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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年６月13日（火）本会議終了後 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎     

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

上下水道部長 石井  亨   下水道課長 中庭 康史 

下水道課長補佐 澤畠 克彦 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）下水道使用料の誤徴収について 

        結果概要：報告あり 

開会（午前10時45分） 

議長 本会議終了後のお疲れのところ全員協議会にご出席いただきまして、大変ご苦労さまで

ございます。 

ただいまより全員協議会を開会いたします。 

挨拶は省略させていただきます。 

開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能となっております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

会議内での発言は、マイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いをいたし

ます。 
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携帯電話をお持ちの方は、電源にご配慮をお願いいたします。 

ただいまの出席委員は17名であります。 

欠席議員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議会事務局職員が出席しております。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

下水道使用料の誤徴収について、執行部より説明を願います。 

説明の前に、市長より一言ご挨拶をいただきます。 

市長 はい、本会議終了後の大変お疲れのところ、全員協議会を開催していただきまして、誠

にありがとうございます。 

さて、議員各位には、文書等でご報告申し上げておりますが、先日、下水道使用料の誤

徴収がございました。 

当事者の方には、多大なるご迷惑をおかけしました。 

早速事実関係を確認し、謝罪と説明を申し上げ、ご理解をいただいたところでございま

す。 

この後、担当課よりてんまつ等についてご説明を申し上げます。 

今後につきましては、組織として緊張感を持って迅速、適正で適切な事務処理を徹底す

るよう、指示をしたところでございます。 

皆様に重ねて深くおわび申し上げまして、ご挨拶といたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 続いて、上下水道部長より一言ご挨拶をお願いします。 

上下水道部長 このたびは、私ども平成29年２月、３月の下水道使用料の徴収につきまして、

料金システムに数値を誤入力し過大に徴収しましたこと、昨年11月、そして今回と度重な

る誤りを起こしてしまいましたこと、ご利用のお客様もとより、市民の皆様また、議員の

皆様に対しまして、多大なるご迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。 

誠に申しわけございませんでした。 

今回の徴収につきましても、前回のをもととしてしっかりやるべきところだったけれど

も、チェック体制の不備が見つかりました。 

今後は、ダブルチェックの体制及び記録主義、後日誰が見ても、いつ誰がどのような事

務処理をしたかというようなわかる記録を残すこと。または現物主義、依頼書などの現物

に伴いまして仕事を行います。 

口頭確認などでは事務処理を行わないと、原則に従いまして適切な事務処理を行い、今

後このような誤りがないよう進めてまいりたいと考えております。 

この度は誠に申しわけございませんでした。 
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では、担当の下水道課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。 

