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前田会長、池田副会長、須田委員、斉藤（弘）委
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木村上下水道部長、田中上下水道部次長兼下水

道施設課長、西島上下水道総務課長、久保田水

道施設課長、中村水道施設課長補佐、丸山上下

水道総務課長補佐兼会計庶務係長、今井水道施

設課専門員兼水道管理係長、榎本水道施設課専

門員兼水道工務係長、櫻澤上下水道総務課経営

係長

会 議 内 容

１ 議事

（１）膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画

案について（報告事項）

（２）適正な水道料金の水準について（諮問事項）

（３）その他



会 議 資 料

・会議次第

・【資料１－１】膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編

計画 概要版

・【資料１－２】膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編

計画（案）

・【資料２－１】水道事業類似団体経営状況比較表

・【資料２－２】１１～２０年後の企業債未償還残高予

測

・【資料２－３】浄水場更新事業の計画と実績

・将来の朝霞の水道を考えよう～これからも安心して

水道を使っていくために～

・水循環のしくみ

・席次表

・水道料金比較（県南中部及び類似団体 ２２団体

２３市町）

・現行の水道料金における従量割の比較（県南中部及

び類似団体 ２２団体 ２３市町）

・今後の審議会開催スケジュールについて（通知）

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の保

存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後〇か月

会議録の確認方法 委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項 傍聴者 １人



審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

開会

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは定刻となりましたので、第２回朝霞市上下水道審議会を開会させ

ていただきます。

委員の皆様には、大変御多用のところ、御出席を賜りまして誠にありがと

うございます。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます 上下水道部上下水道総務

課長補佐の丸山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず会議の公開について会長にお諮りいただきたいと思いま

す。

（前田会長）

まず、初めに皆様にお諮りします。

本日の会議は「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」

により原則公開とすることが定められております。本日の会議内容といたし

ましては、個人情報等を取り扱うこともないため、会議は公開とし、会議録

作成のため、皆様の御発言を録音させていただいてよろしいでしょうか。

（各委員）

異議なし

（前田会長）

事務局は傍聴者がいれば入室させてください。

会議の途中で傍聴者がお見えになりましたら随時入室させていただきた

いと思います。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは、開会に当たりまして、木村上下水道部長からごあいさつを申し

