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大船渡市水道事業運営審議会委員委嘱状交付式及び 

令和元年度第１回大船渡市水道事業運営審議会 会議録 

 

日 時 令和元年６月10日（月）10:00～11:30 

場 所 大船渡市役所 地階会議室 

 

《委嘱状交付式》 

 

１ 委嘱状交付 

 

（千葉所長） 

皆様には、何かとお忙しいところご出席くださいまして、誠にありがとうございます。 

審議会に先立ちまして、ただ今から大船渡市水道事業運営審議会委員の委嘱状交付式を

行います。 

 

本年度から2年間にわたり審議会委員をお願いいたします皆様に、市長から委嘱状を交

付させていただきます。 

 

お手元の名簿をご覧いただきたいと存じます。 

お名前を読み上げ、ご紹介申し上げます。 

 

はじめに、学識経験者委員といたしまして、 

 

大船渡商工会議所からご推薦いただきました、細川廣行様でございます。 

  大船渡市漁業協同組合からご推薦いただきました、崎山惠美子様でございます。 

大船渡市農業協同組合からご推薦いただきました、福田かな子様でございます。 

 

次に、水道使用者といたしまして、 

 

 大船渡市地域婦人団体連絡協議会からご推薦いただきました、佐藤優子様でございま

す。 

 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会からご推薦いただきました、新沼眞作様でござ

います。 

 大船渡市食生活改善推進員団体連絡協議会からご推薦いただきました、沼田京子様で

ございます。  

 太平洋セメント株式会社大船渡工場からご推薦いただきました、杉森一博様でありま

す。 

 大船渡湾冷凍水産加工業協同組合からご推薦いただきました、金野弘美様であります。 

 

次に、公募による委員といたしまして、 
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 上部博子様であります。 

 新沼律子様であります。 

 

以上の10名の皆様でございます。 

沼田委員は、遅れて出席する旨連絡がございました。 

  

なお、委嘱状は、代表の方への交付とさせていただきます。 

それでは、代表いたしまして、細川廣行様にお願いいたします。 

恐れ入りますが、中央へお進みくださるようお願いいたします。 

  

（戸田市長） 

委嘱状、細川廣行様、大船渡市水道事業運営審議会委員に委嘱します。 

大船渡市長、戸田公明。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 市長あいさつ 

 

（千葉所長） 

細川様以外の委員のみなさまには、委嘱状をお手元に用意してございますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

次に、戸田市長から挨拶を申し上げます。 

 

（戸田市長） 

本日は、委員の皆様方におかれましては、本当にお忙しい中ご出席をいただきまして、

本当にありがとうございます。 

ただ今、大船渡市水道事業運営審議会委員として、10名の皆様に委嘱状を交付させてい

ただいたところでございます。当市の水道事業の円滑な運営のために、ご指導、そしてご

助言を賜りますよう、お願い申し上げます。 

さて、東日本大震災から８年３ヶ月を迎えております。この間、大船渡市では、復興計

画に基づきまして、市民生活、産業経済、都市基盤、復興、防災の街づくり、これらの事

業を着実に進めてまいりました。そういった中で、今年の４月には、土地区画整理事業の

基盤整備工事の完成、そして夢海公園の供用開始などと併せまして、土地区画整理事業の

竣工式を開催したところでございます。そのようなことで、復興の総仕上げ。これを今迎

えているところでございます。そのような中で、水道事業におきましても、６年目となる

中期経営計画の元におきまして、未給水地域の解消、高台等の水不足対策に取り組んでお

りまして、平成29年度から猪川町藤沢口地内におきまして、第４浄水場の整備に着手した

ところでございます。完成いたしますと、日頃市町内での給水が拡大されますし、立根町

におきましても、一定の配水量が確保され、安定した水圧が確保されるものと考えており

ます。 

一方で、現下の水道事業経営は、大変厳しい状況にもなっております。現行の水道料金

は、平成25年７月に改定したものでございますけれども、この間、復興事業が収束し、給

水人口は年々減少の一途を辿っておりまして、これに伴い、給水収益の減少傾向にござい
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ます。加えまして、第４浄水場の施設整備に20億円を超える費用を投じておりまして、今

