問が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 今、部長からもお話があっ

て、非常に総括的にお話をされましたので、

この後質問しづらいんですけれども、幾つ

かさせていただきたいと思います。 

 まず、決算書で４ページにありますけれ

ども、資本的支出において、第４項の投資

で、当初予算１８億円組まれていました。

補正予算額で１８億円丸々減額になって、

これは１２月の議会でかかったものかな

と思うんですけども、１８億円といったら

小さなお金ではなく、１年間の摂津市の給

水収益に相当するだけのお金が投資に回

るというような予算を組まれて、それがそ

の年度の途中で全額取りやめになってい

るということですので、大きな方針変更で

もあるかと思います。 

 補正予算のときの審議でも議論された

かと思いますが、改めてその当初予算に組

んだときの１８億円の投資というその意

味ですね。それから、年度途中にこの１８

億円の投資を取りやめるというその決断

の意味をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、水源の内訳で、自己水３割、

広域水道企業団からの受水が７割と、その

比率でずっと推移をしておると。広域水道

企業団の７割は受水費として計上もされ

ているということであります。自己水は３

割ということなんで、給水原価の自己水と

企業団からの受水の単価ですね。給水原価

は幾らになるのか、お聞かせいただきたい

というように思います。 

 それから、下水道もあるんでしょうけど、

水道もそうなんですが、有効無収水量、そ
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れから無効無収水量、不明水量などがあっ

