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  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５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、第５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。 

さて、早いもので、令和３年度も下半期に入り、新年度予算の編成作業を

行う時期となってまいりました。そういったことで、本日の審議会では、令

和４年度の上下水道事業の予算のポイントを説明させていただくとともに、

継続的に御審議をいただいております料金改定につきましては、水道料金並

びに水道利用加入金の改定額につきまして、一定の取りまとめをお願いした



いと考えております。 

委員の皆様には、専門的な視点、あるいは水道利用者としての視点から、

御意見等を頂ければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（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、４点ございます。 

１点目が、次第でＡ４の１枚でございます。２点目が、資料１－１令和４

年度水道事業会計予算のポイントでこちらもＡ４で１枚でございます。３点

目が、資料１－２令和４年度下水道事業会計予算のポイントでＡ４の１枚で

ございます。４点目が、資料２水道料金（基本料金・従量割料金）及び水道

利用加入金 改定額（案）Ａ３の 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１－３令和４年度水道事業会計の事業の実施予定。資料１－４令和４

年度下水道事業会計の事業の実施予定。資料２－２水道料金比較（基本料金）

【県南中部及び類似団体２２団体 ２３市町】。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、齊藤佳な江委員から所用により欠席との御連絡をいただいておりま

す。また、斉藤弘道委員につきましては、遅れての御出席ということで御連

絡をいただいております。 

現段階では、出席者が１５人中１３人の出席となっておりますが、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） 

 それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

まず、議題（１）令和４年度予算のポイントについて、事務局から説明を

お願いします。 

 

（西島上下水道総務課長） 

それでは、令和４年度予算のポイントにつきまして説明させていただきま

す。 

最初に、水道事業からの説明となります。私の方からは、資料１－１を説

明させていただきます。 

まず、１ 業務の予定量を御覧ください。こちらの給水人口、年間総給水

量、年間総有収水量につきましては、これまでは国への認可の際に届け出た

数値の記載でしたが、今年度、現在御審議いただいている水道料金の改定に



際して、財政収支計画を新たに作成いたしておりますので、給水人口であっ

たり、給水量、こちらの方も推計を改めて出しておりますので、今回、業務

の予定量につきましては、令和３年７月現在の財政収支計画の見込みを現在

までの実績値に照らし合わせて、予定量として計上しております。 

従いまして、給水人口は１４万４，６００人と、令和３年度業務予定量と

比較して２００人の増、年間総給水量も１，６１４万立方メートルで２１万

７，０００立方メートルの増、年間総有収水量は、１，４６９万立方メート

ルで、２０万立方メートルの増としており、有収率は９１．０２パーセント

で見込んでおります。 

また、２ 水道事業の現状と課題ですが、これまでの審議会の際に説明さ

せていただいておりますが、今後増え続ける水道管や浄水場施設の老朽化に

対して計画的な更新を継続する上で、今年度、整備方針の見直しを図り、老

朽管の更新と耐震化の事業を統合し、合わせて年間５キロメートルの更新事

業を進めていくという整備方針としております。 

従いまして、令和４年度予算においてはこの方針で予算を計上する予定と

なります。 

また一方で収入においては、水道料金改定に際して説明させていただいて

おりますが、令和５年度までは全ての建設改良工事において企業債を活用す

る予定となっておりますので、企業債の未償還残高を増やしてしまうことか

ら、料金改定による自己財源の確保が今後ますます重要な課題となっている

ところでございます。 

今後においても必要な事業を進めるとともに、中長期的な収支バランスに

留意し、健全な事業運営が求められていることから、それらを視野に入れた

予算編成が必要となっております。 

３ 主な事業として、（１）耐震化・老朽管更新事業、（２）浄水場施設更

新事業を挙げさせていただいておりますが、こちらにつきましては、久保田

課長より説明させていただきます。 

 

