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会 議 録

会議の名称 令和元年度 第１回 宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 令和元年６月７日（金） 午後２時００分～午後３時５５分

開催場所 宮崎市上下水道局４階 大会議室（宮崎市鶴島３丁目２５２番地）

会長氏名 鈴木 祥広

出席者氏名

（委員）

鈴木会長、中川委員、藤﨑委員、平田委員、海老原委員、濵田委員

長友委員、清水委員、荒武委員、工藤委員、濱田委員、川原委員

（計１２名）

欠席者氏名

（委員）
清家委員、南部委員、酒井委員（計３名）

事務局

上下水道局長、管理部長、水道部長、下水道部長、総務課長、財務課長、

料金課長、給排水設備課長、水道整備課長、浄水課長、配水管理課長、営

業所工務課長、下水道整備課長、下水道施設課長、経営戦略室長、事務局

員他３名

傍聴者 無し

次第

委嘱状交付

諮問

みやざき水ビジョン２０２０の策定について

議事

・みやざき水ビジョン２０２０策定について

・宮崎市上下水道事業 現状と課題 中間報告
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（会議の経過）

発言者 議題・発言内容・決定事項

事務局 【開会】

開会を宣言。

【委嘱状の交付】

全委員を代表して鈴木委員に委嘱状を交付。

市長 【市長あいさつ】

事務局 【委員出欠状況報告】

本日の審議会には、委員１５名中１２名の委員の皆様にご出席いただい

ております。

お手元に配布しておりますが、宮崎市上下水道事業経営審議会条例第５

条第３項により、半数以上の委員が出席されておりますので、本会議が

成立することをご報告申し上げます。

【委員紹介】

委員の皆様には、初めての方もいらっしゃいますので、紹介させていた

だきます。

（委員の皆様のお名前をひとりひとり読み上げて紹介）

【会長選出】

新たな任期となりましたので、会長を選出していただく必要がございま

す。本審議会の会長は、条例第４条の規定により、会長を委員の互選に

より選出する、となっております。会長を選出したいと思いますが、立

候補、あるいはご推薦がありましたら、お願いします。

委員 鈴木委員を推薦いたします。

事務局 鈴木委員のご推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。

（異議なし）

事務局 ご異議も無いようですので、鈴木委員に会長をお願いしたいと思います。

それでは、ここで鈴木会長より、ごあいさつをお願いします。

会長 【会長あいさつ】

【諮問】みやざき水ビジョン２０２０の策定について

（市長から審議会へ）
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（市長退室）

事務局 【配付資料の確認】

本日の会議資料を確認。

【議長選出】

それでは、ここからの会議の進行は、条例第５条第２項の規定に基づき、

鈴木会長に議長をお願いしたいと思います。

会長 それでは、会議次第の６「議事」①みやざき水ビジョン２０２０の策定

について、事務局から説明をお願いします。

事務局 資料１（みやざき水ビジョン２０２０の策定について）の説明

（約１７分）

会長 ただいまの説明について、事前に委員より質問がございましたので事務

局より回答をお願いします。委員の皆様は、配布されている事前質問書

をご確認ください。

事務局 事前質問書（企業債について）の説明（約６分）

委員 地方公共団体金融機構の仕組みについて教えて下さい。

局長 地方公共団体金融機構は国の外郭団体であります。組織の主な役割とし

ては、国からの出資金などを運用して各自治体に貸付を行うこととなっ

ております。

会長 それでは資料１について全体で議論を行いたいと思います。

委員の方は、どなたからでも構いませんのでご意見・ご質問等あればよ

ろしくお願いいたします。

委員 将来的に女性が活躍できる場を増やすことが必要だと考えております

が、上下水道局では女性が活躍する機会や、職員の男女構成、職員の採

用についてどのように考えておられますか。

会長 これから水ビジョンを策定するにあたって女性が活躍する内容を盛り込

んでいくというような意見や姿勢が大切だと思われます。

職員の男女構成比や採用については、事務局で回答をお願いします。

事務局 宮崎市の職員の採用については、男女関係なく平等に採用試験を行って

おります。上下水道局員職員は、全体で２５０名ほどおりますが、女性

職員も多く活躍しています。近年では、技術専門職にも女性が進出し活
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事務局 躍しています。