て、それぞれわずかではあるかと思うんで

すけども、その辺、大体毎年有効無収水量

ですか、有効な水は供給できているんだけ

ども収入のないのが２．３％で、ほぼ前年

度横ばいになっているかなと。無効無収水

量３．９％でちょっと増加されていて、不

明水量が３．８％、若干の増加なのかもし

れません。その辺の無効無収水量と不明水

量ですね、これはどんなものなのか。ちょ

っと上がっている推移の要因というんで

しょうか、最初にお聞かせをいただきたい

と思います。 

 それから、今も部長からもありましたし、

嶋野委員からもお話がありました。安定的

に、そして蛇口をひねれば正常で豊富な、

そして低廉な水を供給していくと、私もそ

のとおりだというように思います。そのた

めに今努力もしていただいているという

ことには感謝したいというように思いま

す。 

 あわせて、やはり公営企業としての役割

として、市民の福祉、暮らしを向上させて

いく、そのための観点からも水道を考えな

ければいけないですし、いろいろ厳しい将

来的な予測をする上では、厳しいといいま

すか、将来の予測をしっかり見通しをして、

厳しい見通しを持ちながら慎重に運営を

していくというのは非常に重要なことで

ありますから、そういった点に立ちながら、

値上げを抑制してきた、ある意味値下げし

たときもあったというようなことについ

ては、それはそういった公営企業という役

割を果たす中で努力をされているんだと

いうことについても、評価は十分できるん

だと思っています。そうした立場に立った

上で、なお今の摂津市の上下水道料金とい

うのは非常に高い。 

 部長は他市と比べて低廉ではなくて、今

の供給できる目的に沿った水道を供給す

るための条件の中で、精いっぱい頑張った

低廉だというようなことであります。よく

わかるんですけども、市民の暮らしを守る

ため、それから近隣の市と比べたときにこ

の水道料金の差というのが、やっぱりそこ

で居住する条件の一つにもなってきてい

るという点からいいますと、これは私、自

治体間の競争をあおるとか、やり方には余

り賛成ではないんですけども、しかし子育

て支援の充実のためにというようなもの

もそれの一つの要因にもなっている中で、

生活にかかわる上下水道料金というのも、

これはまた一つ市民の、そこで居住してい

く一つの判断材料にもなっているわけで

すから、そういった観点から、改めて下水

道で聞きましたけども、上下水道合算で、

市民は上下水道であわせて水道代という

認識を持っておられます。上下水道料金の

状況についてどのような認識なのか、お聞

かせください。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。 

 投資について、昨年度、平成２８年度当

初予算１８億円で、３月の補正予算で全額

補正というような状況がございました。当

時、その年の内部留保資金、今でいいます

と減価償却費の部分で当面使う予定がな

いというようなところで、予算投資を計上

させていただきました。その部分で、投資

をするという形で、いろいろと当初考えて

はおったんですけども、金融機関とのヒア

リング等々で定期の預金の分がございま

した。そのほかにゼロ金利云々で投資して

もというところもございましたが、そのほ

かには、当時、熊本地震等々ございまして、
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先行き不透明、その他に下水道との関係も

ございまして、そこを投資することによっ

て、それほど利潤を求められる部分でもご

ざいませんでした、利率の問題でございま

すね。その辺の部分で、ほかの危機的なも

のもございましたので、一旦ここの分につ

きましては全額補正減額させていただい

たというような状況でございます。 

 それと企業団水の単価でございますが、

企業団水の単価の消費税抜きで現在１ト

ン当たり７５円、消費税込みで８１円とい

うような形でございます。７００万トンの

水を購入しております。 

 また、自己水のほうでございますが、自

己水生産に係わります費用として、職員給

与費とか委託費とか、修繕費、薬品費でご

ざいます。平成２８年度は１トン当たり５

９．５７円、平成２７年度６０円と少し下

がっておるんですけども、企業団水よりは

幾らか安価に製造、給水をしておるという

状況でございます。 

 それと、水道料金の比較でございますが、

北摂というか、大阪府下の部分でもござい

ます。北摂の中では一番高いというご質問

だと思いますけども、大阪府下でいいます

と、４３市町村で比較しますと、どうして

も水道の場合、今までの建設時の状態、地

理的な状態、給水人口、スケールとか、減

価償却というような部分でございまして、

水道料金についてはいろいろ差があるか

と思います。現在の大阪府下の４３市町村

で比較した場合１か月２０トン当たりで

いいますとほぼ中位、２２番目に安いとい

うような状況。衛星都市でいいましても３

２市のうちの２０番、大きな市だけでも２

０番目というような形。北摂７市でいいま

しても規模的と、高低差、山等ございます

ので、その辺のところでコスト面が違って

きているのは確かでございます。水道料金

についてはそういう位置関係で今推移し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 配水量の分析の件

についてお答えさせていただきます。 

 この記載等ですが、有効無収水量につい

ては洗管水量など、管を洗う分ですね、と

きに放水しないとあきませんので、その分

とかが主になっております。それと消火用

の、要は消火用に使った水とか、あとメー

ター不惑水量といいまして、メーターその

ものはある程度一定の誤差を持っており

ますので、それについての誤差分という扱

いで計上している、これらを全部あわせま

して有効無収水量と言っております。 

 あと、お金をいただいた水量については

有効有収水量といいます。それを引いた分

が有効無収水量と、それから無効無収水量

というものがございます。これにつきまし

ては減免の水量と、それから今指摘された

不明水量が含まれているということにな

っております。その不明水量につきまして

は、それは今でもやはりどこか漏れている

ところもあるんだろうと思います。その分

についてはこの水量をどう評価するかと

いうことになるかと思うんですが、我々と

しましてもできるだけその水量を少なく

させていきたいと。そのために漏水の調査

も行っております。漏水調査を行いまして、

その漏水場所がわかったところについて

は、速やかに修繕を行いまして、できるだ

けこの数字を小さくしていこうという努

力はしているところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 少し補足をさせて
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いただきます。先ほどの嶋野委員のご質問