下水道課長 下水道課長の中庭でございます。 

このたびは誠に申しわけございませんでした。 

着座にて説明をさせていただきます。 

下水道使用料の誤徴収について、お手元の資料に沿ってご説明をさせていただきます。 

平成29年２月、３月分に係る下水道使用料について、料金システムへの誤入力に起因す

る徴収誤りがありましたので、その内容と対応について報告をいたします。 

１番、誤徴収の概要でございます。 

発覚日、平成29年６月８日、お客様からのお問い合わせにより発覚いたしました。 

（２）誤徴収した金額、14万3,078円。 

（３）該当するお客様、お１人でございます。また、使用されておりますところは、事

業所でございます。 

（４）原因、今回該当したお客様は、井戸水をご使用のため、井戸水の配水管に設置さ

れたメーターによって、排除汚水量を算定しておりましたが、市職員が検針後に誤った水

量を料金システムへ入力したことにより、本来よりも多い額を請求し徴収してしまったこ

とでございます。 

（５）対応でございます。 

部長、グループ長、担当職員と私の４名でお客様ご指定の翌日の６月９日金曜日、午前

10時半にご自宅へお伺いし、事情のご説明並びにおわびをさせていただきました。 

また、誤徴収しました下水道使用料につきましては、速やかに返還させていただくこと

でご了解をいただきました。 

なお、返還日につきましては、明日14日に返還する方向で、現在事務手続を進めている

ところでございます。 

２、再発防止でございます。 

今後につきましては、ほかのお客様も含めまして、同様の誤徴収がないよう、データ入

力時の複数人での確認を再度徹底しまして、確認作業を強化し再発の防止に努めてまいり

たいと思います。 

以上でございます。 

誠に申しわけございませんでした。 

議長 下水道課からの説明が終了いたしました。 

ただいまの説明について何か確認したいことございましたら。 

花島議員 幾つかお伺いしたいと思います。 

まず徴収対象で、本来の徴収対象は何カ月分の料金だったのか。それから過去の正常に

ちゃんと徴収した金額は大体いくらだったのか。その２点をお伺いしたい。 

もう一つ、メーターを計量して入力すると思うんですけれども、それは、メーターって



 - 4 - 

いうのは積算量ですよね。ですから、それをどういうふうに入力しているのか、読んだ値

をストレート入力して、前に入力した値との差が計算される様になっているのか、あるい

は差を計算して入力するのか、その３点をお伺いしたい。 

下水道課長 今回の下水道使用料につきましては、平成29年の２月分と３月分の２カ月分でご

ざいます。 

また、過去の使用料でございますけども、この方につきましては、２カ月分で30万前後

の使用料がございます。 

また、この水道の使用量のメーターでございますけども、井戸水をくみ上げるところに

計量器が設置されております。 

その計量器の読みで２カ月前の読みとの差分を今回の使用量ということで、徴収してい

るわけなんですが、このお客様につきましては、すべての井戸水が下水道のあ施設に流れ

るものではなく、庭等の散水等で使う分がございます。 

その分を控除した後で残りを下水道の管に流す部分について使用量ということで入力し

ております。 

今回は、そこでの控除の差し引きの段階での計算の間違いがあったと、そこで発生して

しまいましたというところが原因でございます。 

以上でございます。 

花島議員 確認ですが、今の話を聞くと控除の計算ミスが主な原因ですか。 

下水道課長 その控除の分の差し引きの計算の段階で誤りがあったということでございます。 

笹島議員 前はずっと30万くらいだったのかな２カ月で。 

もう一つ、それでまた、この29年の２月３月だけがその半額の15万前後。プラスね、プ

ラスされてね。 

今言っていた、井戸水だけ使っているわけじゃなく、水道水も使っている。市の。 

下水道課長 この事業所につきましては、井戸水だけのご使用でございます。 

笹島議員 そうすると井戸水だけだったらわかりやすいと思うんですけど、水道水と混ざって

なくあれっていうと、それ何のあれでこういうふうにして間違ってしまったっていうのは、

ちょっともう少し細かく教えてくれますか。 

下水道課長 井戸水のくみ上げている水量が大もとの水量でございます。それが２カ月ごとに

検針をしておりまして、その差分で、差分が当月の２カ月分の下水道使用量ということに

なるわけなんですが、この方につきましては、この事業所の中ですべて下水道に流す分以

外の庭に散水等の施設がございます。 

その分は下水道に流していませんので、その分を控除して、残りを下水道の使用量とし

て算出しております。 

笹島議員 その庭に散水しているとか、下水に流す非常に分かりにくいんじゃないですか、そ

れどこで決めているのかな。 
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下水道課長 ここの下水道に接続する段階で、ここのお客様は２年半ぐらい前に接続になった

