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●改定の概要に関すること       

Q1 前回の値上げはいつですか。なぜこの時期に料金改定をするのですか 

前回は旧飯塚市において平成 13年 4月に改定しています。 

 その後、平成 18 年 3 月、1 市 4 町の合併時には「サービスは高く、料金は低く」という

考えのもと、当時一番低かった旧飯塚市の料金に統一し、今日まで改定することなく現行料金

を据え置いてまいりました。 

【飯塚市の水道料金】 

 

 しかしながら、人口減少や節水機器の普及などにより、今後は料金収入の減少が見込まれま

す。また、水道施設の大半は昭和 40年代の高度経済成長期に整備したもので、老朽化した施

設の更新、地震災害や突発的な事故等に備えるための施設や管路の耐震化・強靭化が重要課題

となっており、今後各施設を計画的に更新していくと、料金改定なくしては、かなり厳しい財

政状況になると試算されました。 

 



 

 

 

 これらの状況を有識者や市民の代表などを集めた「飯塚市上下水道経営審議会」で議論して

いただき、新型コロナウィルスの影響や社会情勢の変化等への配慮は必要なものの、できるだ

け速やかに改定を行う必要があるとの答申をいただきました。 



 

 この度の料金改定は、市民の皆様へ将来にわたって安心・安全な水をお届けするために行う

ものです。何とぞご理解くださいますようお願いいたします。 

 



 

Q2 なぜ今回の値上げ幅（35％も一気にあげる）になったのですか 

令和 4～8 年度の 5 年間の料金算定期間において、通常の運転資金を確保しながら、「飯塚

市水道ビジョン（水道事業の基本的な方針等を示した計画）」で掲げる「安全」「強靭」「持続」

をめざした水道施設の更新・耐震化等の事業を計画的に実施し、令和 21年度以降に発生する

施設の大規模更新のための積立金の確保、災害や事故等緊急対応資金を確保するために設定し

た財政目標を達成できる最低限の料金水準を算出したところ、最低でも平均で 35％の料金改

定が必要となる試算結果となりました。 

 

 

 



 

 

 平成 13年 4月の旧飯塚市における改定以来、約 20年ぶりの改定となり、改定率は高くな

っておりますが、皆様に安全で安心な水道水を安定的に供給するために必要な改定となってお

りますので、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。 



 

 



 

Q3 人口減少や節水などで使用水量が減少しているのに、なぜ料金が高くなるのですか 

人口減少や節水機器の普及により、使用水量が減少していますが、それ以上に高齢化・核家

族化による単身世帯の増加などにより、皆様が使用する水量が減少していることが収入の伸び

悩みにつながっています。水道事業は、使用水量が減ったからといって、すぐに設備の規模を

小さくすることが難しい事業です。 

 

使用水量の減少に伴い料金収入が減少する一方で、老朽化した施設の更新や耐震化を計画的

に実施していくための支出が膨らむため、料金改定をしなければ今後も赤字はさらに拡大しま

す。水道事業は市民の皆様、市内事業者の皆様からの水道料金で支えられており、今回最低限

の値上げをお願いせざるを得ない状況となりました。 



 

Q4 料金値上げをしないとどうなるのですか 

毎年赤字額が累積し、水道施設や水道管の更新、耐震化などが実施できなくなり、皆様に安

定して水をお届けできなくなります。今回の料金改定を先送りすることは、将来の値上げ幅を

より大きくしてしまうため、令和 4年 1月 1日から料金の改定を実施することになりました。 

 

 

Q5 施設や水道管の更新をしないとどうなるのですか 

施設や水道管の更新をしない状況が続けば、漏水による断水がたびたび発生し、皆様に安定

して水をお届けできなくなる可能性があります。本市では実際に令和 2 年 1 月、令和 3 年 1

月に老朽化した水道管の破損による漏水事故が起こり、広範囲にわたる断水や赤水の発生によ

り、皆様にご不便をおかけするような事態が続けて起こっています。 

 

 

【令和 3年 1月の横田地区漏水事故】 

 

 



 

Q６ 耐震化工事とはどのような内容なのですか、震度何まで耐えられるようになるのですか 

耐震管とは、想定しうる範囲内で最大規模（震度 7クラス）の地震、例えば阪神淡路大震災

などの地震に耐えうる管のことです。飯塚市では、地震に弱い水道管を耐震管に入れ替える耐

震化工事を進めています。 

 

Q７ 赤字分は税金で補てんし、水道料金を低く抑えることはできないのですか 

水道事業の経営に必要な経費は、皆様からいただく水道料金でまかなうという「独立採算制

の原則」を基本として経営しています。また、税金は福祉・教育・保育・道路などの市民サー

ビスに充てられており、水道事業の赤字分を税金で埋めると、それらのサービスの低下を招い

てしまうおそれがあるため、安易に市からの補助により、料金を低く抑えることは妥当ではあ

りません。  

 

 



 

