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会議次第 

１ 開会 
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３ 委嘱状交付 

４ 議事 
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（１）令和元年度事業実績について 

   （２）令和２年度事業計画について 
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減免について 
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の試料採取について 

５ 閉会 
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１ 開会  

２ 市長あいさつ 

３ 委嘱状交付 

４ 議事 

 

協議事項（１）会長・副会長の選任について 

 会長は，渡邉委員に決定。 

 副会長は，野村委員に決定。 

 

報告事項（１）令和元年度事業実績について 

【業務状況について】 

事務局（奥野）：  令和元年度事業実績について，ご報告をさせていただきます。 

         まず，水道事業の業務状況です。 

令和元年度の行政区域内人口は６８，８２８人，給水人口は６８，４

２１人で，ともに対前年度比１，０９９人の増となっています。行政区

域内人口に占める給水人口を表した普及率は９９．４１％で，昨年度と

ほぼ同様の数値となっています。 

続きまして，日平均給水量は対前年度比１２９㎥増の１８，４０４㎥

でした。日最大給水量は２０，３１６㎥です。こちらは令和元年１２月

３１日に記録したものであり，過去最大となっています。続いて，日平

均有収水量です。有収水量とは，料金の徴収対象となる水量です。給水

する水は，消防活動や水道管の洗浄等にも使用するため，全ての水が料

金の徴収対象になる訳ではありません。また，老朽管からの漏水等があ

れば有収率は下がります。有収率が高ければ高いほど，料金の徴収率が

高いという指標になります。有収率については９６．６５％で，対前年

度比０．５ポイント減となっています。例年９６～９７％の間を推移し

ています。総務省で公表している平成３０年度の全国平均の有収率は８

９．９％ですので，守谷市は全国平均を大きく上回っています。有収率

を向上させるための取り組みとして，老朽管や石綿管の更新工事を計画

的に行っています。 

         続いて，下水道事業の業務状況です。 

処理区域内人口については，対前年度比１，１１７人増の６８，２３

２人でした。処理区域内人口の増加人数が行政区域内人口の増加人数よ

りも１８人多くなっている理由としては，農業集落排水事業の処理区域

内人口が１８人減少していますので，農業集落排水事業区域から公共下

水道事業区域への人の移動があったものと推測されます。これについて

は例年同様の傾向となっています。下水道の普及率は対前年度比０．０

４ポイント増の９９．１３％で，農業集落排水事業と合わせると市内の

下水道普及率は１００％です。水道及び下水道の普及率の高さが守谷市

の特徴のひとつとなっています。 

審議経過 
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日平均処理水量は３２，４１７㎥で，対前年度比２０３㎥減となりま

した。これは，市内の大口事業者の使用水量が年々減少していることが

要因だと思われます。晴天時の日最大処理水量は，対前年度比２，１５

８㎥増の３９，１６０㎥でした。これは令和元年１２月１３日に記録し

たものであり，おそらく年末の大掃除で使用されたものと思われます。

続いて有収水量です。有収水量は下水道使用料の徴収対象となった水量

です。メーターを通らない雨水や不明水が混入すると有収率が下がるこ

とになります。守谷市の令和元年度の有収率は８５．１８％です。総務

省が公表している平成３０年度の全国平均の有収率は８１．４％ですの

で，守谷市は全国平均を上回っています。 

         続いて，農業集落排水事業の業務状況です。 

処理区域内人口，水洗便所設置済人口ともに対前年度比１８人減とな

っています。先程ご説明しましたとおり，公共下水道事業区域への人の

移動があったものと考えられます。日平均有収水量はほぼ例年どおりの

数値となっています。 

 

