
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

文教上下水道常任委員会記録 
 

 

 

令和４年６月１３日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

文教上下水道常任委員会 

６月１３日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

審査案件--------------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

  市長挨拶 

委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第３１号及び議案第３２号の審査------------------------------------------2 

質疑（西谷知美委員、出口こうじ委員、村上英明委員、嶋野浩一朗委員） 

採決 ---------------------------------------------------------------------- -6 

 所管事項に関する調査について------------------------------------------------6 

閉会の宣告------------------------------------------------------------------7

 

 



- 1 - 

 

文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和４年６月１３日（月）午前１０時    開会 

              午前１０時４０分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 弘  豊 副委員長 嶋野浩一朗   委  員 村上 英明 

  委  員 西谷 知美 委  員 出口こうじ   委  員 三好 俊範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  上下水道部長 末永 利彦   

同部次長 西 川  聡  同部参事兼下水道事業課長 樫本 宏充 

経営企画課長 辻  稔 秀  料金課長 千葉 郁子 

水道施設課長 井上 斉之 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件 

  議案第３１号 令和４年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案第３２号 令和４年度摂津市下水道事業会計補正予算（第１号） 
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（午前１０時 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから、文教上下水

道常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 いよいよ梅雨入りが間近に

なってまいりました。各委員の皆様には、

お忙しいところ、文教上下水道常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがとう

ございます。 

 本日は、先の本会議で当委員会に付託さ

れました案件についてご審査を賜ります

が、どうぞ何とぞ慎重審査の上、ご可決賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○弘豊委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、西谷委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 異議なしと認め、そのよう

に決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 議案第３１号及び議案第３２号を、一括

して審査を行います。 

 本２件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 この件について、もう一

度詳細を説明していただくことと、あと、

今後、市民の方に説明するに当たって、こ

のような事例が発生しない取り組みにつ

いてご説明をお願いします。 

○弘豊委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、１点目の

過大徴収の詳細についての問いにお答え

いたします。 

 今回の過大徴収についてですが、市内に

ある事業所の隣接地の給水管が、道路に埋

設された水道本管からではなく、この事業

所の水道メーターを通過したところの給

水管から分岐して引き込まれていたもの

でございます。この事業所を仮にＡ社とい

たします。平成２４年１１月以降にここに

存在しておりますＡ社と、それ以前に所在

しておりましたＢ社、この２社から隣接地

の使用量を含めた水道料金及び下水道使

用料を徴収していました。 

 なお、誤接続していた隣接地の給水施設

にも水道メーターが設置されておりまし

て、隣接地の水道料金、下水道使用料は適

正な料金、使用料を徴収していたものでご

ざいます。 

 続きまして、再発防止に向けての内容で

ございます。今回、誤接続が発生いたしま

した平成８年当時は、紙媒体による給水管

の管理をしておりましたけれども、現在は

台帳が電子化されまして、給水工事の審査

では確実に引込管の状況を確認し、給水工

事業者に対して適正な指導を行っており

ます。また、検査の段階では、図面どおり

現地が施工されているかどうか、チェック

リストを設けてきちんと確認をしており

ます。 

 また、水道工事業者に対しましては、水

道法並びに本市規定に沿って適切に技術

者を配置するとともに、給水工事の違反に

対しては、指定の取り消しや最大６か月の

指定停止処分となることも付け添えた中

で、改めて十分な現地確認及び窓口での事

前調査、確認を踏まえて工事申請を行うよ
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う、６月１日に書面を送付し、啓発をさせ

ていただいております。 

 給水工事の申請の際には、これらを含め

まして十分な確認審査を行うとともに、規

定に基づいた現地立ち会い確認や完了検

査を徹底して実施し、再発防止に努めてま

いります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 説明ありがとうござい

ます。平成８年当時は紙媒体による管理を

されていたとのことですが、今後は、電子

管理に変更することで再発防止ができる

とのご説明で了解いたしました。 

 今後は、厳しい処分が科せられることで

再発防止に向けるとのことです。市内にた

くさんある事業者の中で、特定の料金がお

かしいと把握することは難しいかもしれ

ないのですけれども、そういったところに

も気を配っていただけるように要望して、

質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

○弘豊委員長 続いて、出口委員。 

○出口こうじ委員 この補正予算案から

ちょっと話は逸れますが、５月１１日に貝

塚市で、水道部の職員が完成したマンホー

ルの検査に入られて地下に着いたところ、

突然倒れられて緊急搬送され、６日後に亡

くなってしまう悲しい事故が起きました。 

 本市でも実際に完成したマンホールに

入って作業されたりすることもあると思

いますけれども、そういった際の対策とか

取り組みをお聞かせください。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時７分 休憩） 

（午前１０時８分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 下水道施設のマ

ンホールで事故が起きたことについての

質問にお答えさせていただきます。 

 原因が酸欠でございます。我々もその事

情を聞きまして、必ず狭いところやマンホ

ールに入るときには、まず探知機で空気の

状態を確認して中に入るように部内で意

見を統一したところでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。本市でもそういう悲しい事故が起きな

