
 

 
 
 
 

大野城市 
水道事業中期経営計画 
（平成 22 年度～平成 26 年度） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 

 

平成 22 年３月 

大野城市上下水道局 



 

 
 

大野城市水道事業中期経営計画（平成 22 年度～平成 26 年度） 

 

目   次 

 

ページ 

１ 経営計画の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（１）策定の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（２）計画策定の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（３）計画の体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 目標達成のための取り組み及び主要事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（１）課題項目１ 水源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（２）課題項目２ 水道施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（３）課題項目３ 節水要綱の緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（４）課題項目４ 経営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（５）課題項目５ 財政運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（６）課題項目６ 水道料金・水道加入金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（７）課題項目７ 危機管理・災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（８）課題項目８ お客様サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（９）課題項目９ 人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

（10）課題項目 10 広域化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

（11）課題項目 11 福岡地区水道企業団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

 

 

 

 



 1

大野城市水道事業中期経営計画 
 

１ 経営計画の基本方針 

 
 

水道事業の運営方針である「大野城市水道事業長期経営方針」の実現に向け、その実

施計画として５年間に取り組む事業計画及び財政収支計画を示すために策定するもの

です。 
 

 
この計画は、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間とします。 

  ただし、社会情勢の変化等で見直しが必要になった場合は、随時改定を行います。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（１）策定の位置づけ 

（２）計画策定の期間 

（３）計画の体系 

単年度事業 

・予算編成 
…毎年度予算化する事業 

中期経営計画
…長期経営方針の平成 22 年度から

平成 26 年度までの中期的な計画

水道事業長期経営方針

（平成 21 年７月策定）

…平成 21 年度から平成 39 年度まで

の水道事業の経営方針 
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２ 目標達成のための取り組み及び主要事業 

 
 

１－１ 水需要予測 

本計画（平成 22～26 年度）の間、一日最大給水量（水の使用量）は人口増とともに

微増し、平成 24 年度に水源との差がほとんどなくなりますが、平成 25 年度の大山ダム

完成による福岡地区水道企業団※受水の増により若干の余裕を生じます。ただし、長期

経営計画に示すとおり、平成 39 年の人口のピーク時には水源と給水量がほぼ等しくな

ります。 
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単位（給水人口以外）：㎥／日 
年度 企業団受水 表流水 井水 一日最大給水量 給水人口（人） 

20 11,900 6,670 10,300 26,407 92,933 

21 11,900 6,670 10,100 26,602 92,840 

22 11,900 6,670 9,900 26,678 93,169 

23 11,900 6,670 9,700 26,867 93,497 

24 11,900 6,670 9,400 26,944 93,825 

25 15,550 6,670 9,100 27,107 94,044 

26 15,550 6,670 8,800 27,158 94,264 

39 16,550 6,670 5,600 28,269 95,601 

 
※福岡地区水道企業団受水 大野城市では供給する水の半分を自己水源で賄っていますが、残

り半分は福岡地区水道企業団から購入しています。 
 

（１）課題項目１ 水源 

 
（平成） 
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▲大山ダム完成予想図

１－２ 水源 

事 業 名 福岡地区水道企業団受水事業 

平成 25 年度から、大山ダム完成による福岡地区水道企業

団受水が日量 15,550 ㎥になります。 

筑後川の取水量が増加し、現在よりも水の供給安定性が

さらに高まります。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

受水量 11,900 ㎥/日 11,900 ㎥/日 11,900 ㎥/日 15,550 ㎥/日 15,550 ㎥/日

受水費 540,000 千円/年 540,000 千円/年 540,000 千円/年 710,000 千円/年 710,000 千円/年

 
１－３ 水質 

事 業 名 水質検査体制の充実 

本市では、おいしく安全な水道水を供給するため、水道法

で定められた水質検査項目のみならず、市独自で項目を定め

水質を監視しています。 

水質検査計画及び結果については、市ホームページに公表

していますが、変化する原水の性質に応じた監視項目とする

ため、監視項目は毎年見直しを行います。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

監視項目見直し 毎年、項目の見直しを行い、計画と結果を公表 

 

事業費 14,000 千円 14,000 千円 14,000 千円 14,000 千円 14,000 千円
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１－４ 貯水槽水道と直結給水 