【経営状況について】 

事務局（奥野）：  続いて，経営状況について水道事業からご報告させていただきます。 

まず，収益的収入及び支出です。 

収益的収入及び支出とは，予算様式上３条として記載されるため，３

条予算などとも呼ばれるものです。当該事業年度の企業活動による収益

とそれに対応する費用を計上したもので，主に施設の維持や運転管理費，

修繕費などの費用です。 

まず，収益的収入については，営業収益が１２億６，７９６万８千円，

営業外収益が２億６，６６５万８千円，特別利益が２０万７千円で合計

１５億３，４８３万３千円でした。営業収益とは，主たる営業活動から

生じる収益であり，給水収益が主なものです。営業外収益とは，主たる

営業活動以外の原因から生じる収益をいい，分担金が主なものです。営

業収益のうち水道料金は１２億１，０５８万７千円，営業外収益のうち

分担金は１億２５５万円です。分担金は，新しく水道管を引込むときに

利用者が負担する加入金です。あくまでも一時的な収益であり，継続的

にお支払いただくものではありません。水道料金は継続的にお支払いい

ただくものですので，本来であれば，水道料金で費用を賄っていくこと

が理想です。令和元年度の分担金は４７７件であり，対前年度比１３１

件の増となっています。マンションや戸建ての新築件数等が分担金の件

数に影響してきます。特別利益とは，その年度だけ一時的に生じる利益

のことです。令和元年度は，滞納された水道料金が時効により消滅した

ことから，貸倒引当金繰入額と不納欠損した滞納額の差額を特別利益と

して計上しています。これまで，水道料金については，民法により消滅

時効期間が２年間とされていました。下水道使用料は税金と同様に，法
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律で消滅時効期間が５年間とされていました。昨年度，法の解釈に変更

があり，水道料金，下水道使用料ともに今後は消滅時効期間が５年間と

なりました。 

         続きまして，収益的支出ですが，営業費用が１２億４，７４２万５千

円，営業外費用が７３３万８千円，特別損失が１５万２千円で合計１２

億５，４９１万５千円でした。営業費用のうち，受水費が５億９，０３

２万円，減価償却費が２億５，６８７万３千円となっています。減価償

却費とは，水道管などの資産は，一度整備すると複数年度にわたって使

用することができるため，その整備費用を整備した年度に全て計上する

のではなく，資産の価値の減耗などを加味したうえで，設備の耐用年数

などで整備費用を配分するものです。 

 収益的収入から収益的支出を差引いた２億７，９９１万８千円が当年

度純利益となります。 

         続きまして，資本的収入及び支出です。 

こちらは，予算様式上４条に記載されるため，４条予算などとも呼ば

れ，施設の構築や企業債の借り入れ等に関するものとなります。 

令和元年度の資本的収入ですが，他会計負担金が２５７万４千円，他

会計補助金が１４万円で合計２７１万４千円でした。他会計負担金とは，

消火栓の設置などに要した費用を一般会計から繰り入れたものです。他

会計補助金は，職員の児童手当となっています。これらの一般会計から

の繰り入れは，総務省の繰出基準に基づいています。 

資本的支出ですが，建設改良費が２億４，６７５万８千円，企業債償

還金が５３０万８千円で合計２億５，２０６万６千円でした。令和元年

度の建設改良費の内容としては，主に老朽管や石綿管の布設替え工事，

次亜注入施設改築更新工事等になります。企業債については，平成７年

度から平成１２年度に借り入れた企業債の償還となっており，最終償還

年度は令和１２年度となります。 

資本的収入と資本的支出の差額マイナス２億４，９３５万２千円につ

いては，内部留保資金等で補てんしています。内部留保資金とは，減価

償却費など実際の現金の支出がない費用計上によって生じた資金です。

この資金は，主に施設整備の費用や，これまでに行った施設整備のため

に借り入れた借金の元金返済の財源として使われます。この内部留保資

金を財源として整備された施設の費用は，その翌年から減価償却費とし

て費用に計上され，また内部留保資金として積立てられます。令和元年

度末の内部留保資金は，２８億８，０００万円となっています。 

         続いて，下水道事業の収益的収入及び支出についてご報告します。 

収益的収入ですが，営業収益が１４億５６２万５千円，営業外収益が

９億３５５万７千円，特別利益が６２７万９千円で合計２３億１，５４

６万１千円でした。営業収益のうち下水道使用料は１３億７，２６０万

１千円，営業外収益のうち長期前受金戻入は８億６，７８０万３千円で
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す。長期前受金戻入とは，過去に構築した施設のうち，減価償却を行う

