
令和３年度 第１回 朝霞市上下水道審議会 次第

日時 令和３年６月１日（火）

午前１０時から

会場 水道庁舎４階 会議室

１ 委嘱式

（１）委員紹介

（２）委嘱書交付

（３）市長あいさつ

２ 議事

（１）会長・副会長の選出

（２）諮問

（３）公営企業会計のあらまし・水循環のしくみ

（４）本市の水道事業・下水道事業の現状について

（５）膝折浄水場の廃止に向けた検討について

（６）あずま南地区の下水道の計画変更について

（７）今後のスケジュールについて

（８）その他

３ 閉会



〈 配付資料 〉

・【資料１】公営企業会計のあらまし

・【資料２】水循環のしくみ

・【資料３】本市の水道事業・下水道事業の現状

・【資料４】令和３年度水道事業・下水道事業会計予算概要

・【資料５】令和３年度水道施設課工事予定箇所図

・【資料６】令和３年度下水道施設課工事予定箇所図

・【資料７】膝折浄水場の廃止に向けた検討

・【資料８】あずま南地区（土地区画整理事業）下水道の計画変更

・【資料９】今後のスケジュール



内容 氏名

市議会の議員 須田　義博

　　　〃 斉藤　弘道

　　　〃 佐久間　ケンタ

上下水道使用者 谷　ななみ

　　　〃 小河原　孝

　　　〃 関口　博信

　　　〃 佐藤　久美子

　　　〃 齊藤　佳な江

　　　〃 時枝　宏幸

知識経験を有する者 島﨑　大

　　　〃 水谷　新

　　　〃 前田　敏

　　　〃 野島　安広

　　　〃 清水　良樹

　　　〃 池田　邦臣

上下水道部長 木村　賢一

上下水道部次長兼下水道施設課長 田中　毅

上下水道総務課長 西島　和秀

水道施設課長 久保田　哲人

上下水道総務課長補佐兼経営係長 川口　雄司

上下水道総務課経営係主査 櫻澤　航太

上下水道審議会委員

令和３年６月１日～令和５年５月３１日

委員要件

１号委員

〃

〃

２号委員

〃

〃

〃

〃

〃

３号委員

〃

〃

〃

〃

〃

事務局

〃

〃

〃

〃

〃



○朝霞市上下水道審議会条例

平成元年１２月２７日条例第３０号

改正

平成１８年１２月２５日条例第４１号

平成２９年１２月２０日条例第２１号

朝霞市上水道運営委員会条例（昭和３９年朝霞市条例第２号）の全部を改正

する。

（設置）

第１条 水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。）の合理的

な管理運営及び事業の適正化を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、朝霞市上下水道審議会（以下

「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、上下水道事業に関する必要な事項に

ついて調査審議し、これらの事項について答申する。

（委員）

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 市議会の議員

(２) 水道又は下水道の使用者

(３) 知識経験を有する者

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（臨時委員）

第４条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、前条の委員のほか、臨時

委員を置くことができる。

２ 臨時委員は、市長が委嘱する。

３ 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る専門の事項の調査審議が

終了した日までとする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。



４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会は、諮問に応じ会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

４ 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席又は資料の提出

を求めることができる。

（庶務）

第７条 審議会の庶務は、上下水道部上下水道総務課において処理する。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市

長が定める。

附 則（平成１８年条例第４１号）

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年１２月２０日条例第２１号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

この条例は、平成２年４月１日から施行する。

（朝霞市下水道審議会条例の廃止）

２ 朝霞市下水道審議会条例（平成４年朝霞市条例第２６号）は、廃止する。
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公営企業会計のあらまし