と少しかぶっているところもございます

ので、その部分も含めてご答弁を申し上げ

ます。 

 まず１８億円の投資の分でございます

けれども、１年間を超えて定期預金をする

場合につきましては、固定資産といいます

か、ワンイヤー・ルール企業会計でいいま

す、これを超えてしまいますので、どうし

ても予算、これ民間だったら勝手にこれを

やったらいいんですけれども、予算と併用

ということでございますので、投資という

ような科目を立てて当初予算にのってお

ったと。私、その当時は市長公室におりま

して、その予算査定も聞いておりましたけ

れども、どうかなとは思ったんですけれど

も、その後、私が平成２８年４月、去年で

すね、上水道部に行ったときにすぐに指示

をいたしました。 

 水道といいますのは、例えばインフラ、

ガス、電気、下水、水道、本当に施設型の

企業で、なかなか資産が回転しないんです

ね。だから、その資産が回転しないという

ことは、それだけその資産が利益を生むの

に時間がかかるということになります。そ

ういう企業が資金を固定するということ

は非常に危ないことであると。ですから、

流動性を持たせた形で、もし何か災害が起

こったとか、そのときに臨時の資金を持っ

ていなかったらどうしようもない。もちろ

ん引当金に修繕引当金は持っております

けれども、そのためにも極力、通常何も固

定資産は余りなくて流動資産ばっかり持

っているような企業であれば構わないか

もしれませんけれども、施設型の企業とい

うのはやっぱりそこの現金預金というと

ころの流動性のある資金をしっかりと持

っておくということが私は非常に重要だ

と考えましたので、私はもう去年の４月の

来た段階ですぐに最終補正で落とせとい

う指示をいたしました。理由はそういうこ

とでございます。 

 それと、上下水道料金を足したら高いん

じゃないですかと。比較論、こちらよりも

っとという見方をすれば高いというよう

に一般的に見るのが普通の見方だという

ように思います。 

 先ほど、私、平成１４年の料金改定に少

し触れさせてもらいましたけれども、その

ときに初めて実は料金原価の中に、回収す

る原価の中に料金算定期間、３年なり４年

なりという設定をする中で、毎年のいわゆ

る資産維持費、いわゆる資本報酬と言われ

ているものですね。投下資本が非常に施設

型の企業は大きいですから、そこから生ま

れる利益というのが非常に、３０年間、４

０年間、ものによったら下水道でしたら５

０年間の償却期間を経て回収をする。とい

うことは、それまでに必ず老朽化をすると

いうことから、初めて資産維持費という、

いわゆる原価として資本報酬を見込む。幾

ら見込んだかといいますと、当時の期首、

期末の資産の合計を２で割って、それの

３％だったと思います。これを資産維持費、

資本報酬として料金原価の中に組み込み

させていただいて、それでそうすることに

よって今後の更新を何とかここの利益を

処分をして、それを４条財源に回して、留

保資金だけでは足りない部分に充ててい

こうというようなことで入れさせていた

だきました。 

 実際に、例えば３０年前に１億円でつく

った施設、今１億円でできますかって言っ

たらできません。ですから、減価償却によ

って回収をしたお金、例えば今２２億円あ

るといいましても、毎年４億円、５億円、
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６億円という、いわゆる４条予算で収入が