上げます。

（木村上下水道部長）

おはようございます。

皆様には、御多忙のところ、また、大変お暑い中、第３回上下水道審議会

に御出席をいただき、ありがとうございます。

本日の審議会は、前回に引き続き、膝折浄水場の廃止後の活用について、

次に、水道料金の改定率についての御審議をお願いするものでございます。

料金改定につきましては、朝霞市にお住いの方、市内で事業を営んでいら

っしゃる方など、多くの皆様に影響が及ぶものでございます。

さらには、将来に水道事業をつなげていくための必要性という視点も併せ



持ちながら、御審議をいただければと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。

事前にお送りしております資料が、５点ございます。

１点目が、次第 Ａ４で１枚。２点目が、資料１－１膝折浄水場廃止に伴

う取水・配水再編計画 概要版 Ａ４で両面刷りが１枚。３点目が、資料１

－２膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画（案）ホチキス留めで１４ペ

ージのものでございます。４点目が、資料２－１水道事業類似団体経営状況

比較表 資金残高と企業債残高（令和元年度末時点）Ａ４で１枚。５点目が、

資料２－２ １１～２０年後の企業債未償還残高予測 Ａ４で 1 枚でござい

ます。

このほか、本日お配りしております資料が、５点ございます。

資料２－３浄水場更新事業の計画と実績 Ａ４で１枚。将来の朝霞の水道

を考えよう～これからも安心して水道を使っていくために～ Ａ４のホチキ

ス留め２枚。水循環のしくみ ホチキス留めで１０ページのものでございま

す。席次表と、封筒に入っています報酬・費用弁償についての通知でござい

ます。

不足等ございませんでしょうか。

このほか、ペットボトル水の「朝霞の雫」もお配りしておりますので、御

自由にお飲みください。

本日、島﨑委員、清水委員から所用により欠席の御連絡をいただいており

ますが、出席者は、１５人中１３人の出席で、過半数を満たしており、会議

が成立することを御報告いたします。

それでは、これより先の進行を、会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

（前田会長）

前回諮問事項で時間がかかってしまい申し訳なかったですが、今回議題の

（２）で続きをさせていただきます。

それでは、まず議題（１）膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画案に

ついて、事務局から説明をお願いします。

（久保田水道施設課長）

それでは、膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画の説明をさせていた

だきます。

前回の審議会におきまして、五つのプランを検証していることを御報告さ

せていただきましたが、今回は、検証結果について説明をさせていただきま

す。



資料は２種類ございます。まず資料１-１「概要版Ａ４両面刷り」と資料

１－２「本編１４ページ」を作成いたしました。

初めに資料１－２本編の表紙を１枚おめくりいただきまして「目次」を御

覧ください。

再編計画の構成ですが、「目的」、「現状」、「課題」、「目標」、「検討」、そし

て「結論」となっております。

説明は資料１－１概要版でさせていただきたいと思います。

膝折浄水場の将来計画は、平成２３年度に策定いたしました「水道事業基

本計画」で採用された「既存用地による浄水場廃止、接合井新設」となって

ございます。これは膝折浄水場の水源である３か所の井戸水を、浄水場廃止

後も有効活用できるよう、高さ１０メートルの給水塔を建設して、自然の力

で泉水浄水場に運ぶ計画でございます。

しかし、基本計画策定後、初めに廃止となったのは、膝折浄水場より老朽

化が著しかった溝沼浄水場でした。そのため、膝折浄水場の廃止は先送りさ

れておりましたが、昨年１２月１９日、施設の劣化により配水停止を余儀な

くされました。なお、停止後の配水については、泉水浄水場から安定的に配

水されておりますので、支障は来しておりません。

二つの浄水場が廃止となっても配水に問題がないことや、接合井を建設す

る計画策定から１０年が経過していることなどを踏まえ、改めて目的や採用

プランを見直し、再検討を図ってまいりました。

それでは資料１-１概要版を御覧ください。

まず左上、取水・配水計画の目的となりますが、本市も含め、将来的には

人口減少、高齢化社会が一層進行する中、気候変動の影響による災害の激

甚・頻発など、社会の潮流の変化に対して、引き続き水道施設を維持して安

定した事業運営を行うことが重要であると考え、接合井や深井戸の有効活用

について、更に検討を重ね、より効率的な事業方法を決定することを目的と

しました。

次に現状でございますが、市内には泉水・岡・膝折の３か所の浄水場がご

ざいましたが、膝折浄水場は廃止いたしましたので現状は２か所となってい

ます。

市全体の水源としましては、埼玉県からの受水で約７割、９箇所ある深井

戸からの取水で約３割となっております。配水量は、令和２年度の実績とし

て、１５，８６９，８５３立方メートル、これは東京ドーム約１３杯分に相

当する量となります。各浄水場別の年間給水量の内訳は資料に掲載のとおり

となりますが、全体に対して、泉水が約７０パーセント、岡が約２５パーセ

ント、最後に膝折が約５パーセントとなっております。

先ほども申し上げましたが、昨年１２月１９日、膝折浄水場は配水池の劣

化により停止、その後、専門的な意見も踏まえ、６月の審議会において状況

説明をした後、廃止を決定しました。重ねてになりますが、配水については

泉水浄水場から安定的に供給されています。

それでは次に、取水・配水計画の課題ですが、当初計画策定から１０年が



経過し、課題も変化していると思っております。

接合井を運転するには、直径４００ミリメートルの導水管を泉水浄水場ま

で約２キロメートル整備する必要があり、整備後は、その施設を維持管理し

ていかなければなりません。また、約２キロメートルに渡るルート上には、

県道朝霞蕨線の横断、既に埋設されている雨水幹線との調整、黒目川の横断

など高度な技術を要します。

このことから、配水について支障がない中、多額の費用が必要な接合井の

建設、深井戸の有効利用を再度検討し、より効率的な事業方法を決定するこ

とが課題と言えます。

そこで、膝折浄水場の廃止に伴う再編計画の整備目標となる条件設定を行

いました。

１ 接合井については、コストなどを勘案し、再検討

２ 災害時に県水が途絶えるなどを想定し、水源となる深井戸の有効利用

３ 激甚化・頻発化する災害に備え、応急給水所の整備

以上、三つの点を踏まえ、再編計画を検討することとしました。

それが前回御説明させていただきました五つのプランとなります。

それでは、改めて五つのプランについて御説明します。

なお、詳細につきましては、資料１－２の本編１２ページ、１３ページに

掲載しております。

まず、Ａ案は浄水場を更新する案です。費用は維持管理費を含め３３億

８，４００万円、深井戸もすべて活用し、応急給水所は配水池から行います。

次にＢ案ですが、こちらは施設を撤去して土地を売却する案です。新たな

設備投資はありませんので費用はかかりません。深井戸については場内の１

号井戸は廃止、８号井戸は廃止と本編１２ページの概要図で表記してます

が、８号井戸は正しくは休止です。申し訳ありませんが修正をお願いします。

１０号井戸はこれまで同様に応急給水所として活用します。

