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八尾市水道事業経営審議会での論点（概要） 

【第 1回】平成 27年 12月 16日（水） 

1. 耐震性緊急貯水槽の設置や災害時の応急給水体制について 

(1) 耐震性緊急貯水槽は、１基につき１万人分の水を３日間分確保できる。しかし、耐震性緊急貯

水槽の設置費は 8 千万円から 1 億円、維持管理費用は１基当たり１５０万円/年という経費が必

要となる。⇒骨 19  

(2) 給水車の増車による、配水池からの給水や、近隣・遠方の自治体等からの給水車による給水活

動の応援でまかなえるのであれば、設置と維持管理に多額の費用を要するということを考えると、

緊急貯水槽の設置数を増やさなくても良いが、大規模な地震が発生したときに近隣・遠方の自

治体等からの応援までの３日間程度は本市のみでの対応を要する。⇒骨 19  

(3) 大阪広域水道企業団のあんしん給水栓の活用や、山手のため池、河川やプール等の水を浄

水処理することにより飲用水にできる可搬ろ過装置を配備するなど先進的な事例を参考に、地

元の防災活動の中での位置づけや市民の備蓄等、市民にとって費用が小さく利便性の良い方

法を、いろいろな側面からとらえ災害対策を考えていただきたい。⇒骨 19  

2. ポンプ設備等・管路の耐震化について 

(4) 優先的に取り組む事業は配水池と受水池の更新で、次に配水管の更新、その次の段階として

飲用水・生活用水の確保とのことであるが、平成 18年度時点では耐震化率が低かったが、その

後の管路・ポンプ設備等の耐震化は、かなりスピードを上げて事業を進めてこられたとの印象を

受けるので、このような積極的な取り組み姿勢を市民により一層伝えるべきだと思う。⇒骨 44  

(5) 配水池や受水池、ポンプ等、整備しなければならないものについては、必要なお金は使い、着

実に取り組むべきであると思う。⇒骨 16、21  

3. 水道料金の収納率について 

(6) 水道料金の回収率と未回収については時効費用を適正に計上して処理しているのか。企業で

は売掛金の未収がキャッシュフローに一番響いてくるので回収は重要な点であると考える。⇒骨

25  

4. 鉛製給水管の残存率・広報について 

(7) 鉛製給水管の残存率が高い状況にある。配水管整備事業および漏水修繕の際に更新している

ということであるが、事業として私有宅内の配管までも水道局が更新しているのか。⇒骨 15  

(8) 鉛製給水管の問題についてもさらに積極的に周知してはどうかと考える。⇒骨 15   

【資料３】
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5. 災害対策経費の負担（税・水道料金）のあり方について 

