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会 議 録

会議の名称 平成２７年度第６回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２７年１１月１０日（火） 午後２時００分～午後３時３１分

開催場所 宮崎市上下水道局４階 大会議室（宮崎市鶴島3丁目252番地）

会長氏名 倉掛正志

出席者氏名

（委員）

倉掛会長、濵田委員、島内委員、清家委員、南部委員、梅田委員、仁田脇

委員、田之上委員、小倉委員、酒井委員、池谷委員（計１１名）

欠席者氏名

（委員）
鈴木委員、長友委員、平田委員、黒木委員

事務局

上下水道局長、管理部長、水道部長、下水道部長、総務課長、財務課長、

料金課長、給排水設備課長、水道整備課長、配水管理課長、浄水課長、営

業所工務課長、下水道整備課長、下水道施設課長、総務課長補佐、経営企

画係長、坂本主査、冨永主任主事、渡部主任主事、谷元主任主事

傍聴者 一般傍聴者 １名、報道関係者 １名

議事

（１）みやざき水ビジョン改訂版（素案）について

（２）その他
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（会議の経過）

発言者 議題・発言内容・決定事項

事務局 【開会】

開会を宣言。

【委員出欠状況報告】

本日は委員１５名中１１名にご出席いただいております。

宮崎市上下水道事業経営審議会条例第５条第３項により、半数以上の委

員が出席されておりますので、本会議が成立することを報告します。

事務局 【議長選出】

条例第５条第２項の規定に基づき、会長に議長をお願いしたいと思いま

す。

会長 【会長あいさつ】

会長 【議事（１）みやざき水ビジョン改訂版（素案）について】

それでは、議事（１）のみやざき水ビジョン改訂版（素案）について、

事務局より説明をお願いします。

事務局 会議の進め方について説明

会長 ただ今、事務局の方から本日の会議の進め方について説明がありました

が、事務局提案のとおり進めてよろしいでしょうか。

（委員了承）

異議がないようでございますので、事務局は説明をお願いします。

事務局 みやざき水ビジョン改訂版（素案）の第 1章から第４章について説明（資

料１、資料２，資料３）
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会長 ただ今、事務局より今回の改訂について、第１章から第４章の部分まで

の説明がありました。

今回の改訂は、前期の５カ年を踏まえ、後期計画期間の取組内容を見直

すということです。

４章では後期計画の課題などの説明がありましたが、ただ今の説明につ

いて、何か意見や質問はございませんか。

（質問等なし）

それでは、質問等もないようでございますので、改訂版素案の第５章、

基本戦略の１について事務局から説明をお願いします。

事務局 第５章 基本戦略１について説明

会長 ただ今、基本戦略１についての説明がありました。

水道事業に係る後期計画の具体的な取組内容、重点課題やその目標値な

どについて説明がありました。

説明があった事項について、何か意見や質問はございませんでしょうか。

委員 この計画の内容は重要で、このように進めて行かなくてはいけないと思

います。

以前、他都市において、インフラ整備の計画を地図上に落とし込んだマ

ッピングシステムを見たことがあります。下水道はいつごろ整備を行い

ますという情報を見て、引っ越しや家を建てるといった動きがあります。

宮崎市の場合でもこのような地図上に情報を落とし込んだインフラ計画

があるのかどうかお尋ねします。

事務局 上水道の場合は、拡張事業につきましては実施していない現状でござい

ます。既設管の耐震化事業、口径３５０㎜以上の幹線管路につきまして

は、現水ビジョンの中での計画、約１８．７㎞につきまして計画してお

ります。経年管更新事業、口径３５０㎜以下の管の更新につきましては、

耐震化事業に合わせました、災害時の避難所となる公共施設や、拠点医

療施設などに繋がる既設管路の更新事業をやっておりまして、来年ここ

に水道管を新たに布設していく、整備するというような計画は今のとこ

ろございません。
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委員 聞きたかったのは、古い管とか色々ありまして、ＧＩＳのデータで、こ