次にＣ案ですが、この案が当初計画となっておりまして、地下水を接合井

から自然流下で泉水浄水場に送る案です。費用は２３億６，３００万円、深

井戸はすべて活用し、応急給水所は接合井から行います。

次にＤ案ですが、こちらはＣ案の自然流下に対してポンプ圧送する案で

す。費用は４１億９，５００万円、深井戸はすべて活用し、応急給水所は接

合井から行います。

最後にＥ案ですが、浄水場は廃止し、１号井戸を応急給水所として整備し、

１０号井戸はこれまで同様に応急給水所として活用し、８号井戸の権利を泉

水浄水場に移す案です。費用は５億２，３００万円、深井戸はすべて活用し

ます。また、井戸の移設については埼玉県と協議を行うこととなります。

以上、五つのプランを検証した結果、市としては、Ｅ案を採用する結論に

至りました。

その理由を概要版の裏面に掲載していますので御覧ください。本編は１４

ページになります。

膝折浄水場は朝霞市水道事業発祥の地です。簡易水道事業から水道事業に



移行し、その後の第２次変更事業認可に合わせ、昭和４５年には配水池の増

設や配水ポンプを入れ替えるなど増強を図り、それから半世紀が過ぎまし

た。

本市では、この間、泉水と岡に大規模な敷地を確保して、拡張していく水

道事業に対応できる能力を備えた泉水・岡浄水場を整備しました。

そのため、膝折浄水場から配水を停止しても水道水は安定供給され、多額

の費用を投じるまでもなく、給水に関しては問題ありません。

また、泉水・岡浄水場のバックアップ機能を兼ねて膝折浄水場を再建設し

ても、敷地面積から小規模な浄水場しか設けることができないため、その効

果は期待できません。

むしろ、今後発生する可能性が高いと予想されている東京湾北部地震など

大規模災害に備えた施設を整備することが有効と考えます。

以上のことから、基本計画で採用された接合井の案を見直し、Ｅ案の採用

という結果に至りました。

この結果により、取水・配水再編計画として、浄水場は泉水と岡の２施設、

深井戸は、８号井戸の権利を泉水浄水場に移し、新たに１号井戸を応急給水

所に整備する計画といたしました。

今後の水道事業は、将来に向け、需要に適した施設の維持管理を行ってい

くことが重要となります。まずは基幹管路の耐震化、老朽管と浄水場の更新

などを図っていきたいと考えております。

今回、水道事業のレベルアップと維持に向け、安定した給水サービスが図

れる取水・配水の再編計画を立案しました。今後においても、水道水の安定

供給に努めてまいりたいと思っております。

説明は以上です。

（前田会長）

ただ今の膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画案について御意見、御

質問等がございましたら、お願いします。

（斉藤（弘）委員）

Ｅ案を採用ということですが、具体的にはどのくらいに完成するのでしょ

うか。

（久保田水道施設課長）

まずは、浄水場の廃止がございますので、構造物の撤去等を令和４年度に

計画しています。その後、応急給水所の整備ですとか、泉水浄水場への井戸

の移設は令和５年度以降に実施していきたいと考えております。

浄水場の構造物の撤去を行う前にまず、９月議会の補正予算で設計委託を

上げさせていただいて進めていきたいと考えております。



（斉藤（弘）委員）

移設完了の見通しは、構造物の撤去ですとか、調査なりが終わらないと見

通せないのでしょうか。

（久保田水道施設課長）

井戸の移設につきましては、埼玉県との協議が整ったうえで、事業認可の

変更も出させていただきたいと思っております。埼玉県からはまだはっきり

したことは言ってもらえておりませんが、おおむね大丈夫であろうというと

ころでこの計画を検討しました。事業認可につきましては厚生労働省に提出

してからの協議になりますので、そちらの時間次第で、井戸の移設は考えて

いきたいと思います。

（前田会長）

他に御意見、御質問がないようですので、次に行かせていただたきますが、

議題（１）の膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画は事務局からＥ案と

いうことで示されましたので御了承願いたいということでよろしいでしょ

うか。

（須田委員）

Ｅ案ということで、コストの面、応急給水施設の機能性、こういった面で

も非常に評価できると思います。

また、中途半端な広さなので、何かすると言っても機能の限界が見えてい

るので、出された案の中で、色々研究なされている中で、良い案ではないか

と思います。

（前田会長）

他にないようですので、次に進みます。

次に、前回から引き続きになりますけども、議題（２）適正な水道料金の

水準については、諮問事項となります。前回に引き続き、まず、事務局から

説明をお願します。

併せて、前回の宿題があったと思いますので、それも踏まえて、御説明を

お願いしたいと思います。

（西島上下水道総務課長）

まず、前回の審議会で説明できなかった資料につきまして説明させていた

だきます。

前回の資料での資料５－２でございます。

これは、埼玉県内の水道料金の比較表となっており、1枚目は口径が１３

ミリメートル、２枚目が口径２０ミリメートルでの比較となっております。

数字につきましては、左が人口、次に基本料金となっており、次に世帯人数

ごとのモデルケースということで、１人世帯の標準使用量における２月ごと



の水道料金、２人世帯、３人世帯、４人世帯ということで水道料金を出して

おります。

この表につきましては、標準的な４人世帯の水道料金の高い順番に比較し

ており、朝霞市はどのモデルの試算においても料金が低いことが分かるかと

思います。

１枚目の表でいいますと、５７番目、下から７番目ですが、仮に水道料金

を単純に１２パーセント増やすと、４人世帯で２月５，３９０円が約６５０

円上がり、６，０３６円となり、県内５７番目から４９番目になるというこ

とでございます。

２枚目も同じく１２パーセント改定すると５，９４０円が約７００円上が

り、６，６５２円となり、県内５４番目から４３番目になるということでご

ざいます。

続いて、資料番号５－３でございます。

水道利用加入金の県内の自治体など水道事業体の比較となっております。

水道利用加入金は水道を新たに接続する際に支払っていただく負担金とし

ての要素をもつものですが、朝霞市は中段やや下の網掛けがされている部分

になります。

現在は、ほぼ新規の家庭用水道口径が２０ミリメートルで契約されている

ことから、この表については左から２番目の２０ミリメートル口径の加入金

の低い順に並べさせていただいております。

家庭用の１３ミリメートル、２０ミリメートル、事業用のニーズの高い

２５ミリメートル、４０ミリメートルについては、それぞれ金額の右側に県

内の順位を併記させていただいております。

また、一番下の段がそれぞれの口径ごとの加入金の平均額を記載してお

り、朝霞市はほぼ県内の平均水準となっていることが分かるかと思います。

続いて、本日配付させていただいた資料の説明をさせていただきます。

資料２－１につきましては、隣接する志木・和光・新座の３市に加え、給

水人口が近い県内類似団体１０市町との全１４団体の経営状況を表したも

のです。これは前回水谷委員から資料の御要望をいただき、また斉藤委員か

ら類似団体も併せてと御要望いただき、作成したものでございます。

まず、一番上の年度末資金残高、二番目の企業債残高の関係ですが、本市

はそのギャップがマイナス約３３億円という状況ですが、これがプラスとな

っているのが１４団体中６団体あり、また、７行目の１人当たりの企業債残

高も３４．４千円、３万４，０００円ということで、類似団体平均の２万