お客様でございます。 

その際に排水設備の指定店と市とお客様と立ち会いのもと、そこの散水する部分に計量

器をつけまして、そこで１日何立米というものをお互いに立ち会いのもと決めまして、そ

れを２カ月分控除額として決定して差し引きをしているということでございます。 

笹島議員 その散水のほうは計量されているんだね、もう計算されていってと。こちらの下水

道へ流すほうも、計量で計算されてということで、きちんとされているんですよね。 

たまたまこちらの今の散水のほうを乗せちゃったっていう単純ミスというふうに考えて

いいのかな。 

下水道課長 そうでございます。 

単純ミスっていう本当に単純ミスで、そこの差し引きの量を間違ってしまったというこ

とでございます。 

笹島議員 そのようなとこは、ほかにもあるのかな、やっているようなところって。もしあれ

ばまた同じようなことも起こるし、過去にそのようなことが起こった場合もあると思うん

ですけど、それはどうですか。 

下水道課長 今回の案件で井戸水を使っているお客様、一般のご家庭で使っているお客様につ

きましては、定量ということでご家庭で４名以内のご家庭の使用という場合には、お１人

様６立米ということで定量制でやっております。 

それ以外の事業所さんとか、ほかの方で、やはり定量以外に井戸水を使っているという

方につきましては、井戸水の申告をしていただいて、それで下水道の料金を決定しており

ます。 

また、申告以外に数は少ないんですが市のほうで当家に訪問し検針をして、その検針の

数値で決定をしているという事業所もございます。 

現在のところ、その事業所が25ございます。 

今回のこういった誤徴収が発覚した後すべて25の事業所につきましては、過去の下水道

の使用料について確認をしまして、誤りがないということも確認はさせていただいている

ところです。 

笹島議員 25件だからそんなに多くないですから、そういうふうなシステムを今まで１人でや

っていたのかなそれを。 

今度は、２人体制でやるというけども、要するに二重チェックをするという意味なのそ

れは、同じ画面を２人でやるわけじゃないでしょ見ているわけじゃない。 

下水道課長 今までは、１人が機械にシステムに入力をしておりました。その入力した画面を

これからは、画面を印刷しまして別な職員がそのペーパーで再度その計算過程からすべて

間違いないかどうかをダブルチェックをして、その上で課内決裁をした上で徴収をすると

いうことで考えております。 
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笹島議員 今までプリントアップをしていなかったの。 

画面を見てあれしていただけなの。 

そこをちょっと聞きたいんですけど。 

下水道課長 今まではそのような形で作業していたということです。 

笹島議員 それは絶対だめですよ、それはプリントアップしていって初めて誰が見てもわかる

ようにしとかなきゃいけないということで、何の仕事でもそうじゃないですかそれ、画面

を見ていって云々っていうことで、画面消してしまえば終わりで残らないでしょ。 

ひとりはあれでって、ひとりの満足で終わってしまうわけだから。 

それは絶対にほかのものも同じようなことをやっちゃだめですよそれ。 

必ずプリントアップしてやっていかないと。 

チェックが１人でも２人でも３人でもいいわけですからよろしくお願いします。 

助川議員 これは、公共下水道のエリアなのかな。 

それとまた、再発防止策を見てみると、これ検針者は１人で検針に来られますよね。再

発防止策っていうこと入力時の時点で複数人で確認をするというようなことで、ミスを防

止するっていうことなんだけども、これは入力の時点で、最初の検針の時点でもう間違っ

て上がってくる可能性がありますよね、それの防止策っていうのはとれないんですか。 

下水道課長 まず今回のお客様につきましては、公共下水道の区域のお客様でございます。 

また、今の検針の数値の確認でございますけども、現場に行きましてそのメーターを写

真を撮りまして、その写真と実際の読み取りの数値とこれを事務所に戻ってからほかの職

員でも確認ができるというような形でやっていきたいと思っております。 

現在もそういうふうにやっているわけなんですが、今回の案件については、その辺がち

ょっと徹底されていなかったということでございます。 

以上でございます。 

助川議員 そうすると、最終的にミスをなくすためのデータ入力時の時点では、複数人でやる

ということですけれども、これは、例年というか月ごとの使用量等を参考にしながらおか

しいというようなことを見定めるというようなことなんですか。仕方ですね。 

下水道課長 ２カ月ごとの検針でございますので、その２カ月ごとに現地に検針に行ったとき

のメーターで、それで前回のメーターとの差し引きということで、使用量を決定している

ということでございます。 

またそこに大きな差が生じた時には、お客様のほうとちょっとご確認をさせていただい

て、その辺の何かそのふえた要素、減った要素そういった事案が発生したときには、確認

をあわせてしていきたいと思っております。 

以上でございます。 

助川議員 検針時のときに、多分うちでもいつか量が少なかったときがあったんですね、水道

量のそういう時には、何か少ない利用でしたけれども事情があったんですかというような
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ことの問い合わせか何か問答があったみたいで、その辺の指導等はされていないんですか