会長 他にご意見・ご質問はありませんか。

宮崎市では、第五次宮崎市総合計画が最上位計画であり、その下に宮崎

市上下水道局の最上位計画である、みやざき水ビジョンが位置付いてお

ります。昨年度は、宮崎市上下水道局の今後の財政計画として経営戦略

を策定しました。そして今回、今後の上下水道局の全体的な計画として

水ビジョンを策定するよう市長から諮問がありました。水ビジョンを策

定するにあたってのひな形は国から示されていますが、宮崎市上下水道

局の水ビジョンとして宮崎市のオリジナリティを入れていくことが大切

だと考えています。よって委員の方々からの意見を反映して事務局を中

心に水ビジョンを作成していきますので、委員の方々には是非ともご意

見いただきたいと思います。

委員 計画の位置付けについてですが、第五次宮崎市総合計画における上下水

道事業についての内容に沿ってみやざき水ビジョン２０２０を策定して

いくのだと考えています。そこで第五次宮崎市総合計画における上下水

道事業についての記載内容を具体的に説明していただけますか。

会長 資料１の１８頁に計画の位置付けについての記載がありますが、第五次

総合計画の期間との整合性と、水ビジョンの関連する内容について事務

局で回答をお願いします。

事務局 まず第五次宮崎市総合計画の計画期間は、２０１８年度（平成３０年度）

から２０２７年度（令和９年度）としています。その中で上下水道事業

は、【災害に強く、暮らしを支える「生活基盤の充実」】の項目にあり、「水

道施設の計画的更新や耐震化を推進し、安全で良質な水を安定的に供給

できるライフラインの構築を図ります」「公共下水道や公設合併処理浄化

槽などの生活排水対策を推進するとともに、下水道施設の計画的改築や

耐震・耐津波化を進め、快適で衛生的な生活環境の確保を図ります」と

あります。

これらのことから上下水道が市民の重要なライフラインであることが第

五次宮崎市総合計画で位置づけられています。

会長 他に質問はよろしいでしょうか。

それでは、続いて会議次第の６「議事」 ②宮崎市上下水道事業 現状

と課題 中間報告について、事務局から説明をお願いします。

事務局 資料２（宮崎市上下水道事業 現状と課題 中間報告）の説明

（約２７分）
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会長 ありがとうございました。資料２について委員の方々からご意見・ご質

問等あればよろしくお願いします。

委員 今回実施したアンケートの対象者について詳しい説明をお願いします。

会長 それではアンケート実施にあたっての対象について事務局で説明をお願

いします。

事務局 それでは本日お配りした参考資料をご覧下さい。こちらの２頁に今回実

施したアンケートについての概要を記載しております。

（記載内容の説明）

今回、アンケートを送付するにあたって、水道使用者の中から無作為に

対象者を抽出したため、送付対象者に年代別に分けて送付することは行

っておりません。

委員 若者世代を何名対象者としていて、その内何名回答しているかを把握で

きていないのであれば、若者世代の意見を正確に捉えることは難しいの

ではないでしょうか。

会長 ただいま事務局に説明していただいたとおり、対象者を無作為に抽出し

ているということであれば、アンケート対象者の若者世代の割合は宮崎

市の人口における若者世代の割合と考えて良いかと思います。その中で、

このアンケートでは若者世代の意見が非常に少ないという状況であり、

それではお客さまニーズを正確に把握するというのは難しいのではない

かという質問だと思いますが、事務局はどのように考えていますか。

事務局 アンケート対象者については無作為に抽出しておりますが、宮崎市の人

口の年代別の割合とほぼ同様の割合となっていると考えております。た

しかに若者世代については実際には非常に少ない回答数であったため、

今後は、インターネット等を活用した、若者世代が回答しやすいような

回答方法を検討する必要があると考えております。

委員 まずは調査対象として、年齢等を正確に把握した上で、年代別の調査結

果を示すことがアンケートの基本だと考えております。今後アンケート

等の調査を行う際には、そのような点に気をつけていただければと思い

ます。

会長 ありがとうございました。ただいまの意見を踏まえたうえで、事務局で

はアンケート回答者について詳細にデータ分析を行えば、市民のニーズ

に応えるための課題が浮き彫りになってくるのではないかと思います。
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委員 若い世代にアンケートを行って多くの回答を得ることは難しいのではな

