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第３回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年３月１７日（金） １３：３０～１５：５０ 

 

○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）  

会 長  柴 健次（関西大学会計専門職大学院 会計研究科教授） 

副会長 鈴木 良一(元鈴鹿市総務部長) 

  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 ） 

吉島 隆子（みえ市民活動ボランティアセンター） 

手平 規矩夫（公募委員） 

  森川 美和子（公募委員） 

※欠席２名 

石川 裕（味の素ゼネラルフーヅ㈱ 取締役専務執行役員）  

安田 武史（鈴鹿青年会議所 前専務理事） 

   

   ・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 

上下水道総務課上下水道総務グループリーダー 金丸 直志 

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 

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 
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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 

下水道工務課維持管理グループリーダー 岡田 旬史 

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 

経理課長 鈴木 佳明 

有限責任監査法人トーマツ（４名） 

 

○傍 聴 者：２名 

 

○内   容：下記のとおり 

 

１ 開 会 

【事務局】    

開会の挨拶 

 

２ 会長挨拶 

【柴会長】   

第２回審議会では、上水道事業につきましては、次の事業計画を策定中のため、想定さ

れる投資の方針について説明がありました。また、公共下水道事業につきましては、国が

示す汚水処理施設整備の１０年概成を目指すため、１０年後に下水道普及率を約７０％と

することを目標として、新規整備を集中的に行う予定であるとの説明があり、これに伴う

投資試算について説明がありました。 

 さらに、農業集落排水事業については、全ての地区の整備が完了しており、維持管理の

段階に入ったため、今後１０年間の処理施設及び管渠の維持管理にかかわる投資試算につ

いての説明がありました。 

 本日は、第３回目ということでございますが、先ほどのご案内にもありましたように、

上水道事業の投資試算、また、公共下水道事業、農業集落排水事業の財源試算についての

審議に入りたいと思います。その中で、今回は、上水道事業の投資試算の内容や公共下水
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道事業、農業集落排水事業の財源構成、財源試算の内容等について説明がありますので、

積極的なご発言をお願いします。また、会議時間が２時間程度と限られておりますので、

議事が円滑に進行いたしますようにご協力お願いします。 

 それでは、ただいまから審議に入ります。 

 まず、会議の成立について報告させていただきます。本日は、全委員１０名中８名のご

出席をいただいておりますので、鈴鹿市上下水道事業経営審議会の設置等に関する条例第

７条第２項により、本審議会は成立しておりますことをご報告させていただきます。 

 では、まず第１点目の上水道事業の投資試算について審議させていただきます。事務局

から説明をお願いいたします。 

 

３ 議  事 

（１） 鈴鹿市上水道事業の投資試算 

事務局から「資料１ 鈴鹿市上水道事業の投資試算」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≫ 

【手平委員】   

意見というよりも、ちょっと教えていただきたいんですが、今、ご説明で耐震化の送水

場から配水場から全部の状況がよくわかったんですが、その結果、最後のページにござい

ますように、短期の目標が、目標１、目標２、いわゆる管路と施設の耐震化についてはそ

れぞれ数字をご提示いただいて、中期もご提示いただきました。１７ページを見ますと、

それに対する費用が、例えば２９年に対して３１年ですと、１.何倍とかいうことで、凹

凸があるんですが、これについても工事の進捗状況の、支払いの時期等々でこのような凹

凸があるというご説明がございました。そのとおりでいいんですね。 

 それで、そもそもこの数字というのは、この目標、例えば一番最後のページにありまし

た８５％とか、これは何に基づいてこの数字がなっているのかなというのを教えていただ

きたい。 

 といいますのは、次回に財源等のご説明があるということでございますが、早いにこし

たことはないんですけれども、我々がこれでいいのかなという判断のときに、どのように

この目標値を設定されたか、ちょっとご説明いただければと思って質問させていただきま
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す。 

 

【柴会長】   

今の質問、目標値の設定と、それに対応する金額の算定の根拠、この２つをお願いでき

ますか。 

 

【事務局】   

 今、手平委員のほうからご質問いただきました、数字の根拠というか、どのように出し

たかということなんですけれども、基本的には、老朽管更新計画というのが管路のほうは

あるもので、まずそれが基本にはなっています。それに対して、今続いておる事業も、も

う既に工事する予定が決まっておるものもあるもので、それの分を足したものがこちらの

グラフのほうになってきています。 

 ただ、耐震化率については、目標値、そのまま老朽管更新計画の数字を全部足したとき、

例えば、９ページになるんですけれども、こちらのほうに記載させてもらっているように、

全延長２０４キロメートルに対して、１０年間で２１キロ、中期１０年間では２４キロを

目標として、最終４９％、６１％という数字をはじき出しております。 

 