８，０００円より６，０００円上回っているということから、本市が事業を

実施するにあたり企業債への依存が比較的高いということが分かるかと思

います。

ただし、これは１回目の審議会で説明しましたが、本市が老朽管の更新工

事を他団体に比べて多い比率で行っていることも大きく影響していると思

われます。この表における深谷市や三郷市も本市同様企業債を多く抱えてお

りますが、老朽管の更新率が比較的高く、経年化率も平均以下をキープでき



ている状況にあります。

しかしながら、県内の類似団体というくくりでこの表は作成しております

が、年度末資金残高も少ないところでは戸田市の６億６，０００万円余り、

多いところでは加須市の３３億６，０００万円、企業債残高についても和光

市のように１億５，０００万円足らず、類似団体では桶川北本企業団の６億

円余りのところもあれば、深谷市のように１００億円を超えているところも

ある、ということから、平均を照らし合わせるだけで判断することは難しい

ものであるということも御理解いただきたいところだと思います。

一方で、収益での部分では、８行目、９行目の水道料金ですが、それぞれ

安い順から４番目と、料金水準が低いことが分かるかと思います。

この表において、人口が１４万人台の団体が、上段左から、本市、飛んで

狭山市、下段に入って、深谷市、戸田市、入間市、三郷市、桶川・北本企業

団の７団体となりますが、その中で、給水収益が２０億円を下回っているの

が本市と三郷市の２団体のみとなります。

人口１人当たりの給水収益も類似団体の中においてはふじみ野市に次ぐ

２番目に安い水準となっております。

続いて、資料２-２は、今回の収支バランスのさらに１０年後の企業債残

高の予測ということで、令和６年度以降は老朽管の更新に企業債を新たに活

用しないという予定であるため、浄水場の更新工事に伴う企業債残高のイメ

ージということになりますが、ほぼ全期間にわたって償還額が借入額を上回

るため、残高は減らしていける見込みとなっております。

一方で、この水道庁舎や泉水浄水場、岡浄水場の配水池というのは、平成

初期に築造されていることから、令和の２０年代に５０年を経過することに

なり、大規模改修工事も視野に入れなければならない時期となります。

現時点での時期や規模、予算を試算することは非常に困難ですが、そうい

ったことも見据えて、今後、企業債残高を減らしていく必要があるものと考

えております。

（久保田水道施設課長）

資料２-３につきましては、斉藤委員より浄水場事業について、これまで

の事業と今後の１０年についてもう少し詳しい資料をという御意見をいた

だきましたので作成いたしました。

まず、一番左側に泉水浄水場と岡浄水場、それから取水施設の三つの施設

の基本計画での内容があり、それが実績としてどうなっていたのか、そして

先送りした分は何があるのか、そして最後に令和４年から１３年の間に計画

しているものは何かといったものをお出ししたものになります。

泉水浄水場につきましては、太字部分になりますが、先送り分と今後やっ

ていく計画を合わせますと約２０億円、岡浄水場につきましては、同じく先

送り分と計画を合わせますと約１６億円、最後に取水施設は先送り分はあり

ませんが、今後ポンプ入れ替え等を行っていきますので約１億円となってお

ります。



（木村上下水道部長）

前回時枝委員の方から、事業費ベースの御質問をいただきました。前回の

資料で資料４の１０ページ、１１ページを御覧いただきたいと思います。

御質問の内容が、改定率１２パーセントということで、１０ページに書い

てある事業費が仮にこれより上回ってしまった場合はどうなんでしょうか

というのが内容でございます。

工事は、工事する管の延長、管の太さなどによって事業費はまちまちにな

ってしまう可能性はございます。これはあくまでも今後の目安として５キロ

メートル、６億円と提示させていただいております。仮に単年度で６億円を

超えてしまった場合、１１ページの右側、④に内部留保資金は現在額１７億

円を減額しないようにするとありますけども、これは御家庭で言いますと預

貯金になります。仮に事業費が単年度で多くなってしまった場合は、この１

７億円の内部留保資金から一部補てんをするということになります。ですか

ら、例えば給水収益も今回の計画より単年度で少ない場合は内部留保資金を

使って補うということになります。仮に収益が計画より多くて純利益が増え

れば、内部留保資金が１７億円から貯まっていくと、ですから、単年度にお

ける収益や事業費の増減については内部留保資金の中で運用していきたい

と思います。

（前田会長）

議題（２）適正な水道料金の水準についての説明が終わりました。事務局

の案として、料金改定率を水道料金１２パーセント程度、水道利用加入金

１０パーセント程度と示されましたが、本日は、改定率に関するみなさんの

意見を取りまとめたいと思っておりますので、最初に、御質問がございまし

たら、お願いします。

質問が終わった後に、御意見を頂きたいと思います。

（斉藤（弘）委員）

浄水場の更新の費用で、1回目の会議の時に１０年間の事業費が３４億円

だという説明だったのが、前回の資料では３６億円になって、今回内訳が

３６億円で出てきたわけですけど、泉水浄水場も岡浄水場もそうですけど、

ポンプの当初の計画は３億円と１億７，５００万円だったのが、先送り分で

は５億２，０００万円と６億円になっているんですけども、どういう理由な

のか教えていただけますか。

（久保田水道施設課長）

先送りになって金額の方が大分上がってきているところですけども、水道

事業基本計画を作ったときに必要な水の量等から試算したところなんです

けども、今回改めて重要資産の整理を行った結果、配水ポンプについては仕

様等も変わってきているせいもあるのか、今回の金額が出てきましたので、



その金額を掲示させていただいております。

（斉藤（弘）委員）

前回の資料５－１で、現行の料金で全て企業債を活用、現行の料金で令和

６年度から浄水場の更新にのみ企業債を活用、それから令和４年に料金１２

パーセント、加入金１０パーセント改定となっているんですが、この表の水

道利用加入金の部分がどの表も変わらないんですけど、どういうことか教え

てください。

（西島上下水道総務課長）

水道利用加入金については１枚目から３枚目まで収益的収支の収入に

２億３，０００万円が記載されています。

前回説明しましたとおり、水道利用加入金については、宅地開発等の状況

で多い年があったり、少ない年があったりということで、かなり利益の幅が

大きくなっています。そういったところを安定させるために、２億３，００

０万円を超える部分、料金改定によって１０パーセント程度増える部分につ

いては収益収支ではなくて、資本的収支の資本的収入に受け入れを行うとい

う考えでございます。

（野島委員）

水道料金の見直しが平成１０年６月以降全く行われておらず、今回令和４

年１０月を目途に改定を検討する予定でございますが、その後も、水道事業

基本計画等に伴って、水道料金の改定を下水道事業も含めた上で、検討して

いくことをお考えなのか教えていただきたい。

（木村上下水道部長）

まずは、単年度の決算をきちんと踏まえながら、この計画の中で経営状況

がうまく成り立っていくのか、また、将来予測はどうなっていくのかを毎年

度、決算が出た時点で検討する必要があると思います。それで、やはり経営

悪化につながるようなことが将来予測されるとしたら、料金改定につながる

のか、他の部分の事業の見直しになるのかを含めて検討をして、審議会の場

に御説明、提案させていただくことになると思います。