足りない状況ですから、これを充てていっ

たらすぐになくなってしまいます。という

ことは、やはり一定の利益を見込んだ中で

それを処分して、それからそれを４条予算

の財源に回すという安定したサイクルが

必要です。特に施設型の企業につきまして

は。 

 ですから、その部分も入れて改定をさせ

ていただいて、先ほど申し上げましたやは

り逓増性をある一定解消をして、本来、負

担すべきところには負担をいただきなが

らも、水を余り使わない方については配慮

をするという、そういう料金体系、いわゆ

る料金の配賦の問題でございますけれど

も、そういう形で考えて１４．４４％とい

うような料金改定をしてまいりました。 

 結果として、以後料金改定がずっと黒字

だったということではないのかもしれま

せんけれども、今後、例えば、上水の話を

しましたけれども、下水道につきましても、

上下水道あわせてということですので、下

水道で見ていきますと、私が入った昭和６

１年、このときの下水道の普及率、人口普

及率ですと１０．２％か１０．３％やった

と思います。それから、平成１７年、平成

１８年ごろに８０％から９０％ぐらいに

なってきて、その間、何年あったかと。２

０年のうちに８０％ほど上げているわけ

です。 

 そしたら、逆に言いますと、下水道の管

の耐用年数は何年ですかといいましたら、

５０年です。２０年で集中的に投下をした

部分をどうやって回収するのかと。その間

に老朽化もしていきますし、ましてや昭和

４６年に安威川以北、合流式で入りました。

これがあと二、三年で５０年を迎えます。

もちろん５０年ですぐに改修というか、や

りかえるわけではないですけれども、なる

たけ長寿命化を図ってやっていくつもり

ですけれども、基本的に、やはり下水道の

整備がおくれておったというのは事実で

すけれども、そのときの政治判断としては、

やはり北摂各市と同じぐらいの生活レベ

ルといいますか、水質汚濁防止といいます

か、そういう判断、政治的判断のもとに下

水道に力を入れようということは、これは

正しかったというように思っております。 

 ただ、やはりその分を２０年間でやって

きた部分、それから起債を張っても元金２

３年、２５年で返さないとあきません。そ

ういう部分について、５０年間で実は回収

する部分が、その半分の期間で起債を返さ

ないかん。これどうしても釣り合わないで

すね。ということで、今、一般会計のほう

から、いわゆる一般会計いわく基準外繰り

出しということを申しておりますけれど

も、これはやっぱり必然性があるんではな

いかというように思っております。 

 最後に、その合計でいいましたら、比較

論でいいましたら、高いということになろ

うかと思いますけれども、我々の市の状況、

このことをしっかりと見きわめて、今後の

いわゆる更新計画等々を見ていったとき

については、私はこのレベルというのは維

持、もしくは少し先には改定をお願いせな

いかんのかなというように思っておりま

す。 

 もちろんいろんな官民連携、ＰＰＰの手

法を使ったりとか、いろんなことをやっぱ

り工夫をして、料金維持できるような格好

では考えますけれども、これにも限界が来

るやもしれません。そのときにはやはり広

域化がされておったらそれなりの規模の

メリットもあるかもしれませんけれども、

今の状態の中ではある程度はやっぱり先
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が見えてくるのではないかなというよう