いかと思います。それは若い世代が水道料金や下水道使用料など上下水

道全般にあまり関心がない傾向にあるからです。そこで、宮崎市上下水

道局は「せせらぎ」という非常に読みやすく分かりやすい広報紙を作成

しているので、認知度を高めるためにより一層広報活動に力を入れて欲

しいと思います。

また、最近の新聞で、厚生労働省が、水道料金や下水道使用料について

３年～５年ごとに見直しが必要、と示しているという記事を見ました。

市民にとっては突然、水道料金改定、下水道使用料改定と知らされても

困るといった声もあります。莫大な費用がかかる施設の更新や耐震化な

どは計画的にできているのか、宮崎市の水の需要はこれから減少してい

くと予想されるがどのように考えているのか、など積極的に市民に周知

していただきたいと思います。

また、厚生労働省は３年～５年ごとに水道料金、下水道使用料の見直し

が必要と示していますが宮崎市上下水道局はどのように考えているので

すか。

会長 ただいまの発言は、まず１点目に、若者世代へのアンケートについてで

す。アンケートについてはたしかに若い世代から多くの回答を得るには

工夫が必要だと考えます。今後、１０年間の課題を挙げていく上で若い

世代の意見が多く必要だと判断されれば、工夫を凝らした効果的な調査

を行っていただきたいと思います。

次に２点目は、広報紙「せせらぎ」についてです。「せせらぎ」は非常に

分かりやすく作成されていますが、認知度は少ないのが現状です。よっ

て紙媒体以外での周知の方法がないかなど、今回の水ビジョン策定にあ

たって検討していただきたいと思います。

最後に３つ目ですが、主な投資・財政計画については昨年に策定した「経

営戦略」に詳しく記載されております。その点について事務局で回答を

お願いします。

事務局 水道事業について説明します。「経営戦略」の３６～３７頁をご覧下さい。

水道事業の今後１１年間の投資・財政計画を作成しています。ただし、

経営戦略作成にあたり、長期間のシミュレーション行っておりまして、

そこでは令和１５年度に収支が赤字になると想定しており、このタイミ

ングで料金改定を行うと、改定率が大幅になる可能性がございます。宮

崎市上下水道局では、平成２８年度に水道料金を値上げさせていただき

ましたが、その際に審議会から５年ごとの見直しを検討するよう答申を

受けました。今年がその５年目になりますので、現在の水道料金や下水

道使用料が適切な料金体制であるかなどを、これまでの決算資料などを

経営審議会にご呈示し、委員の皆様にお諮りしたいと思っています。
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会長 平成２８年度の水道料金改定は１６年ぶりの改定であったため、改定率

が大きくなってしまいました。よって審議会では５年毎の見直しが必要

と答申をさせていただきました。しかし、厚生労働省では５年毎でも改

定率が大きくなってしまうのではないかという見解があり、３年毎の水

道料金見直しを後押ししているのが現状であります。都市部では小さい

改定率で短いスパンで水道料金改定を行っている例もありますので、参

考にしていただければと思います。

委員 ２点、質問があります。

１点目は、資料２の１２頁に富吉水源地の写真がありますが、導流堤を

設置したことによってどのような効果があるのか教えて下さい。

２点目は、漏水がどのように起こるのかを教えて下さい。

会長 それでは質問について事務局で回答をお願いします。

事務局 導流堤についての質問にお答えします。平成１６年から河床（川底のこ

と）の低下による水位の低下が問題となっており、国土交通省と協議を

行いながら１段目の導流堤を設置いたしました。その後、台風や大雨等

で導流堤が破損してしまい、再び水位が低下してしまいました。その様

子を示したものが資料２の１２頁の左側の写真になります。その後、国

土交通省と協議を行い、再び導流堤を設置し、水位が上昇したことによ

り、取水口から取水を行うことができるようになりました。それを示し

たものが右側の写真になります。

事務局 漏水が起きる原因について説明いたします。漏水の原因につきましては、

地震等の災害による管の破損の場合もありますが、ほとんどが管の老朽

化による故障であります。現在、導水管と配水管についてはほとんどが

ビニル管でありますが、給水管については５１％が鉛管という状況であ

ります。よって今後、管の老朽化による漏水を抑えるために管路の更新

を行っていきたいと考えています。

会長 管路については、いくつもの管を接続をしているのでその接続部分から

の少量の漏水は起こりうることです。また世界的に見ると日本全体とし

て漏水率を１０％程度に抑えていることは非常に優秀なことでありま

す。宮崎市上下水道局においても漏水率を８％程度に抑えており、非常

に効率的に管理されていますが、今後さらに工夫、努力を重ね、漏水量

を減少させるための取り組みを行っていただきたいと思います

会長 他にご意見・ご質問ありませんか。

委員 ２点あります。
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委員 １点目は、水の飲用方法についてのアンケート結果で「水道水をそのま