後も、これに関連する水道施設や、配水管布設工事に多額の費用が見込まれているところ

でございます。またこうした状況にございましても、施設の日常の維持管理や老朽化に伴

う更新事業は今後も増加していくことが見込まれております。以上の状況を踏まえまして、

今後も持続可能な水道事業経営を行い、水の安定供給を確保するために、経営基盤の強化

を図ることが必要不可欠でございます。つきましては、将来を見据えた望ましい水道料金

のあり方について委員の皆様にご検討くださるよう、お願い申し上げまして、私からの挨

拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（千葉所長） 

以上をもちまして、委嘱状交付式を終了いたします。なお、引き続き審議会を開会いた

しますが、この後は委員の皆様による会議となりますので、市長はここで退席とさせてい

ただきます。 

 

（市長） 

皆様、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

《水道事業運営審議会》 

 

１ 開会 

 

（新沼補佐） 

それでは続きまして、ただ今から令和元年度第１回大船渡市水道事業運営審議会を始め

させていただきます。私は事務局を務めます庶務担当の新沼と申します。よろしくお願い

いたします。 

それでは会議に入ります前に、本日出席しております水道事業所の職員を、千葉所長か

らご紹介申し上げます。 

 

（千葉所長） 

それでは、水道事業所の職員を紹介させていただきます。 

 

庶務、業務担当の所長補佐、新沼秀樹でございます。 

工務給水担当の所長補佐、今野稔でございます。 

工務給水係長の熊谷健司でございます。 

庶務係長の今野宏紀でございます。 

業務係長の及川慎一郎でございます。 

庶務係の小田慎悦でございます。 

私が水道事業所長の千葉洋一でございます。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 
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２ 審議会会長及び副会長の互選 

 

（新沼補佐） 

次に当審議会の会長及び副会長の互選に入らせていただきます。審議会委員を新たに委

嘱させていただきましたことから、現在、会長、副会長は不在となっておりますが、審議

会規則代４条第１項の規定に基づきまして、審議会の会長及び副会長各１名を委員の互選

とするものでございます。会長及び副会長が選出されるまでの間、水道事業所長により進

行させていただきたいと思いますので、ご了承をよろしくお願いいたします。 

 

（千葉所長） 

それでは、会長、副会長が互選されるまでの間、進行を務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

会長副会長の互選について、どのように取り計らったらよろしいかお諮りいたします。 

 

(新沼委員) 

 事務局案があれば、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

(千葉所長) 

ただいま事務局案があればというご発言がありましたが、ご異議ございませんでしょう

か。 

 

【はい。ありません。】 

 

(千葉所長) 

それでは、事務局案を提案させていただきます。 

事務局案は、会長に細川廣行委員を、副会長に崎山惠美子委員を推薦することで提案い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんでしょうか。 

 

【はい。ありません。】 

 

(千葉所長) 

ご異議がないようですので、会長は細川廣行委員、副会長には崎山惠美子委員とするこ

とに決定いたします。お二方には、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

３ 新会長挨拶 

 

（新沼補佐） 

それでは、細川委員は会長席にご移動をお願いいたします。 
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ここで新しく会長になられました、細川会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（細川会長） 

昨今、水道を取り巻く環境は激変しております。一般消費者に安定して供給できる水道

を少しでも安く供給し、そして、一時的ではなく、安定して末永く続くものでなければな

りません。私は、水道事業の円滑な運営を図り、市民生活に欠かすことのできない水道水

の安定供給に、微力でありますが最善を尽くしてまいりたいと考えております。 

今後とも、委員の皆様方のご支援とご協力をお願いいたしまして、あいさつといたしま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

（新沼補佐） 

ありがとうございました。それでは、「４ 説明」に入らせていただきます。審議会規

則第４条第２項の規定により、ここからは会長が会議の議長となりますので、細川会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

４ 説明 

 

（細川会長） 

それでは、次第の「４ 説明」に入ります。「（１）水道事業経営の原則について」

「（２）大船渡市水道事業の現状について」は、関連がありますので、一括して事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