(9) 耐震化の話に戻るが、50年、100年に一遍起きるか起きないかの大きな災害の備えに係る費用

を水道料金だけでまかなっていくのが良いのかどうか疑問に思う。⇒骨 18  

(10) 多額の税金を納めているが、市や国から資金援助をしてもらうことはできないのか。大規模な災

害への備えに係る費用については、一定の要件を満たせば国からも補助金が出るとのことであ

るが、防災については国がもっと関与すべきところであると思う。⇒骨 18、26  

6. 技術継承・人材育成について 

(11) 職員の技術継承について、他の水道事業者の取り組みなどの情報を積極的に収集して有効活

用し、対策を講じるべきである。⇒骨 36  

【第２回】平成 28年１月 18日（月） 

7. 有収率の向上・無効水量の縮減による経費の縮減について 

(12) 有収率の目標値は 95％、現在は 94％をやや少し下回っているということだが、コストをかけて給

水されている水が漏水などで地中に逃失し、活用されないのはもったいない。調査方法を工夫

しながら今後も漏水調査を続けていってもらいたい。⇒骨 24  

8. 他の収入獲得手段について 

(13) 85％を水道料金が占めているということだが、ボトル水の販売等を検討してはどうか。単に収入

確保手段としてということに限らず、色々な啓発効果も期待できるのではないかと思う。⇒骨 27、

46 

(14) 各家庭に配付している「ご使用水量のお知らせ」票だけでなく、広告をもっと他の媒体にも掲載

してはどうか。広告を掲載することで、広告収入を得るということにとどまらず、水道局が収入確

保に努力している経営姿勢が見えて、好ましいと思う。⇒骨 26 

(15) 各種イベントの際に水道局が無償で配布しているボトル水の経費を主催者側に負担してもらい、

そのお金を徴収していくということも検討してはどうかと思う。⇒骨 27 

9. 受水費について 

(16) 受水費に 50％以上のコストがかかっているとのことだが、可能であれば水の購入先の多様化や

民間企業にあるような定期コストダウン交渉を検討すべきだと思う。⇒骨 23 

10. 人員体制と技術継承・人材育成について 

(17) 平成 12年から職員数を削減し、人件費についても大幅に減少している。⇒骨 23、34  

(18) 現在の職員構成について、55～60 歳の職員が占める率が高く、技術継承が課題となる。⇒骨

35  

(19) 他市と積極的に交流し情報収集を行い、良いところは積極的に活用していただきたい。⇒骨 36  

(20) 他市との人事交流や可能な範囲での専門家の活用、委託業者の活用などを検討し、取り組ん

でいただきたい。⇒骨 36、37 

(21) 事務的なことと技術的な仕事の両面の仕事ができるような人材を育てていくことが必要。事務職
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と技術職の交流を続けて効率的な組織を作っていただきたい。⇒骨 37  

