
様式第３号

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第７回朝霞市上下水道審議会

開 催 日 時
午後１時３０分から

令和４年２月７日（月）
午後２時４３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１１人
前田会長、池田副会長、須田委員、かしわや委員、
佐久間委員、谷委員、小河原委員、関口委員、佐
藤委員、野島委員、清水委員

〇事務局８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、七里下水
道施設課長補佐兼下水道工務係長、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

会 議 内 容

１ 議事
（１）水道料金及び水道利用加入金の改定につい
て（報告事項）
（２）下水道事業経営戦略について（報告事項）
（３）その他

会 議 資 料

・会議次第
・【資料１－１】水道料金及び水道利用加入金の改定に
ついて
・【資料１－２】水道料金改定に関する今後のスケジュ
ール
・【資料２】下水道経営戦略策定に伴う主要な下水道事
業
・北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓
・「水道料金の改定に向けた準備を進めています」ホー
ムページ掲載案
・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

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

それでは定刻となりましたので、第７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

経営係長の櫻澤と申します。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。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

それでは、まず初めに市議会推薦である第 1号委員の上下水道審議会委員

の交代がありました。市議会議員の審議会等への委員選出は２年おきに改選

となりますが、令和３年１２月２０日で委員１人の改選がございましたので、

御紹介させていただきます。

第１号委員 かしわや委員でございます。

（かしわや委員）

このたび、委員を務めさせていただくことになりました、市議会議員のかし

わやと申します。よろしくお願いいたします。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

続きまして、開会に当たり、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）

皆様、こんにちは。

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７回目となり、本年度最後の開催となります。この間、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した。

本日は、水道料金の改定について、今期市議会の定例会で、御審議いただき

たく準備を進めておりますので、その状況を始め、策定に着手しております下

水道事業経営戦略については、今後予定される主要な事業について、御説明さ

せていただくほか、現在、水道事業及び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。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

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。２点目が、資料１－１水道料金及び水道利用加入金の改定

について。なお、この資料につきましては、本日全て差し替えとさせていただ

き、机上の資料１－１水道料金及び水道利用加入金の改定について、ホチキス

留めの８ページのものと差し替えをお願いいたします。３点目が、資料１－２

水道料金改定に関する今後のスケジュールでＡ４の１枚でございます。４点

目が、資料２下水道経営戦略策定に伴う主要な下水道事業で、資料番号２－１

から２－５までのものでございます。このうち資料２－３下水道施設の現状

につきましては、机上に配付している資料２－３と差し替えをお願いいたし

ます。

このほか、本日お配りしております資料が、資料１－１、資料２－３の差し

替えのほか、４点ございます。

１点目が、北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓、Ａ４で２枚のも

のでございます。２点目が「水道料金の改定に向けた準備を進めています」と

いうホームページを印刷した資料で、Ａ４で３枚ございます。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、島﨑委員、水谷委員、齊藤委員から所用により欠席との御連絡をいた

だいており、また、時枝委員がまだお見えになっておりませんので、出席者は、

１５人中１１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）水道料金及び水道利用加入金の改定についてになりますが、

昨年６月に富岡市長から諮問を受け、１１月まで６回にわたって審議を重ね、

検討結果を取りまとめ、１２月６日に答申書を市長に提出してまいりました

ので御報告いたします。

また、その際に市長より、約半年間の会議の中で各委員から多くの御意見が

出され、非常に充実した会議となったことについて、大変感謝しておりますと

いったお礼の言葉を頂きましたので、併せて御報告いたします。

それでは、議題（１）につきまし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、説明させていただきます。

