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会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第６回朝霞市上下水道審議会

開 催 日 時
午前１０時００分から

令和３年１１月１９日（金）
午前１０時３７分まで

開 催 場 所 朝霞市水道庁舎 ４階会議室

出 席 者

〇審議会委員１２人
前田会長、池田副会長、須田委員、斉藤（弘）委
員、佐久間委員、谷委員、小河原委員、関口委員、
佐藤委員、時枝委員、島﨑委員、野島委員
〇事務局１１人
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、
丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長、中村水道
施設課長補佐兼水道工務係長、七里下水道施設課長補
佐兼下水道工務係長、今井水道施設課専門員兼水道管
理係長、河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長、
櫻澤上下水道総務課経営係長、牧野上下水道総務課経
営係主事補

会 議 内 容

１ 議事
（１）適正な水道料金の水準について（諮問事項）
（２）下水道事業経営戦略の構成案について（報
告事項）

（３）上下水道事業の報告について（報告事項）
ア 北朝霞陸橋配水管布設替工事について
イ あずま南土地区画整理事業に伴う下水

道事業計画の変更について
（４）その他

会 議 資 料

・会議次第
・【資料１】朝霞市上下水道審議会答申書（案）
・【資料２】朝霞市下水道事業経営戦略の構成のイメー
ジ

・【資料３】北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ
閉栓作業

・【資料４】あずま南土地区画整理事業に伴う下水道事
業計画の変更について

・席次表

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 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６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。

皆様方には、御多忙のところ、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。

本年度の審議会も６回目となり、これまで皆様方には慎重な御審議をいた

だきありがとうございます。

本日は、第 1回目に市長から諮問させていただきました水道料金の改定に

ついて、これまでの審議結果を付し、答申案を作成いたしましたので、御審

議をお願いしたいと考えております。



また、水道事業、下水道事業を進めている中で、喫緊の状況等、皆様に情

報提供したい事項もございますので、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）

本日、会議の記録として会議中に写真撮影をさせていただきたいと思いま

す。今後、ホームページや広報等で使うこともあるかもしれませんが、御了

承いただければと思います。

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、２点ございます。

１点目が、次第 Ａ４で１枚。２点目が、資料１朝霞市上下水道審議会答

申書（案）でございます。

このほか、本日お配りしております資料が、６点ございます。

次第につきましては、事前に配付しているものと差し替えをお願いいたし

ます。

資料２下水道事業経営戦略の構成のイメージがＡ４で１枚。資料３北朝霞

陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓作業がＡ４で１枚。資料４あずま南

土地区画整理事業に伴う下水道事業計画の変更について こちらもＡ４で１

枚でございます。そして、席次表がＡ４の 1 枚と、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、水谷委員、清水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が、出席者は、１５人中１２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）

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）適正な水道料金の水準については、諮問事項となります。

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、議題（１）適正な水道料金の水準について、こちらは諮問事項