Q８ 必要な資金は経営努力で何とかすべきではないのでしょうか。これまで企業局として何

か経営努力をしてきたのですか 

合併前の旧飯塚市における平成 13年の前回料金改定以来、職員の削減や施設の統廃合、業

務の民間委託など、経費削減の努力を続け、約 20年間料金の値上げをせず運営してまいりま

した。 

 

 

しかしながら、人口減少により給水人口の減少が続き、節水機器の普及などもあいまって、

今後も給水収益の低下は抑えられないものとなっています。一方で、水道施設の老朽化や耐震

化に対応するため、今後も維持管理や施設更新等に多額の費用がかかり、経営努力だけでは対

応できないと判断させていただきました。 



 



 

Q９ 値上げした分を何に使うのですか 

「飯塚市水道事業経営戦略」に掲げる目標設定を達成するため、水道施設の更新・耐震化お

よび基幹管路の耐震化などに計画的に使用します。 

 

Q10 今回値上げをしたらもう値上げをしなくて済むのですか 

令和 3 年 3 月の飯塚市上下水道事業経営審議会答申において、今回の値上げにあたっての

料金算定期間は、令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間とし、以降、経済情勢等の変化に

対応できるよう、定期的に見直しを行うことが妥当であると示されています。そのため、5年

経過後の有収水量・料金収入、費用の状況、社会情勢や水需要の動向に応じて、見直しを行い

ます。 

 

 

 



          

●料金に関すること 

Q1 水道料金が上がれば下水道使用料も上がるのですか  

今回の改定は水道料金のみの改定です。下水道使用料の改定はありません。  

Q２ 飯塚市の水道料金は他の自治体と比べて高いのですか、低いのですか 

改定前は福岡県内 28 市の中では 2 番目に安い料金でしたが、改定後は 6 番目に安い料金

となります。 

 

一般家庭の標準的な使用形態で比較される口径 13mm、1カ月 20 ㎥の水道料金で比較した

場合、改定前 2,266 円から改定後は 3,058 円となり、全国平均(3,306 円)より下回ってい

ます。 

 

Q３ 新料金はどのような考え方で算定されたのですか  

令和 4年度から令和 13年度までの 10年間で行う水道施設・設備及び水道管の更新、耐震

化のための投資目標を設定した上で、投資を計画的に行うために必要な資金（財政目標）を設

定し、必要経費と収入の見込み額をそれぞれ計算した上で不足する金額を改定によって賄うと

いう考え方で算定しております。 

 

 



 

Q４ 一般的にはどのくらい値上がりするのですか 

一般的なご家庭のモデルケースとして、メーター口径が 13ｍｍで、使用水量が２か月で 40

㎥の場合は、１回のご請求（２か月分）で 1,584円、１年間で 9,504円（いずれも消費税込）

の増額となります。 

 

 

Q５ 改定率の「平均 35％」は一律ではないのですか 

今回の改定では、今後の必要経費と収入の見込み額から算定された全体での改定率は平均

35％ですが、一律の値上げ率ではありません。皆様のご家庭の水道の口径やご使用の状況に

よって、値上げの割合が前後しています。 

 

Q６ 私の世帯はどのくらい値上がりするのですか 

改定後の料金につきましては、計算シートで確認することができます。お客様の使われた水

量での料金が確認できますので、そちらをご覧ください。  



 

Q７ いつから値上がりするのですか 

改定の期日は令和 4年 1月 1日です。 

水道メーターの検針を 2ヶ月に一度行っていますので、継続してご使用いただいている方の

検針票に新しい料金が反映されるのは、奇数月検針地区は 4月請求分（3月検針）から、偶数

月検針地区は 5月請求分（4月検針）から、となります。 

なお、令和 4 年 1 月以降新規に使用を開始される場合は、最初に請求される料金から新し

い料金が適用されます。 

 

Q８ 低所得者への減免制度はないのですか 

低所得者に対する減免制度はございません。減免制度を行う場合は、市の福祉施策として一

般財源からの補てん（税金の投入）が必要となります。水道事業は「独立採算制の原則」をと

っており、水道料金で運営していくことが原則ですので、料金を減免するために税金を投入す

ることは適当ではないと考えています。 

 



 

Q９ 口座振替割引等の割引制度はないのですか 

今回の料金改定に合わせ、口座振替でのお支払いをされているすべての方を対象に口座振替

割引を行うことにしました。2か月ごとの口座振替時に 110円割引をさせていただきます。 

現在、口座振替をご利用いただいている方につきましては、新たな手続きの必要はありませ

ん。 

奇数月検針地区は 4月振替分から、偶数月検針地区は 5月振替分から割引適用となります。 

この機会に便利でお得な口座振替をぜひご利用ください。 

 

 

Q10 クレジット払いやキャッシュレス決済はできないのですか 

水道料金のクレジットカードやキャッシュレス決済等での支払いは取り扱っておりません。 

 

 