（野島委員）

平成４年、７年、１０年と料金の見直しがされていたにも関わらず、ここ

２０数年間の間、全く議論がされてこなかった。これが良かったのか悪かっ

たのかは、何とも申し上げにくいんですけれども、つけを回していくような

経営ではいけないと思ってまいす。下水道もこれから多分色々と出てくると

思いますので、それも踏まえた上で次の計画も検討していくことが必要なの

かなと思います。



（池田副会長）

水道事業基本計画を作って、そのあとに経営戦略と作っていて、経営戦略

では令和４年度と８年度にそれぞれ１５パーセントの改定と示されている

んですけれども、ここでの考え方と、今回１２パーセントとした考え方と大

分違うと思いますが、そこについて教えていただけますか。

（木村上下水道部長）

経営戦略の策定年度は２９年度から３０年度にかけてです。有収水量が平

成２５から２８年度で下降傾向にあったという状況の中で経営戦略の策定

に取り掛かっています。従いまして、経営戦略は今後も有収水量が減少傾向

にあるということを踏まえた計画になっています。ですから収益が上がらな

いという計画です。今回新たに有収水量を見直したところ、微増傾向にある

ということで、有収水量の違いが経営戦略とは大きく違っています。それに

よって、料金改定の前の収益でも約２億弱は経営戦略とは違う収益が見込ま

れるだろうという予測になっていますので、時点修正をした結果、大きく変

わったという状況でございます。

（池田副会長）

有収水量の影響が一番大きかったということですね。

（木村上下水道部長）

そうですね。あとは内部留保資金も経営戦略では２０億円にしましょうと

いうことで、内部留保資金を積み立てるために改定率が上がっている。今回

は１７億円を減額しないようにするということなので、内部留保資金の積み

立て分は改定率に反映されていないということもあります。

細かいところを申し上げれば他にもありますが、一番大きいのはやり、有

収水量の差になります。

（水谷委員）

資料の２-１水道事業類似団体比較表でいくつかの水道事業者の財務状況

等をお示ししていただいていますが、いくつかあるうちの近隣４市を考えて

みると、年度末資金残高と企業債残高の差額を見てみると、実際の手元資金

や借入の金額がいくらかなと言ったときに、朝霞市は３３億円くらいで、工

事のフェーズによっても変わると思いますが、今の時点では他の市に比べて

ちょっと多いんだろうなというところで、平準化していく前提だとしても、

これは他の市に比べても減らしていくというステータスになるのかなと言

う風に見えます。

水道事業は基本的には給水収益で賄うということを原則としているけれ

ど、一時的に金額が大きな工事があったりすると、それは企業債とかに頼ら

なきゃいけないというところで、最終的に企業債も使用者が払うというとこ

ろでは、結局いつの時点で貰うのかというタイミングだと思うんですけれ



ど、そういう意味では、給水単価の先ほど示していただいた資料もあります

けど、埼玉県で比べるとかなり低い方だというところで、基本的に水道事業

はビジネスとして、水道事業者ごとに大きく違わないとすると、県からの受

水する単価もそんなに変わらないとすると大体収束していくような形にな

ると考えたときに、上昇する余地はあるし、財務状況によっては上げなくて

はいけない要素としてはあるかもしれないというのが一つ。

あと、前回の資料２で老朽管更新事業を年間１０キロメートルくらいの工

事が必要だと。ただ、５キロメートルに一応設定しますと。それ以外は状況

を見ながらという計画だったと思いますので、基本的には手元に残ったもの

で工事を進めていくという感じになると、余るものがないといけないんだろ

うなと。余剰するものがあるからこそ１０キロメートルという計画ではなく

て５キロメートルにして、余剰で残りを賄っていく計画だと理解した状況で

す。

それを前提に質問させていただきますが、経営戦略で２９パーセントの改

定が必要ということで、ただ一度でやるのは負担感もあるので１５パーセン

トの増額、１５パーセントの増額としていたということですが、それは過去

の話で先ほどの質問で有収水量など事情の変化があったというのは承知し

ました。それを踏まえて今回１２パーセントとした、定性的なもので良いん

ですけれど、それで足りるんだということにはどういう理由があるのでしょ

うか。

最初に前段で伝えた資金が必要だということを前提として、経営戦略より

低い数字の案だったので、それで足りるんだという説明をいただければと思

います。

（木村上下水道部長）

ここで新たに有収水量の将来見込みに基づいて、収益を出し、更に水道利

用加入金についても実績を踏まえて増額し、それで事業は有収水量が増える

分県水受水費なども増えますけども、そういった費用も見込み、更に今後老

朽管更新事業については年間最低５キロメートルということで６億円、そし

て浄水場更新事業については毎年事業の内容によって増減がありますので、

企業債を活用しますけれど、そういった事業費ベースと収益ベースのギャッ

プを出した上で、改定率、料金改定１２パーセントと加入金１０パーセント

の改定をすれば、企業債残高が現状より少しずつ減っていくということと、

内部留保資金が１７億の現状額が維持できるという財政収支バランスの結

果に基づいて、提案させていただいているという状況です。

（斉藤（弘）委員）

経営戦略で今後の課題として残されていた部分があると思うんですけど、

それの幾つか解決している部分、それは反映しているんでしょうけど、その

残りの部分にはどんなものがあって、今後の１０年の中での影響はどのよう

になるのでしょうか。



（西島上下水道総務課長）

まず、経営戦略で保留としていた水道利用加入金は今回改定させていただ

きます。それと令和元年度に廃止済みで撤去工事を行った溝沼浄水場の用地

について今後の方針、対応年度当が未確定のため売却または賃貸借収入を見

込んでいないということについてはまだ保留となっています。これについて

は今のところ、まだ決定していない事項ということで財政収支バランスには

反映できていないところでございます。

また、県水については３年前においても、改定があるという情報がないと

いうところで保留としておりましたが、今のところ令和６年度までについて

は改定は無いと正式に伺っておりますので令和６年度までについては、財政

収支バランスにおいても県水の増額は見込んでおりません。７年度以降につ

いても今のところは保留としてこれまでの料金水準で見込んでおります。

（斉藤（弘）委員）

不確定なことでしょうけれど、溝沼浄水場をどこに売却するかは別とし

て、売却した際には、議会でも答弁があったように記憶しているんですけど

も、どれくらいの金額になるのか、また、膝折浄水場のＥ案の費用というの

は、同じようにこの中に盛り込まれていないので、いつまでというのはまだ

分からないということでしたが、１０年を超えてということは無いでしょう

から、その分はどのくらい見込まれるのでしょうか。

（木村上下水道部長）

溝沼浄水場に関しては、売却なのか、貸すのかについても決まっていない

んですけども、仮に固定資産の評価額から算定した額で売却したとすると、

令和元年度の数字ですと３億２，０００万円です。売却する場合には不動産

鑑定を正式に入れて売却することになろうかと思います。いずれにしても、

売却なのか、貸すのかというのは分かっていないという状況です。

膝折浄水場については、除却の費用は財政収支の中に見込んでいます。

３条予算の中で特別損失で来年度見込んでいます。それで、応急給水施設を

作るとしたら、それに関しては企業債を活用したいと思います。将来にも繋