資料は１―１となります。まず、１ページ目を御覧ください。

水道料金及び水道利用加入金の改定額につきましては、１１月１９日に開

催したこの審議会において承認をいただき、その後、１２月６日に前田会長よ

り市長へ答申書をお渡しいただきました。この件につきましては、皆様に通知

させていただいたところでございます。

そして、先日、１月１２日に市の部長級で構成される政策調整会議に、また、

１月１９日に市長、副市長、教育長、部長級職員で構成される庁議に、水道料

金改定について御審議いただき、その会議において水道料金・加入金の改定に

ついて御承認いただき、市の意思決定といたしました。

政策調整会議並びに庁議に提出した資料の一部抜粋したものが、本日の資

料１－１となっております。

１ページ目につきましては、審議会で承認された改定額を示しています。

改定額につきましては、朝霞市の水道料金の徴収が２か月おきになってい

ることから、審議会においては全て２か月分の料金で検討を行ってまいりま

したが、条例上の料金表は１か月分の表記となり、例えば基本料金では、

１３ミリメートル口径の改定額は９００円となっているものについては、条

例上は４５０円、その下は７００円、１，９００円と続きます。

また、従量割料金につきましては、こちらは料金ではなく、使用水量が半分

となり、２０立方メートルまでという表記が１０立方メートルまで、以下４０

立方メートルが２０立方メートルまでというようになります。

２ページ目は料金改定による口径ごとの影響額の一覧で、こちらも審議会

で検討させていただいた資料を基に作成したものでございます。

そして３ページ目では、県南中部及び県内類似団体の中における改定前、改

定後の朝霞市の料金水準比較をお示ししております。元々、審議会の検討の中

では数字をお示ししていたのですが、今回は朝霞市の水準が大体どのくらい

なのかが分かりやすい棒グラフで作成いたしました。

逓増制による従量割料金においては、２人世帯、４人世帯の比較、さらに裏

面は、２００立方メートル、１０００立方メートル使用した時の比較となって



おります。

また、４ページ目は、この審議会でこれまで検討した企業債残高や内部留保

資金残高のポイントを表したもので、平成２３年の東日本大震災を機に、老朽

管更新に加え耐震化事業を自己財源で行ってきたため、企業債残高は減った

ものの内部留保資金も約１０億円減らすこととなり、平成２６年を機に建設

改良工事には全て企業債を活用するということにシフトチェンジしたことに

より、企業債残高を増やしながら内部留保資金を維持して、令和３年度の現在

に至っているということが、青の折れ線で示されております。

今年度、令和４年度以降の事業を見直し、耐震化を含めた老朽管更新事業は

年間５キロメートル、事業費として１０年間で約６０億円を、そして浄水場の

更新事業として１０年間で約３７億円と試算しました。

そして、その財源について、今後も企業債を活用しようとすると、オレンジ

色の折れ線のように上段の企業債が約７８億円にまで膨れ上がり、将来世代

に過重な負担を残すこととなります。

一方で、浄水場更新事業にのみ企業債を活用し、老朽管等の更新事業を自己

財源で行おうとすると、緑色の折れ線で示すとおり、企業債残高を減らすこと

ができるものの、内部留保資金は令和７年度中に運転資金に必要な１０億円

を切ることとなり、さらに令和１１年度にはマイナスとなり、経営できない状

況に陥ることが示されます。

そこで、企業債残高を減らしつつ、内部留保資金を維持できるよう財政収支

バランスの均衡が図れる料金改定の案を出し、この審議会において検討して

いただいて、改定額を承認いただいたということになります。

次に、５ページ目につきましては、昨年６月１日以降の水道料金改定に係

る、６回にわたる審議会での検討経過を説明し、６ページ目以降は水道利用者

への情報発信として、秋に行った水道事業パネル展の結果、そしてアンケート

結果においても老朽施設の更新を進めなければならない状況や、それに伴い

料金改定が必要となることに、おおむね御理解をいただけたことについて説

明いたしました。

そこで、これから水道料金の改定を進めるために、現在、３月議会に水道料

金の額等を規定する、水道事業給水条例の条例改正案を提出する手続きを進

めているところでございます。

条例改正のポイントにつきましては、資料１－２となります。

水道料金及び水道利用加入金の改正につきましては、施行日を８月１日と

考えております。

水道料金は、偶数月検針の利用者につきましては、８月の検針日以降に使っ

た水量について適用となりますので、８月・９月に使った水量が１０月に検針

され、１１月納付期限の料金からが改定後の料金となります。

また、奇数月検針の利用者につきましては、９月・１０月に使った水量が１

１月に検針され、１２月納付期限の料金からが改定後の料金となります。

水道利用加入金につきましても同じく８月１日の施行と考えており、これ

は水道料金と違い、８月１日以降に申請をされたものから新料金を適用した



いと考えております。

また、水道料金とは異なりますが、給水条例の中には、工事に係る設計審査

手数料や検査手数料、指定工事店の登録に係る手数料などが規定されており、

その中で各種証明手数料というものがございます。

これは、水道料金を納付した証明などに際して適用されるものですが、平成

２６年度に一般行政サービスの住民票や課税・納税証明書などの手数料を見

直し、ほとんどの１００円の手数料を２００円に改定しているところであり、

水道事業における証明書手数料についても、今回の水道料金等の改正と一緒

のタイミングで、１件１００円から２００円に改正を行うものでございます。

そして、水道利用者の皆さんには、生活や事業活動に少なからず影響を及ぼ

すことになりますので、３月議会において条例改正案が審議され、最終的に可

決された際は、条例が施行されるまでの間に、様々な形で周知しなければなら

ないと考えております。