（久保田水道施設課長） 

それでは、耐震化・老朽管更新事業、浄水場施設更新事業について御説明

をさせていただきます。 

資料１－３の（１）を御覧ください。（１）耐震化・老朽管更新事業につ

きましては、令和２年度に耐震化事業につきまして見直しを行った結果、地

盤強度や管種などにより優先的に整備する距離を３．９キロメートルとし、

令和４年度から着手し、残りは、今後増大していく老朽管の更新事業と一体

的に整備を進めていくものでございます。 

令和４年度につきましては、耐震化事業は約０．７キロメートルを予定し

ております。また、今年度に漏水修理をしました、東武東上線を横断してお

ります中道跨線橋の添架管整備に際しまして、令和４年度から東武鉄道と協

議を始めるため設計委託業務を発注する予定でございます。 

次に、老朽管更新事業につきましては、水圧不足改善事業も含みますが、



約４．６キロメートルを予定しております。令和４年度は、溝沼地区、本町

地区、浜崎地区などの老朽管更新及び水圧不足の改善事業を進める予定でご

ざいます。なお、内間木地区等において、水道利用者からの要望により新た

に水道管を整備する予定でございます。 

次に（２）浄水場施設更新事業でございます。 

まず、泉水浄水場の更新事業は、第５期更新事業を始めることとなります。

主な内容としましては、無停電電源装置、監視操作装置機能増設を予定して

おります。 

岡浄水場につきましては、第４期更新事業の後期を予定しております。主

な事業としましては、工計変換器盤、計装設備更新、配水ポンプコントロー

ラー盤でございます。 

次に取水井、深井戸ですけども、こちらのモーターポンプ取替工事を来年

度も予定しております。市内に９か所設置されている取水井のうち、１基の

モーターポンプを取り替える予定でございます。 

最後に、膝折浄水場廃止に伴う取水・配水再編計画でございますが、こち

らは過日補正予算を通過しまして、解体による設計委託を行いますので、こ

ちら１２月２０日に入札の予定をしております。 

令和４年度につきましては、浄水場の解体工事も始めるのですが、外構の

擁壁もだいぶ老朽化が進んでおりますので、そちらの設計委託をしたいと思

います。それと、応急給水所の整備を行いますので、そちらの方の設計委託

を。さらに、再編計画で、栗原病院のそばにある８号取水井の権利を、こち

らの泉水浄水場に移す関係から１４号取水井新設としまして、そちらの設計

委託を令和４年度に行いたいと思います。 

令和５年度に入りましたら、擁壁の撤去、新設、それから応急給水所整備、

１４号取水井の新設、こちらの本工事を予定しているところでございます。 

予算のポイントは以上でございます。 

 

（西島上下水道総務課長） 

引き続き、下水道事業の説明をさせていただきます。資料１－２となりま

す。 

まず、１ 業務の予定量を御覧ください。水洗化人口につきましては、水

道事業の給水人口の伸び率との整合を取らせていただき、１３万９，３２０

人と令和３年度業務予定量と比較して１９３人の増としております。また、

下水道使用料は、水道の使用量を基準に算定されていることから、年間総有

収水量につきましても水道の総有収水量の伸びと整合を取り、令和３年度比

１９万５，０００立方メートルの増として１，４１２万立方メートルを見込

んでおります。 

次に、２ 下水道事業の現状と課題ですが、下水道事業においては、雨水

管理総合計画に基づき、昨年度、溝沼地内に用地を取得し、雨水対策の実施

設計を行い、今年度より対策工事を進めているところでございます。 

また、施設の老朽化対策につきましては、汚水の幹線管渠の老朽化調査を



実施し、ストックマネジメント計画に基づき、改築、修繕工事を進めており

ます。 

そして、引き続き旧暫定逆線引き地区の汚水整備を進める必要がございま

す。 

なお、令和２年度に公営企業会計を導入したばかりで自己財源が乏しい上

に、使用料収入の大幅な増加が見込まれない中、汚水施設の老朽管の更新事

業が始まるため、現在、策定に着手している下水道事業経営戦略により、中

長期的展望での事業計画の立案と財源の確保ということも視点に入れて、下

水道事業が安定的に持続できる道筋を検討していくという課題がございま

す。 

３ 主な事業として、（１）から（４）まで記載がございますが、こちら

につきましては、下水道施設課七里課長補佐、河本専門員より説明させてい

ただきます。 

 

（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長） 

それでは、令和４年度下水道事業会計予算のポイント３番目、主な事業を

資料１－４に基づきまして御説明いたします。 

１枚目（１）旧暫定逆線引き地区の汚水管整備事業の資料を御覧ください。 

平成２３年に暫定逆線引き地区でありました宮戸２丁目地区、根岸台２丁

目地区、岡１丁目地区、根岸台７丁目西地区及び東地区の計５地区が市街化

区域に編入され、生活環境の改善と公共用水域の環境保全に向けて、汚水管

整備に取り組んでおります。 

令和３年度末予定の整備率といたしましては、宮戸２丁目地区が整備率 

５２．６パーセント、根岸台２丁目地区は整備率７７．８パーセント、岡 

１丁目地区は整備率４４．１パーセント、根岸台７丁目西地区は整備率 

６４．４パーセント、根岸台７丁目東地区は整備率５８．９パーセントとな

っております。 

令和４年度では、宮戸２丁目地区で口径２００ミリメートル、延長１２６

メートルの汚水管の布設を予定しております。 

次に（２）溝沼地区の雨水浸水対策事業の資料を御覧ください。 

令和元年度に策定いたしました朝霞市雨水管理総合計画に基づき、溝沼地

区の浸水対策整備事業を進めております。事業期間として、令和２年度から

令和７年度の６年間で調整池の築造工事やポンプ施設建設工事、雨水幹線布

設替工事を予定しております。 

令和３年度から令和４年度に赤色で表示しております調整池築造工事を、

令和５年度から令和６年度に青色で表示しておりますポンプ施設建設工事

を、同じく令和６年度から令和７年度に緑色で表示しております雨水幹線布

設替工事を予定しております。 

なお、令和３年度からの２か年の継続事業で実施予定の調整池築造工事に

つきましては、９月３０日に入札を実施し、１０月１３日に契約を締結いた

しました。現在、現場着手に向け業務を進めており、令和４年度につきまし



ても引き続き工事を進めていきます。 

次に、３ページ目の（３）陸上自衛隊朝霞駐屯地の下水道接続に伴う整備

事業の資料を御覧ください。 

工事概要といたしましては、右のルート図に示してありますが、小口径推

進工法にて市道７号線、通称、観音通線には口径４５０ミリメートルを 

４２５．４メートル、市道１２号線には口径５００ミリメートルを 

６４５．５５メートル、マンホールの築造を１２基予定しており、１２月上

旬に入札を予定しております。こちらについては、令和３年度から令和５年

度の３か年での継続事業を予定しており、令和４年度も引き続き工事を進め

ていきます。 

なお、整備に係る費用につきましては朝霞駐屯地が負担し、工事につきま

しては朝霞市が業務を進めております。 

以上が下水道工務係の説明となります。 

 