いよう要望して、質問を終わります。あり

がとうございました。 

○弘豊委員長 ほかの質問はございます

か。 

 村上委員。 

○村上英明委員 今回の委員会は、４月１

日の人事異動があって初めての委員会で

す。この水道料金の計算の中身について確

認させていただきたいと思っています。 

 民法第１６６条の債権等の消滅時効で

２０年となっております。この水道料金の

計算の中で、コロナによって基本料金を減

免したとか、消費税の改定があったとか、

水道料金の改定がこの期間にあったと思

いますけれども、事あるごとに計算をし、

積み上げがこの金額になったのかを、一回

確認させていただきたいと思っておりま

す。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 村上委員の質問にお答

えします。 

 水道料金の計算の中身ですけれども、今

回起こった事案につきまして、平成１４年

４月から２０年で計算させていただきま

した。水道料金と下水道使用料の両方にな

りますけれども、それにつきましては２か



- 4 - 

 

月に１回の調定を行っております。この間

に、委員がおっしゃるとおり消費税の改定

ですとか、水道料金の改定もございました。

それについても全て実際に徴収した水道

料金と下水道使用料を表にいたしまして、

それぞれの料金をいきなり差し引きする

のではなくて、水量から水道料金、下水道

使用料は成り立っておりますので、実際の

使用水量と二重になっていたところの事

業所の分を差し引きさせていただきまし

た。そうすると、二重取りになった水量か

ら誤接続していた先の隣接の事業所の水

量を引きましたら、本来のＡ社、Ｂ社の水

量が出てきますので、本来のＡ社、Ｂ社の

水量から水道料金、下水道使用料を導き出

して、そのときに初めて差し引きする方法

でやっております。それにつきましては、

水道料金の改定ですとか、コロナの減額に

ついても、正確に１過程ずつやっておりま

して、間違いないように確認させていただ

きました。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 料金改定や、コロナによ

る減額等々を加味して計算されていると

のことです。例えば民法において、債権は

２０年間で時効によって消滅すると定め

られていますけれども、実際は平成８年か

ら過大徴収していたのです。水道事業と下

水道事業の会計から支出しますが、この責

任はどこに求められているのかを２回目

としてお尋ねしたいと思います。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 村上委員のご質

問にお答えします。 

 本来は、給水工事店から届出が出る工事

に対しまして、その申請が正確であったの

かどうかは、我々は設計審査や工事検査手

数料をもらっておりますので、そこでしっ

かり見るべきであったと思っております。

もともとその申請が正しければ、そのまま

現場立ち会い、完了検査をさせていただき

ますが、今回、その図面に誤りがあったの

で、市の責任としましては、やはりそれを

見抜けなかったことが我々の責任だと考

えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 この水道料金でいけば、

１，７９２万２，８９８円を今まで過大に

頂いていたので、その分をお返しするとき

に、加算金がついてきます。例えば、民法

では債権が２０年で消滅と書いてありま

すけれども、逆に越えて平成８年まで遡っ

てお返しする考えも一つあります。民法に

基づいて２０年と判断された考え方につ

いて、３回目としてお尋ねしたいと思いま

す。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 ３回目のご質問

にお答えいたします。 

 村上委員がおっしゃるように時効がご

ざいます。実際に遡りますと、２５年余り

の徴収をしておりました。 

 ただ、市税の取り扱いに内規がございま

して、２０年で時効の扱いをしております。

他市の事例も参考にしまして、今回２０年

で時効とする判断をさせていただきまし

た。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 相手方の事業者からす

れば、時効となってしまった５年分は、結

果として過大にお支払いいただいたこと

になります。そのことについては、相手方

との調整によってご納得いただいている

とお聞きしています。法律は一つの線引き
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として、心情の面では市民の方に寄り添っ

