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第１回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２８年１０月２１日（金） １３：３０～１６：００ 

 

○場   所：鈴鹿市上下水道局 本館３階 第４会議室 

 

○出席者： ・委員８名 

（敬 称 略） 石川 裕（味の素ゼネラルフーヅ㈱ 取締役専務執行役員）  

  木村 喜美子（鈴鹿商工会議所 女性部 直前会長） 

  木村 好己（公認会計士 木村好己事務所） 

  齊藤 由里恵（椙山女学園大学 現代マネジメント学部准教授 ） 

  柴 健次（関西大学会計専門職大学院 会計研究科教授） 

  鈴木 良一(元鈴鹿市総務部長) 

  手平 規矩夫（公募委員） 

  森川 美和子（公募委員） 

※欠席２名 

  安田 武史（鈴鹿青年会議所 専務理事） 

  吉島 隆子（みえ市民活動ボランティアセンター） 

      ・鈴鹿市上下水道局長（鈴鹿市上下水道事業管理者） 谷口 誠 

   ・事務局 

  上下水道局次長（技術） 川村 茂樹 

上下水道局次長（事務） 松上 昇司 

上下水道総務課長 片岡 健二 

水道工務課長 小林 晋一 

水道工務課計画グループリーダー 岡田 匡人 

下水道工務課長 竹嶋 昇 

下水道工務課計画グループリーダー 小牧 孝充 

水道施設課長 林 宏 

給排水課長 矢野 浩之 

営業課長 砂原 宗幸 
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経理課長 鈴木 佳明 

上下水道総務課総務グループ 永田 健太郎 

上下水道総務課総務グループ 永田 圭 

上下水道総務課総務グループ 岩井 佑樹 

有限責任監査法人トーマツ（４名） 

 

○傍 聴 者：１名 

 

○内   容：下記のとおり 

 

１ 開 会 

【事務局】    

開会の挨拶 

 

２ 局長挨拶 

【谷口局長】   

 挨拶  

 

３ 委嘱書の交付 

 局長から委員を代表して石川委員に委嘱書の交付がなされた。 

 

４ 自己紹介 

 座席表順に自己紹介をした。（欠席者は事務局より紹介） 

  

５ 会長及び副会長選出 

 委員の互選により，以下のとおり決定した。 

   会 長 柴 健次 委員 

   副会長 鈴木 良一 委員 

  

６ 諮  問 
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 局長から会長へ諮問書のとおり鈴鹿市上下水道事業の経営のあり方について諮問がなさ

れた。 

 （局長退席） 

 

７ 議  事 

（１）会議運営に関する事項について 

事務局から「資料１ 会議運営に関する事項について」について説明がなされ，会長が

意見を求めたが，特に意見は無く，原案どおり合意・確認された。 

 

また，会長から，鈴鹿市総合計画審議会運営方針１の（２）にある，報道機関による報

道用の録音，写真撮影の取扱いに関して，議事や発言への影響を考慮して議事開始前の会

議の冒頭のみ許可することとしたい旨を委員に諮ったところ，反対意見はなく承認された。 

 

（２）鈴鹿市上水道事業の概要 

事務局から「資料２ 鈴鹿市上水道事業の概要」について説明がなされ，会長が質疑・

意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【木村（好）委員】   

ご説明いただいた、いろんなデータについて、前提となる公営企業会計基準を適用され

てこういったデータを出してみえるのか、基本的に発生主義に基づいてデータが出ている

のか、いつからそれを適用されているのか、多分、過去の３０年前とか４０年前の導管な

んかの評価とかあると思うんですけど、その辺はどういう形で管理されているか、前提と

してお聞きしたい。 

 

【事務局】   

ただいまの数値等につきましては、公営企業会計という中で、こちらで決算等の資料を

もとに数値を出してお示しをさせていただいたものでございます。決算書等の中から拾っ

て提示させていただいたものでございます。 
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【木村（好）委員】   