に思っているところでございます。 

 以上です。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 まずは、無効無収水量、そ

の不明水量についてはわかりました。また

資料等は、年報のほうにも出ておりました

ので、またチェックもしておきながら、な

いにこしたことはないものでもあります

ので、できるだけ減らすような方向でやっ

ていただけたら。洗管であるとかいう必要

なものはどうしても仕方がないのかなと、

今聞いてわかりました。 

 それから、水源内訳で、３割の自己水の

給水原価が６０円弱ぐらいですね。府営水

ですね、企業団のほうの単価は８１円、消

費税込みですね、ということなんです。こ

れもすごく基本的な、単純な発想で申しわ

けないんですけども、自己水というのは災

害のときにもやっぱり重要なものであり

ますから、しっかり確保しておくのは大事

なことだと思うんですけども、単価も非常

に安いということであれば、例えば企業団

の受水を減らして自己水をふやすなどに

よって、市民の負担も軽減をしていくとい

うような考え方はないのか。 

 それから、例えば受水費もかつては責任

水量等はかなり高いところの水準を摂津

市は大阪府から買わされていた部分があ

る中で、その責任水量も下げてきたという

ような経過もあったのかなと思っている

んですけども、例えば企業団の水を、責任

水量も減らすと同時に例えば原価を下げ

ていくことによって、摂津市の給水全体の

原価も下げることになって、将来の後継の

また資本のためにとっておくお金にする

なり、市民の暮らしのために、全部値下げ

しなくても一定の層をねらった形で、ここ

の層の生活を助けようということで水道

で頑張るというような考え方も僕はある

のかなというように思うんですけども、そ

の点いかがかなというように思います。 

 水道料金の高い低いというお話は、今、

部長もお話しいただきましたけども、何を

もって高いか低いかというのは、それぞれ

捉え方によると思います。全体的にお聞き

していても、どんどん人口減少で右肩上が

りに経済が成長していた時代の考え方が、

しばらくバブルの時代を過ぎてまで続け

られてきたというところのツケも大きく

今に残ってきているというのは非常に感

じています。そういった当時のことを、今

あれこれ、もちろん教訓にして繰り返さな

いということは非常に重要なことであり

ます。それを受けてどうやっていくのかと

いうときに、今本当に頭を悩ましておられ

るし、我々は下げろ下げろと言います、勝

手なことを言うなというようなことだと

は思うんですけれども。 

 しかし、水道というのはやっぱり市民の

生活のためということでありますから、そ

れは十分理解をしていただきたいですし、

かつて昭和６１年に入庁されたと、私も昭

和６１年に就職したので部長と同じ年に

なると思うんで、当時の社会状況もよく理

解をしているんですけども、普及率が非常

に低い中で急激にやってきた。我々は当時

は急激にやり過ぎることに対して、ほんま

にこんなに急いでやっていいのかという

お金の使い方の問題も指摘していたと思

うんですけども、ただ、それは政策的に、

市民生活をもっと向上させていくために

下水道を早く整備しようという市民の要

請に応えてやってきたというのも、それも

政策的な判断であったと。その政策的な判

断によって生まれている今の公債費の返
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還の負担を平準化していくために、もしく