事 業 名 直結給水の検討 

現在本市では、直結給水※は２階までとしていますが、３階以上の建物を対象とする受

水槽方式による給水は、受水槽設備の管理が徹底されない場合に水質面に問題を起こすこ

とがあります。 

これを解消するため、３階以上の建物を対象にした直結給水の導入の可能性について、

配水管等の給水供給能力を検証しながら調査を行います。当計画期間では、まず３階直結

給水を目標に進めます。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

直結給水方法の調査  

３階直結給水区域の設

定及び現地水圧等調査 

 

基準・規定等の作成  

３階直結給水の実施  

※直結給水 給水管より水道管を流れる水の圧力で直接水を引くこと。現在 3 階以上の建物の

場合、給水管から一旦受水槽に溜め、そこから各部屋に給水しています。 
 
 

 

２－１ 浄水施設の運用・改廃 

事 業 名 瓦田浄水場改良事業 

近年、地下水源の取水量の低下により、本市で浄水す

る量が減ってきていることや、大山ダムの完成により、

筑後川取水の安定度が改善され渇水の危険性が下がる

ことから、老朽化し施設更新の必要がある瓦田浄水場Ａ

系を、大山ダムから受水開始する平成 25 年度に休止し

ます。 

Ａ系施設を休止する際、一部施設の改良が必要となり

ますが、十分な検討を行い、その経費の縮減に努めます。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

Ａ系休止に伴う 

改造工事 

 設計委託 改良工事 Ａ系休止  

事業費  2,000 千円 20,000 千円   

※瓦田浄水場Ａ系 昭和 54 年度に作られ 30 年以上経過した施設。 
※瓦田浄水場Ｂ系 平成 12 年度に作られた施設。 

 

（２）課題項目２ 水道施設 
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２－２ 配水池の更新 

事 業 名 配水池補強工事（全 13 池） 

既設の配水池の耐震診断を行い、基準に達していない配水池の補強改良工事を行いま

す。 

市内 13 カ所のうち現在の耐震基準を満たしている配水池は７池あり、未調査の配水池

の耐震診断も平成 21 年度に完了の予定です。この耐震診断の結果をもとに、耐震基準を

満たしていない配水池については、平成 25 年度をめどに国庫補助事業化も考慮し耐震工

事の完了を目指します。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

耐震設計      

耐震補強工事      

 
２－３ 水道管の更新 

事 業 名 整備計画・整備事業 

これまでは、水道管の老朽化に伴う漏水を防ぐため、管路の更新（漏水事故が発生しや

すい 25 年以上経過している接着継手の塩化ビニル管）を、年間４億円程度の事業費を充

当し整備を行ってきましたが、今後は、福岡地区水道企業団からの受水費の増や、料金収

入の停滞など、財政的に厳しい状況が予測されます。 

これからは、起債の発行額を抑制し、経営負担を軽減するため、地域住民に影響が大き

い口径 75mm 以上の老朽管を中心とした更新や、浄水場休止に伴う改良工事を行います。

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

整備事業      

年度当初残延長 

（接着継手塩ビ管） 
33,700ｍ 31,700ｍ 30,000ｍ 28,300ｍ 26,600ｍ

更新事業延長 2,000ｍ 1,700ｍ 1,700ｍ 1,700ｍ 1,700ｍ

更新事業費 150,000 千円 120,000 千円 120,000 千円 120,000 千円 120,000 千円

新設工事 127,000 千円 120,000 千円 120,000 千円 120,000 千円 120,000 千円

総事業費 277,000 千円 240,000 千円 240,000 千円 240,000 千円 240,000 千円
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３ 節水要綱の緩和 