その適用はいつからされているんですか。それ以前の分に設置したりとか、導管を導入

したりとかしている分の資産の評価、取得原価とか、多分以前は再調達原価であるとかあ

ったと思うんです。 

 

【事務局】   

その点について、公営企業会計は昭和２０年代後半にできまして、発生主義が適用され

ております。基本的な考え方は取得原価主義で減価償却等は計上されておりまして、木村

（好）委員がおっしゃるような、いわゆる民間のような発想の会計基準が適用されており

ます。細かいことを言うと、平成２６年に会計基準が改正されておりまして、それで民間

と若干この会計基準のところで差異があった部分については、いわゆるコンバージェンス

がされて、ほぼ民間に近い損益の状況が今出ているとご理解ください。 

 

【柴会長】   

次回以降も審議の場がございますので、ベースとなっている数字等についてもう少し知

りたいということでしたので、ご回答のご準備をいただければと思います。 

 それでは、ほかにございますか。 

 もしないようでしたら、今のお話を簡単にまとめていきますと、上下水道事業について

は、水需要が減少していく中で、将来世代の負担を考えた上で適切な財政計画を策定する

ことが重要であるというお話でした。そのとおりかと思います。 

 特に、給水開始以来約７０年が経過し、管路や施設の更新時期が迫っており、企業債が

多く資金が少ないため、更新投資に対処するための適切な財政計画を策定することが重要

かと思います。中長期的な視点に立った上下水道事業の経営のあり方については、この点

を意識して取り組んでいきたいというご説明でした。 

 なお、今後、公共下水道事業、農業集落排水事業の概要についても事務局よりご説明が

ありますので、そちらのほうでもご意見をお願いしたいと思います。 

 

（ 休  憩 ） 

 

（３）鈴鹿市公共下水道事業の概要 
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（４）鈴鹿市農業集落排水事業の概要 

事務局から「資料３ 鈴鹿市公共下水道事業の概要」「資料４ 鈴鹿市農業集落排水事

業の概要」について説明がなされ，会長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【柴会長】  審議に入る前に、事務局にお願いというか、委員の皆様にもお諮りしたい

ことがありますが、現在、資料を３回とも、全部前にプロジェクターで大きく掲げて説明

していただきましたけど、後ろのほうにお座りの皆様を含め、ほぼ全員が資料を下で見て

いたので、非常に大きな資料ですし、カラーでちゃんとできているので、前のプロジェク

ターの投影は要らないのではないかと。動画ないしは、場合によってはシミュレーション

でその場で数字を入れかえたりとか、そういう場合は必要だと思いますが、次回以降、時

間の節約も考えて、資料だけのほうがいいんじゃないでしょうか。 

 皆さんご同意いただければ、次回以降は配付資料のとおりの投影は不要ではないかと思

うんですが、いかがですか。よろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【柴会長】   

じゃ、そうさせてください。それで１０分以上節約できると思います。 

 では、もとへ戻りまして、今、資料の３と４が終わりました。 

 公共下水道事業については、その仕組み、概要、施設の状況、現状の排水量及び今後の

予想、下水道事業の現状分析、課題に関して、概要としての説明がございました。事前に

いただいていますし、もう一度要領よく報告していただいたんですが、それでもなお課題

がたくさん示されており、解決に向けての案も示されており、即座に全部理解するという

のは不可能な場合もあると思います。 

 ご質問ないしはご意見があれば、どうぞ。 

 

【手平委員】   

 今、現状と課題ということで、多分、次回以降ＰＤＣＡを回されまして、ビジョンやら

まとめていかれるように私は理解したんですが、それで、この３つの事業を見ても、試算
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として受益者負担をどの程度に持っていくかによって、この課題、全然違うと思うんです