に対する審議会答申案につきまして説明させていただきます。

資料の１を御覧ください。

答申書につきましては、特に様式が定められているわけではございません

が、一般的に最初に答申書のかがみがあり、次に答申内容として、今回は水

道料金の適正水準についてという諮問を受けておりますので、それに対する

審議会として御承認いただいた改定案を付記しております。



次のページではこれまでの審議概要といたしまして、委員名簿、そして審

議経過ということで、水道料金の改定に関する議事の経過を各回掲載してご

ざいます。本日第６回の分につきましては、出席委員等未確定な部分がござ

いましたので、会議終了後に修正させていただきます。

また、前回の審議会の中で、審議経過に委員から出された主な意見を付け

たい、といった旨の御意見を頂きましたので、最後に付けさせていただいて

おります。

この答申案につきまして、本日の審議会の御承認をいただけましたら、そ

の後、日程調整を行い、会長から市長に答申書をお渡しいただきたくお願い

申し上げます。

説明は以上でございます。

（前田会長）

事務局の説明が終わりました。前回、料金改定案について、この審議会で

承認となりました。

今回は、６月１日に諮問をいただいた「適正な水道料金の水準について」

に対して、答申を行うための答申案を事務局に作成していただきました。こ

の案に対して御意見、御質問等がございましたらお願いしたいと思います

が、本日欠席の委員より意見をお預かりしておりますので、代読させていた

だきます。

まず、２号委員の齊藤佳な江委員より、特に異論はございません。また、

３号委員の水谷委員からは、今回の答申案に際して異議はございません。と

の御意見を、同じく３号委員の清水委員につきましても、答申案に対して特

に異論はございません。といった御意見を頂戴しております。

それでは、議事を進めてまいりますが、事務局の説明に対しまして、御意

見、御質問がございましたらお願いします。

（佐久間委員）

１点確認なんですけども、資料で、朝霞市の適正な水道料金の水準の審議

に際して委員から出された主な意見というのを頂きましたが、ここに書いて

あるのは、ほとんど委員の方の肯定意見が書いてあると思うんですけども、

以前、私は審議会に出たときに、もちろん肯定という前提ではありますけど

も、もう少し延長した方が良いという意見を出させていただいたんですけど

も、完全な肯定ではないにしろ、この私の意見がこういった意見の中に入ら

なかった理由というのを教えていただきたいです。

（西島上下水道総務課長）

お一人お一人のお名前と意見ということで、対比にはなっていない作りに

なっております。それぞれの意見を羅列する形になっておりますが、佐久間

委員の意見につきましては、表のページの一番下のところに、値上げについ

ては賛成だし、内部留保資金を保ちながら企業債残高を減らしていくという



考えも良いのだが、令和４年１０月という改定時期については、延期するこ

とも見越して考えなければならないと思う。ということで、ここについては

記述させていただいたのですが。

（佐久間委員）

もっとたくさん話していたので、もう少し書いてあるかと思っていまし

た。

（西島上下水道総務課長）

意図に反する部分があるかもしれないんですけども、要約させていただい

たところでございますので、よろしくお願いいたします。

（佐久間委員）

大丈夫です。すみませんでした。

（前田会長）

とりあえず、今、この最後に書いてあるまとめは、名前は書いていないで

すけども、委員の方々の御意見を要約したものが書かれているという解釈で

よろしいでしょうか。

（西島上下水道総務課長）

はい、そのとおりでございます。

（斉藤委員）

今のこととも関連するんですけども、当初、諮問いただいたとき、諮問事

項は確かにその、適正な水道料金の水準についてということだと思うんです

けども、これまでの審議会の資料の中には、今、佐久間委員がおっしゃった

ように、来年１０月という時期のことも明記されていたわけですけども、今

回この答申については、諮問は料金だけなので、説明の中にはあったけれど

も、答申としては我々はしないと。我々というか今までの議論を含めてしな

いということで良いのかどうか。

あとは、その時期については、今後、執行部の方で検討していくというこ

とで良いのかどうか。

（木村上下水道部長）

６月１日の時に諮問書を市長から会長宛にお渡ししていただいて、皆さん

コピーをお持ちだと思うんですけども、適正な料金水準ということで、時期

については特に諮問事項にはなっておりません。時期については、私の方か

らも御説明させていただきましたけども、コロナの状況を鑑みて、市長の方

で御判断したいということを伺っておりまして、ですから、時期については

諮問書の中にも入っておりませんし、今回の答申案の中にも時期としては明



記はされておりません。以上です。

（前田会長）

今、部長がおっしゃったように、６月１日の時の諮問の中には、そういう

明記はされていないということで、執行部の方で値上げの時期は検討してい

ただくということで御理解いただきたいと。

ほかに、御意見、御質問がないようですので、答申案につきましては、こ

れで了承することとし、私から市長に答申書をお渡ししてよろしいでしょう

か。

（各委員）

異議なし。

（前田会長）

それでは、答申案につきましては、私から市長に答申書としてお渡しさせ

ていただきます。

また、答申した際には、事務局から皆さんへの報告をお願いいたします。

それでは、議題（１）は終了させていただきます。

次に議題（２）下水道事業経営戦略の構成案について、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、下水道事業経営戦略の構成案のイメージにつきまして説明をさ