は公債費の負担のための下水道会計を助

けるために基準外で繰り入れをするとか

いうようなことは、それもまた政策的な考

え方だと思うんです。 

 そこは、原点は何かといったら、やっぱ

り市民の生活をどうやって支えていくの

かというところがあって政策的な判断を、

その年度、その時代で判断をしてきたとい

うように思いますので、そういった立場か

らいうと、今の水道料金も一定の層を下げ

られる方向で工夫をする。上げるところは

上げるという考え方はあると思うんです

よね。そういう工夫をしていくことができ

ないものやろうかと。 

 例えば、大手企業が地下水を掘りました。

しかし、地下水というのは別にそこの企業

のものではなくて社会全体のものであっ

て、水循環法という法律ができています。

社会全体のものとしてそれを活用する場

合、とりわけ営利企業が自分たちの事業の

ために使うような水を地下水で汲み上げ

て低廉に利用していると。事業活動、利益

を上げるために活用しているということ

に対して、地域の環境を犯すような危険性

を持っているようなときに、一定の負担を

求めていく、そういうようなことも考える

べきではないかなというように思う。 

 少し外れてきてしまっていますので、意

見として申し上げておきたいと思います

けども、そういった意味合いでの水道料金

の考え方、一律に何でも下げろというわけ

ではなく、必要なところに、今、市民生活

の中で必要なところに下げていくという

ような工夫もありではないかなというよ

うに思うんですけど、その点、一般質問的

ですけども、聞かせてください。 

 １８億円の投資についですけども、我々

も予算も決算も賛成をしてきている、予算

を賛成してきて、補正予算も賛成している

と思うんですけども、その１８億円という

非常に大きなお金が、会計年度上でいえば

一つの年度の中で投資に回った、またそれ

が排除されたというのは、実際に予算組み

する上では、少し浅はかではなかったのか

なというように思います。 

 ただ、１８億円を投資にして、固定化さ

せてしまうということを取りやめたこと

についてはよく理解できます。そのような

思いを持っていますけど、その予算を決め

たときの判断は、もう予算の審議は終わっ

ているので今聞くのは何なんですけども、

その年間の間でこんなに大きく１８０度

転換するということについて、やはり疑問

を感じるところなので、今後のことも含め

てその辺の思いを聞かせてもらえたらと

思います。 

○水谷毅委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 自己水と企業団

水の関係でございますけども、委員がおっ

しゃるとおり、当時は水道部でございまし

たが、平成２６年度までは委員がおっしゃ

るとおり、量をどんどんどんどん上げてお

りました。上げたら単価は安いという、同

じ思想でやっていたことなんですけども、

それをする事によって現場のほうから、問

題が発生してきました。 

 当時はもう１００％以上の水を吸い上

げていたと。その中で井戸の部分につきま

して、先ほど樫本課長のほうから井戸の洗

浄等々の話がございましたが、スクリーン

といいまして、他のものが入ってこないよ

うな、急激に吸い上げることによって回り

の土が崩壊してくるというような可能性

が出てきまして、井戸を延命していくには

もうここは１００％、１２０％という水の
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吸い上げをするともう短期間に無くなっ

てしまうなという当時の判断で平成２７

年度からはその取水量を落としてきた、そ

こは８０％位に落としてきているところ

でございます。そこの部分について、井戸

を延命化していきたい。安藤委員のおっし

ゃるとおり、災害時、この３０％の水が摂

津市の水の供給源になるとも思います。そ

の辺の中で井戸を延命するために井戸の

取水量を下げてきている。これからも下げ

て行くというようなところで。 

 今、先ほどの三好委員のお話もありまし

たとおり、将来の見込みでございますけど

も、現在、このままで行きますと大体、今

３０％弱の井戸の汲み上げ量が、平成３５

年度には大体２５％ぐらいまで落ち込ん

でくるだろうなと。経営的なものを含めま

すと、その井戸水が減った分、何が減るか

というと、同じぐらいのペースで水道の使

用料も減ってくると、井戸の水は減るけれ

ども、企業団水の購入量はほぼほぼ変わら

ない。多少の増加は見込まれますけども、

経営的にいうと、ある程度そこの部分につ

いては井戸の減少幅と収益の減少幅はニ

アリーなのかなと計画のほうでは策定し

ているところでございます。 

 それと、水道料金一律で、おっしゃって

おられるのは井戸の関係の負担金という

のも私どもも理解しております。その辺で

いろいろ諸問題がございますけども、水道

料金を一律と言わないけども部分的にと

いうところ。摂津市の場合、特性としては

６トン未満の水道料金、そこにつきまして

北摂では一番安いかなと理解しておりま

す。安藤委員、他の部分のところで逓増性

の部分をどうかという話。本日、お話しす

る中で、なかなか水道料金を下げるとこは

難しいというところはご理解いただきた

いという想いは持っているんですけども、

以前、独居老人とか、少量を使われる方に

対しては、十分な利便性を図っていきたい、

利便性というか、経済的なものでございま

すが、抑制を図ってきたというように考え

ておりますが、現状での位置関係では、水

道料金、この状態を維持していきたいとい

う想いでございます。 

 それと、１８億円。当初予算を組んだ中

で、当初平成２７年度後半の考え方、平成

２８年度当初予算１８億円を予算組みま

した。でも１８億円投資しなかった。安藤

委員からの浅はかではないかというよう

なお話であったと思うんですけども、決め

た判断といいましても、当時はその予算、

いろいろ本とかも読みながら、投資、多額

の金額を投資すれば、水道事業を運営して

いる中でも保有している現金については

適正に運用して利潤をふやさないけない

というような思いも当然ありました。会計

室もそうだと思います。会計室といろいろ

話をさせていただいているんですけども、

１円でも利潤を上げて、水道事業経営の安

定化を図りたいというような、当時１８億

円の投資をして、利潤を求めていた。ただ、

その後、ゼロ金利等々で、利潤、国債等の

事も考えましたけども、マイナスというよ

うなことになったら、これはもうどうにも

ならないことでございますので、その辺は

留保したということでご理解をいただい

た形です。 

 以上でございます。 

○水谷毅委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 １点だけに絞って、

先ほど全ての階層を全部安くするんじゃ

なくて、一定のところだけ、例えば６トン、

１０トン、２０トンのところだけでもどう

かというお話をいただきました。 
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 水道料金、そちらから見られますと使え