【手平委員】   

そうすると、今のご説明で私ども理解していいのかなと思いますのは、要は、設備の耐

用年数をもとに更新をしていくという方針の中で、こういうような年度ごとの工事をやっ

て支払い。だから、根本は、設備の耐用年数を念頭に決められたということでよろしいん

ですか。 

 

【事務局】   

一番の原則は、施設のほうですね。配水池であったり送水場、そちらのほうがやっぱり

金額も大きくかさむもので、それの予定をまず決めて、それに対してというのも出てきて

います。 

 

【手平委員】   

その予定というのは、耐用年数が、例えば家でもそうですけれども、１０年になれば壁
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を塗れとかというような、いろんなこういう耐用年数がございますね、設備やら何やら。

今の配水場とか貯水池とか、ここら辺が耐用年数がこれだけ切れてくるから、耐震のため

に、それの更新を年度ごとに、耐震が切れるのに更新するということで理解してよろしい

んですか。 

 

【事務局】   

 耐用年数に関しましては、まだ来ておりません、期間的には。ただ、地震が起こったと

きにまず壊れるであろうという耐震化しかありませんもので、耐用年数はまだ来ていない

んですけれども、耐震化のために更新を進めるというような方針でおります。 

 

【柴会長】   

いいですか。 

 

【手平委員】   

よくわかりました。そういうことではないわけですね、この件は。 

 

【柴会長】   

私は今の委員の質問に追加的に聞きますが、地震はいつ来るかわからないわけでしょう。

だから、短期で４９％、中期で６１とか、下側のだと、８５と９９と書いていますけど、

それの耐震化の更新工事で、それまで地震が待ってくれたらいいですけどね。だから、そ

ういう意味で、この４９％とか８５％という数値はどうやって出されたんですかとさっき

質問があったと思うんですよね。 

 それと、もう一つは、中期のほうが特にわかりやすいですけど、ずーっと平坦な数字が

出ていますが、ならすという発想それ自体はわかりますけど、ならして支出しないといけ

ない財政的な理由があってこうなっているのか、余裕はあって、早く工事したら、それは

それで済むんだけど、ならしているのか。先ほどよりちょっと突っ込んだ質問になります

けど、あわせてお答えいただければ。 

 

【事務局】   

 先ほどのご質問なんですけれども、最初に説明もさせていただいたと思うんですけれど
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も、一度に１００％にできれば一番安全でいいとは思うんですけれども、費用の面もあり

ますけれども、うちの職員が毎年できる量というのも、工事の量も限られておりますので、

それで、できる限りのことをしていって、これだけの年数がかかっていくというふうなこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 

【柴会長】   

先ほど納得されましたけど、そういうことだということですね。 

 

【手平委員】   

そういう根拠で積み上げられて、次回の財源について検討されていますけれども、よく

組み立てが今理解できましたので、ありがとうございました。 

 

【柴会長】   

ほかの質問はありませんでしょうか。 

 

【木村（好）委員】   

今の説明ですと、２０年後に大体９９％ぐらい耐震化を達成するということですけれど

も、それについて、耐震化を維持したりする、そういったことも考慮に入れてこの計画と

いうのができているのか、ただ単に、耐震化工事をして置きかえていくだけの事業として

の計画ができ上がっているのか、維持とか、あと地盤とか、いろんな不確定の要素なんか

もある程度入れてあるのか、その辺、この計画の精密度を知りたいんですけれども。 

 

【柴会長】   

よろしいですか。お答えいただけますか。 

 

【事務局】   

全ての工事に当てはまるんですけれども、耐震基準というのは、今まで過去に起こった

一番規模の大きい地震を想定した、現在の時点での想定の地震が来ても壊れないというよ

うなことが今の強度になります。今後どんな地震が起こるかというのはわかりませんもの

で、その想定した規模以下の地震であればもつであろうというような構造のものになりま
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す。それ以上のものが来ればどうなるのかといったら、それはわかりませんけれども、そ

ういう意味で、今、耐震基準に合った施設をつくりますけれども、その地震の規模が変わ

ってきて、耐震基準をまた超えるような基準が出てくれば、その施設もまた耐震基準を満

たしていないというようなことは、過去から順番に繰り返して起こっておりますので、そ

れを更新していくというのが今後できるかどうかというのはちょっと不明な部分はありま

す。 

 