下段には、考えられる周知活動を記載しておりますが、まずは、チラシの全

戸配布や、検針の際に発行する検針票にコメントの記載を行い、また、説明会

単体で実施してもなかなか参加者が集まらないことも想定されますので、昨

年秋に開催したイベントを令和４年度も開催したりするなど、できる限り多

くの方々に料金改定の説明を始め、それとともに水道事業の現状なども御理

解いただける機会としてまいりたいと考えております。

また、料金改定に際しましては、コロナ禍が続く中での料金改定であり、全

水道利用者に対しましては、負担感の緩和として、また、実質的な負担増を段

階的に行うため、令和４年度中においては、料金改定のアップ額の

１／２を減額する予定でございます。資料１－１の２ページ目に戻りますが、

表の現行・改定額の右側に示す差引額の１／２が減額される目安となります。

また、それとは別に、生活困窮者などの負担軽減策も併せて行う予定でござ

います。生活保護受給世帯と児童扶養手当を受給している世帯に対して、従量

割料金を、一番安い２０立方メートルを超えて使用した場合においても、２０

立方メートル以下の料金である１立方メートル６０円とするような規定を考

えております。

料金改定に際しましては、様々な御意見を頂くものと認識しておりますが、

将来にわたって安全・安心な水道水の供給を維持するために、水道事業に対す

る御理解の促進に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

（木村上下水道部長）

ただいま申し上げました、負担軽減策につきましては、既存の条例の中の規

定で行いますので、今度の３月議会の条例改正の中には、特に改正案として出

す必要はなく、現状の給水条例の規定の中で行ってまいります。

以上でございます。



（前田会長）

ただいま水道料金及び水道利用加入金の改定について、事務局から説明が

ありましたが、御質問等がございましたらお願いします。

（須田委員）

負担軽減策の話が出たのですが、どのくらいの期間を考えていますか。

（西島上下水道総務課長）

先に申し上げました、全水道使用者に対する半額につきましては、令和４年

度中です。令和４年８月に施行して１０月に検針、１１月に納付されていくと

いうことから、偶数月は１０月の検針分、１２月の検針分、２月の検針分の３

調定分、奇数月については、１１月の検針分、１月の検針分、３月の検針分、

このように考えております。

令和４年度中にまずはこちらからやらせていただきたいと考えておりま

す。

（須田委員）

生活困窮者については。

（西島上下水道総務課長）

失礼いたしました。生活困窮世帯に対する従量割の料金については、基本的

には、生活保護を受給している期間、児童扶養手当を受給している期間、こち

らを適用したいというふうに考えております。

（佐久間委員）

負担軽減措置のお話があったんですけども、これはいつぐらいから負担軽

減をしようというお話が出てきたのでしょうか。

（木村上下水道部長）

１１月の第６回目で答申案をまとめていただいて、そのあと、１２月になっ

てからです。市長の方からも、コロナ禍で料金改定をするに当たっては、負担

軽減策ということも検討するようにと指示がございました。

（佐久間委員）

分かりました、ありがとうございます。

後は、料金改定のところで、手数料の部分を聞いておきたいんですけども、

１００円から２００円になるということなんですけども、令和２年度の申請

件数がどのくらいかというのは分かりますでしょうか。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

証明手数料になるんですが、実績としては令和２年度は１件でございます。



過去の３年で申し上げますと、令和元年度は６件、平成３０年度が１件でござ

います。

（かしわや委員）

埼玉県内の市町村との水道料金の比較ということで、これは、私、議会でも

取り上げたので、この辺は理解させていただいているところです。埼玉県の中

では、料金が安いということは認識させていただいているんですけども、朝霞

市はどちらかというと、埼玉県に所属しておりますけども、基本的に東京都の

県境ということで、経済圏的には東京に近いところだと思うんですね。そして

東京の方は事業者数が多いということで、多分そこで事業収益が高いという

ようなことだと思うんですけども、例えば東京２３区と比較して、朝霞市の現

在の水道料金の比較というのは、どのような形になるのでしょうか。確認にな

るんですが、お伺いしてもよろしいですか。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

東京都の料金との比較を申し上げますと、今日お配りした資料１－１のペ

ージ番号３－１を御覧ください。２人世帯の３２立方メートル使った場合、朝

霞市は３，８２８円となります。これが料金改定後は４，１８０円となるんで

すが、現在の東京都につきましては、４，５０５円になります。

隣にある４人世帯の５０立方メートル使った場合、朝霞市は５，９４０円と

いう金額になりまして、改定後が６，４９０円となるんですが、東京都の場合

は７，４２５円となりまして、東京都よりは安い設定となっております。

（かしわや委員）

そうなってくると、埼玉県内及び近隣の東京都と比べても朝霞市の料金体

系は安いということですね。この辺は多分、朝霞の老朽管対策だとか耐震対策

だとか、コンパクトシティというようなこともあるので、その辺での効率が高

いというようなことだと思いますので、その辺は認識ができました。

もう一点、これはお願いというか要望なんですけども、先ほど市民の皆様に

周知を丁寧に行うというお話があったんですけども、某所の方で、審議会の答

申を経て議会で承認をされて、水道料金を２倍にするというようなケースで、

問題があった地域があります。料金の値上げが早計なんじゃないかというよ

うな反対運動が起こりましたし、いろいろ議論があったところなんですけど