●一般会計との比較

地方公共団体（朝霞市）の主な事務

一般会計 公営企業会計

教育・福祉、子育て及び高齢者の支援・

土木・環境・商工及び農業の支援・消防

など

水道・下水道

◎税金以外の独自収入

水道料金・下水道使用料の収益

経営に要する経費は、収益（料金）をもって充てる「独立採算制」が原則

※公営企業会計において一般会計から、負担する経費の例

水道事業 消火栓に要する費用 など

下水道事業 雨水処理に関する費用 など

雨水公費・汚水私費の原則（下水道事業）

【雨水公費】…雨は自然現象であり、雨水を排除する受益は広く及ぶことか

ら、税金等（一般会計）で負担

【汚水私費】…汚水は、日常生活や生産活動等により生じるものであること

から、汚水を排出量する使用者の下水道使用料で負担

※下水道使用料は、水道使用量により算定している。

◎市民税・固定資産税などの税収

主な財源 主な財源

〇水道事業（及び下水道事業）における公営企業としての経営の原則

水道料金（又は下水道使用料）は、給水（汚水処理）にかかる費用をすべて積
み上げた金額が賄えるようにすることが望ましいとされている。

＝ 収 益

営業費用

資本費用

資料１
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●収益的収支（３条）と資本的収支（４条）

公営企業会計では、「収益的収支（３条）」と「資本的収支（４条）」に区分して、

予算の内容を明確にすることとされている。

○収益的収支（３条）

・１年間で発生した水を作るための費用や浄水場、配水管等の水道施設の維持

修繕などの費用と、水道料金や下水道使用料などの財源

○資本的収支（４条）

その効果が将来に及ぶ水道管の耐震化や老朽化対策の工事などの費用と、そ

れに必要な企業債、国庫補助などの財源

水道事業の具体例

収入：水道料金、手数料、水道料金加入金など

支出：水道施設の維持管理（浄水場、水道管等）、減価償却費、

水道料金の収納検針委託料など

家計費に例えると…

収入：給料

支出：食費、日用品費、被服費、水道光熱費、

通信料、教育費、医療費、保険など

水道事業の具体例

収入： 建設改良等企業債、国庫補助金、３条収支利益の積立金など

支出： 建設改良費（老朽管更新工事等）、建設改良等企業債償還金など

家計費に例えると…

収入：金融機関等からの借入、

預金等の取り崩しなど

支出：住宅購入費、ローンの返済など

※「収入」-「支出」＝「利益」

収益的収支（３条）の利益は、資本的収支（４条）の財源に充てられる。



水循環のしくみ

水道水が家庭に届けられるまで

朝霞市では、表流水（河川）７割、地下水３割で、この２つを水源としてご家庭にお届

けしています。

表流水は、荒川水系や利根川水系の河川水などを原水とし、県営大久保浄水場で薬品処

理沈殿後、砂ろ過を行い、浄化されたろ過水に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、滅菌して

います。

地下水は、市内９か所の井戸から汲み上げた水に次亜塩素酸ナトリウムを注入し、滅菌

したものです。

資料２



下水道のしくみ

ご家庭からの生活排水や工場排水は、公共汚水ますから下水道管（汚水管）を通って、

下水処理場に集められ、きれいな水となって直接川に放流されます。

下水道の役割

〇清潔で住みよい街になります

下水道が整備されると、家庭や工場などからの汚水が直接下水道管（汚水管）に流れ

るので、街の中に汚れた水がたまることがなくなり、生活環境が改善されます。

〇水洗トイレが使えます

下水道（汚水管）の整備により、水洗トイレが使えるようになり、快適で衛生的な生

活ができるようになります。

〇浸水から街を守ります

下水道（雨水管）の整備により雨水が排除されるので、浸水が起こりにくくなります。

〇川や海がきれいになります

家庭や工場などから排出される汚水は、下水道管（汚水管）を通って下水処理場に送

られ、きれいな水に処理してから川へ流すので、川や海の水がきれいになります。



〇水道事業

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
2年度

前年度比

給水人口（人） 138,721 140,218 142,073 143,388 1,315 

給水戸数（戸） 64,222 65,515 66,798 67,710 912 

総給水量（㎥） 15,586,492 16,295,024 15,480,742 15,869,853 389,111 

総有収水量（㎥） 13,999,125 14,100,103 14,230,265 14,761,923 531,658 

有収率（％） 89.8 86.5 91.9 93.0 1.1 

〇下水道事業

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
2年度

前年度比

年度末汚水処理戸数（戸） 61,539 62,689 64,389 65,582 1,193 

年間汚水処理水量（㎥） 17,114,617 16,585,905 17,752,428 17,808,316 55,888 