【柴会長】   

多分、質問はそうではありません。そうではなくて、２９年度から耐震化工事をしても、

１年ごとに古くなっていくんですよ、新しい工事をしたところが。それで、耐震の基準を

満たしたままずっといけるのか。そうすると、続けて維持更新の費用がかかるでしょう。

それも見込んでちゃんと計算していますかということじゃないんですか。 

 

【事務局】   

管路につきましては、耐震基準というのとか、今、法定耐用年数というのがほんとうに

短い耐用年数しかないということなんですけれども、実際には１００年ぐらいもつという

ような管もあります。ただ、それを法的に言いますと、耐用年数はもっと短いというよう

なこともありますので。 

 

【柴会長】   

もっと具体的に言うと、１７ページ、１８ページに数字が上がっていますが、これは工

事の初期費用だけですか。その後は、さらに新しくしたところもお金がかかるはずだから、

それは足しているんですか。含まれているんですか、含まれていないんですか。 

 

【事務局】   

これは更新する費用だけで、維持管理する費用は一切含まれておりません。 

 

【柴会長】   

維持管理は、これ以上まだ増えるという答えですね。 
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【事務局】   

はい。 

 

【柴会長】   

それと、過去の最高水準というのは、先ほどの説明は阪神・淡路大震災でしたけど、そ

れを前提に耐震化工事をされるんですか。 

 

【事務局】   

今は、地震、対応が変わっておるはずです。 

 

【柴会長】   

だから、最初の説明が阪神・淡路大震災。 

 

【事務局】   

過去はそうですね。 

 

【柴会長】   

今は更新しているんですね。 

 

【事務局】   

更新しています。 

 

【柴会長】   

今の最大震度ということですね。だから、ここの表にはまだ、いわゆるライフサイクル

コスト、イニシャルコスト以降のコストが入っていないという答えでした。よろしいです

か。それはいくらかかりますかと聞かなくていいんですか。 

 

【事務局】   

原則、何もなければ維持管理費はかからないと。かかってきますのは、やはり施設です

ね。ポンプ場の電気代とか、そちらのほうはかかりますが、管路については、通常何もな
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ければメンテナンスフリーだと思っています。 

 

【柴会長】   

これで数字の見方も、より正しくできると思います。 

 ほかに質問はございませんか。 

 

【鈴木委員】   

いろいろと説明をしていただいたんですけれども、いろんな水源の送水場と配水池、こ

ういったものについて、新たに用地が必要になるというところはないんですか。例えば高

岡なんて、配水池の増設というふうなことなんやけれども、敷地内でこれは処理をできる

ということで、新たに土地を取得して、それに伴う経費が必要になりますよということは

ないんですね。 

 

【事務局】   

ご質問の答えなんですけれども、その施設によって、もう既に新しい土地が準備されて

おる施設もありますし、今から購入せないかんという施設もあります。特に高岡について

は、もう既に準備された土地があるので、そちらのほうに建設する予定ではおります。 

 

【鈴木委員】   

そうすると、目標に伴う金額というふうなものは、次回また提出をいただくと思うんで

すけれども、それには、新たに必要と思われる用地取得費というのは、また新たに出てく

るというふうなことでいいんですかね。今日の考え方の中では、そういう新たに用地を取

得する費用については、今日は何も反映をされていないと思うんですけれども、当然高岡

はもう既に買うてありますよということでしたので、いいかと思うんですけれども。基本

的には、敷地内で処理できるものは全部やっていただくというふうなことやと思うんです

けれども。 

 

【事務局】   

それで、新たに建設する予定のある施設については、とりあえず今の段階で計算できる

用地費というのはこの中に入れてあります。特に高塚であったり広瀬については、その用
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地代というのは含んでおります。 

 

【柴会長】   

ここに入っているんですか。施設整備のところに入っているんですか。 

 

【事務局】   

はい、施設整備のほうに入っています。 

 

【柴会長】   

だそうです。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。基本的には、だから、施設整備の中にみんな入っておるということです

ね。 

 

【柴会長】   

ということで、今、数字をめぐる質問が続いていますが、ほかにありますか。 

 

【手平委員】   

手平ですが、先ほどの数値の設定についてはよく理解できまして、数字の設定は理解で

きたんですが。それで、今度はその数字が我々としてなるほどと思えるかという観点でご

質問したいんですが、１回目の審議会で、水道事業の現状分析で料金比較をされましたね。

鈴鹿市は、ほかの例えばここに出ておった松阪市とか津市よりも低く抑えてあるというご

説明がありまして、そうすると、今回の、いわゆる鈴鹿市とか松阪市とか桑名市とかのご

提示をいただいています。今回の進捗、今言った、できるだけ耐震化を、耐用年数はまだ

あるけれども、地震のために早くやりましょうということと、もう一つ、実際にやられる

当局の要因等々でこのような数字になったというようなことをおっしゃられましたが、水

道料金のよその市らを見て、鈴鹿市さんの決められた進捗状況というのは早いんですか、

遅いんですかね。ここら辺が僕はようわからないもので、やっぱりこの進め方が、なるほ

ど、よその市に比べて十分やっていただいているか、いやいや、まだもっと早くやらなき
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ゃいけないかという、我々が判断するときに、よその行政と比べてこの進捗状況はどうか