（新沼補佐） 

はい、では私の方からご説明いたします。 

では、資料 No.1 の水道事業経営の原則について私の方からご説明申し上げます。 

水道事業につきましては、主には、地方公営企業法、水道法という法律によって運営され

ております。それを踏まえまして、この水道事業は地方公営企業法に基づく、地方公営企

業として本来の目的である、公共の福祉の推進を図るとともに、常に効率的な事業運営を

行い、企業の経済性を発揮することが求められています。さらに、今日の水道事業におい

ては、安全性を確保することは当然のこととして、経営の軸足を効率性に移す時代となり

ました。 

 また、水道サービスに要する原価は、そのサービスを享受する受益者に求める、受益者

負担の原則によって維持され、同時に水道使用者間の負担の公平を図りつつ、効率的な事

業運営を達成しようとするものでございます。 

 水道事業会計は、企業の経営成績及び財政状況を明らかにするため、公営企業会計方式、

複式簿記といわれておりますが、そういったものを採用しており、事業に必要な経費は、

経営に伴う収入、すなわち水道料金収入をもって充てるという独立採算制を基本としてお

ります。このため、水道料金の設定にあたっては、事業運営に必要な経費に見合った料金

水準を定める総括原価主義によるものとともに、受益者負担の原則に基づき、個々のサー

ビスの供給に必要な原価に基づいて算定する個別原価主義がとられています。 
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 一般的には、水道料金は、使用水量の有無に関係なく、いつでも水を供給できる体制を

維持するため、固定的にかかる経費として負担していただく基本料金と、使用水量に応じ

て必要となる経費を負担していただく従量料金から構成される二部料金制を採用している

ところでございます。 

 水道経営につきましては、水道料金収入をもって経営にあたるという独立採算制という

もので運営しているというところでございます。 

 

続きまして、資料 No.2 になります。大船渡市水道事業の現状についてという資料にな

ります。 

１ページの「大船渡市上水道系統図」について説明いたします。大船渡市の主な水道施

設の内容は、浄水場３箇所、ポンプ場 10 箇所、配水池 16 箇所、導水・送配水管の延長は、

市内で約 280km にも及びます。また現在、第４浄水場を猪川町藤沢口の方に整備しており、

数年後には、この管理施設が系統図に加わることになります。各浄水場には、委託作業員

を常駐させて、施設の維持管理を行っております。 

系統図のうち、左上にございます第 1 浄水場につきましては、これが一番古い浄水場で

ありまして、大船渡町猪頭にあり、須崎川から取水しております。この第 1 浄水場は、大

船渡町から末崎町碁石方面まで供給している浄水場です。第３浄水場につきましては、盛

町東町にあり、施設一日あたり 7520 ㎥供出しております。大きい施設なので、第１浄水

場系の第一水源、及び第２浄水場系の中井第一配水池に供給しております。第２浄水場に

つきましては、赤崎町諏訪前にあり、赤崎町、猪川町、盛町、立根町、大船渡町と、広範

囲に供給しております。その他に長崎ポンプ場、日頃市ポンプ場、鷹生ポンプ場がありま

すが、それぞれ地域内に供給しているポンプ場となります。 

 続きまして、２ページでございます。「（１）管路の総延長と耐震化率」でございます。

市内に張り巡らされている管路の総延長と、それらがどの程度耐震化されているかの資料

となります。平成 29 年度末における水道管の総延長は導水管 4.4km、送水管 27.2km、配

水管 247.2km の計 278．8km となっております。一方、平成 13 年度から取り組んできまし

た管路の耐震施工につきましては、耐震化適合性のある管路が平成 29 年度末で 54km 入っ

ております、割合にして 19.4%となっておりまして、東日本大震災では、５箇所津波浸水

による管路の破損がありましたが、地震による管の被害はありませんでした。こうした状

況を踏まえまして、市としては、計画的に耐震化を進めていくところでございます。平成

20 年度の耐震化率は 14.6%でした。それが 29 年度には 19.4%ということで、年々徐々に

耐震管の比率があがっております。現在水道管の布設替工事などに使用している管につき

ましては、全て耐震管となっております。 

３ページ目でございます。「（２）給水人口と有収水量の推移」ということで、水を供

給している人口と、料金となる水量の推移ということでございます。給水人口は、減少傾

向で推移しております。特にも震災後は顕著です。有収水量につきましては、震災前まで

は横ばいで推移しておりましたが、震災後の平成 23 年度は、一時的に大幅な減少となっ

たものの、平成 24 年度からは住宅再建や事業所の再開により回復傾向となっております。

併せまして、人口が減少しておりますので、どうしても水道料金収入が減っております。

また、もう一つの原因といたしましては、最近、家庭や公共施設等に節水器具が導入され

ております。市役所のほうも改修しておりまして、新しい水道器具が導入されてから、市
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役所の水道使用量も激減しております。 