全員に。 

下水道課長 水道のメーターにつきましては、水道課のほうで委託されています業者のほうが

お家庭に訪問されまして、そのときにメーターを検針したものをその場でお客様のポスト

等に検針のご案内という形で入れてきていると、そのデータをポータブルの端末に入力し

てきますので、それを水道課のほうに持ってきまして、そのシステムに入力するという形

で整理しておりますので、改めての水量の入力そこでの入力っていうことは水道のほうは

ないと思うんですが。 

今回につきましては、下水道で先ほど言った25件の分につきましては、手入力でそのポ

ータブル機械での入力ではございませんので、職員が検針した後の手入力ということでや

っております。 

以上でございます。 

助川議員 これは二重にも三重にもチェックをしないと、またこのようなミスが発生する可能

性があると思うんで委託されている業者さんの指導ですね、その辺のところも検針時にお

いてそういった数字のちょっと変動があった場合には、そういう問い合わせをご自宅にあ

るいは事業者さんにしていただいて、それならばこのぐらいの数値になるなというような

こと多分検針員さんはわかると思うんですよね。 

そういった指導も必要だと思うんで、その辺のところもお願いしたいと思いますね。 

指導はお願いできないのかな委託業者。 

上下水道部長 今、私どもが誤入力したものは、あくまで井戸水の使用分で、それのメーター

検針は私どもの職員がその部分は見てくるということでございます。 

ですから、今後は、今言われたとおり前回から見るとふえている分とか、そういうもの

があるかどうかっていうのは、今後よくダブルチェックとか、かなりの人数でチェックを

かけた上で、ご利用者様にお知らせしていくということでご理解いただければと思います。 

以上でございます。 

助川議員 職員ならば当然そういうチェックを働かす意味で、その辺のところはもうデータを

持ちながら検針されるでしょうから、当然そういう数値の変動が大きな変動があった場合

には、理解を得られるような問答をしていただければというふうに思います。 

以上です。 

福田議員 半年前にやはりこういった件がありましたね。 

その時にね、再発防止策としていわゆるダブルチェック、これはうたっていましたね。 

今回のこれは下水道のほうですけど、前は水道料金でしたか。 

上下水道部長 前回は水道課さんが、水道料金と下水道料金を徴収するということで、そこで

発生したのが口座振替の依頼書のなかにお客様番号と水栓番号という二つの番号がござい

まして、それは、おのおの一致しいてればよかったんですが、ほかの方の水栓番号とお客
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様Ａさんの番号がたまたま合致して、ＢさんのものをＡさんが払ってしまったということ

で、今後それがないようにということで、現在はそういう依頼書がありましたら入力に際

して先ほど言ったように画面を再度出してチェックさせるとか、二重、三重にチェックさ

せて進めさせていただいております。 

ただ、そのときありましたお客様番号と水栓番号、これは同一では当然今後もなんらか

の支障が出るだろうということですんで、現在ある程度そのお客さん番号の頭に何かをつ

けて水栓番号と違ったものにすれば、誤りも少なくなるだろうということで現在お客様番

号は、かなり水道システム中で主要を締めてますんで、これをやることによってほかに影

響が出るか出ないかちょっと現在調査中でございます。 

ただ、ダブルチェックに関しては、水道課のほうはやっております。 

ただ、この事案が出たときに私ども部内に注意喚起として、両課には十分注意徹底して

お客様の使用料等いただくものに対しては、十分チェックするようにとは注意しておった

わけでございます。 

ただ、このような誤りがあったということは、その中で職員の不注意、また気の緩み等

があったかもしれないということで、今後はもっと徹底して再発防止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。 