（河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長） 

続きまして、お手元の資料１－４の４枚目を御覧ください。主な事業の

（４）汚水管の老朽化に伴う更新事業について御説明させていただきます。 

汚水管の老朽化に伴う更新事業といたしまして、現在、朝霞市下水道スト

ックマネジメントを実施しており、資料の左下にあるスケジュールで事業を

進めております。 

令和元年度には、市内の重要路線約１２０キロメートルのうち、汚水幹線

の約１９．２キロメートルについてカメラや目視による調査を実施し、調査

結果を基に緊急度ⅠからⅢ及びⅢ未満の判定、診断を行いました。 

判定、診断の結果といたしましては、劣化が進行しており速やかな措置が

必要となる緊急度Ⅰに該当するものはございませんでした。次に、劣化して

おり計画的な対応が必要となる緊急度Ⅱ、こちらに該当するものが 

１，０５０.８５メートルございました。そして、劣化はしているが当面の

対策は不要である緊急度Ⅲが７，１５６.７メートル、緊急度Ⅲに満たない

管渠が、１万１，０１２.０１メートルでございました。 

令和２年度は、緊急度Ⅱと判定されたもののうち、改築分の２７７．４メ

ートルについて実施設計を行いました。今年度は実施設計したものの中か

ら、改築を約２５メートル、修繕を約３５メートル実施しております。令和

４年度につきましては、改築を約１００メートル、修繕を約３５メートル予

定しております。 

汚水管の老朽化に伴う更新事業の説明については、以上でございます。 

 

（前田会長） 

ただ今、議題（１）の令和４年度予算のポイントについて説明が終わりま

した。御意見、御質問等がございましたら、お願いします。 

 

 



（池田副会長） 

（２）の今日頂いた資料で先ほど説明ありました、溝沼地区なんですけど

も、これは以前から浸水被害が出ていることに対する対策事業だと思うんで

すけども、これを見ますと、調整池の築造工事という形で対応するみたいな

感じでしたよね。ほかの地区なんかは問題があったとき同じような形で、こ

の調整池みたいな形で対応していく、基本的な考え方はどのような形になっ

ているのか、教えていただきたいです。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

雨水管理総合計画に基づきまして、市内の重点地区を４か所選んでおりま

す。まずは、溝沼地区が優先順位が高かったのですが、そのほかにも三原４

丁目ですとか、朝志ヶ丘、膝折地区となっておりまして、各々その場所に適

した対応をしていきたいというふうに考えてございます。 

場所によってはポンプ、溝沼はポンプ施設が付きますけども、ポンプ施設

が付けられないところについては、溜めるとか、そのような形で対応してい

きたいと考えております。 

 

（島﨑委員） 

下水道事業の方で二つお聞きしたいんですけども、一つは（３）です。朝

霞駐屯地はこれまで下水に繋いでいなかったということなんですか。自前で

処理をしていたということですか。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

そのとおりです。 

 

（島﨑委員） 

もう一つ４番目ですけども、今回第１期ということで、汚水の幹線 

１９．２キロメートルを対象にということなんですけども、今後、第２期、

要するに支線というか、より広い範囲に対象を広げていくということでしょ

うか。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

まず、１２０キロメートルの重要路線というのが、資料の（４）汚水管の

老朽化に伴う更新事業の左側なんですが、状態監視保全（重要路線）１２０

キロメートル、まずこちらの方を順次やっていきたいと考えてございます。

そのうちを幾つかの期に分けているんですけども、今第１期分という形にな

っております。今、汚水の方を先に視ていく計画としております。 

 

（佐久間委員） 

資料１－４で溝沼地区の雨水浸水対策事業をやっていただいていると思

うんですけども、令和元年度の１０月に台風１９号があったと思いますけど



も、そのときに、確か溝沼３丁目が結構浸水の被害があったと記憶している

んですけども、この溝沼地区の雨水浸水対策事業で、溝沼３丁目とか、以前

の台風１９号の浸水の軽減ができていくかどうか教えてください。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

こちらの溝沼地区の調整池、ポンプ、施設等を整備した場合は、台風１９

号のような雨で軽減対策になるかという御質問かと思いますが、なるという

ふうに考えてございます。 

ただ、雨の降り方とかそういったところは予測出来ない部分もございます

ので、絶対ということはなかなか言い切れない部分があるんですが、計画降

雨など考えまして、軽減対策になると考えてございます。 

 

（水谷委員） 

質問なんですが、（４）の汚水管の老朽化に伴う更新事業で、令和４年度

のところでは、予定では改築約１００メートル、修繕約５０メートルとなっ

ておりますが、これは緊急度で言うとⅢとかその辺りのものでしょうか。こ

の表的には、ⅠとⅡは対策は済なのかどうなのかというところを伺いたいで

す。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

令和４年度に行います工事箇所については、緊急度Ⅱの部分になります。

緊急度Ⅰというのは、米印で資料の右側にありますが、劣化が進行しており

速やかな措置が必要ということで、すぐ修繕なり改築してくださいという形

になります。緊急度Ⅱについては、劣化はしているんですけども計画的な対

応で、ということで、緊急度Ⅰよりは少し緊急度が遅い、まだ大丈夫ですと

いうような位置付けになっております。緊急度Ⅲについては、当面の対策は

不要という位置付けのランク分けになっております。以上です。 

 