べき固定資産の取得，または改良に充てるための補助金等相当額の戻入

となります。続いて，特別利益です。昨年度，台風が発生した際に，守

谷市で管理する３つの樋管に土砂が堆積しました。それに伴い，堆積土

の撤去費用，樋管操作員の待機費用等が発生したため，災害復旧負担金

を一般会計から繰り入れたものです。 

収益的支出ですが，営業費用が１９億１，６３８万８千円，営業外費

用が７，２２７万９千円，特別損失が５１２万７千円で合計１９億９，

３７９万４千円でした。営業費用のうち減価償却費が１１億５，４４４

万５千円，委託料が４億６，１７４万４千円，修繕費が１億７，７５６

万８千円でした。営業外費用には，企業債の支払利息約６，５００万円

が含まれています。特別損失は，先ほどご説明した，台風による樋管の

堆積土の撤去費用等となっています。 

収益的収入と収益的支出との差額３億２，１６６万７千円が当年度純

利益となります。 

続いて，資本的収入及び支出についてご報告します。 

 令和元年度の資本的収入ですが，一般貸付金返還金が２億２，１４０

万円，受益者負担金が２，６８４万５千円，他会計負担金が１，８６７

万５千円，他会計補助金が２万円で合計２億６，６９４万円でした。一

般貸付金返還金とは，都市計画道路坂町清水線の用地取得費用として，

守谷市土地開発公社から依頼を受け，貸し付けているものとなります。

受益者負担金とは，水道事業における分担金と似た性質のものであり，

新たに守谷市の下水道を利用する際に，利用者に負担していただくもの

です。受益者負担金は土地に賦課するものであり，敷地面積が大きいほ

ど負担額は大きくなります。他会計負担金の主なものは，雨水管の整備

費用等を一般会計から繰り入れたものです。他会計補助金は，職員の児

童手当を一般会計から繰り入れたものです。 

資本的支出ですが，令和元年度は建設改良費が１億２，８７２万４千

円，企業債償還金が２億７，８１１万６千円，一般貸付金が６，９４０

万円で合計４億７，６２４万円でした。建設改良費は，主に整備申請に

基づく下水道管の布設工事や，破損した下水道管の布設替え工事費用と

なります。企業債償還金は，平成元年度から平成１８年度に借り入れた

企業債の元金償還となります。最終償還年度は令和１９年度を予定して

おりまして，令和元年度末の企業債残高は元利合計で約２９億４，９０

０万円となっています。一般貸付金については，先ほどご説明した都市

計画道路坂町清水線に関わる貸付金となっています。 

資本的収入と資本的支出の差額マイナス２億９３０万円については，

水道事業と同様に，内部留保資金等で補てんしています。令和元年度末

の内部留保資金は，４６億４，１００万円となっています。 

続いて，農業集落排水事業の経営状況についてご報告します。 
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農業集落排水事業は特別会計にて事業を行っています。歳入について