も、朝霞市の方も２倍と１０パーセントのところで比較にはなりませんけど

も、しっかりとその辺は、先ほども努めるというようなことでしたけども、慎

重かつ丁寧に市民の皆様に状況の説明をしていただきたいと思いますので、

要望とさせていただきます。

（野島委員）

今、かしわや委員から東京２３区と比べてというような御質問があったん

ですけども、今まで審議会の数を重ねてきた中で、埼玉県下の状況だとかを踏



まえた上で、事務局の方から説明をされてきたんですけども、質問の中で、確

かに朝霞市の位置付けが東京寄りだということは分かるんですけども、朝霞

市を考えたときに、東京２３区のことを質問に挙げる意図というのが、いまい

ち私は何とも申し上げにくいんですけども、それはたまたま朝霞市在住の方

が東京にお勤めの方が多いからという質問なんでしょうか。２３区と比べて

ということの意図というのは。

（かしわや委員）

地理的にも東京都に近いですし、ここに埼玉県の比較になっているものが

ありますけども、基本的に県境というようなことで、近くのところの状況とい

うか、料金がどれくらいなのか、朝霞市の位置付けがどのくらいなのかという

確認をしただけです。

（野島委員）

いろいろと今後やらなければいけない事業とかもたくさんあるんですよ

ね。以前も審議会に出られていたので、よく御存じだと思うんですけども、そ

ういった意味合いの中でのパーセンテージなのかなと思ったので、２３区う

んぬんの話を持ってくると、またいろいろな部分での考え方が変わってきて

しまうのかなと思ったので。意見でございます、以上です。

（佐久間委員）

料金改定は確か１０月からされると思うんですけども、今回３月議会で議

案に出されるということなんですが、６月でも良いのかなと単純に思ったん

ですけども、今回３月議会の議案になった理由というのを、確認のためお伺い

します。

（西島上下水道総務課長）

先ほど、委員の皆様からもありました、市民の方、事業者の方にしっかり丁

寧な説明をということであれば、できるだけ周知期間は 1 日でも長くとりた

いというところもございます。施行日を決めたときに、これだけの周知期間は

少なくとも必要ではないかというような考えで、８月１日施行ということで

あれば、やっぱり３月議会で、周知にできるだけ多くの時間を割きたいという

ことがございます。

（佐久間委員）

事前に説明をするのであれば、６月議会で決まる前に説明するというのも

できるのかなと思いますけども。

（木村上下水道部長)

やはり条例改正は議決事項でございますので、市民の方に対してきちんと

説明するとしたら議決をいただいてから、きちんとした説明をしたいと思い



ます。そういったことで、８月１日施行ということですと、３月末に議決をい

ただいて、４月から７月の４か月間で、一定の周知を図っていきたいと思いま

す。以上です。

（前田会長）

３月議会に議案が出まして、その議決を、周知期間４か月くらいとって、市

民に説明をし理解していただくという形をとらせていただくと。

それでは、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）下水道事業経営戦略について、事務局から説明をお願します。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

資料２の下水道経営戦略策定に伴う主要な下水道事業を御覧ください。こ

ちらにつきましては、各担当から御説明いたします。

（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長）

それでは、下水道経営戦略策定に伴う主要な下水道事業のうち、汚水整備事

業・雨水整備事業について御説明いたします。資料２－１を御覧ください。

初めに、汚水整備事業では、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まいりました。

令和３年度末予定での整備率といたしましては、宮戸２丁目地区５２．６パ

ーセント、根岸台２丁目地区７７．８パーセント、岡１丁目地区４４．１パー

セント、根岸台７丁目西地区６４．４パーセント、根岸台７丁目東地区５８．

９パーセントとなっております。

また、課題といたしまして、既存の道路幅員が狭く、汚水管を布設するスペ

ースが確保できない状況であることから、道路の拡幅工事等により布設可能

な状況が整い次第、工事を実施していきたいと考えております。

次に、雨水整備事業でございます。資料２－２を御覧ください。

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響に

より、今後、降水量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれていると

国の見解が示されています。

本市においても、下水道の能力を上回る局地的な大雨、いわゆるゲリラ豪雨

や、台風による浸水被害が発生していることから、雨水管の増強やバイパス管

の設置、雨水排水ポンプの増設、市独自の止水板設置費補助金制度の創設、内

水ハザードマップの作成等により、浸水被害の抑制対策を進めてまいりまし

た。

しかしながら、依然として、ゲリラ豪雨等による浸水被害が発生している状

況であることから、令和元年に朝霞市雨水管理総合計画を策定し、本計画に基

づき溝沼地区の浸水対策工事を令和２年度から進めており、令和３年度から



は２か年の継続事業で調整池築造工事に着手しております。

また、引き続き重点対策地区に位置付けた三原４丁目地区、朝志ケ丘４丁目

地区の整備計画を策定するために、近隣市との調整を図り、整備計画を策定す

るとともに、膝折町１丁目地区の対策工事も予定しております。

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、下水道事業経営戦略策定に伴う主要な下水道事業のうち、下水