よ。 

 それで、今見ていますと、四日市市とかと料金比較して、ここは安いからって、その結

果で課題が出てきたりするイメージがすごくありますから、今後ビジョンを立てるときに

は、受益者負担は結果的に、やっぱり我々市民にとっては安いのでいいんですけれども、

だけど、全体から見ると、それにおいて、受益者負担が低いから課題が出ている部分が多

分にあると私は理解していますから、受益者負担をどの程度に持っていかれて、そうする

と課題がもっと今よりも少なくなるような気がいたします。 

それともう一つ、これからビジョンを立てられるときに、ここで、全部そうなんですけ

れども、類似団体ということの比較で問題点を洗われているわけですが，類似団体がわか

りません。例えば鈴鹿市だって、合併して広くなれば、山間部もあれば、昔の集中的な部

分であれば、当然設備費だって安く済むし等々で、類似団体とは何たることやと、類似団

体の同レベルに持っていかなきゃいけないのか。類似団体がわかりませんから、私どもは。

鈴鹿市が類似団体並みにしたいということが理解できないんですよ。 

 だから、ここら辺をもうちょっとご説明していただきたいことと、ちょっと細かい話で

すけれども、下水道整備に、３分の１、４割ぐらいしか今整備されていなくて、これから

５,０００ヘクタールぐらい整備するということで、その目標はよくわかるんですが、そ

れでお金も要るし、この優先順位といったら、例えば下水道といったら、やっぱり鈴鹿市

の海の汚れとか川の汚れとか、汚染度ですね、川の。水質汚濁に即比例してくるように私

は経験上思っているんですが、そうすると、鈴鹿市の今、川の環境とか海の環境はほんと

うに悪いのか、それによって投資の優先順位とか、そこら辺が変わってくるような気がす

るものですから、そこら辺をすぐ類似団体の平均ということに対して、目標を立てるとき

に、我々市に住む立場でいくと、私はあんまり理解できないんですよ。その類似団体がわ

からないから。 

 ここら辺について、次回でいいですから、そこら辺を定量的にお示し願って、別に類似

団体の中のここだったら、鈴鹿市だったらこのレベルでなきゃ、このレベルを目標にしま

しょうと、平均レベルがほんとうに必要なのかというのはようわかりません。ここら辺に

ついて、ぜひご提示いただきたいと。 

 

【柴会長】   
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わかりました。 

 今３点ばかり言ってもらったと思います。受益者負担についてどのレベルか、２番目は、

単純に類似団体比較と言っているけれども、そこの比較が何の役に立つのか、３番目は、

同じく類似団体だけど、周りの環境等をよく見ないと、個別の投資の優先順位も決まらな

いと、どこら辺にやるのかというようなことは、多分今後の議論の中で出てくるとは思う

んですが、本日は概要という、今までの上下水道局でまとめられた内容を報告していただ

いたんですが、今の３点について、何とか基本的な方針でも決まっているものがあればお

答えいただいて、なければ次回までにご準備いただくということでいかがでしょうか。 

 

【事務局】   

それでは、まず、受益者負担についてのご意見をいただきまして、低いという状況が、

今後いろいろ影響してくるのではないかということでございます。 

 まさに、水道事業につきましては平成１０年度、下水道事業につきましては供用開始い

たしました平成７年度から、料金という点におきましては、値上げをしている状況がござ

いません。そういった中で、事業説明の中でも申しております、今後、維持管理等も含め

て、まだまだ事業施設の整備が要るという中で、適正な受益者負担はどこなのかというこ

とにつきまして、まさにこの経営審議会のほうでご審議をいただきたいというふうに思っ

ております。 

 そして、類似団体という点につきましては、今回いろいろ資料で数値をお示しさせてい

ただきましたものにつきましては、水道で申しますと、給水人口１５万から３０万の団体

の中で、三重県、愛知県、岐阜県の中から７団体を選択して、それの値を類似団体として

比較しているということで、人口規模とか事業規模が似ているということは、やはりこの

事業を今後考えていく上では、そういった団体の数値というものは当然参考にしていくべ

きではないかなというふうには思っております。そういった中で、一応参考の数字として、

今後もお示しをしていきたいというふうに考えております。 

 