せていただきます。

資料２を御覧ください。

前々回の審議会におきまして、策定のポイントを説明させていただきまし

たが、今回は実際の素案を作成するに当たっての構成案のイメージとなりま

す。

まず１といたしまして、策定の趣旨がございます。ここでは、公共下水道

供用開始から４０年が経過し、施設の老朽化が顕在化している現状など、経

営戦略を策定する背景、老朽化施設の長寿命化に取り組む必要性や、それに

対する財源確保をどのように進めるかといった経営戦略の目的、また、計画

期間の中で効果的に事業を進めるために、どのような計画で、どのような事

項を盛り込むべきか、といった策定のポイント、経営戦略の総論となるもの

を記載いたします。

次に２、下水道事業の現状からは各論に入っていきますが、いわゆる下水

道事業の役割や、それを踏まえた本市の下水道施設の老朽化の現状を、汚水

施設、雨水施設、それぞれ説明をさせていただきたいと思っています。

また、耐震診断を実施しておりますので、下水道施設の耐震性評価なども、

この章における記載となります。

その一方で、下水道事業の経営状況についてですが、こちらにつきまして



は、下水道事業は昨年度、令和２年度に企業会計を導入したばかりでござい

ますので、経年比較できるデータはかなり少なくなりますが、令和２年度の

決算状況を踏まえた収支状況、企業債の未償還残高の状況、内部留保資金残

高の状況などに加え、下水道使用料の県内での水準についても、ここでの説

明をさせていただきたいと思っております。

次に３、今後の事業予定でございます。こちらにつきましては、今後の投

資の必要量などの試算で、計画期間における施設の修繕・築造を含め施設整

備の事業目標、収益的事業及び資本的事業の方針を示し、全体でどの程度の

事業費が必要となるかを試算したいと考えております。

それを踏まえて、４、経営の将来予測となります。実際に投資試算と財政

試算との均衡を図るための財政収支計画の作成であり、イメージといたしま

しては、水道料金改定に際して第３回審議会で示した、１０年間の財政収支

計画表であり、計画期間の収支表により、使用料改定の時期や企業債残高や

内部留保資金の残高の推移で、どの程度経営基盤の安定を図れるかという検

討となります。この中で、どの程度の内部留保資金残高を見込むか、使用料

水準の検討などの説明をさせていただきたいと考えております。

かいつまんだ構成のイメージとなりますが、今後のスケジュールといたし

ましては、埼玉県の新河岸流域の下水道に対する負担金の動向であったり、

建設改良、維持管理に伴う必要投資量、そういったものの精査が中々難しい

状況でございまして、現在、昨年度の決算、また、埼玉県の情報などを基に、

精査を進めているところでございます。それが固まってからの、財政収支計

画表という手順になりますので、今のところまだ、財政収支計画表が出来上

がっていない状況でございます。こちらの方、早急に進めさせていただきな

がら、次回の審議会にはお示ししたいと考えてございます。

それも含めて、お忙しい委員の皆様には大変恐縮ですが、年明けに次回の

審議会を開催していただきたく、これからまた会長と日程調整の上、委員の

皆様には改めて予定を周知させていただきたく、お願い申し上げます。

資料の説明につきましては、以上となります。

（前田会長）

ただ今、議題（２）下水道事業経営戦略の構成案について事務局の説明が

終わりました。御質問、御意見がございましたら、お願いします。

（斉藤委員）

今、聞き漏らしていたら恐縮なんですけども、計画期間は、４のところの

収支計画については１０年ということで、全体も当面１０年の計画なんでし

ょうか。

併せて、長期的な見通しだとかそういうものも組まれて立てられることに

なるのか、その辺はどんなふうに考えられているのか教えてください。



（西島上下水道総務課長）

こちらには明記しておりませんが、基本的には１０年の計画期間というこ

とを考えております。ただし、水道についてもそうなんですが、大型事業、

例えば施設の減価償却については、４０年、５０年といったスパンになりま

すので、そういったところで、大型事業の更新時期とかそういったものを見

据えながら、計画を策定しなければならないと考えております。

ですから、その計画期間の１０年を超えた部分についても見据えながら、

この計画表を作っていかなければならないというふうに考えております。

（前田会長）

それではほかに、御意見、御質問がないようですので、議題（２）は終了

させていただきます。

次に議題（３）上下水道事業の報告について、水道・下水道の両事業につ

いて報告があるようですので、事務局から説明をお願いします。

（久保田水道施設課長）

それでは資料３の北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓作業に

ついて御説明させていただきます。

お手元の資料の地図が少し小さいところもありますので、こちらに少し大

きくしたものもございますので、併せて御覧いただければと思います。

北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓作業ですが、令和３年度に

老朽管更新事業として布設替工事を、現在、契約を結んで実施しております

が、東武東上線を横断する直径３００ミリメートルの管で、昭和４７年に設

置されてから５０年近く経過しているところでございます。

今後、工事区間において水道水を一時的に止水することから、バルブの閉

栓作業を行います。閉栓後、水の流れが変わり濁り水が発生するおそれがあ

りますので、広報等により周知を図るなどして作業を実施したいと考えてお

ります。

事前の広報につきましては、広報紙、ホームページ、広報車による広報、

個別のチラシ等配布、市の掲示板への掲示などを検討しております。

通常、水道工事につきまして、審議会等で御報告するというのは中々ない

ことなんですけども、直径３００ミリメートルの基幹管路でもございます

し、バルブ操作によって濁り水が広範囲に及ぶこともございますので、この

たびは、審議会の方で御報告させていただいたところでございます。

説明は以上です。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

続きまして、下水道事業について御説明させていただきます。

資料４のあずま南土地区画整理事業に伴う下水道事業計画の変更につい

てを御覧ください。

事業スケジュールの予定でございますが、令和３年度から令和４年度にか



けて市街化区域編入と、下水道区域の変更及び事業計画の変更を行い、令和

５年度から工事に着手し、令和６年度の中頃より排水可能な場所から順次供

用開始を行う予定です。また、来年早々に、説明会を開催する予定となって

おります。

説明は以上です。

（前田会長）

ただ今、議題（３）上下水道事業の報告について説明がありました。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）