事 業 名 節水要綱の改正 

節水要綱の改正内容を以下のとおり行い、平成 22 年 4 月 1日から施行します。 

①住宅規模が 2 戸以上の共同住宅、1 日最大給水量が 12 ㎥以上

の建築物に対して行われてきた節水設備の設置に対する協力

要請を、努力義務とします。 

②住宅規模が 51 戸以上の共同住宅、1 日最大給水量が 62 ㎥を超

える建築物、共同住宅以外で延床面積が 5,000 ㎡以上の建築物

に対して行われてきた雑用水利用設備の設置に対する協力要

請を、廃止します。 

③節水設備を設置した建築主などに対する加入金の一部の還付  

を、廃止します。 

※詳しい改正内容は、市ホームページを見てください。 
 

４経営計画 

４ 経営計画 

収支予測                         （単位：百万円） 

区 分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

料金収入 １,６６１ １,６６６ １,６７１ １,６７４ １,６７７

水道加入金 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０収益的収入 

その他 １３７ １３７ １３６ １３６ １３５

職員給与費 １３６ １３６ １３６ １３６ １３６

受水費 ５４０ ５４０ ５４０ ７１０ ７１０

物件費等 ３８２ ３８２ ３８２ ３６７ ３６７

減価償却費 ６６０ ６５６ ６５３ ６５５ ６４８

収益的支出 

企業債利息 ２３０ ２２７ ２２４ ２２１ ２１８

収支差引 ０ １２ ２２ △１２９ △１１７

※大山ダムなどの水源開発に伴う受水費等、未確定の項目については順次見直しを行います。 
企業団からの受水単価の見直しも予定されていますが、未決定のため現状で見込んでいます。 

   ※料金収入は、現行の料金設定で、人口予測に応じて見込んでいます。 

（３）課題項目３ 節水要綱の緩和 

（４）課題項目４ 経営計画 
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５ 財政運営 

事 業 名 企業債発行額抑制 

本市の水道事業では 108 億円を超える企業債※の借入残高（平成 20 年度末）を有してお

り、近隣他市に比較して経営の大きな負担となっています。 

企業債の借入残高が減少し、負担が軽減されるまでは、今後 20 年程度の期間が必要で

すが、それまでの間は選択と集中により事業を厳選し行います。留保資金を優先して充当

し、新発債発行額を 1 億 5 千万円まで抑制することにより、平成 26 年度末でその残高を

95 億円まで圧縮することとします。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

企業債発行額 260,000 千円 150,000 千円 150,000 千円 150,000 千円 150,000 千円

※企業債 資本的収支における工事費や委託料の財源として発行されるもので、整備された施

設を資産化し後年度に減価償却します。後の施設利用者が水道料金などで負担し、世代間の

公平性確保に寄与します。 

 

事 業 名 留保財源の有効運用 

本市の水道事業では、約 20 億円程度の財源留保が生じています。今後の施設更新、起

債の償還等に充当すべき財源ですが、政府債の自由な繰上償還が不可能であることから、

安全に保管しながらも、有効に活用する必要があります。 

平成 19 年度からの下水道事業の借換債の発行により、縁故資金※における資金運用が可

能となったため、借入額の範囲内（ペイオフが回避される）で最も有効な運用を行い、受

取利息 10,000 千円/年を目指します。 

※縁故資金 民間（銀行等）資金のこと。 
 

 
 

６－１ 水道料金 

事 業 名 停水要綱策定 

停水要綱の制定を以下のとおり行い、収納対策の強化を図るため、停水業務にかかる基

準を明文化し、平成 21 年８月１日から施行しています。 

①給水停止対象者の基準の明確化･･･対象者は、使用月から４カ月経過後、支払の意思

が確認できない者及び納付誓約書を履行しない者とします。 

②督促及び催告通知方法･･･督促状発行は、納期限（使用月から２カ月後の月末）から

１週間経過後に行い、その後停水予告、続けて最終催告を発行し、約２カ月周知を行

います。 

③給水停止執行方法の明確化･･･停水方法は止水栓を閉栓します。また、停水解除は対

象者が全額入金又は納付誓約書の提出が確認された場合とします。 

 

（５）課題項目５ 財政運営 

（６）課題項目６ 水道料金・水道加入金 
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事 業 名 減免規程・認定要綱改正 