は，一般会計からの繰入金が３，７３８万２千円，使用料及び手数料が

５９１万６千円，前年度からの繰越金が３５３万４千円，県支出金が２

００万円で合計４，８８３万２千円でした。農業集落排水事業は事業規

模が小さく，独立採算での事業運営は難しいため，一般会計からの繰入

金で事業費を賄っています。県支出金の内容ですが，今後，農業集落排

水事業の施設改築更新等に，どの程度費用が発生するかについて調査し

た計画策定に対する県の補助金となります。 

歳出については，農業集落排水管理費が２，４９７万６千円，公債費

が１，７７４万７千円，一般会計繰出金が３５３万４千円で合計４，６

２５万７千円でした。農業集落排水管理費ですが，主に処理場の運転管

理費や修繕費となります。公債費は，平成８年度から平成１２年度に借

り入れた企業債の償還金となっており，最終償還年度は令和１２年度を

予定しています。 

歳入から歳出を差引いた２５７万５千円が実質収支額となります。 

続いて，水道事業の損益計算書です。収益１５．３億円の内訳及び費

用１２．５億円の内訳を示しています。収益と費用の差額が純利益２．

８億円となります。 

続いて，貸借対照表です。貸借対照表とは決算日時点の財政状況を表

したものです。資産８２．６億円及び返済義務のある負債３２．６億円，

返済義務のない資本５０．０億円の内訳を示しています。負債と資本の

合計は，常に資産と同額となります。 

下水道事業についても，損益計算書と貸借対照表を記載していますの

で，ご覧ください。 

続いて，経営成績について水道事業からご報告させていただきます。 

 まず，総収支比率とは，総費用が総収益によってどの程度賄われてい 

るかを示すものです。比率が高いほど利益率が高いことを示し，１０

０％以上では黒字であることを示します。令和元年度は，対前年度比１

３．６ポイント増の１２２．３％でした。営業収支比率とは，営業収益

の営業費用に対する割合を示すものです。収益収支を最終的に黒字にす

るためには，１００％を上回る必要があります。営業収支比率は，対前

年度比７．５ポイント増の１０１．７％となっています。３年間かけて

全ての資産の再整理を行った結果，これまで過大に減価償却を行ってい

たことが判明し，令和元年度については減価償却費が減少しました。そ

のほか，浄水施設の廃止に伴い委託料，修繕費及び動力費が減少しまし

た。こうしたことにより，営業収支比率が大幅に改善しました。 

続いて，供給単価とは，有収水量１㎥当たりにどのくらいの収益を得

ているかを表したものです。給水原価とは，有収水量１㎥当たりにどの

くらいの費用を要しているかを表したものです。供給単価が給水原価を

上回っていれば，黒字で供給していることになります。これまで料金回
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収率が１００％を下回ることが多かったのですが，令和元年度は１１４．

９％まで改善いたしました。これは，令和元年度の途中から消火栓交換

費用を資産の構築費用に組替え，給水原価から外れたこともひとつの要

因です。そのほか，浄水施設の廃止により修繕費等が減少したことなど

が料金回収率改善の要因となります。 

同様に，下水道事業の経営状況ですが，総収支比率が対前年度比５．

９ポイント増の１１６．１％，営業収支比率が対前年度比１１．７ポイ

ント減の７３．１％となっています。営業収支比率が昨年度よりも減少

した理由は，資産の再整理に伴い，これまで減価償却を過少に行ってい

たことが判明したため，令和元年度は減価償却費が増加したことが挙げ

られます。 

続いて，使用料回収率は対前年度比３９．０ポイント増の１５１．

６％となっています。令和元年度の途中から，マンホール鉄蓋の交換費

用を資産の構築費用に組替えたことなどにより，汚水処理原価が減少し

たため，使用料回収率は昨年度に比べ増加しました。 

 続いて，上水道事業，下水道事業，農業集落排水事業の資金不足比率 

についてご報告させていただきます。 

資金不足比率とは，事業規模に対する資金の不足額の比率で，経営状 

態の悪化の度合いを示す指標です。負債から資産又は歳出から歳入を差

引きますので，マイナスの値となれば，資金不足はないということを意

味します。３事業全てマイナスの数値となっていますので，全て資金不

足はないという状況になっています。 

 

【工事実績について】 

事務局(奥野） ： 続いて，工事実績についてご報告します。 

水道事業，下水道事業ともに，図面で令和元年度の工事箇所を示してい 

ますので，ご覧ください。 

報告事項（１）令和元年度の事業実績の説明は以上です。 

 

○委員からの質疑等 

菅野委員    ： 先ほど業務概要の中で，消化ガス発電事業の説明がありました。平成 

２６年度時点での買取単価は３９円/kWh(税抜)とのことでしたが，この 

買取単価は今後も継続されるのでしょうか。 

もう１点，昭和４６年に簡易水道事業が発足されたということですが， 

水道管の耐用年数はどのくらいなのでしょうか。 

事務局(奥野） ：  経済産業省が行っているＦＩＴ制度では，買取価格が２０年間保証さ 

れています。電気事業者の水ｉｎｇ㈱からの買取価格は３９円/kWh(税 

抜)で，２０年間の契約をしていますので，ガスの発生量が減少しない 

限り，収益が減少することはありません。 

続いて水道管の耐用年数についてです。水道管の耐用年数は，概ね４ 
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０年とされています。しかしながら，実耐用年数はそれよりも長い場合 