（水谷委員） 

この令和２年度から実施ということで、それを継続的にやっているという

ことなんですかね。分かりました。 

緊急度Ⅱというのは、例えばこれ、修繕というのは改築する必要がなく、

修繕すれば完了という理解でよろしいですか。このスケジュールで、緊急度

的に対策としては、適切なタイミングでできているということでよろしいで

しょうか。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

はい、そのように考えてございます。 

 

（水谷委員） 

会計予算のポイントのところで、だとすると今ぐらいの進行のスケジュー



ル、財源をもとにこのくらいの計画をやっていくという意味では、ここは手

当をしないといけないがそれができないというものは、緊急度的にはないと

いう理解でよろしいですか。 

 

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長） 

下水道施設も今後老朽化施設がどんどん増えてきますので、こちらのスト

ックマネジメントに基づく改築、修繕につきましても、今後どんどん増える

見込みが立ってございます。そちらの財源を、下水道使用料は皆様から頂い

たお金で、汚水については直していくという形になりますので、その財源、

投資額が増えてくる見込みがあるので、そこはどういうふうに財源を確保し

ていくのかというのは考えていかなければなりません。 

ただ、雨水管については、下水道使用料で皆様から頂くお金ではなくて、

市のほうから一般会計繰入金で貰うという形になってございますので、ここ

ら辺が水道と下水の違いになってございます。 

 

（木村上下水道部長） 

水道事業については、水道事業経営戦略という約１０年、今後１０年の財

政収支バランスを見た計画があるんですけども、下水道事業については経営

戦略というのは今現在持っていませんので、今それを作っている最中です。

１０年間の財政収支どうなるのか、また１０年から先についても、やはり更

新事業は１０年間で終わるものではございませんので、そういったものでど

れくらいの投資額が必要になるのか、そういったものも踏まえて、財源確保

をどうしていくのかということが課題になるので、経営戦略の中で検討し

て、また皆様の方に御説明をしてまいりたいと考えております。以上です。 

 

（須田委員） 

汚水管の更新事業なんですが、緊急度Ⅱと判定された中で改築の実施設計

２７７．４メートル、これが終わるのはいつなんでしょうか。令和３年度、

４年度では終わらないということですかね。 

 

（河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長） 

第１期といたしまして、令和６年度末までの完了を目標に今進めていると

こでございます。 

 

（野島委員） 

先ほど御説明ありました雨水浸水対策事業で、溝沼地区整備計画をされて

いらっしゃるようなんですけども、それ以外にも三原だとかほかの地区、朝

志ヶ丘とか御説明があったんですけども、そもそも論、こういう施設、溝沼

がどれくらいの被害が出ているか分からないんですけども、同じ朝霞市内を

見てみれば、もっともっと早急にやらなければいけない地区があるんではな

いかなと思います。 



人口密度の関係なのか、どうしても溝沼だとか三原地区に優遇されている

ような、そういった感覚を受けざるを得ないというふうに感じます。どこの

地区とは申し上げませんけども、大変な被害が出ているという部分に対し

て、そこの部分は雨水の浸水対策事業というふうに整備を計画するのであれ

ば、きちんと地区を明確に示して忖度のないようなエリアに、是非していた

だければならないと思っております。意見でございますので御回答は結構で

ございます。 

 

（前田会長） 

ほかに、御意見、御質問がないようですので、議題（１）は終了させてい

ただきます。 

次に、議題（２）水道料金・水道利用加入金の改定案については、諮問事

項となります。 

本日、委員お一人ずつ御意見を賜りたいと考えております。皆さんから頂

いた、水道料金及び水道利用加入金の改定額の案に対する御意見の取りまと

めを、今回の審議会において行いたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、水道料金・水道利用加入金の改定額の案について事務局から説

明をお願いします。 

 