ば使うほど高くなっているんですね。これ

は逓増型というんですけれども。余り使わ

れない、６トンのほうでいったら、末永部

参事が言いましたように一番下だと思い

ます。基本料金で固定費を回収するという

ことですけれども、そんなことをしたらす

ごい５，０００円というような基本料が要

りますので、そんなことはできませんけれ

ども、少なくとも６トンなり、１０トンな

り、１５トン、２０トン、このあたりの部

分を例えば１０円下げたとしましょう。そ

うしたときに、もちろん５トン、６トン、

７トン、１０トンの人は下がります。と一

緒に、２５トン使っている人も３５トン使

っている人も全部その道は通っていかれ

るわけです。とすると、その方だけに配慮

した料金体系というのはなかなか難しい

というように思います。 

 ですから、よくこれは先ほどのまた比較

論ではなくして、水道料金につきましては

水準の問題と体系の問題がございまして、

料金水準というのは、先ほど申しました能

率的な経営、無駄遣いしているんじゃなく

して、やるべきことはやって、それで能率

的な経営をやった上での適正な原価を算

入しているかどうかというのは料金水準

の問題なんですね。それは例えば１０億円

要るんだと、この５年間でと。じゃあ、そ

の１０億円をどなたにどれだけ負担をし

ていただくかというのが、これが料金体系

の問題というように申します。ですから、

水道の料金は水準と体系からなっている

と。 

 この料金水準が例えば１０億で一緒で

あっても、体系が変わったときにはまた形

は変わってくると思います。ですから、水

準そのものをどうのこうのというのはな

かなか難しいんですけれども、その体系を

どうしたらどうなるかというようなこと

も試算をやっぱり今後も研究はしていか

ないかんと思います。 

 やはり逓増性ということが、当初、水道

でとられたもともとの原因というのは、高

度経済成長時代に工場とか大企業のほう

で水をどんどんどんどん使う。でも、それ

に対して水道水の供給が追いつかないと

いう時代に、「ぎょうさん使うたら高いで

すよ」と。「だから、余り使わんといてね。」

というのが実は残っている。今はこの逓増

性をできるだけ平準化をして、本来負担い

ただける方に、均等にとは言いませんけれ

ども、負担していただく。背負う人を少し

ずつ変えていただく。一挙にはできないん

ですけれども、そんな形で料金の試算です

ね、体系等の試算については、来年度、経

営戦略等もまた策定もいたしますので、い

ろんな研究をしていきたいというように

考えております。 

○水谷毅委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 水源の自己水の割合とか

いうようなお話で、ご答弁もいただきまし

た。今後も、僕のほうも研究もしながら、

またいろいろと教えていただきながら、ま

た議論をしていきたいと思いますけども。

そこはそのぐらいにしておきたいと。 

 全体的に、部長からもいろいろお話もい

ただいたので、なんですけども、その水道

の料金の体系という点においては、本当に

研究というか、工夫をしていただきたいと

思います。 

 当初、水の供給が追いつかなくて、よく

使っているところに対して抑制を図らせ

るというような意味合いもあって、逓増性

という料金体系になったというようなご

説明をいただいて、この間、逓増性を少し
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ずつ抑制してきて、ならしてきているんだ