総有収水量（㎥） 13,812,005 14,012,347 14,198,278 14,642,285 444,007 

有収率（％） 80.7 84.5 80.0 82.2 2.2 

本市の水道事業・下水道事業の現状

※各年度、決算に基づく数値

*有収水量   水道料金・下水道使用料徴収の対象となった水量。また、水道事業の有収率は、年間総給水量に対する年間総有収

       水量の割合をいい、この数値が高いほど、料金徴収の対象とできない無収水（漏水や濁り水の際の管洗浄など）が

       少なく、効率的であるということができる。

※各年度、決算に基づく数値

資料3



水道事業老朽管更新事業の現状

埼玉県企画財政部市町村課「水道事業の経営指標と分析」を基に作成



水 道 事 業 の 経 営 状 況 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 現 在 ）

水道事業の経営状況

耐震化事業・老朽管更新事業の実績及び今後の見込み

浄水場更新事業の今後の見込み

Ｈ２４～Ｒ２（９年間実績）

令和３年時点

経年管延長

（布設後４０年以上経過）

約２２㎞

更新事業をしないと

１０年後は約８０㎞

１年平均：4.36 ㎞ 475 百万円 1ｍ当たり：109 千円

事業名 事業量（㎞） 事業費（百万円）

耐震化事業 15.1 1,779

老朽管更新事業 16.2 1,286

水圧不足更新事業 7.9 657

上記工事の舗装復旧 554

計 39.2 4,276

令和１４年時点

経年管延長

（布設後４０年以上経過）

約３０㎞

その後の１０年間で

さらに５６㎞プラス

老朽管更新事業 Ｒ４～Ｒ１３

（耐震化事業、水圧不足更新事業も合わせ）

年間約５㎞×１０年＝５０㎞

事業費：約６億円／年

100 千円／ｍ×5,000ｍ＋舗装 1億円

１０年間事業費：約６０億円

浄水場更新事業 Ｒ４～Ｒ１３ 令和１４年度以降

１期工事（リスタート）

１０年間総事業費

約３０億円

４期・５期工事

泉水・岡浄水場

ポンプ、配水池施設、電気設備等更新工事

１０年間事業費：約３４億円（うち起債総額３１億円）
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水道事業会計予算概要
安全・安心な水をお届けするために

負担金等
158万7千円

国庫補助金
5,115万円

不足額
8億9,695万6千円

企業債
5億700万円

資 本 的 収 支収 益 的 収 支 施設の改良事業に
要する収入と支出

事業経営に伴う
収入と支出

収入　２３億５，４９１万円
支出　２２億４，４３８万７千円

収入　  ５億５,９７３万７千円
支出　１４億５，６６９万３千円

企業債の返済
5億3,496万円

その他
6,245万9千円

浄水場設備更新事業費等 
8億5,927万4千円

県水受水費　　
7億5,746万円

施設の維持管理費等　
8億8,115万4千円

企業債の支払利息
6,114万1千円

施設の減価償却費
及び資産減耗費　
5億4,463万2千円

差引収支 
1億1,052万3千円

支　出支　出

その他
1億8,234万円

水道利用加入金 
1億9,613万4千円

水道料金　
19億7,643万6千円

収　入収　入

＊不足額については損益勘定留保資金や積立金の取り崩しなどで補います。

水道事業会計予算概要水道事業会計予算概要
　朝霞市水道事業では、いつでも安全で安心して使える水道水を
安定的にお届けするため、今年度も引き続き浄水場設備の更新、
水道管の耐震化及び老朽管の更新事業を進めてまいります。
　今後も厳しい経営状況が見込まれますが、将来にわたって安定
的に水道事業を継続していくために、市民生活にとって重要なラ
イフラインである水道施設を適切に維持するとともに、効率的な
経営に努めてまいります。

問／上下水道総務課　☎462-3366

業務の予定量
給水人口	 144,400人
給水戸数	 68,300戸
年間総給水量	 15,923,000㎥
１日平均給水量	 43,625㎥
１人１日平均給水量	 302ℓ

経　　営　　状　　況
　水道事業は独立採算制で、事業費は利用者の皆さんからいただく水道料金によって賄われています。
　本年度予算では、１㎥の水を皆さんにお届けする費用（給水原価・税抜）135円68銭に対して、水道料金（供
給単価・税抜）は124円で11円68銭の赤字となり、不足額を水道利用加入金などの収入で補うこととしています。
　このほか、本年度も浄水場設備及び老朽管の更新や、管路の耐震化など、多額の費用を要する事業を実施しな
ければならないため、企業債（5億700万円程度）を起こす予定です。
　厳しい財政状況が続きますが、朝霞市水道事業経営戦略に基づき、財政状況等を確認し、次世代に過重な負担
を強いることがないよう事業運営に努めてまいります。

主　な　事　業
　本年度も水道水の安定供給を確保するため、次の事業を進めてまいります。
○水道施設耐震化事業
　地震災害時における水の安定供給のため、配水本管の耐震化を実施します。
○老朽管更新事業
　布設年度や重要度を考慮し、老朽化した水道管の更新を実施します。
○漏水の防止
　貴重な水を効率よくお届けするため、水道管（水漏れ）の調査を実施します。