こは何年経っているのでいつごろ整備しますとか、そういう計画の中で

こういう延長距離が出てるのだと思います。このようなデータがＩＴの

中で蓄積されてこういう数字が出てきているのかなと思います。

他都市で見たことがありまして、市民の中にはインフラ整備の状況や予

定をみて住居等を考える方もいます。

宮崎市の場合も全体の計画の中で、人口が減る中で、ここは重点的にや

りますというものがあるのですかということです。

事務局 地図上には明記しておりませんが、幹線管路については１８．７㎞につ

きまして年次的に布設替えをやっていくという計画はございます。

それにつきましては上下水道局に来ていただければ今後の予定はわかり

ます。また、経年管更新事業につきましては、耐用年数４０年を過ぎた

からすぐ更新しますという計画はございません。

先ほど申しましたように、災害時に拠点施設となるところに繋がる管の

更新というのを計画的に行っておりますが、それをマッピングに落とし

ているわけではございません。

事務局 付け加えまして、下水道の管路の状況を説明させていただきます。

下水道施設のマッピングというのは管の台帳システムというものがござ

いまして、上下水道局に来ていただければ閲覧とデータの出力が可能で

す。

新たに整備する区域につきましても、年度計画でこの部分は今年度しま

す、あるいは将来計画につきましても、下水道区域に入っておりますの

で、いつまでには整備予定ですということの一般的な説明は可能であり

ます。

具体的になりますと、どの地点でいつの計画なのか、工程や計画につき

まして説明することは可能ですが、局に来ていただかないと分からない

という状況でございます。

会長 そのあたりの説明は分かるのですが、今の質問というのは地図上にプロ

ットされているものがあるのかどうかという質問だと思います。

それだけお答えいただければいいと思いますが。

事務局 内部のマッピングシステムというものはございます。ただ、それをオー

プンにしていない状況でありまして、局に照会していただければ、下水
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については今後管路を敷く予定がありますといった地図上の判断が出来

るようになっております。

ホームページ上等で誰もが閲覧できる状況にはなっていないため、ご相

談、照会していただくとありがたいと思っております。

委員 資料１のＰ２０の⑦アセットマネジメント手法というのは、具体的には

どのような内容なのでしょうか。

事務局 現在の施設の更新時期等につきまして管理をしていくことにより、更新

の時期をフラット化、平準化するということで、効率的な事業を行って

いくことでございます。

委員 外部委託、業務委託をしているということでしょうか。

事務局 今のところ、はい。

事務局 現在上下水道局で所有している施設、管路というのは、かなりの数がご

ざいます。それをコンサルにお願いして、その分析をしていただき、優

先順位をどうしていくのか局内で検討します。その調査についての業務

委託を行っております。

アセットマネジメントの運用については局にて決めていくということで

ございますので、コンサル業務というのは資料作りのための業務と考え

ていただけたらと思います。

会長 他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

それでは、改訂版素案の第５章の２と３について、事務局から説明をお

願いします。

事務局 第５章 基本戦略２，３について説明
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会長 ただ今、基本戦略２と３について説明がありました。

後期計画の具体的な取組内容、重点課題やその目標値などについての説

明がありました。

説明のあった事項などについて、何か意見や質問はございませんか。

委員 管路というのを管きょと書いているのは、意味は一緒でしょうか。

事務局 意味は一緒なのですが、水道と下水道で区分をするということでありま

す。

委員 新旧対照表のＰ９、新の欄、計画課題の整理の中に、ストックマネジメ

ントとありますが、この意味を教えてください。

事務局 先ほどアセットマネジメントという同じような言葉が出てきましたが、

ストックマネジメントはアセットマネジメントの一部でございます。

ストックというのは資産、管路や処理場、浄水施設等の築造年度、老朽

化率を整理しまして、どの時期にどのような手当をしていけばいいかと

いう試算をするという取組です。

これを大きくしたものがアセットマネジメントになります。

ストックは物というように捉えていただくと分かりやすいかと思いま

す。

委員 資料１のＰ４４、取組内容の④に不明水という言葉がありますが、意味

を教えていただきたいと思います。

事務局 不明水という言葉は下水道でよく使う言葉でありまして、水道では漏水

という言葉になろうかと思います。

管路は古くなりますと、地下水や雨水が管の中に入りまして、本来処理

するのは汚水だけなのですけれども、雨水や地下水が流れてきますと処

理に影響する場合がございますので、こういったものを不明水と呼びま

して、それを減らそうということでございます。

委員 資料１のＰ２５とＰ３９を見比べてほしいのですが、いずれも危機管理

のページで、上水と下水の書きぶりが統一されていないと思いました。
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Ｐ３９では①として黒丸で具体的な内容が掲げてあるのですけれども、

Ｐ２５では頭出しの仕方が違うなと思いまして、上下水道局の内部では

そのあたりの調整はされないのかなというところがあります。

可能であれば統一された方が良いのではと思います。

事務局 ご指摘のとおりでございますので、水道と下水道の整合をとりたいと思

います。

会長 他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

それでは次に、改訂版素案の第５章、基本戦略４と５について事務局か

ら説明をお願いいたします。

事務局 第５章 基本戦略４，５について説明

会長 ただ今、基本戦略４と５について、後期計画の具体的な取組内容、重点

課題やその目標値などについて説明がありました。

説明のあった事項などについて、何か意見や質問はございませんでしょ

うか。

委員 資料１のＰ５１にクリプトスポリジウム等対策の徹底とあるのですが、

宮崎市の水道ではどのような対策をとっていくのかということと、クリ

プトスポリジウムが検出されることは今ないのかということをお尋ねし

ます。

事務局 クリプトスポリジウムにつきましては、濁度が上昇しますと発生する可

能性がありますので、浄水濁度を０．１以下で給水を行うということで

対応しております。

発生したかどうかにつきましては、浄水ではございません。大淀川の原

水では、希に１個や２個確認されることがございます。

委員 塩素に抵抗性があるので、ろ過の方法が勧められていますが、宮崎市で
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はろ過という方法はとっていないのでしょうか。