【柴会長】   

最初のところは、受益者負担がどのレベルが適切かという問いかけはしていないけど、

結局、一般会計からの繰り入れが高過ぎてというような問題意識はお持ちなので、いずれ

どのレベルが適切かという議論に踏み込まないといけないと思います。 
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【石川委員】   

そういう議論の前に、思いましたのは、一般企業だったら、事業性がどうかとかを見る

ときに、こういう規模だとか、これからの予想がどうかとか、そんなのだけじゃないわけ

ですね。今まで設備がどうなっていて、人件費がどうなっていて、じゃ、事業がこれだか

ら儲からない、だから受益者負担とのギャップが大きいという問題なんかは、どれくらい

負担しないと、本来だったらですよ、この事業が、例えば事業として儲けようとしたらど

れぐらいでやらなきゃいけないのかというのがあって、それでもって、そんなことをした

ら市民の人が当然そんなの生活できない、じゃ、どうするのということでしてね。 

 だから、そこら辺のもうちょっと構造がわからないと、こんな数字だけではわからない

んじゃないかなと。事業の構造ですよ。設備費が幾らで、今後どれだけ投資しなきゃ、メ

ンテナンス費がどのぐらいかかってとか、人件費がどのぐらいかかっているのかとかって、

それを僕は、だったら集約するとか。大体そうですよ、工場なんかをいっぱいつくって、

そうやってつくっていったら、それは楽ですけど、でもそんな、固定費がかかって仕方が

ないですね、人もかかるし。だったら、もっと集約できないのかとか、そういった構造改

革するには、やっぱり構造がわからないです。費用がどのぐらいかかっているのか、経費

問題がね。だから、そこを出してもらわないと、多分議論をしたって議論にならないんじ

ゃないかと僕は思うんです。 

 

【柴会長】   

というような意見もございましたし、それは多分、今日までは、今日の１回目のための

資料は用意していただいて。 

 

【石川委員】   

そうです。だから、今後出ませんかということだと思いますね。 

 

【柴会長】   

ですから、そこで、それでは十分議論できないという意見も出てきているので、より有

益な情報を出してほしいということとしてご理解ください。 

 先ほどの優先順位についての回答はなかったんですが、どういう状況に対応すべきかと
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いう優先順位も、投資の課題はありましたけど、優先順位とかいうことではなかったので、

その辺についても、次回の宿題ということでよろしいでしょうか。 

 

【木村（好）委員】   

今の補足みたいな形になるんですけど、次回までに開示してほしい情報として、多分、

鈴鹿市は、鈴鹿市のまちづくりとか、１０年、２０年の計画があると思うんですよね。そ

の辺も教えていただいて、例えば鈴鹿市はこういうまちづくりを将来していくんだと、そ

れに応じて、こういう地域が人口密度が高くなるので、そこを早く整備するとか、個別的

な戦略とかそういうものを考えていかないと、画一的にほかの自治体と比較してそれに合

わせるというだけではほんとうの戦略にはならないので、鈴鹿市がどういうまちづくりを

目指しているか、そして、その中で上下水道局がどういう形でそれに付随して、事業計画

とかいろんなものを立てていくか、やっぱりそういう発想が必要じゃないかと思うので、

その辺の附帯事業といいますか、鈴鹿市の方針とかそういうものも情報として、水道局だ

けじゃなくて、全体のまちづくりのような情報も提供していただけたらなと思います。 

 それともう一つ、その一環になると思うんですが、雨水と汚水で、雨水は市でやられて

いるとか、その理由が何かとか、何か特別な理由があってそうされているのか、合体して

上下水道局で面倒を見たほうが効率的にできるのかとか、そういったこともわかりますの

で、その情報も、別々に分かれている理由とかいったのも、情報開示していただけたらと

思いますけど。 

 