１点だけ教えてください。これは下水道の方の担当のじゃないと思うんで

すけども、以前頂いた資料と比較すると、市街化区域の編入時期が少し後ろ

にずれ込んでおります、作業が１年くらい。これ、本庁の方のまちづくり推

進課の担当の問題だと思うんですけども、何か情報があれば教えていただけ

ればと思うんですけども。全体の工期も少しずつ遅れていくみたいな感じな

んですか。

（久保田水道施設課長）

先日、まちづくり推進課の担当と話をしたところ、現在、国との農林調整

がここでやっと終わったと。あとは、最終的に県の告示になりますので、県

協議を残すのみとなったということは伺っております。

（野島委員）

下水道の関係で伺いたいんですけども、あずま南地区というのは今後、ど

ういったような展開ですとか、空き地に対する部分は、どういったような計

画があるのか、分かる範囲で結構なんですが教えてください。

（久保田水道施設課長）

これは同じくまちづくり推進課の担当者から聞いている話では、まだ市街

化調整区域からの市街化区域への編入のところで、目的としては住居系の区

画整理ではなくて、工業系区画整理で、今、物流系を予定していると。予定

というのは換地になりますので、組合のほうでは物流系の区画整理というこ

とでお話は聞いてます。

（須田委員）

資料３の北朝霞陸橋の配水管の布設替工事について、工事期間はどうなっ

ていますか。

（久保田水道施設課長）

現在契約はしているところですが、竣工は令和４年３月２５日を予定して



おります。

（小河原委員）

来年３月２５日までということなんですけども、濁り水はその後に影響が

あるんですか。それとも、その間に影響があるということでしょうか。

（久保田水道施設課長）

工事期間の中で、バルブという栓を閉じるんですけども、そのときにまず

水の流れが変わりますので、そこでの濁り水、それから、管を全部並び替え

たあとに通水をする関係で、バルブを開ける作業がありますので、そのとき

に濁り水が出る可能性が高いです。通水後、それが収まってしまえば、その

工事によった影響での濁り水というのはなくなります。

（小河原委員）

では、大きく２回タイミングがあるということですか。

（久保田水道施設課長）

そうですね。

（小河原委員）

あと、その範囲はどれくらいなのでしょうか。

（久保田水道施設課長）

これは予測がつかない部分があるんですけども、ただ、管網解析上でいき

ますと、この地図で言うところの、工事区間から東京都浄水場辺りまでの間

で、水の流れが逆転する部分ですとか出てくるので、そこは可能性が高いか

なと。

（小河原委員）

やはりエリア的に、この近辺が可能性が高いということで。

（久保田水道施設課長）

そうですね。水の流れとしては泉水浄水場から来ていますので、お手元の

資料で言うところ、下の方から上の方に向かって、水は押してますので、そ

の範囲で可能性が出てくるかなと思います。

（小河原委員）

では、水が向かう方に向かって濁り水が出る範囲があると。

（久保田水道施設課長）

そうですね。ちなみに、そのバルブの閉栓作業につきましては、水の一番



使わない時期で考えたいと思っていますので、年明けの１月、２月とかの夜

中、午前２時だとか、そういったタイミングでバルブをまず閉栓して、開け

るときも同じ様な時期、時間で行いたいと思っています。

（小河原委員）

そのタイミングに、広報車等で周知すると。

（久保田水道施設課長）

はい。

（小河原委員）

分かりました。ありがとうございます。

（斉藤委員）

併せて、濁り水はもちろん水の流れが変われば出るんですけど、そのほか、

水圧不足とかにはつながらないのかどうか教えてください。

（久保田水道施設課長）

現在、水圧不足は起こらないということで、結果が出ています。

（斉藤委員）

分かりました。あと、あずま南についてですけども、工事そのものは区画

整理の事業でされると思うんですけども、工業系とはどういうことなのかと

いうのと、そうなると住居系よりもこう違うんだとか、あるいはどれくらい

の長さ、どんな管が入るのかというのは、どんな状況なんでしょうか。

（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長）