道ストックマネジメント計画について御説明いたします。お手元の資料

２－３を御覧ください。

こちらは、現在、下水道事業で維持管理している下水道施設の概要となって

おります。まず初めに汚水施設のうち、汚水管渠の表を御覧ください。

汚水管渠は、１９７３年、昭和４８年から整備を開始し、現在まで約

２４０キロメートルの整備を行っております。表にありますとおり、整備から

４０年以上経過する管渠が約９２キロメートル、整備から３０年以上４０年

未満の管渠が約１２２キロメートルとなっており、今後、多くの管渠が更新時

期を迎えることとなります。

次に、汚水ポンプ施設でございますが、仲町中継ポンプ場が１９８３年、昭

和５８年に供用開始されており、こちらも３９年が経過しております。

次に、裏面の雨水施設のうち、雨水管渠の表を御覧ください。

雨水管渠につきましては、下水道事業を開始する以前から、既存の水路を道

路整備等に合わせ暗渠化されているものがございまして、そちらを合わせ、現

在約２０９キロメートルございます。表にありますとおり、こちらも汚水管渠

と同様、今後多くの管渠が更新時期を迎えることとなります。

次に、雨水ポンプ場と雨水調整池の表を御覧ください。

こちらにつきましては、比較的新しいものが多く、今後１０年間は、機械設

備の保守点検やオーバーホール等が主な業務となります。

次に、資料２－４を御覧ください。こちらは、現在、朝霞市が進めている下

水道ストックマネジメントの概要でございます。

資料２－３で御説明いたしましたとおり、下水道施設の多くは、今後２０年

の間に更新時期を迎えるため、計画的に更新を行っていく必要があります。こ

のため、現在、朝霞市下水道ストックマネジメント計画に沿って、点検、調査、

修繕、改築を行っております。

下水道ストックマネジメント計画では、事故があった場合、市民の皆さんの

生活に影響がある汚水管の幹線等を優先的に対策しており、これまで、資料の

左下にあるスケジュールで事業を進めてきております。

令和元年度の第１期の調査の結果、修繕及び改築が必要とされた、約１キロ

メートルにつきましては、令和２年度より対策を実施しており、令和６年度に

完了する予定でございます。

令和７年度以降につきましては、第１期完了後、順次、第２期、第３期と調

査を行い、その結果、修繕改築が必要なところに対し、対策を講じていくとい



うことを繰り返し実施していく予定でございます。

このほか、調査対象外の管渠等につきましては、毎年２０から３０キロメー

トル程度、人孔の蓋を開け、上から目視確認する点検業務を実施し、異常があ

れば調査を行い、修繕改築が必要と判定されたものは順次対応を行っていく

こととしております。

下水道ストックマネジメント計画の説明につきましては、以上でございま

す。

（西島上下水道総務課長）

それでは、引き続き、今後の経営戦略の策定スケジュールについて説明させ

ていただきます。資料は２－５となります。

今回、下水道施設の現状や、今後の主要事業の予定量などの見込みを説明さ

せていただきましたので、次回はそれに係る費用の見込みや、今後の下水道使

用料収益の見込みなどを説明した上で、現在作成している財政収支計画を基

に、将来的な財政収支バランスの均衡について検討して行きたいと考えてお

ります。

また、経営戦略の策定に当たりましては、平成３０年度の水道事業経営戦略

策定時にも実施しておりますが、幅広く市民から意見を頂くためのパブリッ

ク・コメントも実施したいと考えております。

パブリック・コメントの結果なども踏まえ、最終的に素案を取りまとめ、市

の政策調整会議、市長、副市長、教育長、部長級で構成される庁議に諮り、策

定、市民への公表とさせていただきたいと考えております。

以上でございます。

（前田会長）

事務局の方から、下水道事業経営戦略について説明がありました。今までは

水道に関してのいろいろな議題でしたけれども、今後、下水道も整備していか

なければいけないという話です。これからは進んでいくのではないかと思っ

ております。

御意見、御質問等ありましたらお願いします。

（野島委員）

先ほど資料２－１の説明をいただきまして、道路拡張等できないというと

ころがありましたけども、具体的に場所としては、地図上でどの辺りのことを

おっしゃっているんですか。

（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長）

御質問の場所でございますが、旧暫定調整区域が５地区ございまして、特定

の場所ではなく、全体的に昔からある道路と言いますか、狭い道路に、既に、

例えば水道管でありガス管であり雨水管が入っておりまして、既存の幅員で

はどうしても汚水管が入るスペースがございません。そのため、こちらにつき



ましては、例えば用地買収とか道路の拡幅工事に合わせて、下水道管を埋設し

たいと考えておりますので、この５地区の中のこの場所というわけではなく、

全体的に道路幅員が狭いので、工事とかに合わせて布設できるスペースがで

き次第、下水管を埋設したいと考えております。

（野島委員）

ありがとうございます。ということは、道路幅員拡張予定をする計画路線に

入っているということですか。

（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長）

例えば用地買収して、拡幅が決まったところにつきましては、我々の方にも

情報を頂いておりまして、次年度に下水管の工事を予定するとかというよう

な形で事業を進めさせていただいてます。

（野島委員）

こういった関連のこと、一般の市民の方がいらっしゃる中で新しく用地買

収をするというのは非常に難しいことだと思うんですね。場所によっては開

発、都市建設部も絡んでくることもあるのかなと思うんですけども、この幅員

に関しては、割とお願いベースというようなとこがあるようでして、一般の市

民の方に御理解いただけないと、拡幅予定があるにも関わらず、１軒の家のた

めに、数軒の家のために、なかなかこういった計画ができないというような話

があるんですけども、これに関してはやっぱりそのようなことなんですか。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