11. 投資の優先順位、ダウンサイジングについて 

(22) 「新規・更新投資の過剰投資・重複投資を精査し優先順位を付す」との表現について水道施設

の重要性、緊急性を考慮したうえで優先順位を付すことは大事であるが、耐震化は取り組みが

過剰すぎるということはないと思う。⇒骨 22  

(23) 「既存施設・設備の性能の合理化、廃止・統合(ダウンサイジング)を図る」の項目にも言えること

であるが、これらはアセットマネジメントの考え方に基づいて取り組むものなので、アセットマネジ

メントに基づいて優先順位を付すとか、ダウンサイジングをするといったように、アセットマネジメ

ントに関連付けた表現に変えるのが望ましい。⇒骨 28  

12. 水道料金収入の確保・料金体系（逓増度）について 

(24) 人口減少、高齢化、使用水量が減れば収入の獲得は難しい。⇒骨 23  

(25) 給水原価を下回るランクの水量の使用者が増加とあり、逓増制は福祉的な観点とも言われてい

たが、単身世帯よりも家族が多い世帯では高い単価で支払っている現状を踏まえ、世帯構造の

変化を考慮していくべきではないかと思う。⇒骨 31 

(26) 地下水（いわゆる専用水道）が問題になってきているが経営に影響があると思われる。地下水利

用が増えないように抑制することも検討できないか。⇒骨 31、32 

13. 広域化について 

(27) 八尾市ではダウンサイジングを最優先に進めるため当面 10年間は単独で経営するとのことであ

るが、技術面と財政面を考慮したうえで早急な統合の必要性は感じておられないと解してよいか。

⇒骨 33  

14. 省エネルギー・再生可能エネルギー対策について 

(28) 省エネ対策を推進し環境に負荷を与えないのが好ましい。新庁舎の太陽光発電以外にも、大

規模なエネルギー消費事業者として、再生可能エネルギーの導入等に取り組んでいくことが望

ましい。⇒骨 38、39  

15. 戦略的広報について 

(29) 市民は水道局からの情報を受信できているのだろうか。ほとんどの市民は水を作るのに多額の

費用がかかっていることを知らないと思われる。⇒骨 43 

(30) 広報紙、インターネットで情報を流すだけでなく、話を聞くと理解は進むので、今までと違う手法

の広報活動に積極的に取り組むべきである。⇒骨 43 

(31) 現状では黒字であるが、このままでは近い将来赤字に転換するとの情報が市民には伝わってい

ないと感じる。⇒骨 43 

(32) 悪質な訪問販売に対する注意喚起や消費者相談をしていても、だまされてしまう市民がいて、

広報や啓発は、なかなか市民ひとりひとりに充分に行き届き、充分に理解されることは容易では

ないと感じている。水は供給されて当然とのイメージがあり経営に関する情報は伝わっていない

ので、啓発はもっと精力的に取り組んでいく必要があると思う。⇒骨 43 



 4 / 6 

 

(33) 広報の指標として水に対する苦情の件数を指標にすることもできると思う。⇒骨 47  

16. 現在の水道水の品質について 

(34) 水道水の品質は良くなっているが以前の良くないイメージがなかなか払拭されていない。⇒骨

42、46  

(35) 八尾市の水道水はミネラルウォーターよりおいしい。⇒骨 42、46  

(36) 水質の検査項目はミネラルウォーターよりも水道水のほうが多く、厳しい検査基準をクリアしてい

る。しかし、塩素臭を嫌う声は多く、水需要を向上させるための戦略的広報が必要である。⇒骨

42、46  

【第３回】平成 28年２月 8日（月） 

17. 中期的な収入と支出の均衡、財政基盤の安定化について 

(37) 水道は、独立採算制のもとで事業運営をしていかなければならないため、事業に必要な資金を

どのように調達するのがよいか、常に考え行動し、支出・収入・借り入れのバランスをコントロー

ルしなければならない。⇒骨 10、22、26  

(38) 下水道布設工事が平成３２年度で完了することに伴う平成 33年以降の受託工事分の収益低下

補う収益を確保する努力が必要。⇒骨 23 

(39) 事業全体について、収益が下がる分、費用を下げる努力を怠ってはならない。5 名の人員削減

を前提としているがその他の費用は削減が見込まれていない。費用はかかるものだから仕方な

いと見直しをしなければ、費用を下げることができず、経営が破綻してしまう。民間企業のように

「職員の動線ひとつにもムダはないのか？」というコスト意識を持ち、効率化を求める努力が必

要である。⇒骨 23 

(40) 費用については、節電や再生可能エネルギー導入など、費用抑制への取り組みを実施してい

るが、受水費をはじめ固定的な費用の占める割合が大きい。⇒骨 23 

(41) 今後５年間に建設改良事業が集中するが、施設耐震化や新庁舎建替、監視制御設備の更新、

緊急時給水拠点確保事業などを計画している。平成３２年度までは下水道布設工事に伴う管路

工事を実施し、平成３３年度以降は、管路耐震化に取り組んでいく。⇒骨 28 

(42) 管路耐震化については、工事の優先順位などを考慮して事業計画の見直しを行い、管路全体

の耐震化率を上げることよりも、重要な基幹管路の耐震化率の向上を目指していくための方向

転換であると理解する。⇒骨 29、30、 

(43) 財政収支を見ると、実施していく水道施設の耐震化や更新により、減価償却費が増加していく。

その費用が給水原価に跳ね返るため、給水原価の上昇要因となっている。⇒骨 29、31  

(44) 国の補助金等要件が厳しいとのことであるが出来るだけ活用していただきたい。⇒骨 26 

(45) 国の補助金制度等は、既に水道料金が高く値上げの余地が少ない状況にあることが要件とな

っており、八尾市の水道料金が全国水準よりも低いため、国の補助金制度の利用は難しい。⇒

骨 26 

(46) 近い将来、赤字に転落する可能性が高く、支出を削減するにも限界があるため、収入確保策と
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して料金改定も検討する必要がある。資金残高の推移を見ると、平成２６年度には４９億円ある