【柴会長】   

いろいろご意見が出て、宿題は多いんですが、まずは、これまでどうなっているかとい

う構造を分析しなさいと、その構造を分析した後で、将来を考える上に役立つ戦略を考慮

するためには、市の全体的な目指す方向も明らかにしなさいということで、今すぐ全部お

答えしていただけないとは思いますが、ご了解いただけますか。次回、準備いただけます

か。 

 

【事務局】   

はい。 

 



 -10-

【柴会長】   

先ほどの表の中に、ここで会計基準が変わったので突如として利益になったって、ああ

いうのも、結果としてそうなんでしょうけど、その場合には、改定前の基準が続いていた

らどれぐらいで、あるいは逆に、改定後の基準でもとへ戻せばどれぐらいの差があるのか

って、あそこの差だけで赤から黒になってよかったねという報告だけでは多分無理なので、

過去の構造を分析される際に、あわせてチェックください。というのは、構造分析したと

きに、そこで会計基準が変わっていると、その前と後ろが比較不能になりますので、その

辺ちょっとご考慮ください。 

 ということで、今全部お答えいただけないと思いますので、次回以降の宿題とさせてい

ただきます。 

 そういった質問が出ましたけれども、報告をまとめますと、報告された内容は、下水道

事業については、普及率が低い中、今後も継続的に整備を行うには財務的に余裕がないと、

整備エリアを考慮した効率的な都市計画の策定や接続率向上に向けた施策の検討が必要で

あると、そういう問題意識をお持ちですと。 

 それから、一般会計からの繰入金が高く、使用料収入も低い水準がありと、これは先ほ

どの指摘のところとも関連してくるかもしれません。新設投資に対処するための適切な財

政計画を策定することが重要かと、そういう問題意識を持たれていました。 

 中長期的な視点に立った下水道事業の経営のあり方については、この点を意識して取り

組んでいただきたいという、そういう説明でしたが、その際、次回に向けて、鈴鹿市全体

の計画等も出してくれと、それとの比較をしないと議論できないというようなご意見もご

ざいましたので、よろしくお願いします。 

 続きまして、農業集落排水事業について、概要等の説明がありました。 

 こちらのほうにつきましても、ご意見がございましたら、この際ご発言ください。同じ

ようなことですかね、先ほどと。 

 もし同じようなことでしたら、資料の３、資料の４、あわせて同じような問題の指摘が

ございましたので、資料２、３、４、あわせて、構造はどうなっているか、それから、な

ぜ他団体比較で満足するか、あるいはいろんな投資案件等があって改良策を考えるときに、

それのよりどころになる基準は何か、つまり優先順位をつける基準は何なのかと、そうい

ったところが明らかにならないと議論が進めにくいというようなお話だったかと思います。

それらをご参考に、次回へ準備を進めていただければと思います。 
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 そういったまとめ方でよろしいですか。 

 それでは、３と４の大きな宿題が３つほど出ましたけれども、それ以外にもし発言がな

いようでしたら、資料の３、資料の４については、これで一応概略のご報告をお聞きした

ということで、審議終了ということにさせていただきたいと思います。 

 次回以降は、本日の現状分析結果も踏まえて、いただいたコメントに対するさらなる検

討も考慮していただいて、計画に関する案の内容がご提示いただけるのではないかと思い

ます。委員の皆様におかれましては、本日のご意見を踏まえて、もう一度資料の内容をご

確認いただいて、あるいはご発言いただいた内容が次回につながるように再びご検討いた

だいて、ご参加いただければと思います。 

 

（５）その他 

 第２回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年１月１３日（金） 午後１時半から２時間程度 

場所 本館３階第４会議室（第１回と同じ） 

 ※ 同日の午前９時半から２時間半程度、水道事業、下水道事業の施設見学を予定 

  

── 了 ── 

 

 