旧暫定調整区域のところなんですが、こちらそもそも下水道事業のために

道路の拡幅をするということではなくて、地区計画でまちづくりをしている

関係がございますので、御理解いただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。

（野島委員）

要は何を言いたいかといいますと、朝霞市でも都市計画道路というのはか

なりございますよね。全般的にうまく進んでいる地域と進んでいない地域が

あると。今回朝霞市も上下水道の審議会が一緒になった中で、今までは上水道

のことしかやらなかったことに対して、下水道のことに関しても同じような

形をとらなければいけないと。上水道は上水道で非常に大事ですけども、やは

り雨水対策の関係も含めて見ると、議題にあがっている地区を踏まえて、早々

にこういうふうな形をとらなければいけないと、予算も含めてやらなければ

いけないのかなと感じています。

水道料金もうまく投げかけをしながら進めていく、かつ下水道に関しても

雨水も含めてございますが、早い段階で指針を決めてやられることが良いか

なと思っております。地域に関わっている方々にとっては、御理解いただかな



ければいけないんですけども、うまくアプローチしていただいて、お願いした

いと思います。意見でございます。ありがとうございました。

（須田委員）

修繕・改築計画の概要フローというところで、緊急度Ⅲ、経過観察となって

いるものがあるんですけども、これがⅡになったら計画とは違ってすぐに修

繕をしていくのか、それともある程度のところで、計画的に修繕していくの

か、経過観察の度合いというか、経過観察をどういうタイミングでやっていっ

て、それをどうやって計画のフローの中に落とし込んでいくのか、そこを教え

ていただきたいです。

（河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長）

今回調査しまして緊急度Ⅲになった部分につきましては、８年に１回、先ほ

ど調査対象外のマンホールを開けて上から覗き込む点検をすると申し上げた

んですが、こちらの対象になる１２０キロメートルの重要路線につきまして

も、８年で一巡するような形で点検はずっと繰り返し行っていく形になりま

す。

その中で異常が見つかったものについては、カメラを入れるなり、人が入っ

ていくなりで調査をかけて、対策が必要であれば順次対策をしていくような

計画になっておりますので、１回調査をかけてそのまま当分一切見ないとい

う形ではなくて、ずっと点検は繰り返し行っていく計画にしてございます。

（佐久間委員）

資料２－１の旧暫定逆線引き地区の汚水管整備事業なんですけども、こち

らは令和２年１０月にも確か計画を出されていたと思うんですけども、そこ

に対する計画から、この整備率が増減があったところについては把握してい

ますでしょうか。また、その増減があったところの進捗の理由というのをお聞

かせいただきたいなと思います。

（木村上下水道部長）

まず、旧暫定逆線引き地区は、平成２５年から公共下水道の汚水管の整備を

始めています。その当時から、整備するに当たって下流側からやっています。

上流をやって下流を接続できないと使えませんので、原則、下流側から整備を

します。なおかつ、現況幅員が４メートル以上あって、スペースがあるところ

から整備するという形で整備をしてきて、今現在約８年から９年たって、この

整備率になっているということです。直近は、４メートル以上あって汚水管渠

が整備できるところは、ほぼ入れつくしてしまっているので、なかなかこの１

年２年では、進捗はほとんど上がっていない状況です。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

令和２年度なんですが、岡１丁目地区で整備延長の方は約９５メートル入



れさせていただきまして、令和３年度につきましては根岸台７丁目の西地区

の方に約４６メートル予定をしています。パーセンテージは、岡 1丁目地区

で、令和２年度が３６．３パーセント、令和３年度が４４．１パーセントです。

令和２年度は、ほかにはありません。

（関口委員）