（西島上下水道総務課長） 

それでは、水道料金・水道利用加入金改定案について、資料の説明をさせ

ていただきます。 

資料２を御覧いただきたいと思います。前回お示しした資料からの変更箇

所は、資料の網掛けをした、水道利用加入金改定額の１３ミリメートルの額

だけでございます。 

他の口径と同程度の改定率として、前回、御提案させていただいた１４万

円から１３万５，０００円に、改定額を５，０００円低く設定いたしました。 

なお、前回の審議会で改定率や改定額につきましては幾つか御意見を頂戴

いたしましたが、会議終了後、本日まで事務局内部で協議し、この提案とさ

せていただいた内容について説明させていただきます。 

まず、基本料金につきましては、１３ミリメートルと２０ミリメートルの

改定率について差があるため、１３ミリメートルの端数処理を１０円単位で

改定幅を少なくしても良いのではないか、との御意見を頂きました。 

これにつきましては、本日お配りした資料２－２も併せて御覧いただきた

いと存じます。これは前回配布した、県南中部及び類似団体の資料の基本料

金を、前回と違い、税抜で表したものです。前回お配りしたものについては、

税込の表示となっております。 

多数の事業体が、１００円単位での端数処理をしていることが分かるかと

思います。それに加え、１３ミリメートルと２０ミリメートルの基本料金額

の差につきましても、朝霞市は現行の料金で８００円と１，３００円という



ことで５００円の差が開いております。この５００円の差というのは、この

表においても４番目に大きな開きであり、下の方を見てみると家庭用という

ひとくくりなのか、１３ミリメートルと２０ミリメートルに差をつけていな

い事業体も少なくない状況です。 

そこで、今回、料金改定に際して、１３ミリメートルと２０ミリメートル

に同じ改定率を乗じてしまうと、元の料金の差以上に差が開いてしまうこと

となります。 

そのため、今回の改定に際しては、家庭用が中心である１３ミリメートル

と２０ミリメートルの基本料金については、１００円ずつ同じ額の改定額と

させていただきました。１３ミリメートルが９００円、２０ミリメートルに

ついては１，４００円と、率については差が出ますが、額については同じだ

けの額が改定されるという案でございます。 

従量割料金につきましても、生活で使用する水量が、多い世帯でも２か月

で１００立方メートルに収まるということに着目し、一番使用水量が少ない

２０立方メートルまでは１立方メートル当たり５円の改定、２１立方メート

ルから４０立方メートル、４１立方メートルから１００立方メートル、この

二区分については同じ、1立方メートル当たり１０円の改定、生活する上で

必要な水道使用量の区分については可能な限り改定幅を抑制するという、前

回提出させていただいた案をそのままといたしました。 

これにより、水道利用者の約９８パーセントを占める１３ミリメートル、

２０ミリメートルの、いわゆる家庭用の利用者につきましては、今回の改定

により、１３ミリメートル、２０ミリメートルに関わらず使用水量がどの程

度か、ということにより改定額がどの程度か分かりやすいものとなっている

と考えております。 

最後に、水道利用加入金の改定に関しましては、前回の審議会でお示しし

た資料では１３ミリメートルの加入金の改定案を１６．７パーセントアップ

の１４万円としておりましたが、一番安い口径の改定率だけが突出してしま

うことにならないか、との御意見を踏まえて、万単位での端数処理を 

５，０００円単位での端数処理としまして、１３万５，０００円という新た

な改定案に修正し、他の口径と同程度の改定率といたしました。 

１３ミリメートルの新規加入は５，０００円の減少となったとしても、令

和２年度の実績では１０件ということで、収入見込みに関しては大きな影響

を及ぼすものではないため、ほかの区分での調整は要しないものと判断し、

修正箇所は１３ミリメートルの区分だけといたしました。 

以上が、事務局における協議内容であり、今回修正の上、提出させていた

だいた水道料金及び水道利用加入金の改定額の案でございます。以上です。 

 

（前田会長） 

ただ今事務局から、水道料金・水道利用加入金の改定額の案について説明

がありました。事前に皆様にお伝えしてありますように、後ほど御意見、ま

たは御質問が終わりましたら、お一人ずつ、改定案について御意見を頂戴し



たいと思いますが、その前に意見、質問を求めたいと思います。 

意見、質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（佐久間委員） 

改定率１２パーセント、加入金が１０パーセントということなんですけど

も、改定時期を１年延期した場合、改定率がどのくらいになるかというのは

答えていただけますでしょうか。 

 

（木村上下水道部長) 

１年延期した場合の試算というのは特にしておりません。試算は、水道事

業経営戦略が令和４年の１０月改定というのできていますので、それに基づ

いて令和４年の１０月で行っております。 

ただ、やはり延期しますと、建設改良事業に関しては自己財源がありませ

んので、企業債を借り続けなければいけなくなってしまうというのは、大き

いのかなと思っております。 

市長のお考えは、コロナということもあるので、改定時期というのは、確

実に経営戦略と同じ来年の１０月でいくのかどうかというのは、まだ御判断

ついていないところでございます。 

 

（水谷委員） 

質問なんですが、基本料金改定のところで、他市と比べて御説明いただい

たんですが、１００円単位だとか５０円単位、１０円単位にした場合、実務

的に設定することは可能なんですか。例えば何か障害があってできるわけが

ないだとか。 

 

（西島上下水道総務課長） 

特に、実務的に、技術的にも不可能ではございません。 

 

（前田会長) 

ほかになければ、ここで５分ほど休憩を取りたいと思います。 

再開後には、委員の皆さんから、事務局の料金改定案について、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。 

前回同様、２号委員の方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） 

一主婦からすると、値上げは少ない方が助かるんですけども、改定後の金

額を資料で見させていただいても、他の市や町に比べて特別高いというわけ

でもないので、納得できるかなと思います。 

 

（前田会長） 

次に、小河原委員お願いします。 

 

（小河原委員） 

私も基本的に、個人的には納得しております。家族にもこういう話をしま

して、全然良いんじゃないかというようなことでしたので、私は納得してお

ります。 

 

（前田会長） 

次に、関口委員お願いします。 

 

（関口委員） 

前回の会議でも申し上げましたが、１００円単位ということで、１３ミリ

メートルと２０ミリメートルの金額を設定しています。これを、私は１０円

単位までにした方が、細かくして良いのではないかと思っております。 

従量割と水道料金の加入金の改定額については、これで良いと思いますの

で賛成です。以上です。 

 

（前田会長） 

次に、佐藤委員お願いします。 

 

（佐藤委員） 

私も、今回のこの値上げに関しては納得しております。私もやはり家族に

話をしたところ、子どもと主人は、余り賛成という感じではなかったのです

が、一応節水をしましょうということで、水の使い方に関して、出しっぱな

しとかそういうのは気を付けようという話になりました。以上です。 

 

（前田会長） 

今日欠席の齊藤佳な江委員からコメントを頂いておりますので、代読させ

ていただきます。 

水道料金改定につきましては、家計に少なからず影響を及ぼすものであり

ますが、今後継続的に水道管を更新していかなければならないことを考え、

また、今回の改定案であれば家計への影響も最小限であると考え、事務局の

改定案を承認いたします。ということの意見を承っております。 



次に、時枝委員お願いします。 

 