４ページ目であります。「（３）資金残高と純利益の推移」でございます。これは、水

道会計の資金残高と純利益でございますが、水道会計の資金残高とは、前年度から繰り越

した資金に、１年間の財務活動の収支を合算して、期末残高として、１年間に現金がどの

ように動いたかを表すものでございます。当市の水道会計の資金残高は、震災の影響で平

成 22･23 年度には減少しております。その後は増加傾向になっております。 

収益的収支につきましても同様に、平成 23 年度には純損失を計上いたしました。しか

しながら、平成 24 年度以降は、使用水量の回復や平成 25 年７月に水道料金の改定をいた

しましたので、純利益を確保しております。今後は、給水人口の減少や、第４浄水場の整

備関連事業による支出の増加が見込まれますことから、資金残高の減少と併せまして、純

利益年々も減少し、現状のままでは、数年後には純損失の計上が見込まれているところで

ございます。料金改定もありまして、平成 27 年度には１億 5800 万円の純利益を計上して

おりますが、平成 28･29 年度と下がりまして、7800 万円まで減少しております。 

５ページでございます。「（４）企業債残高と償還金の推移」でございます。企業債残

高というのは市の水道に伴う借金でございます。償還金とはどれだけ返済しているかとい

うことでございますが、平成 29 年度から施工中の第４浄水場整備事業は、総事業費が 20

億円を超える大事業であります。併せて、これから実施する日頃市町内の配水管布設工事

や、関連施設整備事業の財源といたしましては、企業債を中心に充てることとしておりま

す。これによりまして、今後の企業債償還は増加が続き、企業債の残高は令和５年ごろに

は 60 億円に達すると見込んでおります人口減少で給水収益が減少する中、企業債残高の

増加は、水道事業経営に大きな影響を与えますことから、第４浄水場の事業の終了後には、

歳出の抑制に努める必要があるものと認識しております。ただ、企業債残高は増加してお

りますが、昔の金利の高い時代の企業債の償還が進んでおりまして、返済利息は減少して

おります。 

６ページの「経営比較分析表」について説明いたします。今日お示ししているのは、平

成２９年度決算でございますが、水道事業の経営の健全性と課題を分析表として示したも

のでございます。青の棒グラフが当市の数値です。赤の折れ線グラフがありますが、当市

と同程度の給水人口を持つ市町村、いわゆる類似団体の平均値を示したものです。その類

似団体と比較して、大船渡市はどうなのかということを分析する表でありますが、その分

析結果というのは、一番右側の欄の分析欄に記述しております。この分析表は、総務省、

岩手県、大船渡市でそれぞれ公表しておりまして、ホームページに掲載しております。こ

こでは全部説明しきれませんので、主な指標について説明させていただきます。 

一番左上、「①経常収支比率」でございますが、これは、単年度の収益が黒字であるこ

とを示すものでございます。100%以上になっていれば黒字ですが、100%未満であれば赤字

ということになります。類似団体は 110%くらいで推移しておりますが、当市は 112%とい

うことで、平均値で黒字を計上しているということでございます。 

その隣、「②累積欠損金比率」でございます。これは、過年度からの欠損金が発生して

いないことを示すものです。当市の青の棒グラフはありませんが、これは平成 23 年度に

は震災の影響もありまして発生しましたが、すぐ回収いたしまして、現在では累積した欠

損金は無いということでございます。折れ線の方、類似団体では結構あるようで、2.64%

となっております。当市はゼロとなっております。 



 - 8 - 

その隣の隣、「④企業債残高対給水収益比率」というものがあります。これは、給水収

益に対する企業債残高の割合でありまして、借金の規模を示すものでございます。この類

似団体の比較によって、自分がところがどれだけかを確認するものであります。当市の場

合は類似団体の平均が 401%というのに対して 608%ということで、現時点であっても、借

り入れが多いということでございます。さらに今後給水収益は減り、借金は増えるという

ことで、この数値はさらに上がっていくものと考えております。 

続きまして、中段左端でございます。「⑤料金回収率」というものがあります。これは