なという検討をされていますか。されていません？ そこら辺をちょっとご説明していた

だきたい。 

 

【事務局】   

進捗状況等についてご説明させていただきます。 

 料金の話は、今後、第３回、これが終わりました第４回目のときに水道の財政について

はお示しさせていただきます。管路の今後の耐震化の進捗につきまして、４９％、６１％

とご提示させていただきましたけれども、１つは、今の職員でできるというような説明も

しましたけれども、今の進捗よりも頑張らないと、おそらく達成できない数値として上げ

させていただいています。これは、やはり南海トラフ等が予想されておりますので、安全

な水、安心して蛇口を開いたら出るというのが我々の使命ですので、そのためにちょっと

頑張ろうかというような形で、発注の仕方等も工夫しながら頑張ってやっていこうと。 

 あと、この事業費については、おおむね頑張ってやっていったときに、現在の状況から

見たときに、これぐらいは投資したいなというような希望としても今上げさせていただい

てあると。今後、財源試算した中で、これが可能なのかどうなのかというのが、またご議

論いただく内容になろうかと思います。 

 

【柴会長】   

委員の意図を理解したいので、要するに、いつ来るかわからない地震に対して耐震化を

やるから、精いっぱいやってこの程度ですよという案に対して、他市と比較しているかと

いう話になると、他市より頑張っていたら、それはいいんだけど、他市より劣っていたら

どうなのかという判断はまた働くんですか。つまり、地震がいつ来るかわからないから、

最大限急いでやるという案に対して、他市との比較はどういう意味を持つのか、そういう

質問をされた意図がつかみ切れなかった。 

 

【手平委員】   

今、事務局からご説明があったお金絡みの以前に、お金は最後にかかると思うんですよ。

これはお金絡みだと、こういうようなのは思うんですが、だから、今委員長がおっしゃら

れましたように、早いにこしたことはないというのも私どもも同じなんですが、こういう
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設備をやってくるのが、ちょっと平たんな言葉で言うと、世間並みの進捗状況でなってい

るのか、いやいや、市は早く耐震化等をやる方針でやっているのかと、管について私はち

ょっと理解できないの。 

 

【柴会長】   

いやいや、今のお答えは、最善の速度でやっていますというお答えだったんですが、そ

れ以上に世間並みにゆっくりやれという主張ですか。 

 

【手平委員】   

いやいや、それはございません。 

 

【柴会長】   

そうでなかったら、最速でやるというふうにお答えいただいていると思うんですが。 

 

【手平委員】   

それで結構です。よくわかりました。 

 

【柴会長】   

それと、第２回の審議のときに、他の自治体との比較はあまり意味がないじゃないかと

いう質問もあったのに、またそういうことを今議論していていいんですかね、緊急時対応

ということであれば。よその市がゆっくりやっていても、ここは早くやるといったら、そ

れでいいじゃないですか。 

 

【事務局】   

それで結構です。 

 

【柴会長】   

いいですか。 

 

【手平委員】   
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はい。 

 

【柴会長】   

追加は何かありますか。いいですか、お答えのほうは。 

 

【事務局】   

追加は特に。 

 

【柴会長】   

じゃ、ほかに質問がなければ、これぐらいで質疑は終了させていただきたいと思います。 

 この上水道事業につきましては、非常時における水の安定供給を図るために、導水管や

送水管等の基幹管路の耐震化率の向上と送水場、配水池の耐震化率の向上を目標として整

備を行う方針であり、それに伴う投資試算についての説明があったわけです。 

 皆さんお持ちの資料１の１９ページ、この最後のページですが、ここで説明がありまし

たが、短期と中期に分けて目標を設定していますが、中期は、水需要の動向などに応じて

定期的に見直していくとのことであったと思います。今回の審議会で投資試算の提示があ

りまして、事務局には次回の、今後の審議会で財源試算の提示をお願いします。 

 なお、この後、公共下水道事業、農業排水事業の財源試算についても事務局より説明が

ありますので、そちらのほうでもご意見をお伺いしたいと思います。 

 それでは、２点目の公共下水道事業の財源試算について議題とさせていただきます。事

務局から説明をお願いします。 

 