ていただくことと、図面の電子化をされて

いる中で、しっかりとお互いに確認してい

ただいて、今後こういうことがないように

お願いをして、私の質問を終わりたいと思

います。 

○弘豊委員長 続いて、ほかに質問はござ

いませんか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず１点目に、先ほど

村上委員もおっしゃっていたのですけれ

ども、時効の関係で、お返しをする金額が

間違って徴収していた額よりも少なくな

っているところです。その理由については、

先ほどもご説明いただきましたので理解

できたのですけれども、事業者の方には、

その点については重々理解していただい

ているのか。恐らく、こちらが誤接続をし

てそういったことになったわけじゃない

ので、納得されておられると思いますけれ

ども、確認の意味で、その点を一度お聞か

せいただきたいと思います。 

 それともう一点は、今回の誤接続につい

ては、恐らくこの接続をされた業者も恣意

的にされたわけではないと思うのです。と

いうのは、そのことによって、自分たちが

払うべき水道料金が過少になるように何

か細工したわけではなくて、きっちりと払

いながら、また別の事業所は、本来払わな

くていいところまで結果として払ってい

たからです。今回は恣意的なものではない

と私も理解をしているのですけれども、ひ

ょっとすると、この他に恣意的にそういっ

た細工を今までされてきたのではないの

かについても、併せてしっかり見ていく必

要があると思います。 

 先ほど西川次長の答弁の中で、まずは最

初の立ち会いのときにしっかりと確認を

して、そういった誤りを見抜けなかったと

のお話がありましたけれども、果たして今、

もしそういった状況が市内にあるときに

見つけられるのかと考えると、非常に難し

いと思います。 

 つまり、今後、そういった細工がされた

場合には、水道料金が動いていくことにな

りますので、そこについては追っていける

のかと思っています。しかし、もう既に細

工されているところがあったとしたら、電

子化される前からの積み上げもあるわけ

ですから、本当にそういったことを見つけ

られるのか少し不安なところもあります。

その辺について一度お聞かせいただきた

いと思います。以上２点、よろしくお願い

いたします。 

○弘豊委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは、１点目の

ご質問で過大徴収をした事業者への説明

がどのような形でされてきたのかでござ

います。 

 今回、接続誤りが発見されましたのが４

月１０日でございます。その後、現使用者

に対しましては、管理会社を通じて過大徴

収があった旨をお伝えするとともに、返還

金の額を算定した上で、同月１９日と２２

日に２社に状況報告を行い、そして、返還

金の算定根拠、見込額についてご説明させ

ていただいております。そして、５月２日、

１２日に２社からこの内容についてご承

諾いただいた状況でございます。 

 それと２点目の、恣意的ではないと考え

られますが、今までのこのような誤接続の

確認についてです。嶋野委員がご指摘のと

おり非常に難しいところではございます

が、今回、まずは接続誤りがありました当

時の給水事業者の施工の申請内容１４０

件ほどを全て確認させていただきまして、
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その隣接の水番で異常な水量が出ていな

いかどうかを確認させていただいており

ます。そういった形で１４０件余り確認さ

せていただきましたが、ほかにそういった

異常な水量は認められませんでした。 

 また、既存のお宅につきましては、異常

な水量を見つけましたら、料金課で検針の

際に通知を入れさせていただきまして、異

常がある場合には、改めて料金と現地の施

工状況を確認させていただくことにして

おります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ご答弁いただきまし

て、ありがとうございます。今回は事業所

に関するところでしたので、もしこれが個

人宅であれば、恐らく誤接続や漏水は、比

較的見つけやすいのかと思います。 

 しかし、事業所となりますと、そのとき

の経済状況や、いろんな変化がありますの

で、非常に難しいと思います。しかし、そ

ういったことについても、やはり早期にし

っかりとこちらが気づけて、それに対応で

きるといったことは大切なことと思って

おります。少しおかしいと思ったところに

ついては素早く対応できるように、今後も

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２４分 休憩） 

（午前１０時２５分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 討論なしと認め、採決しま

す。 

 議案第３１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第３２号について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２６分 休憩） 

（午前１０時２７分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 今期の行政視察について協議させてい

ただきます。 

 ３月の本委員会の協議では、４月、５月

の感染状況の推移を考慮した上で、６月の

この会議で今期の行政視察を実施するか、

見送るかの判断をするとさせていただい

ておりました。また、行政視察を実施する

場合でも、日帰り、近隣市で行うこととさ

せていただいています。 

 つきましては、委員の皆様からのご意見

をまず頂きたいと思いますので、お願いい

たします。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 感染状況も徐々に落ち

着きつつあるので、行きたいと私は思って

おります。 

○弘豊委員長 ほかの方のご意見はどう

でしょうか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 私も西谷委員と同意見

でございますので、コロナの状況を見て、

やはり行ける状況と思いますし、これがも

し秋以降であれば、また数か月先の感染状
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況はなかなか判断しづらいこともありま

すので、今の状況で実施する方向でスケジ

ュール調整をしていっていただきたいと

私は思っております。 

○弘豊委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 私も行きたいとは思っ

ております。ただ、受け入れ先の状況にも

よると思います。あと、以前から止まって

いました給食センターの視察に関しては、

先に行くべきじゃないかと思っておりま

す。もちろん受け入れ先が受け入れていた

だけるかが大前提ですが、もし受け入れて

いただけるようであれば、調整してもらい

たいと思っております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 私も同意見で、ぜひ行

きたいと思っております。 

 前回に案がありました、交野市の給食セ

ンターについては、摂津市も早く中学校給

食を実現するために、他市を視察して勉強

して取り入れたい考えでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 おおむね皆さん、今の状況

で行けるようなら、また、相手方の受け入

れの状況も見て実施したいと意見をもら

いました。 

 この間、事務局とも少し相談しましたけ

れども、給食センターとなりますと、７月、

８月の夏休みにセンターが稼働していな

いときに行っても中身がありません。９月

に実施するとなると、定例会が始まります。

そういった関係からすると、仮に日程の調

整等が難しい場合には、下半期での実施も

含めて考えることにしたいと思います。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３１分 休憩） 

（午前１０時３９分 再開） 

○弘豊委員長 再開します。 

 ご意見をそれぞれ出されている中で、給

食センターについて、やっぱり今期にでき

るだけ見ておきたいとの意見も多くござ

いましたので、事務局に日程を調整してい

ただく方向で進めていきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 では、ただいま協議した内

容で決定したいと思います。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時４０分 閉会） 
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