がることなので企業債も視野に入れて検討したいと思います。

（斉藤（弘）委員）

つまり、売却すれば、どこに売却するかは別として、３億２，０００万円、

議会の答弁では３億５，０００万円から４億円と答えていたと思いますが、

その額を１７億円の内部留保資金に上乗せができる可能性があるというこ

とですか。

（木村上下水道部長）

そのとおりです。



（野島委員）

溝沼浄水場について、今、斉藤委員がおっしゃったように大事な資金源で

すので、きちんと検討したうえで、今後の朝霞市にプラスとなるような動き

をしていただきたいと思います。

（斉藤（弘）委員）

水道事業基本計画は見直さないで、そのままでちょっと置いておいて、先

ほど部長がおっしゃったように各年度、各年度まずちゃんとできるかという

ところなんだというお話でしたけれども、今後は実際とは乖離した計画のま

まいくということなのか、それとも水道料金そのものも、事業計画とどんな

な事業をやるかによっていくらかかるのかという話になっていくわけで、そ

の辺はきちんと計画を持つべきじゃないかと思うんですけど、それと同時に

６０年間といったって見通せるわけがないので、定期的な計画の見直しと併

せて全体を議論するというのが必要なんじゃないかと思います。

（木村上下水道部長）

御指摘の通り、６０年間の事業とそれに係る事業費、収益を基本計画では

見込んでいるんですけれども、やはり１０年経った現状においても、かなり

乖離が出てきてしまっているという状況があります。ですから、今後６０年

間の計画づくりをするのが良いのか、というのも検討しなければならないと

思っています。ただ、１０年、２０年スパンできちんと計画を持つというこ

とは必要だと思っていますので、妥当な範囲内での計画というのは今後作っ

ていく必要はあると思っています。

（前田会長）

他に無ければ、ここで５分ほど休憩を取りたいと思います。

再開後には、委員のみなさんから今回の料金改定について、御意見を一人

一人賜りたいと思います。

それでは暫時休憩といたします。

～休憩～

（前田会長）

それでは再開をさせていただきます。

質問も出尽くしたようなので、次に皆様からそれぞれ今回の改定案につい

て御意見を頂きたいと思います。

２号委員の方々からお願いをしたいと思います。

まず谷委員よろしくお願いいたします。



（谷委員）

すいません、まだ考えがまとまっていませんので、他の方の意見を伺いた

いと思います。

（前田会長）

次に小河原委員お願いします。

（小河原委員）

私もまだはっきりとはしていませんが、ただ、１２パーセントという数字

については妥当と言いますか、問題ないと考えております。

また、皆さんの意見を聞いて、なるほどなという意見があれば変わるかも

しれませんが、１２パーセントで問題ないと考えています。

（前田会長）

次に関口委員お願いします。

（関口委員）

１２パーセントということで、前回も１１パーセントなのか１３パーセン

トなのかという話が出ましたけども、その辺が私もはっきりと理解はしてい

ないんですけども、これから先のことを考えて当然料金改定はしなくてはい

けないと思っています。

（前田会長）

佐藤委員お願いします。

（佐藤委員）

１２パーセントは賛成ですが、主婦の立場からいくと値上げは少なめに、

少なめにと思うんですけど、今までの会議に参加せていただくと逆に１２パ

ーセントだと少なくて、またちょこちょこと値上げをするくらいであれば最

初に上げていただいて、値上げをしない期間が長い方が納得できるのかなと

思いました。

（前田会長）

齊藤佳な江委員お願いします。

（齊藤（佳）委員）

難しくてなかなか考えがまとまらないところがあるんですけれども、値上

げは主婦なので少ない方が良いと思うんですが、会議で色々と話を聞いてい

たら値上げするのも納得できました。



（前田会長）

時枝委員お願いします。

（時枝委員）

色々な角度からデータが出て、説明もいただいたので、１５パーセントか

ら１２パーセントに見直されているというのもありますので妥当なのかな

と思いますけど、佐藤委員と同じで、利用者の立場とすればもちろんそんな

に上げてほしくない反面、経営状況を見た上で必ず必要な値上げだというこ

とを前提に、１２パーセントで経営状況が好転する前提で計画を立てられて

ると思いますけど、あまり好転しないで、今度１８パーセント上げてくださ

いと言われるくらいなら１５パーセント上げてしまっても良いのかなと個

人的には感じていました。

（前田会長）

次に１号委員にお願いします。

須田委員お願いします。

（須田委員）

私としては、料金改定の基礎となるのが、今後１０年間の財政収支計画と

いうことで、評価したい点があります。

まず、給水収益については、直近の決算をよく分析されていて、またコロ

ナの影響なども踏まえて今後の予測を再検討しているというところ、これと

水道利用加入金についても実績をしっかり見て、それに基づき、給水収益と

同様に今後の予測を再検討していると。このことで結果的に平成３０年度に

策定された水道事業経営戦略の収益を上回る収益見込みとなっているとい

うことは評価したいなと。

もう１点、耐震化、老朽管更新事業は事業の着手から約１０年が経ってお

りますが、今後１０年間で耐用年数が４０年を経過するものが約６０キロメ

ートル増えるという状況の中で、今後実施すべき事業量をよく検討されて事

業費を再試算されているというところも評価したいと思います。

また、企業債の活用方法や内部留保資金のあり方についてもよく検討され

ていると思うので、この辺はしっかりと評価しておきたいと思います。

今後１０年間の収支バランスを試算した中で収支ギャップが生じて財源

確保の必要性が出てきたと思うんですけど、既にある経営戦略を踏襲するの

ではなく、事務局で実績を踏まえて検討がされているなというところは非常

に良いと思っております。

肝心の改定率ですが、経営戦略では２９パーセントということで、皆さん

の中でも色々とお話が出てきていますが、今回が平均改定率が１２パーセン

トということで、経営戦略の半分以下に抑えられているというのは市民から

理解も得やすいのかなと、先ほど１５パーセントという数字も出てきました

けども、私の議員の同僚の中にもこの話をしたときにもそういった声は出て



いました。

しかしながら今回改定率を抑えるために水道利用加入金を１０パーセン

ト改定をするということもしておりますので、概ね理解は得られるのかなと

思っています。

今後の経営状況、それから改定経緯から見ても、今回の１２パーセントと

いうのは必要最小限という形でやむを得ないものと私は理解しております。

県内他市の料金と比較しても改定率としては許容範囲内なのかなと理解

しておりますので、このようなことを踏まえまして今回の改定率は理解が得

られるものだと思っております。

そうは言っても、市民の皆さんには丁寧に説明する機会を作っていただい

て、御理解を得られるような御配慮をいただければと思っております。

（前田会長）

斉藤委員お願いします。

（斉藤（弘）委員）

こういう風に経営状況が出されて、事業費の現状が明らかになるのは良い

ことですし、定期的にこういうことは、料金改定うんぬんということではな

くて、必要なことだと思います。市民にとって自分たちの水道の経営がどの

ようになっているのかということを分かってもらうというのは必要だと思

いますし、そういう努力は引き続きしていただきたい。

それから、料金改定ですけども、この中で事業についての見通しが出され

たというお話もありましたけれども、正直言って例えば、今日先ほど質問し