ま飲んでいる」の回答割合が３割弱でしたが、これは地域によって割合

が変わってくるのかということです。また、全国的比較した際に、宮崎

市の水道水の水質がどの程度の評価を得ているかということを市民は認

知しているのか、また認知した上で水道水をそのまま飲むかどうかを判

断しているのかということを把握していれば教えて下さい。

２点目は、マンホールトイレの設置についてです。これは、マンホール

を設置し、その上にトイレを設置しているのですか。それとも元々マン

ホールが設置されている場所にトイレを設置しているのですか。

会長 まず、アンケートについての質問の回答を事務局でお願いします。

事務局 アンケートの設問には、お住まいの地域や全国的に見た宮崎市の水質の

認知についての項目は設けておりませんでしたので、その点については

把握できておりません。

会長 これからお客さまのニーズを把握するにあたって宮崎市上下水道局が地

域別に見る必要があると判断すれば、そのような分析も行っていただい

て、その他にも世代別に分析するなど工夫を凝らして調査を行っていた

だきたいと思います。

次に、マンホールトイレシステムについての質問の回答を事務局でお願

いします。

事務局 マンホールトイレについてですが、資料２の２８頁をご覧下さい。右側

の写真のような仮設トイレを避難所に用意してあり、必要になればマン

ホールの上に組み立てるという仕組みになっております。現在宮崎市で

は３０の避難所においてマンホールトイレを設置可能であり、本年度で

は３２の避難所で設置可能になります。

委員 そのマンホールシステムについてですが、地図などで一般の方がどの避

難所にマンホールトイレが設置可能であるかを確認できるようになって

いるのでしょうか。

事務局 主に防災マップ上で確認できます。基本的にマンホールシステムを設置

可能な避難所としては、地域の指定避難所、５００人規模の避難所とな

っております。

会長 マンホールトイレシステムについては、これから市民に分かりやすいよ

うに広報活動を検討して行っていただきたいと思います。
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事務局 宮崎市では、現在２３０程の避難所があります。マンホールトイレシス

テムについては、地域で防災訓練を行っていただく際に、市の職員がマ

ンホールトイレの組み立て訓練などを行っていきますので、ぜひ地域の

方々には防災訓練に参加していただいて、そういった形で地域の方々に

周知をしていきたいと考えております。

委員 避難所によって設備が色々あると思います。地図上にマークなどをつけ

て避難所ごとの設備の特色を把握することができれば、市民はどの避難

所に避難するかの判断基準として活用できると思います。よって周知を

徹底していただきたいと思います。

会長 上下水道局だけではないですが、危機管理の観点から避難所の設備の特

色についての情報をしっかり整理して事務局で連携してそのような取り

組みも行っていただければと思います。

よろしいでしょうか。

委員 宮崎市では水道水をペットボトルなどで販売しているのでしょうか。そ

ういった取り組みがあれば宮崎市の水の水質が安全であることのアピー

ルにもなると思います。

事務局 宮崎市においても下北方浄水場の水道水で製造したペットボトルの水を

見学にきた小学生に配るなどの活動を通して宮崎市の水の水質のアピー

ルを行っておりました。今後についてもそういった取り組みは非常に重

要だと考えておりますので、費用対効果を踏まえながら、宮崎市の水の

安全性をアピールしていきたいと考えております。

委員 お土産等で活用することで宮崎市外の方々にも宮崎市の水の水質を知っ

ていただけると思います。また、アンケートについてですが、現在子育

てをしている保護者の方は非常に水質に関心をもっておられますので、

そういった方々に焦点を合わせた調査や、若い世代、例えば大学生と共

同で研究調査、またスマートフォンを使って簡単に回答することができ

るような調査を行うことで新しい視点やアイディアがでてくると思いま

す。それらを踏まえて宮崎市上下水道局の今後の方向性を考えていただ

ければ、市民の生活に欠かせない重要なライフラインである水について

より良い取り組みができるかと思います。

会長 現在、Google 等を使ってアンケートを行うこともできますが、市役所な

どの公的機関は情報セキュリティの観点からインターネットを利用した

アンケートなどは難しいという現状もあります。アンケートの回答方法

については事務局で検討していただいて、可能であればより良い調査方

法を導入してほしいと思いますが、事務局はどうお考えでしょうか。
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事務局 事務局としましてもインターネットやスマートフォンを活用したアンケ

ートの実施は重要だと考えております。また「せせらぎ」についてはご

好評をいただいておりますが、お客さまのご意見をハガキにて受け付け

ている状況であります。よって今後、インターネット等を活用したご意

見の収集方法について委託業者とも検討している段階でございます。ま

た、大学生などの若い世代の意見をより多く取り入れていくような取り

組みも検討していきたいと考えております。

会長 それでは、その他全体を通してどのようなことでも構いませんので、ご

意見やご質問等はありませんでしょうか。

特にないようですので、これで議事進行を終了したいと思います。この

後は事務局にお任せいたします。

事務局 鈴木会長には、会議の進行ありがとうございました。

ここで、局長からお礼の言葉を申し上げます。

局長 【局長あいさつ】

事務局 最後に事務局より事務連絡です。

次回の会議開催の日程につきましては、９月頃の開催を予定しておりま

す。正式には、後日別途文書によりご案内いたしますが、皆様方におか

れましてはお忙しい中とは存じますが、日程の調整につきましてよろし

くお願いしたいと思います。

それでは、以上を持ちまして、令和元年度第１回宮崎市上下水道事業経

営審議会を閉会いたします。ありがとうございました。

【閉会】