テレビカメラ調査なんですけども、幹線につきましては１９．２キロメート

ルということで載っていますけども、幹線は１９．２キロメートルだけなんで

すか。

（河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長）

１９．２キロメートルは、重要路線の中に特に優先的にやらなければいけな

い、請け負っている面積、流れてくる面積が大きいものですとか、緊急輸送道

路の下に入っているものですとか、優先順位が高いものをやっていますので、

第２期もまた、汚水の幹線のカメラ調査を実施していく予定です。

（関口委員）

幹線以外にも当然、市街化区域内や汚水管というのは布設されているわけ

ですよね。そういうところもこれから先、調査をしていくのかというのはどう

なんでしょうか。

（河本下水道施設課専門員兼下水道管理係長）

基本的には、汚水の幹線と呼ばれているものについては、ほとんどカメラ調

査対象になっておりますので、順次やっていく形にはなっています。

（関口委員）

これを見ると、元年にやってからは、テレビカメラ調査というのはやってい

ないんですかね。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

今度のカメラ調査につきましては、令和５年を予定しておりまして、またそ

の第３期、第４期とかいうときにカメラ調査を予定しております。

（池田副会長）

資料２－２の裏側なんですけども、各重点対策地区の整備計画の中の３行

目、三原４丁目地区及び朝志ケ丘４丁目地区については、近隣市の計画と調整

を図る協議を実施したのちに整備計画を策定しますと書いてあるんですけど

も、近隣市というのは地理的状況を見ると、三原４丁目が新座市、朝志ケ丘４

丁目が志木市みたいな、そんな意味で、近隣市の計画と調整を図るというの

は、ある程度調整みたいなのは事務的にはやっているのか、これからまた一か

らやるのか、ちょっと分からないんですけども。



（七里下水道施設課長補佐兼下水道工務係長）

御質問の三原４丁目地区でございますが、道路で行政界が分かれておりま

して、地形的、例えば朝霞から新座に流れていく表面水だとか、新座から朝霞

に流れてくる表面水の関係がございますので、新座市の方でも雨水管理総合

計画というのを策定しておりまして、その辺の調整をさせていただいている

状況です。朝志ケ丘４丁目地区につきましては、雨水を流す方向が志木市方面

になりますので、こちらは志木市と調整を図っている状況でございます。

（池田副会長）

細かくなってしまって申し訳ないんですけども、１ページ目の方で、流出係

数が０．５から０．７にある程度見直して、３０パーセントくらいが地面に浸

透して、７０パーセントくらいが流れるみたいな雰囲気で見直すみたいな感

じなんですけども、志木とか新座も同じような感じで、国が指導しているのか

よく分かりませんけども、総合計画、ここら辺もある程度整合性を図っている

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）

流出係数については、朝霞市の考え方になってございますので、他市はまた

違う考え方で対応しております。

（池田副会長）

例えば朝志ケ丘４丁目は今度、流出係数が０．７になって増えてくるので志

木の方に行っちゃいますけど、みたいな情報交換も含めてやり取りをしてい

くということですか。

（田中上下水道部次長兼下水道施設課長）

既に協議等はしておりまして、朝霞の方の考え方をお伝えして、今協議をし

ている最中です。

（木村上下水道部長）

流出係数の関係なんですけども、以前は０．５だったんですけども、現況の

朝霞市の土地利用をきちんと見ていくと、今までは５０パーセントしか下水

の管に流れなかったのが、今の土地利用だと７０パーセント雨水が流れてく

るという、そういった状況を踏まえて、朝霞市のここの地区の見直しをするに

当たり、雨水がどれくらいのボリュームになるのか計算をする上で、

０．７という係数を使っております。

（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）その他になりますが、委員の皆様から何かございますか。