（時枝委員） 

基本的に案は納得しておりますし、この案に承認するつもりではいます。 

けどやはり、従量割の改定率の使用水量の多いところだけ突出しているよ

うに思いますので、元々、基本料金も加入金も使用料金も高く設定してある

のに比率もまた高くなってしまうというのは、例えば朝霞市として企業誘致

するような機会になった時に、引っかかるのかどうか。他市と比べてもこれ

でもまだ朝霞市は安いのかというところだとは思うんですけども、私は朝霞

市民であると同時に事業者でもありますので、こういうのがもう少し抑えら

れたら良いのかなという、事業者としての納得感というのがもう少し出る比

率だったら良かったかなというところだけは少し思いました。意見です。 

 

（前田会長） 

次に１号委員の方、お願いいたします。 

須田委員お願いします。 

 

（須田委員） 

私もこの審議会で何度か議論させていただいて、この改定率についてはや

むを得ないということで納得はしております。 

ただいま、時枝委員からもお話があったとおり、従量割に関しては、やは

り使用水量の多いところの金額が突出して、アップ率がどうしても高くなっ

てしまうというところが少し考えていくべきところなのかなと。 

前回もお話したとおり、逆に最初に少し多く頂く形の方が、要するに加入

金をもう少し多く頂くという方が、事業をする側からしても計画しやすいか

なというところがあるので、そこら辺は今後の課題になってくるのかなと思

いますが、今回の改定については納得しておりますので、承認する方向でお

ります。 

 

（前田会長） 

次に、斉藤委員お願いします。 

 

（斉藤委員） 

改定率等はこの前採決されてますので、それに沿ってこういう形で出てき

たんだと思うんですけども、１３ミリメートルの基本料金が突出していると

いう点で言うと、改定率が突出してるというところが少し気になるのと、基

本的な考え方としては、基本料金よりも、従量割の方に配分を持つというこ

とでは、この配分のあり方というのは良いのではないかなと思います。 

あとは、水道料金の加入金のことですけども、加入金の方に重きを置く方

が、先ほど節水の話もありましたけども、使用する者にとっては、節水すれ

ばするだけ有利になるということになるので良いのではないかと。 



併せて、先ほど佐久間委員の質問の中で時期の話がありまして、それはこ

れから検討ということでありましたけれども、それと同時に、今後、減免の

あり方だとか、あるいは福祉減免なんかについてもきちんと考えていくこと

で、この値上げの部分というのは、実際困る人を減らせるのではないかと思

うので、その辺は今後の中で、是非検討していただきたいと思います。 

基本的な上げ幅に関しては、前回、前々回決めた中での割り振りはこれで

良いというふうに思います。ただ、言ったとおり、１３ミリメートルの基本

料金だけ１００円ではなく、下げていただく。その分をどこへ回すかという

のはこちらでは考えられないので、検討していただければと思います。以上

です。 

 

（前田会長） 

次に、佐久間委員お願いします。 

 

（佐久間委員） 

値上げについては賛成なんですけども、その賛成の理由としても、内部留

保資金を１７億円保ちながら企業債残高も２億円減らし、令和１３年には企

業債残高が４６億円になるという試算に基づいて、この改定率があると思い

ますので、それに関しては賛成なんですけども、先ほど、改定の時期を申し

上げましたが、それが１年後かどうかということも含めて、その時期もまだ

検討しなければいけないなと、私個人的には考えています。 

令和４年１０月に改定をした場合というのは、給水収益が年間約２億円ほ

ど増えるということだと思うので、延期した場合の収益というのが２億円よ

り少し多くなければいけないと思いますし、先ほど申し上げた、企業債残高

を４６億円にするための改定率、そして内部留保資金を１７億円にするため

の改定率というのを、もう一度、延期した場合ということで見定める必要が

あるのではないかと私個人的には考えていますので、最初に申し上げました

けども、値上げについては賛成です。次世代につけを回さないということで

考えると、値上げについては賛成ですけども、やはり令和４年１０月にとい

うことを考えると、先ほどコロナのお話もありましたけども、就労のことだ

ったり、就業時間が減っている方等たくさんいらっしゃると思いますので、

そういったことをよく考えて値上げしなければいけないなと思っています

ので、延長の方向で私は考えています。以上です。 

 

（前田会長） 

最後に３号委員の方、お願いいたします。 

島﨑委員お願いします。 

 