というようなお話でありました。 

 私は、今、経済そのものもかなり高度成

長とは違って安定的、もしくは企業構想も

変えていかなければいけないような、成熟

社会になってきている。そういった経済状

況になってきているもとで、いろんな分野

で、大きな企業や大きくもうかっていると

ころに対しても、税率もどんどん下がって

きているんですね。逆に言えば、直接税か

ら間接税に、税の基本的な税の体系も変わ

ってきて、消費税が中心になりつつあると。

それによって生まれていることは所得格

差が生まれている。 

 大企業と中小企業と比べると、収益が上

がっても法人税率は、実際の法人実効税率

は、巨大企業になれば１０％そこそこ、も

しくは１０％を切っているような大企業

がある一方で、中小企業は３０％近いよう

な高い法人税率があったり、こういった問

題が今起きていて、もうけているところや

その水を使って収益を上げているところ

には、社会的な責任としてやっぱり水の利

用料についてはそれに応じた料金体系を

僕は維持していくような考え方をとるべ

きではないか。 

 もちろんその時代、時代の考え方はある

のかもしれませんけど、そういう考え方に

立って、今の市民の生活、特に中心的な中

間層、皆さんが１か月使われるのが２０ト

ンから３０トンぐらいの方々の、非常に割

高感を持っておられるところに対して、市

の政策として、もしくは市民の暮らしを支

える、または人口の流出を防ぐさまざまな

考え方の一つとして、考えていく必要が僕

はあるのではないかなというように思っ

ております。それは意見として申し上げて

おきたいと思います。 

 いろいろ水道や下水道、この決算書とか

資料が非常に充実していて、いろいろな報

告書にもなっておりますので、この中を読

んでみますと、「摂津市の水道ビジョンに

掲げる安全な水、安定性の高い水道とサー

ビスの維持向上の実現に向けて」というよ

うな文章が書かれておりました。着実にそ

の取り組みを実行されて、地方公営企業法

に示されている常に企業の経済性を発揮

するとともに、その本来の目的である公共

の福祉を増進するという基本原則、これを

しっかり踏まえていきたい。 

 これはしつこく、もちろん釈迦に説法で

すのであれなんですけども、やはり企業会

計で、その中で閉じられた会計の中で考え

てしまえば、限られた資源の中でやらざる

を得ない、いろいろ歴史的な経過の中で市

民の負担をふやさざるを得ないようなと

ころに行きついてしまいかねない中で、や

っぱり公営企業という、公共の福祉の増進

という基本的な分野を捉えて運営を進め

ていっていただきたいということを改め

て申し上げておきたい。 

 とりわけ市民の収入所得の下がり方と

いうのは、この間も一般質問、代表質問で

もご紹介をさせていただいてきておりま

す。貯蓄ゼロ世帯もふえている中、水道の

福祉減免も平成２６年になくなりました。

そういったことも含めて、運営や料金体系

の検討をしていただきたいということを

申し上げて終わりたいと思います。 

○水谷毅委員長 安藤委員の質問が終わ

りました。 

 ここで質問に対して訂正をしたいとの

要望がございました。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 済みません。僕の先ほど

の発言の中で、発言が終わった後での答弁
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の中で、少し意味合いが変わってしまった

のかなと思ったので、少し補足説明だけさ

せていただきます。 

 私、先ほど発言させていただきました後

の世代に残さないという発言は、供給が減

れば、その分、先の未来に水道料金が上が

るというのは想定されているというよう

におっしゃられていましたが、それが何度

も何度も上がって、供給が下がっていく未

来はずっと避けられない未来だと思うん

です。それがずっとずっと今後も続いてく

と、またいつかまた上がる。上がっては上

がる。上がったから節約せな、節約せなと

いうスパイラルがずっと続いていくので

あれば、もちろんライフラインが大切なの

はわかるんです。わかります。それを必要

なものを削れと言うているわけではなく

て、法律的に無理なのかもしれないんです

けど、ほかの予算をどこかからでも持って

きてでも、どこかで歯どめをかけられるの

であればかけたほうがいいのではないで

しょうかということが言いたかっただけ

ですので、それだけ済みませんが、補足説

明とさせていただきます。 

○水谷毅委員長 三好委員の発言が終わ

りました。 

 ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 以上で、質疑を終わりま

す。 

暫時休憩いたします。 

（午後２時２８分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○水谷毅委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○水谷毅委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 賛成多数。 

よって本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成。 

よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第５号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○水谷毅委員長 全員賛成。 

よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後２時３１分 閉会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 文教上下水道常任委員長 水谷  毅 

 

 

 文教上下水道常任委員  嶋野浩一朗   

 

 

 

 

 

 