もあります。昨年度策定したアセットマネジメントにおいて，様々な研 

究機関から出された数値を基に，管種ごとの実耐用年数を定めています。 

例えば，ダクタイル鋳鉄管については，耐震継手のものは耐用年数を８ 

０年としています。石綿セメント管については耐用年数を４０年として 

おり，管種ごとに耐用年数を定めています。 

松丸市長   ： 守谷市の石綿セメント管の更新工事の進捗状況について説明をお願い 

します。 

事務局(奥野) ： 石綿セメント管は計画的に更新工事を行っています。都市計画道路坂

町清水線を除いて，令和元年度にほぼ更新工事が完了しています。  

小山委員   ： 首都直下型地震がいつ発生してもおかしくない状況です。大きな地震 

        が発生した場合，特に下水道管の接続部分が破損する可能性については 

いかがでしょうか。 

事務局(奥野） ： 大きな地震が発生した場合，水道，下水道ともに耐震性が問題となり 

ます。守谷市の下水道では昨年度から総合地震対策計画の策定に着手し 

ています。またストックマネジメント計画もあり，老朽化施設，未耐震 

施設についても順次更新を行っていく予定です。 

馬原委員   ： 先ほど経営分析において前年度との比較をされていましたが，昨年度

策定した経営戦略との比較はどのようになっているのでしょうか。 

事務局(奥野) ： 経営戦略においては，水道，下水道ともに，年２億円程度の利益を見 

        込んでいますが，現時点ではほぼ計画どおりの利益を計上しています。 

        しかし，今後，新型コロナウイルス等の影響により減収が見込まれる場 

        合には，適宜，経営戦略の数値を見直していかなければいけないと思っ 

        ています。 

馬原委員   ： 前年度との比較だけではなく，経営戦略との比較を行い，長期的な視 

野に立った経営分析をしていただければと思います。 

事務局(奥野) ： 予算編成時，決算時に経営戦略との比較は必要なものであると考えま 

す。今後，そうしたものについてもお示しできるようにしたいと思い 

ます。 

 

報告事項（２）令和２年度事業計画について 

【事業予算について】 

事務局(奥野)：  令和２年度事業計画についてご説明させていただきます。 

         まず，令和２年度水道事業の予算における収益的収入及び支出につい

てです。 

収益的収入ですが，営業収益が１３億６，０２０万１千円，営業外収

益が２億６７６万６千円，特別利益が５千円で合計１５億６，６９７万

２千円となっています。営業収益のうち水道料金は１３億１９９万４千

円，営業外収益のうち分担金は４，４００万円となっています。 

収益的支出は，営業費用が１４億３，０４８万６千円，営業外費用が
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４，７４６万３千円，特別損失・予備費が３７６万９千円で合計１４億