（島﨑委員） 

私も、基本的には今回の値上げの方針に賛成でございます。ただ先ほど須

田委員、時枝委員がおっしゃったように、事業者にとって非常に値上げ幅が



大きくなるというところには懸念いたしております。 

本当は前回の審議会で少し申し上げれば良かったんですが、前回の資料の

３－２辺りを拝見していると、今回特に、使用量が多いところに関しては、

２０パーセントあるいは２５．６パーセント、特に一番使用量が多い６万立

方メートルくらいのところに関しては、２か月で３２３万８，７００円、年

間で１，９００万、１０年間で１億９，０００万、水道料金だけが増えると

それだけ利益が吹っ飛ぶと、これ大丈夫かなというのが正直なところでござ

います。 

何を懸念しているかというと、あまり水道料金が高くなってしまうと、こ

のコロナ禍もあって事業者もかなり苦しい状況であるという中で、この値上

げ幅、場合によっては２０パーセント近い値上げが果たして呑んでいただけ

るのかどうか。もし呑めない場合は、他の事業体の場合のように専用水道に

逃げてしまう、地下水に逃げてしまうというケースもあると、せっかくの事

業計画が、少し得られる収入が減ってしまわないかというところが、非常に

気がかりということです。 

何を申してるかと言いますと、確かに前回の資料３－６でそれぞれの事業

体を拝見しても、今回値上げをしてもまだ、事業用系の料金を含めても朝霞

市かなり安い方だと。三芳町は少し安くなるんですけども、この辺りでは二

番目くらいに安いというところではあるので、事業者にとっても魅力的では

あると思いますが、この上げ幅がかなり急激にとなってしまうと、そこはや

はり事業者側も嫌がってしまうと、何らかの緩和、例えば段階的に料金を上

げていく緩和措置であるとかいうところも御検討いただくのがよろしいの

ではないかと思います。 

前回の資料３－７を拝見しますと、右下のところに５，０００立方メート

ル超えているところ、全部で５事業者あると思うのですが、１０年間の収益

の見込みのうちの、大体８．８パーセントがこの５事業者に依存していると

いうところなので、ここの動向には気を付けて御検討いただくのが良いかと

思います。すみません、長くなりましたが以上です。 

 

（前田会長） 

次に、水谷委員お願いします。 

 

（水谷委員） 

全体としてこれまでの議論を踏まえて受け入れられるものだというふう

に考えております。以上です。 

 

（前田会長） 

次に、野島委員お願いします。 

 

（野島委員） 

私も、今までの協議内容を踏まえた上では、今回の値上げに関しましては、



納得するものだったというふうに考えております。前回から申し上げていた

とおり、私的にはもっと早い時期に値上げをするべきだったと。朝霞市は今

までの中で、２０数年間の中で値上げの話を一切しなかったということが、

今回のまず一つの大きな問題点で、事業所に対しても先ほどの地下水に逃げ

てしまうという御意見があるように、ただ現状ではほかの事業体、地区に比

べれば、非常にまだ有効的だと。これはやはり、今までのつけが回ってきて

しまったという部分もあるかなと考えています。今後こういったことがない

ように、設備、ポンプ類等も必ず消耗して故障も発生するものだと思ってお

りますので、財源をきちんと確保した上で、修繕に当たっていただきたいと

思います。 

もう一件、須田委員の方からもお話が再三にわたって出ておりますけど

も、加入金に関しては私はもっともっと改定しても良いかなと思っていま

す。特に、口径が大きい部分の事業所に関しては、一律うんぬんということ

でなく、最初にかかる費用に関しては、もっと積極的にやっていくべきでは

ないかというふうに思っております。これも意見でございます。以上です。 

 

（前田会長） 

次に、清水委員お願いします。 

 

（清水委員） 

今回の水道料金の必要性、また、改定額について、十分時間をかけて事務

局の方に説明頂いて、疑問等ほとんどございません。大筋で合意いたします。

よろしくお願いします。 

 

（前田会長） 

次に、池田副会長お願いします。 

 

（池田副会長） 

事務局の方で説明していただいたように、市民に対しても、水道事業のパ

ネル展だとかある程度丁寧な形で、水道の値上げに関していろいろ御説明し

ていただいたということも見えますし、今日説明ありましたように、耐震化、

老朽管更新事業、これからものすごい事業量が進んでいく、これをブレーキ

かけて事業が進まないとなると、逆にそれで市民の方に行政サービスの滞り

みたいな形になるとまずいなという面もありますので、ある程度のスピード

感をもってやっていただきたいと思います。 

あと、結論から言えば、今回の水道料金の値上げと言いますか、これは致

し方無いと言いますか、逆に結構抑えて諮問されたみたいな感覚もありま

す。少し心配な面もありますけども、事務局の方でこれでやっていけるとい

う御提示がありましたので問題ないかなと思います。 

先ほどから１号委員の方々からも御意見があったように、水道料金の加入

金、スポット的な支出に関して、あとは従量割の方の議論もありましたけど



も、先ほどもありましたように、水道利用の加入金に関してある程度の負担

をいただくというのは、企業が朝霞市に進出していただくときに、ある程度

の覚悟といいますか、これはしょうがないかなという感じでお支払いいただ

けるかなと思います。逆に従量割ですと、ずっと毎年計上していかなければ

いけないので負担も大きいのかなと思いますので、これも少し考えても良い

のかなというのは個人的には思っております。以上です。 

 

（木村上下水道部長） 

やはり大口利用者の方に対して、従量割の改定率が高くなってしまってい

るという御意見がございましたが、２００ミリメートルと１００ミリメート

ル、どちらも給水戸数は１件なんですけども、これは国の関係施設と市の施

設でございます。 

ですので、一番大きいところというのは、いわゆる民間の事業所というよ

りかは、そういうところであるということを御理解いただきたいのと、やは

り、従量割、使用水量が多ければ多いほど単価が高くなってしまいますので、

私共の方で料金改定が決まりましたら、きちんとその事業所の方には私共の

方から足を運んで、説明とお願いに上がりたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

 