給水にかかる費用がどの程度給水収益で賄えたかを示す指標でございます。100%を下回っ

ている場合は、単価より原価が高いということになります。大体平均は 100%を少し超え

るくらいですが、当市はそこを上回って、107.72%となっております。これが 100%を割る

と、赤字ということになります。 

その隣の「⑥給水原価」であります。これは、有収水量、お金になる水に対しどれだけ

費用がかかっているのかというものでありますが、平均は 174 円に対して、188 円という

ことで、給水に係る原価は高くなっております。 

一つ飛んで右側に「⑧有収率」というものがございます。これは数値が低い場合は、給

水される水量が収益に結びついていないということで、例えば漏水があるのではないかと

疑われるわけでございますが、当市の場合は、82.86%ということで、平均値と同等であり

ます。 

その下に「２．老朽化の状況」というものがございます。左端の「①有形固定資産減価

償却率」というものがあります。これは、減価償却がどの程度進んでいるかというもので、

資産の老朽化の具合を示しているものでございます。当市の場合は平均より下がっており

まして、比較的老朽化していないということになります。 

もう一つ、中央の「管路経年化率」というものがございます。これは、管路が法定耐用

年数を基準として、どれだけ老朽化しているかを示すものでございます。一般的には、数

値が高い場合は、法定年数を経過した管路が多くあるということでございます。当市の場

合は、震災で布設替も進んでいるということもありまして、この老朽化率は平均よりは下

がっているところでございます。 

こういった資料を毎年公表しております。これを分析して経営の内容の確認をしており

ます。今日みなさんにこの資料をお示ししたのは、水道事業の現状を確認していただくた

めでございます。説明事項に関しましては私の方からは以上です。 

 

（細川会長） 

皆さんからご意見等ありましたら、挙手により発言願います。 

 

（新沼委員） 

資料２の５ページの企業債残高と償還金の推移について、令和５年ごろに企業債残高が

60 億円に達する見込みとあるが、返済計画については考えられているのか。 

 

（新沼補佐） 

現在の中期経営計画が令和２年で終了しますが、増加する企業債残高の返済計画につい

ては、次期中期経営計画の中で策定する予定となっております。基本的な考え方としては
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歳出の抑制に努めることで企業債残高の減少を図ります。ただ、現在 20 億を超える大規

模事業を実施しているため、当該事業の完了後、歳出の抑制と、企業債残高の減少を進め

ていきます。 

 

（新沼委員） 

今後の企業債残高が増加する、というのが分かっているのであれば、今、その返済に関

する試算をする必要があるのではないか。人口が減少し、収益も減少してくる。その中で、

水道事業をどう維持していくのかを考えたとき、やむなく水道料金の改定などに踏み込ん

でいかなければならない状況が予想される。次期の計画で策定するとのことだが、令和２

年を待たずに対応を考えておいていただきたい。併せて、各種費用の削減についても、徹

底して考えていただきたい。 

 

（千葉所長） 

ご指摘のとおりでございます。現在、第４浄水場の大規模な工事を行っております。加

えて、冒頭説明のあった第１浄水場につきましては、完成後 60 年近く経過したことによ

る老朽化対策のための改修工事を実施しており、今年度中に完了予定となっております。

それから第２浄水場も老朽化が進み、配水能力が落ちてきております。それらの補完をす

る意味もありまして、第４浄水場の建設を行っております。また、水を作る施設の他に、

配水管の布設替工事というものも行っております。配水管の耐用年数は 40 年となってお

りますが、50 年以上使用している配水管もございます。傷んできた水道管には漏水が発

生している場合があり、漏水調査にて発見次第修理を行い、余計な水が流れないようにす

ることで、有収率を上げる取り組みをしております。 

それらを総合的に踏まえて、企業債残高が増えることも、人口が減少することも見込ん

でおりますし、いずれは収支のバランスが悪くなる時期が到来することも目に見えており

ます。来年度以降の料金の改定も含めまして、将来的な経営の見通しを立てているところ

であります。 

 