福田議員 水道料金も下水道料金もね、いわゆる徴収するのには変わりないわけでしょう。だ

から、この前の件を考えてみれば、当然やはりダブルチェックというのは、下水道料金も

同じなんですよ。 

ただそういう事故があったとこだけがダブルチェックじゃなくてね、そのほか徴収する

ところもダブルチェックというのは、事前からするべきだと私はそう思いますよ。 

今後ダブルチェックっていうことは、我々期待するのはもうこういうことがないだろう

と、これに期待するわけですから、そのためのダブルチェックなのだからもうちょっと頑

張ってやってください。 

以上です。 

寺門議員 間違いは、人的なミスということなんですけど、これで税務課の誤送付というのが

市民税でありまして３回目ですね。 

基本的に今、福田議員からもお話がありましたようにダブルチェックを本当にやられて

いるかどうか。 

これ書面ではチェック体制を作りました、それでやっていますと。本当にやっているの

かどうか、正しくそれを３カ月に一遍とか半年に一遍はこれやるべきじゃないですか。 

これだけ３件も半年足らずの間に続くということは、やはりよその部門についてもその

入力担当者、特にその徴収支払いにかかわる者については、まず自分で２度チェックをす

ると。入力時に正しいかどうか、これもう時間なんかかかりませんので、そのままできま
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すから、これ絶対徹底をしていただきたい。 

もう一つは、決めたことをちゃんとやっているかどうかということ、これ皆さん上司の

方きちんとチェックすべきじゃないですか。これは、３カ月に一遍、半年に一遍再発しな

いようにですね。もし危うい所があれば、これは、またきちんと直していけばいいという

ことになりますんで、その辺をぜひ全職員をあげて、きちんと市長一度心構えと注意点を

もう一度改めて徹底をしていただきたいんですがいかがですか。 

市長 昨日、一応文書で全職員に注意喚起の文書は出しました。 

今回の事例は通常ですと、水道の使用量が下水道の使用量になるわけなんですけれども、

井戸水を使用してそのうちの案分率を要するに除くという形で、それを除かなかったとい

うことが原因なわけなんですけども、件数も20件ぐらいその事例が、ですからこれからち

ょっと見落とした部分もありましたんで、これからそのチェックは十分注意をしてやらせ

るように指示をします。 

本人も十分反省していると思いますんで、そういうことで、やっていきたいというふう

に思っております。 

以上です。 

寺門議員 本人はもちろんだと思いますよそれは、やっていただくのは、入力時自分で２回チ

ェックするというのは当たり前のことなんで、ただその先、その先ですよ。決めていたこ

とが本当に守られていますかどうかっていうのを上司がちゃんとチェックしなければいけ

ないのじゃないですか。 

その前に心構えとして３度起きているんでね、これ非常にやはりゆゆしき事態だと思う

んですよ、半年で新聞にも３回出ていますよね。 

これ、ＰＲじゃないですからね。 

その辺よくご理解いただきたい。 

だから全職員にもう一遍徹底してくださいよ。 

できることは、自分たちで２回ね、チェックしましょうと。 

本人が担当者だけが反省すればいいということじゃないと思いますので、ぜひお願いし

ますよそれは。 

市長 今の意向はね、きのう文書で通達してありますので、またさらに徹底してそれを周知さ

せるように努力していきたいというふうに思います。 

以上です。 

小宅議員 まだちょっとよくわからないんですけども、那珂市内の上水道普及率98％だと思う

んですね。 

それで公共下水のところで、上水道が来てないというのは非常にレアなケースなんだろ

うなと思うんです。 

散水してなおかつ月15万の水道料金を払っているっていうのも全くイメージがわかない
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んですけれども、事業所の場所っていうのはどこの地区ですか。 