今回のお手元の資料には細かい、例えば口径等は書いておりませんが、原

則的には、汚水管と雨水管、そして調整池、やはり雨を溜めるような施設を

現在考えております。

この事業の工事につきましては、区画整理事業で行いますので、我々の方

で工事をするのではなく、区画整理事業として整備を行っていきます。

（島﨑委員）

資料３の配水管布設替についてなんですけども、二つあります。一つは、

布設替後の管径は同じく３００ミリメートルなのかということです。もう一

つは、東武東上線を跨いでいるところは、深夜にやらざるを得ないというこ

となんでしょうか。そうすると、ここは結構時間がかかる工事ということで

しょうか。



（久保田水道施設課長）

水道管につきましては、同じく３００ミリメートルの管を布設します。今

は、これが北朝霞陸橋に添架されている形で、横断をしているんですけども、

今度の布設替後は、東武東上線の線路の下を、トンネルのような形で、推進

で線路の下を貫いて、接続していくと。

（島﨑委員）

先に通してから、あとで取り除くみたいな感じですかね。分かりました。

追加で、そうするとその辺りは多少水圧は変わってくると思うんですが、

その辺りも管網解析等なさって大丈夫という理解でよろしいでしょうか。

（久保田水道施設課長）

はい、そのとおりでございます。

（前田会長）

それではほかに、御意見、御質問がないようですので、議題（３）は終了

させていただきます。

次に議題（４）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。

それでは、事務局から何かありますか。

（木村上下水道部長）

特にありません。

（前田会長）

それでは、特にないようですので、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。

最後に、先ほど部長の方からもありましたように、６回審議会がございま

して、６月１日に市長から諮問がありまして、皆様のいろいろな意見をまと

めて、無事答申案がまとまりましたので、本当にありがとうございました。

私が責任を持って市長の方に届け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）

それでは、本日で諮問事項の審議については、ひと区切りとなります。

閉会の前に、木村上下水道部長より、お礼の言葉を述べさせていただきま

す。



（木村上下水道部長）

一言、お礼を申し上げたいと思います。

本日、水道料金の改定の諮問に際し、審議会の答申案を取りまとめていた

だき、ありがとうございました。

６月１日の第１回審議会から、約６か月間、６回に及び慎重に御審議をい

ただき、本日を迎えることができました。

私たちの説明の中で、拙い部分や分かりづらい部分も多々あったと思いま

すが、皆様方の御理解と御支援をいただき、ここまで辿り着くことができた

と思っております。

特に、水道事業のパネル展示につきましても、皆様方が私たちの背中を押

してくださったおかげで開催ができたものと、感謝申し上げる次第でござい

ます。

今後におきましても、市民生活や社会経済活動に欠かすことのできない、

水道、下水道という社会インフラをしっかりと守っていきたいと考えており

ます。

引き続き、皆様方の御理解、お力添えをいただきますようお願い申し上げ、

簡単ではございますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。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６回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。

先ほど議事の中でも触れましたが、下水道事業経営戦略につきまして、今

後、下水道事業の現状分析や今後の事業の見通し、財政収支バランスの分析

等、継続的に御審議をお願いしたく、日程につきましては、年明けを予定し

ておりますが、なるべく早めに御連絡をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。