た配水ポンプが１億円が６億円になるだとか、今の材料で数字は示されまし

たけども、これが本当に妥当な数字なのかということは、正直言って分から

ないです。

耐震化と老朽管更新もありましたけど、確かに元に比べれば遅くなるとい

うのはありますけど、それはそれである程度必要最小限を見込んだ形になっ

ているかなと思いますし、収益の見込みに関しても、ここはなかなか難しい

ところですけども、このくらいの見立てなのかなということは私も率直に受

け取っていますので、一定程度の改定が必要な部分も含めてもう少し、６０

年とは言わないけれど、１０年のこれからの財政状況を見て値上げをお願い

するわけですから、１０年分の事業基本計画みたいな裏付けを基に、１２パ

ーセントなのか１３パーセントなのか１５パーセントなのか議論はあるか

と思いますけど、その辺の数字というのは、そういうものが無いと１２パー

セントが良いとか、幾つが良いとか言えるものではないと思います。

ですから、今のところ見直しに関しては一定程度理解はしながらも、市民

に向かって１２パーセントですよって自信をもって、みなさん覚えておいて

ほしいですけど、この後この案が出ますと、なんで１２パーセントですかっ

て市民から聞かれたときに審査会の御意見で決めたんですって必ず説明し

ますから。私たちがこの案を決めたんですっていう形で市民の人には説明し



ますので、もう少しきちんとした資料をもって、これなら１２パーセントで

行こうと言えるような内容であれば良いと思いますけど、今の時点ではちょ

っと１２パーセントかどうかというのははっきりとは言えないです。

先ほど、まだまとまらないという方もいらっしゃいましたけど、今の時点

では保留したいと思います。

それから、もう一つ、改定時期ですけど、これについては審議会に諮問し

て、審議会が答申をするっていうのはどうかなと正直思っています。これは

もっと今の社会情勢の変化だとかも、要するにコロナの影響が来年どうなっ

ているかということも含めて考えたときに、審議会というよりも、市の執行

部なり、議会とかも含めて、きちんとその時の情勢を見極めたうえでやって

いただきたいと、これより遅らせろとか、これより早めろということも別に

無いわけで、こういう諮問が出てきたことに対しては、そうですかとしか言

いようが無いんですけども、こちら側が来年１０月でお願いしますという話

ではないのではないかと思っています。

（前田会長）

佐久間委員お願いします。

（佐久間委員）

今まで朝霞市は人口増できたわけなんですけども、今後の料金改定は避け

られないかなと考えています。理由としては水道管の更新事業を近隣市と比

べて、朝霞市は大きく進めてきたということで、債務が５０億円近くあると

いうこと。もう１点は、災害時など対応なども必要だと思っていますので料

金改定については避けられないと考えています。そのことに関しても、内部

留保資金をキープしながら将来世代にツケを回さないようにやっていただ

きたいと考えています。

（前田会長）

それでは次に３号委員お願いします。

水谷委員お願いします。

（水谷委員）

現行の水道料金をスタートに財政収支や事業予測をされて、そこで出たの

が１２パーセントということで、将来予測は不確実性が伴って、確実ではな

いというところで、誰もそこはどうなるか分からないという状況ですので、

今の状況を踏まえた上での１２パーセントの改定というのは一つの案とし

て許容できるものだと思いますし、今後事業の状況とか、供給単価の状況や

昨今のコロナも含めた社会情勢を鑑みて更に検討する余地というのは出て

くるかもしれませんが、現在の案というのは受け入れられるものの一つと考

えています。



（前田会長）

野島委員お願いします。

（野島委員）

前回の上水道の審議会からお世話になっておりまして、今までの経緯をず

っと話を聞いていますと、２０数年間値上げが全く検討されなかったと。そ

れまでの間にはきちっと計画があったにも関わらず、何とかやってこれたか

ら良かったんだと。それは一般市民からしてみれば当然良いんですけれど

も、ただ、将来の朝霞市にとって見たときに果たして結果的に良かったのか、

悪かったのかと。何でも上がらないことが一番良いんですけども、じゃあそ

の間に消費税が何回上がっているのかとか、物価の人件費や材料費がどのく

らい上がっているのかといった色々なことを踏まえて、再度検討するのであ

れば、私は１５パーセント程度上げるべきだなと思っています。

かつ、今回、先ほど部長より６０年の計画をどうするかという話もござい

ましたけれども、朝霞市が平成１５年に都市計画マスタープランというのを

立ち上げて、３０年計画の中で１０年ずつ見直しをしているんですね。水道

事業に関しても、３０年計画くらいのスパンの中で１０年見直しをすると

か、また、下水道事業も踏まえて検討する余地があると思いますので、私は

１５パーセントの改定を希望します。

（前田会長）

池田副会長お願いします。

（池田副会長）

水道事業基本計画という６０年の計画も含めて、あの頃っていうのは水道

料金の値上げは良くないんじゃないかという雰囲気もあったのかなと思っ

ています。その後経営の視点を入れた経営戦略という形で、水道料金の考え

方についても、自分たちの整理をする上でも重要な作業だったのかなと思い

ます。

それを踏まえて、やはり水道施設はインフラ中のインフラですから、安

心・安全という言葉がありますけども、経営基盤が安定的に裏付けがないと

ちょっと心配な面もあるので、令和２年度ベースの内部留保資金、これは全

部現金じゃないかもしれませんけど、１７億円、あと企業債残高４８億円と

いう数字が示されて、ここら辺をこれ以上減らさない、増やさないという形

で論理が展開されておりますし、また先ほど質問させていただきました経営

戦略、そこら辺でもう少しアップの数字が出てくるのかなと思っていたんで

すけども、色々な経済状況、コロナという特別な状況の中で水道料金の減免

とか、安くしているような状況もあるので、もう少し見た方が良いのかなと

いう考えもあるかとは思いますけども、令和４年１０月改定とありますけど

も、改定時期というのは慎重に検討していただくとしてですね、料金改定

１２パーセントというのはある程度妥当な数字だと思っています。



（前田会長）

私から最後に言わせていただきますと、本来なら主婦の方が言われたよう

に値上げは差し控えたいというのがやまやまですけども、あくまでも水道供

給というのは市民に対して安心・安全な水を供給しなければならないという

責務があるわけですね。そのために、それだけの予算等が備わってないとい

けないということだと思うんですね。それで、その中で、今、池田副会長が

言われたように、健全な経営が行われていないと、まずいけないということ

です。そこで、前回の資料の中で、１２パーセント値上げした場合に、内部

留保資金１７億円、企業債４６億円という数字が出ておりますけども、この

１７億円に対しても、工事の時の準備金としても当然１７億円の現金は必要

で、それとあと、災害時にやっぱり現金が無いと何もできないということで、

内部留保資金１７億円というのは確保していかなければならない。

それと、企業債は大きいものに使う場合に借りると。ただ、これは借金で

あって、出来るだけ当然借金は少なければ少ないほど良いと。当然１２パー

セントじゃなくて、１５パーセント、２０パーセントの料金改定であれば企

業債を減らすことは可能だと。ただ、それまで市民に負担をさせてはいけな

いという事務局の配慮もここに見えているのではないかと、私は感じていま

す。

そういう意味で、まずもって市民に対して、経営も必要なんですけど、ま