議長 個人情報も聞きたいのですか。 

（「後で個別に」と呼ぶ声あり） 

議長 井戸水を主力に使っている事業所みたいですね。 

上下水道部長 ちょっと場所と、絞られてくると個人さんを特定できますので、この場では控

えさせてください。 

（「地区は良いのでは」と呼ぶ声あり） 

下水道課長 旧町村で言いますと神崎地区でございます。 

小宅議員 上水道は来ているのですか。 

下水道課長 上水道は来ております。 

その中で、この事業所については、上水道だとかなりの使用料かかりますので、井戸水

を使っているということでございます。 

小宅議員 そうすると、これ、下水道をつながなかったときと比べて多分負担額は相当高くな

っているんじゃないかと予想できるんですけど、そこはどうなんですかね。 

下水道課長 今までは、井戸水でのご使用でしたので、その使用されたものについては浄化槽

で処理した後に放流をしていたということでございますので、その放流についての料金は

発生はしておりませんでした。 

今回、公共下水道に接続することによってその使用料汚水料、それは、プラスになった

ということでございます。 

小宅議員 そうすると、多分月10万以上の負担増になっていますよね、こういうところってい

うのは。 

議長 ちょっと金額も聞きたい。 

小宅議員 結局下水道が来てもつながないっていうのが結構あるわけじゃないですか。 

そうすると、こういうのっていうのはそう考えると、果たして必要だったのかっていう

ところまで検証をしていく必要があるんだと思うんですね。 

不適合地区っていうのを今後、まだ下水道計画何十年も続く中で本当にそういうのが必

要なのかどうかっていうのをもう１回考えてもらうことも大事なのかなと思いますので。 

下水道課長 今までは、そういうことで合併浄化槽ということだったんですが当然公共下水道

で整備したエリアでのお客様でございます。 

市にとっては、その分流していただいて当然使用料もいただいているということで、大

変なお客様ということで。 

また、公共水域の改善、水質の改善にもなりますので、下水道に流していただくという

ことは、本来の趣旨にもあっていますので、良いことであると感じております。 

以上でございます。 

古川議員 誤徴収した日と、返還した日を教えてください。 
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議長 返還はまだだよ。 

古川議員 これからですか。 

いつ予定ですか。 

下水道課長 徴収した日につきましては５月の23日でございます。 

口座振替により徴収されております。 

返還につきましては、先ほど冒頭にお話ししましたが６月の14日、明日還付する予定で

おります。 

以上でございます。 

古川議員 その間の利息とかはつかないんですか。 

下水道課長 議員ご指摘のとおり23日間の還付加算金が発生いたします。 

その金額につきましては451円が還付加算金になっております。 

以上でございます。 

古川議員 当然だと思います。 

市民に対してそういうことが逆にですよ、滞納だのそういうのあったときには、督促手

数料だの延滞金だとかね当然とるわけですから当然だと思います。 

ごめんなさいでは済まないと思うんですよね。 

以上です。 

花島議員 たびたびすいません、二つお伺いします。 

一つは、先ほど散水等の量を控除するっておっしゃいまして、設置のときにはかったと

いうことなんですけど、その測定で毎月ほぼ散水に何立方メートル使うっていうふうに判

断して、その後ははからずにやっているというふうに思ったんですけど、それでよろしい

のかが一つ。 

もう一つは、発覚が６月８日っていうことなっていますけど、どういう経緯から間違い

に気がついたんでしょうか。 

その２点をお願いします。 

下水道課長 散水の量につきましては、当時の量で定額で控除をしております。 

６月８日に発覚したことの経緯でございますけども、先ほど冒頭にお話ししましたお客

様からの電話による問い合わせで、前回との料金がちょっと高いんではないかということ

の問い合わせから発覚をしたわけでございます。 

以上でございます。 

議長 はい、ほかにないようですので、全員協議会を終了いたします。 

大変ご苦労さまでございました。 

閉会（午前11時27分） 

 

   平成29年８月17日 
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    那珂市議会 議長 中﨑 政長             