私道給水管布設替整備費補助金
　私道内の給水管を布設替する方に、整備費用の３分の２以内を助成します(千円未満切り捨て)。
○補助要件
１．対象戸数が３戸以上で、私道の土地所有者および給水管所有者全員の承諾が必要です。
２．出水不良および２本以上の給水管を１本にする整備工事とします。

問／水道施設課　☎463-8699

令和３年度（2021年度） 資料４
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下水道事業会計予算概要

資 本 的 収 支収 益 的 収 支 施設の改良事業に
要する収入と支出

事業経営に伴う
収入と支出

収入　２４億 ２７４万６千円
支出　１９億５，１５６万６千円

 ７億２,７１１万２千円
支出　
収入　

９億１，３４８万２千円

雨水管渠整備費 
8,330万9千円

　企業債
　4億3,900万円

国庫補助金
340万1千円

不足額
1億8,637万円

雨水ポンプ場整備費 
2億2,300万円

汚水管渠整備費 
3億922万7千円

企業債の返済等
1億7,598万3千円

荒川右岸流域下水道
事業費負担金
1億2,196万3千円

負担金等
2億8,471万1千円

荒川右岸流域下水道
維持管理負担金　
 6億2,260万円

施設の減価償却費
及び資産減耗費　
8億7,060万7千円

企業債の支払利息等
8,097万5千円

施設の維持管理費
3億7,738万4千円

差引収支
4億5,118万円

支　出支　出

他会計補助金等
5億3,756万2千円

雨水処理負担金
2億2,612万1千円

長期前受金戻入
6億8,631万5千円

下水道使用料　
9億5,274万8千円

収　入収　入

＊不足額については損益勘定留保資金などで補います。

下水道事業会計予算概要下水道事業会計予算概要
―くらしと環境を守る下水道サービスをお届けするために――くらしと環境を守る下水道サービスをお届けするために―

　下水道事業では、下水道サービスを安定的かつ持続的に市民の
皆さんにお届けするため、下水道管の布設・維持管理事業や、雨
水貯留施設の設置を始めとした雨水対策事業などを進めてまいり
ます。
　厳しい経営状況が今後も続くと見込まれますが、市民生活にとっ
て重要なライフラインである下水道施設を適切に維持するととも
に、効率的な経営に努めてまいります。

問／上下水道総務課　☎462-3366

業務の予定量

水洗化世帯数	 66,380世帯
年間有収水量	 13,925,000㎥
１日平均有収水量	 38,150㎥

経　　営　　状　　況
　下水道事業は「雨水公費・汚水私費の原則」により、雨水処理費は税金（公費）で、汚水処理費は下水道使用
料（私費）で賄われることとなっています。
　本年度予算では、雨水処理に要する費用分として雨水処理負担金（2億2,612万1千円程度）を一般会計から繰
り入れる予定です。
　このほか、大字溝沼地内調整池築造事業など、多額の費用を要する事業を実施するため、企業債（4億3,900万
円程度）等を活用し、財源とする予定です。
　厳しい財政状況が続きますが、下水道施設を適切に維持するため、その企業的性格を生かした能率的な経営の
もと、より一層の経営の効率化・健全化に努めてまいります。

主　な　事　業
○汚水整備事業
　引き続き、旧暫定逆線引き地区への汚水管布設工事を実施します。
○雨水整備事業
　令和元年度に策定した「朝霞市雨水管理総合計画」に基づく雨水の浸水対策として、大字溝沼地内調整池
築造事業を実施します。

私道排水設備設置補助金
　公共下水道の処理が開始されている区域内の私道に排水管（汚水管）を設置する方に対し、補助金を交付
します。
○補助要件…利用者が３戸以上見込まれ、私道部分の土地の使用承諾が得られる場合
○補 助 額…排水管（汚水管）、マンホール及び取付管等の工事に必要な経費の全額
※詳しくはお問い合わせください。