ず目的は市民に安心・安全な水を供給するということが責務であるというこ

との裏付けで料金改定を考えていきたいと私は思っていますので、今回の料

金改定に関しては妥当ではないかというのが私の意見です。

今皆さんの御意見を頂いて、一部保留をさせていただきたい、まだ分から

ないという方もおられましたが、今日、水道料金１２パーセント、加入金

１０パーセントの改定の一応総意をこの審議会の中で決めさせていただい

て、次回の審議会に行きたいと思っておりますので、ここで採決を取らさせ

ていただいてよろしいでしょうか。

それでは、料金改定平均１２パーセント程度、水道加入金平均１０パーセ

ント程度について、了承する方、挙手を求めます。

事務局数えていただけますか。

（西島上下水道総務課長）

１１人です。

（前田会長）

本日１３人出席で、賛成多数ということで料金改定につきましては、事務

局の案を了承することになりました。

今後の流れについて事務局から説明をお願いいたします。



（西島上下水道総務課長）

次の作業といたしましては、実際の水道料金・水道利用加入金の料金表の

作成になります。

水道料金は口径の大きさに対する基本料金と使用した水の量に応じてか

かる従量割料金とを合算した体系となっております。

ただ今、お配りしているのは、県内の類似団体と隣接する３市を含む県南

中部の団体、２３団体の現在の水道料金の基本料金と従量割料金の比較表で

ございます。

もう一つは、水道料金比較というタイトルで、基本料金の比較表２枚とな

っています。基本料金比較表の２枚については、同じデータですが、口径

１３ミリメートルの高い順、２０ミリメートルの高い順という並び替えで２

枚に分けてございます。

御覧いただいてわかるとおり、基本料金についても各団体差があり、１３

ミリメートルでは、一番高い団体と一番安い団体では２，０００円以上の差

があるなど、各団体ごとにバラツキがある状況でございます。

また、従量制料金の比較表においても、１００からという区分、１００立

方メートル以上の区分では、一番安い団体の１４３円と一番高い団体の家庭

用３１０円、事業所用３４５円を比較すると倍以上の開きがあります。

もう一つ、朝霞市は１００立方メートル以上というこの区分で１５５円で

すが、２３団体中１５団体が２００円を超えているという状況もわかるかと

思います。

そして、基本的にすべての団体が逓増制といって、使用水量が大きくなれ

ばなるほど料金の単価が上がっていく料金体系を採用しておりますが、その

逓増率も、例えば朝霞市は一番安い区分で５５円で、その五つ隣の川越市も

６０円と比較的近い金額ですが、１００立方メートル以上で朝霞市１５５

円、川越市２４０円、１０００立方メートルを超えると、朝霞市２０５円、

川越市３５０円というように、逓増の幅も団体によってまちまちでございま

す。

そのような状況であるところから、全体の傾向に合わせた改定率の試算は

非常に困難ではありますが、次回においては、基本料金と従量割料金、水道

利用加入金の改定率を反映した事務局案を提示させていただき、御審議いた

だきたいと考えております。

今、お配りした資料につきましては、団体によって考え方がいろいろある、

というような見方をしていただきたく思います。

（前田会長）

それではよろしくお願いして、議題（２）については終了させていただき

ます。

次に議題（３）その他になりますが、委員の皆様から何か御意見などござ

いますか。



（野島委員）

料金改定の時期の関係で、審議会として意見をあげて、議会の方でも十分

御意見を賜った上で、良い方向に進めばいいと思いますが、審議会の方向性

は方向性としてあげて、その改定の時期に関しては、市議会並びに市の上層

部でといった、斉藤委員のおっしゃった御意見も反映されれば良いのかなと

思います。

（前田会長）

それでは、事務局から何かありますか。

（西島上下水道総務課長）

本日お配りした資料について御説明させていただきたいと思います。プリ

ントのとおり、イベントを実施したく予定しておりますが、目的にも書いて

おりますとおり、まずは、水道事業が置かれている現状を一人でも多くの市

民に御理解いただき、維持管理を含めた更新工事など今後どのように行って

いかなければならないのか、また、それには安定した経営基盤が重要で、多

額の財源確保が必要となる、ということを周知できる機会だと考えておりま

す。

そこで、今回は、裏面を御覧いただきたいのですが、オープンハウス方式

で見たい方、聴きたい方は開催期間中はどの時間でも出入り自由で、それを

お迎えする担当職員が積極的に説明や御意見を聴くというスタイルをとり

たいと考えております。また、併せてアンケートも実施いたします。

多くの方に参加していただけるよう、日程は９月の１１日、１８日の各土

曜日を設定し、会場も朝霞駅周辺地区として９月１１日が中央公民館・コミ

ュニティセンター、１８日が北朝霞・朝霞台地区として産業文化センターと

いたしました。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の状況に留意しながら、お子さん連

れでも楽しんでいただけるよう、水を使った実験などワークショップも企画

しております。

市民への周知につきましては、広報あさか９月号、ホームページ、公共施

設へのチラシの設置を考えておりますが、委員の皆様におかれましても、ぜ

ひ当日お越しいただきたく、また、お知合いにこの取組を口コミなどで広め

ていただけたら幸いに思います。

なお、イベントでいただいたアンケート結果などについては、次回の審議会

で報告の上、情報を共有したいと思います。

次に、水循環のしくみという資料について、これは第２回の審議会で水循

環のしくみを、かいつまんで説明させていただいたものを、お子さんから大

人の方まで見ていただいて、分かりやすい資料になっているのではないかと

思います。蛇口から水が出るまでには、国・県・自治体が連携しながら、多

くの設備を経て、みなさんの御家庭、事業所の水道に届いているということ

が一人でも多くの市民に理解していただきたいという取組で、審議会の資料

というよりは、今後様々な所で、例えば水道施設の見学者ですとか、今回考



えているイベントの中であったりとか、そういったところで広めていきたい

と思っています。

続きまして、今後の審議会のスケジュールにいて御説明いたします。

今回、市民の方への水道事業の現状や今後のことについて、イベントを実施

することで、９月に当初予定していた第４回の審議会は延期させていただ

き、以降第４回目を１０月８日（金）、第５回目を１１月２日（火）、第６回

目を１１月２２日（月）に、今年度については６回開催したいと考えていま

す。お願いいたします。

（前田会長）

イベントは、どのように市民に周知しますか。

（西島上下水道総務課長）

広報、ホームページ、公共施設へのチラシ配布を考えています。

（前田会長）

ただいまの事務局からの報告について、御意見などございますか。

特にないようであれば、以上で、本日の議題は終了いたします。

委員の皆様には、円滑な議事の進行に御協力を賜り、ありがとうございま

した。

これにて、議長の座を降ろさせていただきます。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

以上をもちまして、令和３年度第３回朝霞市上下水道審議会を終了いたし

ます。

長時間に及びありがとうございました。

次回の審議会は、１０月８日（金）１０時から、場所は同じく、こちらの

会議室で行いますので、よろしくお願いいたします。