（前田会長） 

私の方から、最後に意見を述べさせていただきます。 

今までずっと議論させていただいて、運営していくに当たっての予算、ま

た企業債といろいろ皆さん事務局の方からお聞きになった思います。強いて

言えば、市民というのは、蛇口をひねれば飲み水が出てくるという形だと思

うんですね。その裏には当然、泉水浄水場とか岡浄水場とかそういう諸々の

施設がある。そこまで行くには当然水道管があるわけで、そういう設備とい

うのは当然、永久的なものではなくて、やはり今言ったように老朽化するわ

けです。それでなおかつ時代とともに耐震化のそういう設備、普通の管より

もお金のかかる高い管を布設しないといけないし、やはり時代とともに人件

費もかかると思うんですね。 

そういうこととまた少し話が飛んでしまうんですけども、朝霞市の水とい

うのは３割が井戸水、７割が県水で、県の水を購入するにしても大久保浄水

場で浄化すると。私、東京都の浄水場を見学したことがあるんですけども、

荒川から取っているすごい土の色をした水、そういうのを入れてきて、それ

を飲み水にする。それを大久保浄水場でもやっていていると。また、話によ

ると八ッ場ダムも今建設が終わって、それも朝霞市の水道料金に、いつ値上

げになるか分からないけれども一部影響があるというお話を聞いておりま

す。 

水道をひねった裏にはそういう諸々があるということを、今回パネル展と

かそういう形で、市民に伝えるために事務局の方で努力されたということだ

と思います。今は簡単にペットボトルで水がすぐ飲めますけども、小学校や



中学のときには蛇口ですぐ飲めたと、そういう経緯があると思うんですね。

やはりそういうふうに日本というのは、すぐに安全安心な水が飲める状態に

なっている。その裏にはそういうものがあるということを私は考えた上で、

今回やはり設備の充実、そして安全安心な水を市民に供給するということ

で、私はやむを得ないのかなというふうに思っております。以上です。 

そういうことで、皆さんから御意見を頂いて、諮問事項ということでこの

審議会の意見を取りまとめなければいけないので、今回事務局から提出して

いただいた水道料金の改定案、そして、加入金の改定案について採決を取ら

せていただきます。 

改定案に賛成の方の挙手をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

事務局数えていただけますか。 

 

（西島上下水道総務課長） 

１１人の挙手をいただいております。 

 

（前田会長） 

今、御承認をいただいたということで、事務局から提出された水道料金の

改定案、そして、加入金の改定案は、審議会としては承認されました。どう

もありがとうございました。 

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。 

 

（斉藤委員） 

結局答申案として、これから正副会長の方で取りまとめられるのかどう

か。 

 

（西島上下水道総務課長） 

今後のスケジュールについて説明させていただきます。 

まず、今回の審議会におきまして御了承をいただきました、水道料金及び

水道利用加入金の改定額の案に基づきまして、次回１１月１９日の第６回上

下水道審議会におきまして、答申案をお示しさせていただき、御審議いただ

いて、御承認いただきたいと考えております。 

答申案につきましては、基本的な形といたしましては、答申書という形で、

審議会会長名、諮問事項の記載があり、原案のとおり承認するとの答申内容

の記載、別紙として、今回御承認いただいた水道料金、水道利用加入金の料

金表、また、これまでの審議経過の概要、審議会委員名簿を付けることとな

ります。 

答申をいただいたその後の手続きといたしましては、実際の料金改定とな

りますが、それには、朝霞市水道事業給水条例の改正が必要となります。条

例につきましては、議会での議決をもってその効果が有効となることから、



まずは議会への条例案の提案が必要となります。条例案の提案につきまして

は、先ほど佐久間委員からの御質問がありましたとおり、時期につきまして

は、様々な状況などを総合的に判断した上で、市長が判断されるものでござ

います。以上でございます。 

 

（斉藤委員） 

今、経過についてはきちんと書いていただける案になるというお話だった

んですけども、併せて、今まで委員の方から出された意見については、きち

んと付記してしていただくようにお願いしたいと思います。 

これは今度、次の時の議論になると思うんですけども、それぞれ違う立場

から違う意見があったと思うんですけども、そこについては、単にこの金額

が良いとか悪いとかという話だけではなくて、どういうふうにしていくこと

が良いのかということも含まれていたと思うので、是非せっかく皆さんか

ら、貴重な御意見がたくさん出されたと思いますので、是非その点は配慮し

ていただきたいと思います。 

 

（木村上下水道部長） 

参考意見という形で添付させていただければよろしいでしょうか。例えば

皆さんお一人お一人の御意見なんですけども、それを審議経過の中で出され

た意見ですよという内容の形で、取りまとめてよろしいですか。 

 

（斉藤委員） 

はい。 

 

（前田会長） 

そのほかに事務局からありますか。 

 

（西島上下水道総務課長） 

話題を変えるんですが、９月１１日、１８日に、コミュニティセンターと

産業文化センターで実施しましたパネル展ですが、ホームページにアップさ

せていただいております。今回、イベントの方に御参加いただけなかった委

員の皆様にも是非、御覧いただきたいということと、今回コロナ禍というこ

とで、大々的なＰＲもしておりません。広報等には載せたのですが、せっか

く行きたいけどコロナ禍で御来場いただけなかった、そういった住民の方、

事業者の方にも是非御覧いただきたいということで、そういった情報も皆さ

んから拡散していただけると、大変ありがたく存じます。 

朝霞市のホームページの中に、今であれば新着情報としてすぐ探すことが

できるかなと思っておりますので、是非御覧いただきたいと思っておりま

す。以上です。 

 

 



（前田会長） 

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。どうもありがとうござい

ました。 

 

（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５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、１１月１９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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