事務局 浄水工程が凝集沈でんと急速ろ過でありまして、そのろ過水の濁度を０．

１以下に保つということでクリプトスポリジウムについては発生してお

りません。

委員 Ｐ５２の簡易水道統合計画の平成２９年４月の図で、薄い青の部分が簡

易水道のままで統合される予定ということでしょうか。

ここはクリプトスポリジウムの危険性がまだ残っていますと理解すれば

よろしいでしょうか。簡易水道は塩素消毒のみであるとの記述がありま

すので。

事務局 簡易水道につきましても、緩速ろ過を使っているところもありますし、

天神、持田地区につきましては運搬給水をやっておりますので、クリプ

トスポリジウムについては発生しません。天神地区につきましては滅菌

して給水しております。去川、柞木橋、浦之名につきましては上水道と

同じ処理をしておりますので、クリプトスポリジウムは発生しておりま

せん。

事務局 この図では去川地区と柞木橋地区は簡易水道のままで経営統合となって

おりますが、施設統合という形で水道水を送るという方向に計画を変え

ております。施設統合しないのは浦之名地区のみとなりまして、施設水

準が高いため、水道と変わらないような水質で供給できるということで

ございます。

会長 その他、今までの全体を通じて何かございましたらお願いします。

委員 Ｐ４８の実施方策４－（１）の④ＩＣＴ技術の活用による業務効率化の

中にマッピングシステムの構築作業というのが水道の場合は出てきま

す。先ほど下水道の方は出来てるとおっしゃっていたのですが、水道は

出来ていないということで、ここで記載しているのではないかと推測し

たのですけれども。

市民の方は自分のところの水道や下水道がどうなっているのか知りたい

と思います。セキュリティーの問題もあるかもしれませんが、自分のま

わりの水が将来的にどういう計画になっているかが一番興味のある事項
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なので、出せる情報、出せない情報があるかもしれませんが、ある程度

市民の理解を得るためには、今後構築されるのであれば、公開できる情

報は公開していただければと思います。

事務局 管路のマッピングシステムにつきましては、水道の方も構築しておりま

す。閲覧に来ていただければ提供できます。

委員 今後の予定については確認できないわけですよね。

内部の資料としてはあると思いますが。

事務局 局で持っているマッピングシステムのデータをどう市民の方にお見せす

るかということだと思いますけれども、個人的な情報もあるのかも知れ

ませんし、システム上でどのようにホームページ上に公開できるか分か

りませんが、そのあたりも今後、市民サービスの向上という観点から検

討していきたいと思っております。

詳しい地図データを出すということではなく、エリアごとに今後の計画

をお知らせしていかなくてはならないと思いましたので、検討させてい

ただければと思います。

会長 今後の課題として検討材料に加えてください。

委員 目次の５．基本戦略の推進と書かれていらっしゃいますが、最初、何に

対しての基本戦略なのかぼやっとしていた点と、その後に基本戦略Ⅰか

らⅤとありまして、重複するという感じがします。例えば経営の戦略と

か項目ごとに基本戦略の内容を示された方が、基本戦略という四文字熟

語の堅い感じが続くので、読み取りにくいという感想がありました。

表題が受け取りにくいと思いました。

事務局 重点課題の位置づけと基本戦略をどのように結びつけるかというところ

で、４．後期計画期間の計画課題の中で新たな課題の整理を行い、重点

課題の位置づけをし、そしてこれがどのように基本戦略に結びつくかと

いうところのお示しをしていないものですから、分かりづらいとの議論

は内部でしたところでありました。

色々とご意見をいただいた中で、可能であれば次回までに整理した姿を

お示しできればと考えております。
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委員 先ほど、下水に不明水ということで、雨水や地下水が流れ込むことがあ

るというお話だったのですが、逆に、下水が流れ出て環境を汚染すると

いう事態はあまり起こっていないのでしょうか。

事務局 入ってくるのであれば、出て行く可能性もあるのではないかとのご心配、

ご指摘だと思います。管路が老朽化すると、亀裂や管の破損が発生する

場合がございます。そういった部分を調査するためには管路にカメラを

入れるですとか、人が入って実際に見るというのが処方としてございま

す。管路が閉塞し、汚水漏れということはございますが、外に流れ出て

被害を及ぼすということは把握できていないところも現状ではございま

す。

そういったことは老朽管に対応していく部分が多いですので、長寿命化

や総合地震対策の中で、管の更生等の対策を徐々にではありますが進め

ているところでございます。

会長 他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

本日の意見等を踏まえて、次回までに修正、説明をお願いしたいと思っ

ております。

それでは、議事の進行を終了させていただきます。

事務局にお返しします。

事務局 【局長あいさつ】

【閉会】