８，１７１万８千円となっています。 

収益的収入と収益的支出の差額は８，５２５万４千円となっています。

後ほどご説明させていただきますが，上下水道基本料金を６箇月間減 

免しています。それに伴い収益が減収となりますが，それでもなお，利 

益は確保できる見込みです。 

続いて，資本的収入及び支出についてです。 

まず，資本的収入ですが，他会計負担金が１，７７１万５千円，他会

計補助金が１２万円，工事負担金が１千円で合計１，７８３万６千円と

なっています。 

資本的支出は，建設改良費が２億３，７５１万７千円，企業債償還金

が５４４万８千円，工事負担金返還金が１千円で合計２億４，２９６万

６千円となっています。 

資本的収入と資本的支出の差額マイナス２億２，５１３万円について

は，内部留保資金等で補てんする内容となっています。 

続いて，下水道事業の収益的収入及び支出についてです。 

収益的収入は，営業収益が１５億４，０５１万６千円，営業外収益が

８億７，３１７万８千円，特別利益が５千円で合計２４億１，３６９万

９千円となっています。営業収益のうち下水道使用料は１４億９，９７

７万１千円，営業外収益のうち長期前受金戻入は８億５，６５０万１千

円となっています。 

収益的支出は，営業費用が１９億６，６４０万７千円，営業外費用が

１億４，１７０万２千円，特別損失・予備費が３４３万８千円で合計２

１億１，１５４万７千円となっています。営業費用のうち減価償却費が

１１億２，５３３万円となっています。 

収益的収入と収益的支出の差額は３億２１５万２千円となっています。 

         続いて，資本的収入及び支出についてです。 

資本的収入については，一般貸付金返還金が９，２５０万円，他会計

負担金が４，３６２万８千円，受益者負担金が１，５１５万６千円，国

庫補助金が３５０万円，他会計補助金が１２万円，工事負担金が１千円

で合計１億５，４９０万５千円となっています。 

資本的支出については，一般貸付金が４億６，２９０万円，建設改良

費が２億９，７１２万６千円，企業債償還金が２億６，８９７万４千円

で合計１０億２，９００万円となっています。建設改良費の主な内容で

すが，ポンプ場の定期修繕費や，３条予算から組替えたマンホールの交

換費用となっています。 

資本的収入と資本的支出の差額マイナス８億７，４０９万５千円につ

いては，内部留保資金等で補てんする内容となっています。 

次に，農業集落排水事業の歳入及び歳出についてです。 

歳入，歳出ともに昨年度とほぼ同様の内容になっております。歳入，
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歳出ともに５，２２１万７千円で，差し引き０円となります。 

 

【工事計画について】 

事務局（奥野）：  続いて，令和２年度の工事計画です。 

水道事業，下水道事業ともに，図面で令和２年度の工事箇所を示して 

        いますので，ご覧ください。 

令和２年度事業計画について，説明は以上です。 

 

○委員からの質疑等 

馬原委員   ： 資本的収支については，内部留保資金で補てんしているとのことでし 

たが，これは長期的計画に基づくものでしょうか。将来的に内部留保資 

金が不足するといったことはないのでしょうか。 

事務局(奥野) ： 経営戦略では令和５０年度まで推計しています。下水道事業では，毎 

年４億円から１０億円程度の建設改良費を計画的に見込んでいます。特 

に今後５年経過しますと，毎年１０億円程度の建設改良費が必要となり 

ます。資金面での不足はありませんが，職員の確保が課題となります。 

いずれにしても経営戦略を適宜見直しながら，計画的に更新していきた 

いと思います。 

菅野委員   ： 下水道会計予算の収益的支出における委託料の内容について教えてく 

ださい。 

事務局(奥野) ： 浄化センターの運転管理等を㈱ウォーターエージェンシーに包括委託 

している委託料が主なものになります。そのほか，ＣＤＣ情報システム 

㈱への料金徴収業務委託料，コンサルタントへの委託料等があります。 

菅野委員   ： 長期的な包括管理契約を結んだうえで，業者が施設を造り，管理をし 

ているということでしょうか。 

事務局(奥野) ： 包括管理委託では３年間の契約を結んでいます。施設は包括管理委託 

で構築したものではなく，過去に守谷市が発注して構築した施設です。 

そうした施設の運転管理，維持管理を委託しています。 

佐々木委員  ： 先日，水道水の臭気が発生しましたが，苦情等はありましたか。自己 

水源を廃止したということで，臭気の発生する県水であっても受水しな 

ければいけない。地震等の際にも，県水受水という１ルートしかないと 

いうことは，危機管理の面からどのように考えますか。 

事務局(奥野) ： 先日の水道水の臭気については，お詫び申し上げます。県企業局に確

認したところ，臭気の原因は特定されていませんが，利根川水系以外に

霞ケ浦水系でも臭気が発生していたようです。魚卵が大量に発生する時

期ですので，そうした影響ではないかと聞いています。利根川浄水場で

の対応としては，最初に活性炭の粉末処理を増量し，その後，オゾン処

理を最大運転し，約３日でほぼ収束しました。守谷市上下水道事務所に

も約２００件のお問合せをいただきました。守谷市では広報車等での周

知を行いました。臭気以外には問題はありませんでしたので，飲用は可
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能でしたが，県企業局に対しては，臭気が確認された時点でのオゾン処