問／下水道施設課　☎463-0917

令和３年度（2021年度）



水道施設耐震化事業

番号 工 事 名 工 事 概 要

耐管① 国道２５４号他配水本管布設工事 ＤＣＩＰφ３００ 工事延長Ｌ＝４２８ｍ

水圧不足改善事業

老朽管更新事業

水管① 市道６７４号線配水管布設工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝１２０ｍ

水管② 市道１９３号線配水管布設工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝ ５０ｍ

水管③ 市道４７６号線配水管布設工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝１３０ｍ

老管① 市道７４６号線配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝１０２ｍ

老管② 北朝霞陸橋配水管布設替推進工事 ＤＣＩＰφ３００ 工事延長Ｌ＝２９５ｍ

老管③ 市道３８号線他配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００、φ７５ Ｌ＝ ７５ｍ

老管④ 市道２０４４号線配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝２１０ｍ

老管⑤ 市道２４５号線他配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝３４７ｍ

老管⑥ 市道６４号線配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝１２０ｍ

老管⑦ 市道２２９５号線配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ７５ 工事延長Ｌ＝ ８８ｍ

老管⑧ 市道５３２号線配水管布設替工事 ＤＣＩＰφ１００ 工事延長Ｌ＝ ８５ｍ

浄工① 泉水浄水場計装設備更新工事
取水流量計・配水池水位計等更新
工計変換器盤更新、柱上気中負荷開閉器増設

浄工② 岡浄水場計装設備更新工事
取水流量計・配水池水位計等更新
工計変換器盤更新、柱上気中負荷開閉器増設

浄工③ 第８号取水井モーターポンプ取替工事 深井戸用モーターポンプ交換

浄工④ 泉水浄水場配水ポンプ他更新工事
泉水浄水場配水ポンプ機能変換
根岸台末端局テレメーター盤更新

浄水場更新事業

老管②

浄工②

老管①

耐舗①

老舗②

浄工①・④

水管③

水舗①

浄工③

老舗⑦

耐舗②

老管⑧

耐管①

老舗③

老管④

老舗⑤

老管⑤

老管⑦

老舗①

水管②

老舗⑥

老舗④

老管⑥

水舗②

老管③

水管①

舗装復旧工事

耐舗① 市道１号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１８０ｍ Ａ＝ ５４０㎡

耐舗② 県道新座・和光線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝５８０ｍ Ａ＝１，７４０㎡

水舗① 市道６１１号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１２０ｍ Ａ＝ ３６０㎡

水舗② 市道６１５号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１４０ｍ Ａ＝ ４２０㎡

老舗① 市道２５４号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１１０ｍ Ａ＝ ３３０㎡

老舗② 市道２９７号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝ ５０ｍ Ａ＝ １５０㎡

老舗③ 県道朝霞・蕨線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝２１０ｍ Ａ＝ ６３０㎡

老舗④ 市道６５号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１００ｍ Ａ＝ ３００㎡

老舗⑤ 市道２０４４号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝２６０ｍ Ａ＝ ７８０㎡

老舗⑥ 市道２２１号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝１６０ｍ Ａ＝ ４８０㎡

老舗⑦ 市道４６５号線舗装復旧工事 工事延長Ｌ＝２２０ｍ Ａ＝ ６６０㎡

朝霞市役所

資料５



令和３年度 下水道施設課工事予定箇所図

汚-３（舗装）
支線２１号線舗装復旧工事 岡１丁目

打換(t=10 ㎝) A=200 ㎡

凡 例

汚水工事

雨水工事

雨-２（管布設）
大字下内間木地内雨水管工事 大字下内間木

φ300 ㎜ L=100m

汚-２（管布設）
支線２７号線下水工事 根岸台７丁目

φ200 ㎜ L=50m

雨-３（舗装）
県道和光志木線舗装復旧工事 岡１丁目

打換(t=10 ㎝) A=200 ㎡

雨-１
大字溝沼地内調整池築造工事 大字溝沼

調整池築造工 1式

継続事業 (令和 3年度～令和 4年度)

汚-１（管布設）
支線７号線他下水工事 栄町４丁目他

φ450 ㎜・φ500 ㎜ L=1,100m

継続事業 (令和 3年度～令和 5年度)

雨-４（舗装）
県道朝霞蕨線舗装復旧工事 大字上内間木

打換(t=10 ㎝) A=400 ㎡

汚-４（改築）
県道和光志木線下水道改築工事 岡１丁目他

改築工 φ350 ㎜ L=25m

汚-５（改築）
市道２４５号線下水道改築工事 大字岡

改築工 φ450 ㎜ L=35m

北朝霞駅

朝霞台駅

朝霞駅

新河岸川

黒目川

JR
武蔵野線

東
武
東
上
線

朝霞市役所

至 川越

至 池袋

至 府中本町

至 西船橋
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