減免規程の改正、併せて認定要綱の改正を以下のとおり行い、

漏水等にかかる減免について適正な運用基準を定め、平成 21 年

10 月 20 日から施行しています。 

①減免判断基準の見直し･･･宅地内漏水の減免事由を、市の責

任に帰するもの又は天災による漏水及び目に見えない箇所

からの漏水のどちらかに分類します。算定については、市の責任・天災によるものは

漏水全水を減免対象とし、目に見えない箇所は漏水水量の 1/5 を対象とします。 

②減免対象期間の明記･･･減免の対象期間は１期分とします。ただし、漏水期間が２期

にわたる場合は、２期分とすることが可能とします。 

 
６－２ 料金改定 

事 業 名 審議会設置 

これまでの「料金審議会」を料金のみでなく水道事業全般について審議する「水道事業

経営検討委員会」に改編します。そのための組織編成や条例等の整備を平成 22 年度中に

行い、第 1 回目の委員会を平成 23 年度に開催し、中期経営計画に掲げている施策等につ

いて審議します。 

 
事 業 名 料金改定 

現時点では、大山ダム完成による福岡地区水道企業団受水

単価が未確定のため、それに伴う料金改定時期については決

められませんが、本市がとっている水道料金の基本料金制※

が、近隣市町と比較し違いが大きいことから、見直しを行い

適正な金額設定を行います。 

ただし、今回の中期経営計画期間中（平成 22～26 年度）に

受水単価が明確になった場合及び消費税等の社会的情勢が変

わった場合は遅滞なく対応します。 

※基本料金制 ０㎥～５㎥まで一律の基本料金をとっており、使用量０㎥でも５㎥使用と同額の

請求を行っている（近隣市町は使用量毎の料金設定である）。 
 

６－３ 水道加入金 

事 業 名 水道加入金額の見直し 

生活様式等の変化に伴い、水理計算上余裕のある給水管口径 20mm の普及を目指すため、

加入金の額の見直しを進めます。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

水道加入金額の見直し 

検討期間 料金審議会 

条例・規則 

 

実施   
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７－１ 渇水対策 

事 業 名 渇水関連要領改定 

現在の渇水対策設置要領を見直し、応急給水箇所や応急給水体制等の行動内容や伝達方

法等を明確化します。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

渇水対策設置要領 

の見直し 

検討期間 要領改定    

 
７－２ 近隣市町との応援体制 

事 業 名 近隣市との相互応援体制 

地震、風水害その他災害時ならびに水質事故発生時におい

て、近隣市及び福岡市との水道災害時における相互応援に関

する協定書を遵守し、応援体制強化と給水体制づくりを進め

ます。 

 
７－３ 災害時の応急給水 

事 業 名 給水拠点の施設整備 

災害時に、市民が直接給水を受けられるよう、給水拠点の整備を行います。 

また、市防災担当部署との連携を密に行い、機能強化を図ります。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

 

給水拠点の施設整備 

 

 計画策定 

 

瓦田浄水場 

整備 

牛頸浄水場 

整備 

雉子ケ尾 

配水池整備 

 
７－４ 環境対策 

事 業 名 河川環境保全活動への参加 

水道水源の一つである牛頸ダム周辺は、第１種自然環境保護区

域に指定されており、良好な自然環境を保護しています。 

また、御笠川水系や筑後川水系での清掃活動、水源林の下草刈

り等の整備保全活動等に積極的に参加しています。 

 

（７）課題項目７ 危機管理・災害対策 
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８ お客様サービス 

事 業 名 組織見直し 

平成 22 年 4 月 1日より新組織によりスタートします。改善に当たってのコンセプトは、

以下のとおりです。 

①お客様サービスの観点から、給水･排水･料金担当を１本化しワンストップサービスを

行います。 

②局の中枢となる事業調整担当を新設し、事業の効率化及び経営の健全化を目指しま

す。 

 
事 業 名 水道料金等のコンビニ収納の導入 

お客様の料金支払いの利便性の向上を図るため、平成 22 年

10 月から、コンビニエンスストアでの水道料金等の収納業務

を開始します。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

コンビニ収納導入 
10 月から 

収納開始 

    

事業費 1,878 千円 3,800 千円 3,800 千円 3,800 千円 3,800 千円 

 
事 業 名 水道料金等のコミュニティセンター収納の導入 

市内４箇所にあるコミュニティセンターでの水道料金等収

納取扱いについては、現在検討されている、コミュニティセ

ンターの指定管理者制度への移行確定後、協議を進め、早急

な導入を目指します。 

内 容 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

コミュニティセンター 

での収納導入 

検討・新年度

予算計上 

導入予定    

 

（８）課題項目８ お客様サービス 
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９ 人材育成 

事 業 名 水道技術の継承 

平成 22 年の上下水道局組織見直しにより、工務関連業

務を集約し、上下両水道技術の習得を図ります。 

併せて技術系再任用職員を雇用し、技術の継承を促進し

ます。 

 
 
 

10 広域化 

事 業 名 情報の共有化 

各水道事業体において、事業内容、財政状況等についてあらゆる情報の共有化を図り、

水道事業の広域化について研究を進めます。 

 
 
 

11 福岡地区水道企業団 

事 業 名 筑紫地区事業体の連携 

構成団体から福岡地区水道企業団への職員派遣について、まずは筑紫地区の各水道事業

体で合意形成を図り、検討を進めます。 

 

（９）課題項目９ 人材育成 

（10）課題項目 10 広域化 

（11）課題項目 11 福岡地区水道企業団 