理への切り替えや活性炭の増量を強く要望したところです。今後も臭気

が発生しないとは言い切れません。速やかな対応により皆さまの不安解

消に努めてまいりたいと思います。 

         地震等の災害時の補完ルートについてですが，現在，県利根川浄水場

から２系統で県水を受水しています。しかし，大元は利根川浄水場だけ

になります。他の水源を確保することは，水利権の問題もありますので，

現実的には不可能となります。 

馬原委員   ： 県水を受水し給水しているが，市独自で水質検査はしているのでしょ

うか。 

事務局(奥野) ： 守谷市においても，配水前に水質検査を実施しています。 

川崎委員   ： 大規模宅地造成事業において当時の公団等で整備された管渠はどの程 

度の割合を占めているのでしょうか。 

 また，上下水道事務所内に公団等で整備された施設はあるのでしょう 

か。 

事務局(奥野) ： 昨年度，設備台帳を整備した際に，公団等で整備された資産が大きな

割合を占めていることが判明しました。適切な資産管理のため，受贈資

産として新たに資産計上を行いました。詳細な受贈資産の割合について

は，後日回答※させていただきます。 

         そのほか，浄化センターや配水場の敷地内には国庫補助金等を利用し

て整備した施設のほか，公団等で整備された施設もあります。 

        ※令和２年７月２０日付で下記内容を回答 

         大規模宅地造成事業において公団等で整備された(受贈)水道管につい

ては，令和元年度末総延長約４０４km のうち約２１７km となっており，

受贈資産が占める割合は約５４％となっています。 

         同様に，下水道管については，令和元年度末総延長約５１８km のうち

約３２６km であり，受贈資産が占める割合は約６３％となっています。 

 

【その他】  

事務局（奥野）：  その他として，２件ご報告させていただきます。 

まず，新型コロナウイルス感染症に係る上下水道料金の減免について 

ご報告させていただきます。新型コロナウイルス感染症による市民の皆 

さまの不安や，休業等による生活支援対策として，上下水道基本料金を 

６箇月間減免いたします。水道，下水道それぞれ約７，８００万円の減 

収となりますが，純利益は確保できる見通しです。減収により内部留保 

資金にも影響がありますので，経営戦略の見直しも踏まえ，慎重に推移 

を見守っていきたいと思います。 

         続いて，下水中の新型コロナウイルス検出調査に伴う処理場での試料 

採取についてです。日本水環境学会による下水中の新型コロナウイルス 

の検出調査に係る報道発表を受け，守谷市においても調査結果が活用で 
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きる可能性があり，研究に協力する社会的意義は大きいと考えられるこ 

とから，当学会に調査依頼を申し出たものです。令和２年５月に「日本 

水環境学会ＣＯＶＩＤ-１９タスクフォース」が設立されました。タス 

クフォースは東北大学を代表とし，金沢大学，京都大学，東京大学，国 

交省国土技術政策総合研究所，土木研究所，国立環境研究所等が構成機 

関となっています。協力内容ですが，浄化センターに流入する下水を週 

に１回の頻度で採取し，冷凍保存の上，東京大学に試料を提供します。 

６月２２日に採水を開始し，４検体集まった７月１４日に試料の１回目 

の配送を行ったところです。現在，２０から３０の自治体がこの研究に 

参加していると聞いています。多くの自治体が参加していますので，調 

査結果が出るまで数箇月要すると聞いています。定期的に試料を送り， 

分析することも可能であるため，最長で年度内の受付を予定していると 

のことです。守谷市としては，感染の状況を踏まえ，タスクフォースと 

協議しながら検討していきたいと思います。可能であれば，年度内は実 

施したいと思います。検査費用について，自治体の負担はなく，大学か 

ら容器を送っていただき，採水後，着払いで配送します。 

         説明は以上となります。 

渡邉会長  ：  では，以上をもちまして議事を終了とさせていただきたいと思います。 

        ありがとうございました。 

 

５．閉会 

以上 