資金が、平成３４年度にはマイナスに転じる。給水原価と販売単価との差金も利ざやがある状況

からマイナスに転じる。資金の流動比率も平成３３年度には 100％を下回り、資金ショートを起こ

してしまう。財政シミュレーションを見直しても改善効果があまり見られないことからも、料金値上

げは不可避である。また、その時期も、平成３３年度や３４年度の見通しが悪いからそこが実施

時期なのではない。その経営悪化を阻止するために、もっと早い時期での軌道修正が、料金値

上げが必要である。⇒骨 22、29、31  

(47) アセットマネジメントを継続的に実践して、水道施設整備事業と資金需要・資金調達のバランス

を統制することが重要で、その中で、財源確保のための料金改定の検討もしていかなければな

らない。事業全体の最適化に取り組み、経営の安定化をはからなければならない。⇒骨 22、29  

18. 災害への備え、家庭内備蓄について 

(48) 飲料水の家庭内備蓄や避難所の把握など、災害への備えは重要とわかっていながら、実際に

はできていないケースが多いと思われる。手間がかかることが一番の妨げになっているのではな

いか。手間を超えて行動を起こさせる啓発は難しいが、より効果的な啓発に取り組むことが重要

である。⇒骨 40、41、45  

(49) 水道水を容器に入れて定期的に入れ替える方法で３ℓ/人・日分保管し続けることは現実的には

困難。⇒骨 40、41、45 

(50) 家庭内備蓄が第一に有効な手段であるとしても、住居にとどまることが危険な状況では避難所

へ行くことになるため、避難所等において十分な水や食料が備蓄されていなければならない。

⇒骨 40、41、45 

(51) 南海トラフ巨大地震では、八尾市域の水道は発災直後に 100％の断水が想定されている。水道

施設の耐震化も進めており、市域の全水道施設が全て破損するとは考え難いが、完全復旧に

は４０日程度を要する見込みである。避難所等にも水は備蓄しているが、災害発生時はどのよう

な状況に置かれるかわからないので、家庭内で飲料水を備蓄し、災害に備えておくことが非常

に重要である。⇒骨 20、40、41、45  

(52) 災害に対する備えは具体的な内容をわかりやすく啓発することが肝要である。⇒骨 20、40、43、

45、47 

(53) 災害対応については他市や他の組織と連携しており、災害の規模や状況によって相互応援を

行うしくみになっているが、そのしくみが確実に機能するよう、マニュアルの整備と内容の周知・

把握、訓練の実施などに取り組むべきである。⇒骨 17、18、41、45  

(54) ライフラインの機能を確保するため、水道施設の耐震化や、応急給水と復旧に向けて職員がす

みやかに行動できるよう訓練しておくなど、ハード・ソフトの両面から対策を講じておかなければ

ならない。⇒骨 17  

(55) 被災による応急給水や復旧作業を経験された自治体に職員を派遣し、その体験や教訓を災害

の備えとして生かすべきである。⇒骨 17 

3. 水道水の安全対策について 
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(56) 水道水に対するクレームは、年間約 200～300 件あり、そのうち水質に関する問い合わせが数

件ある。これは工事やメーター取り替え後の通水再開の影響による水濁りなど、相当因果関係

が明らかな場合が多い。⇒骨 47 

(57) 鉛製給水管の残存率が近隣他市よりも高いため、解消に向けて精力的に取り組んでもらいたい。

⇒骨 15  

(58) 近年テロによる危機が現実化しており、薬品等の混入も懸念される。⇒骨 13、14 

(59) 水の安全に対する備えとして、水道施設への不法侵入を防ぐため、警備を行っている。⇒骨 13、

14 

(60) 八尾市は 100％受水団体であるため水道水がつくられる部分については管外であるが、大阪広

域水道企業団では水源や浄水場の監視も厳重に行われており、八尾市への緊急連絡体制も

構築されている。⇒骨 13、14  