それでは、事務局から何かありますか。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

本日お配りいたしました、水道料金の改定に向けた準備を進めていますと

いう資料を御覧いただけますでしょうか。

こちら、議題（１）の方で御説明させていただいた内容につきまして、水道

料金の改定に関するホームページの掲載についての御説明をさせていただき

ます。

議題（１）の方で、水道料金に関する改正条例を３月の市議会で提出すると

いうことになりましたので、これまでの水道料金の改定に関する経緯なども

含めて、本審議会での報告後に、市民の皆様にも経緯を御覧いただけるような

ホームページを掲載したいというふうに考えております。

簡単に内容を説明いたしますと、まず１ページ目にある水道料金改定の趣

旨といたしまして、浄水場や水道管などの水道施設の老朽化や経営状況など、

現在の本市の水道事業における現状と課題があって、将来にわたって安心し

た水道水を供給するためには、水道料金の改定、適正な水道料金の検討が必要

になったという内容で趣旨を掲載させていただき、この審議会で朝霞市の適

正な水道料金の水準についてということで諮問したこと、諮問書についても

御覧いただけるような形にしております。

２ページ目に、今回の検討に当たって、上下水道審議会を６回開催したとい

うことと、水道事業の現状及び検討内容といたしまして、１ページ目の先ほど

の現状と課題があるというような内容を分かりやすくした資料を添付させて

いただいておりますが、こちら、昨年９月に開催した水道事業パネル展で、市

民の方に御説明した資料を、御覧いただけるような形で掲載しております。皆

様にお配りした第４回の審議会の資料の中にも、こちらの内容がございます。

３ページ目の方で、今、御説明をしたパネル展を開催したという内容と、こ

のパネル展で行ったアンケート調査についても御覧いただけるような内容と

なっております。こちらも第４回の審議会でお配りした資料の中にございま

すので、後ほど御覧いただければと思います。

４ページ目につきましては、上下水道審議会で検討した諮問につきまして、

１２月６日に前田会長より富岡市長に答申されたという内容を掲載させてい

ただいて、答申書の内容も御覧いただけるような形にしております。

最後に５ページ目といたしまして、水道料金及び加入金の改定に向けての

準備ということで、政策調整会議及び庁議における審議を経て、３月の市議会

に改正条例を提出するということと、また、改正条例の具体的な料金の改定額

の案を御覧いただけるような形で掲載をさせていただいております。

こちらの掲載の時期につきましては、早ければ明日以降に掲載する予定と

しております。

以上でございます。



（久保田水道施設課長）

本日、机上に置かせていただきました、北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴う

バルブ閉栓について、御説明させていただきます。

前回の審議会でも御説明させていただきましたが、現在、老朽管更新事業と

して工事を行っておりますが、バルブの閉栓作業を２月１６日水曜日、午前２

時から行いたいと思っております。

対象となる水道管は、昭和４７年に布設された直径３００ミリメートルで、

基幹管路に位置付けられておりまして、工事は順調に進んでいるところでご

ざいます。

今回の閉栓は、新たに布設した水道管と既設管との接続替えを行う関係上、

一時的に水の流れを止める必要があることから、実施するものでございます。

この閉栓作業によって、一部地域で水の流れが変わりますので、影響範囲内で

濁り水が発生する可能性がございます。

それでは２ページ目を御覧ください。こちらは、今月号の広報あさかの抜粋

になります。

影響範囲は西原、北原、朝志ケ丘地区の一部が予想されますが、それ以外の

地域でも発生する可能性がありますので、当日は十分気を付けて作業に当た

りたいと思います。

次に、水道使用者への周知といたしましては、広報あさか、市ホームページ、

こちらは既に掲載、更新しております。また前日には広報車による広報を２

回、そして本日より、影響範囲内の全世帯にチラシ配布を行っております。

さらに、濁り水混入を防ぐ対応としまして、受水槽を設置している建物につ

いては、午前２時の作業に合わせて、午前０時から職員と委託会社によってメ

ーターボックス内のバルブを順次閉鎖いたします。

なお、戸建てなど直結給水の建物については、所有者様自らでメーターボッ

クス内のバルブを閉栓していただけるように、写真付きの説明チラシを配布

しています。

皆様にはお手数おかけいたしますが、何卒御理解いただき、円滑な作業に御

協力をいただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。

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、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

いて御報告させていただきます。

恐れ入りますが、昨年１１月に開催いたしました第６回上下水道審議会で

使用した、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」を御参照願います。

あずま南地区の下水道区域の編入に伴いまして、昨年の１２月１０日から

２４日まで原案の閲覧を行い、本年１月１５日に原案の閲覧に対する説明会

を行いましたが、下水道区域の編入について、反対の御意見はありませんでし

た。



今後のスケジュールといたしましては、朝霞市都市計画審議会において御

審議いただいたのち、下水道事業計画等の変更手続きをしてまいりたいと思

います。

以上です。ありがとうございました。

（前田会長）

そのほかに事務局からございますか。

それでは、御質問ありましたらお願いします。

（須田委員）

北朝霞陸橋配水管布設替工事に伴うバルブ閉栓について、直結給水の建物

は所有者御自身でということなんですけども、忘れてしまったら何か影響は

あるんでしょうか。

（久保田水道施設課長）

作業時間中に水を使わなければ、特に濁り水が家庭内に蛇口等から出てく

ることはないんですけども、万が一、深夜２時過ぎから６時の間で使ってしま

ったときに、その間、濁り水が出ている場合には、御家庭内に濁り水を引っ張

ってしまうというところがございます。

またそれが、エコキュート等を使われてる御家庭ですと、エコキュート等に

支障を来す可能性がございますので、その辺は十分注意していただければと

思っております。

（須田委員）

分かりました。これ、よく周知しておかないと本当に忘れてしまう人が出て

くると思うので、確認できないので、お願いしたいと思います。

（前田会長）

それでは、ほか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。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

この会議をもちまして、今年度最後の上下水道審議会となります。昨年６月

の委嘱式以降、皆様の御協力をいただきながら務めてまいりましたが、不手際

や至らない点も多々あったかと思います。お詫びとともに、御支援に深く感謝

申し上げます。

それでは、以上をもちまして、令和３年度第７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。