（新沼委員） 

資料２の６ページの経営比較分析表の⑥給水原価について、188.90 円となっているが、

類似団体より高い。その原因については、老朽化している水道管の整備やその他の費用が

嵩んでいるためか。 

 

（新沼補佐） 

給水原価については、工事関係の費用、浄水に必要な薬品にかかる費用、人件費等を経

常経費として計上しておりますが、それらが給水原価に反映されております。 

 

（新沼委員） 

その給水原価について、平成 29 年度に大幅に増加している理由を説明願います。 

 

（千葉所長） 

給水原価を構成する費用には、人件費や修繕費、減価償却費や資産減耗費といった、実
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際の支出はないが帳簿上計上している支出があります。東日本大震災の対応や道路整備に

伴い水道管の布設替を行っておりますが、その際、耐用年数を迎えないまま工事をしなけ

ればならない場合があり、その際には、減価償却の前倒しという形で、資産減耗費として

計上しております。通常通り耐用年数を迎えた配水管については、順次工事していれば費

用が大きく上がることはありませんが、平成 29 年度につきましては、該当の工事が多か

ったため資産減耗費が多く計上され、給水原価に反映されたものであります。 

平成 30 年度以降は、震災関連の工事が完了してきておりますので、徐々に給水原価も

落ち着いていくものと思われます。 

 

（新沼委員） 

平成 29 年度決算においては、資産減耗費はそれほど多くなかったように思われるが、

実際の実績はいくらか。 

 

（新沼補佐） 

平成 29 年度決算における資産減耗費は、およそ 3,900 万円となっております。平成 28

年度においては、1,300 万円となっております。 

区画整理を行っている地区においては、新たな街づくりに合わせて水道管を耐用年数前

でも入替しており、減価償却されない部分が資産減耗費に反映されております。 

 

（新沼委員） 

減価償却について、減価償却の方法は何を使用しているか。 

 

（今野係長） 

減価償却の方法は、定額法を採用しております。水道管につきましては、40 年の耐用

年数のものを毎年同額ずつ減価償却しております。その他の減価償却資産全般につきまし

ても同じ方法をとっております。原則、減価償却費は毎年同じ額となりますが、先ほど申

し上げた、耐用年数が到来していない水道管を撤去した場合では、以降の償却は発生しま

せんし、新たな償却資産の取得があれば、新たな償却金額が発生します。現状では償却資

産が増加傾向にありますので、減価償却費としては若干増加してきております。 

 

（新沼委員） 

新たな街づくりに伴う工事により、減価償却を終えていない水道管を廃棄処分という形

で処理することになると思われるが、それにかかる手続きは問題なく行っているのか。 

 

（今野係長） 

工事の対象となった水道管の未償却部分につきましては、該当の工事を行った年度に資

産減耗費として計上して処理しております。今後行う工事につきましては、未償却額が残

っている水道管を取り除くことがあれば、その都度、資産減耗費として計上していくこと

となります。 

 

（新沼委員） 
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水道料金の改定については、いつごろを予定しているのか。 

 

（新沼補佐） 

今年度検討を行い、来年度に実施する予定です。次回以降の審議会にて、水道料金の改

定率等についてご協議いただきたいと考えております。 

 

（細川会長） 

そのほか、ございませんでしょうか。 

それではないようですので、以上で議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがと

うございました。 

 

 

５ その他 

 

（新沼所長補佐） 

今後のスケジュールとして、「令和元年度 大船渡市水道運営審議会開催スケジュー

ル」をお配りしております。 

第２回の審議会の開催を７月 23 日火曜日に予定しております。内容といたしましては

平成 30 年度決算及び、水道料金の改定について案を示したいと考えております。 

 

 

６ 閉会 

 

（新沼所長補佐） 

それでは以上を持ちまして、令和元年度第１回大船渡市水道事業運営審議会を終了させ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 