（２）鈴鹿市公共下水道事業の財源試算 

事務局から「資料２ 鈴鹿市公共下水道事業の財源試算」について説明がなされた。 

 

（ 休  憩 ） 

 

≪質疑・意見≫ 

【柴会長】   

では、再開したいと思います。 
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 質疑に入る前に、お手元の資料の９ページをおあけください。 

 根幹はこの絵なんですが、大きな絵もホワイトボードに貼ってあるから、これが一番重

要な絵なんですが、収益的収支のところが収益と費用と書いています。下側、資本的収支

のところが収入と支出と書いています。ここで議論が停滞しないように今修正をかけます

が、どちらも収入、支出と読んでもらっても間違いでもないし、両方とも収益、費用と読

んでもらってもどちらでもいいです。なぜかというと、会計上のそういう基準の傾向でこ

う出ているんですが、収入に限定されないで便益が入ってきたものを収益といい、支出に

必ずしも限定されないで、当期に属する価値の犠牲というのを費用というということで収

益、費用なんですが、でも、その項目をじっと眺めていくと、やっぱり収入だ、やっぱり

支出だという項目も入っていますので、あまりこだわらないでください。 

 それから、上側のほうの４番ですが、長期前受け金「レイニュウ」と読んではりました

けれども、これは戻し入れです。長期前受け金戻し入れ。後ろに何も書いていませんが、

長期前受け金戻し入れ益なんですね。架空の収益、収入を伴わない概念上の収益、まあ、

減価償却の裏側だと思ってください。 

 ところで、そもそも何を前受けしたんやと、その説明がなかったので、後ろのほうでも

説明がなかったので、何を受け取った、そして、期間に配分した戻し入れなのかというの

を説明していただいて審議に入りたいと思います。ということで、混乱を避けるために先

に私が質問しました。 

 

【事務局】   

済みません。ありがとうございます。 

 長期前受け金戻し入れについては、これは、平成２６年度の会計制度の改定に伴って入

れられた制度でございまして、過去に建設財源としていました国庫補助金、それから、下

水道の建設の際には受益者負担金というものをいただいておりますけれども、それを分割

するものになります。分割の仕方は、施設の耐用年数が５０年となっておりますので、い

ただいた金額を５０年で分割、定率で割って、各年度、各年度みなしの利益として入れる

ような制度となっております。 

 以上です。 

【柴会長】   

ですから、３番と４番は逆、性格が正反対のものだということですね。という修正を加
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えた上で、骨格が、この絵が一番重要だということでホワイトボードにも描いていますの

で、これから質問を受け付けたいと思います。どなたからでも結構です。いいですか。 

 なければ、私が質問する役になるんでしょうけど、基準外の繰入金というものをどのよ

うに今後考えていくのかというのが一番重要かと思うんですが、繰入金は将来的にはゼロ

になるようにしたいというようなお話がありましたけど、これについての基本的な考え方

がありましたら、ご説明ください。 

 

【事務局】   

繰入金につきまして説明をさせていただきます。 

 基準外をいかに減らすかという考え方なんですけれども、１６ページに基準内繰入金と

いうものをご紹介させていただいております。この②の中で、分流式下水道に要する経費

というものがあるんですけれども、ここの考え方が、ある部分、国からの示されているも

のが明確でないため、考えようによって、市町で決めなさいというふうになっておるんで

すけれども、資金が足らないもの、現金が足らないものについて、丸々市役所のほうから

いただいても基準内になるというような考え方が１点できます。 

 なので、今後、基準外繰入金を減らすに当たっては、経営戦略を今回策定していくわけ

ですけれども、市当局のほうと、どういうふうにこの分流式の繰入金とかを考えていくの

かというところの整理をさせていただきまして、基準外繰入金の水準等を、市役所当局が

どのように、うんと言ってくれるかわかりませんけれども、それを協議しながら基準外の

繰入金の水準を考えていきたいというふうに考えています。 

 

【柴会長】   

それは、基準内と基準外の線引きの問題だと思うんです。内外問わず繰入金は、基本的

に使用料とは別に税金から足していると、そういう意味では同じですよね。だから、線引

きを変えるという話以外に、そもそも実質的に基準外と把握されている金額をできるだけ

ゼロに近づけるという考えはあるのかないのかということです。 

 

【事務局】   

実際、経費回収率を見ていただきますと、７０％から８０％という形になりますので、

これを１００％に本来持っていけるのが公営企業としてのあり方、水道事業についてはそ
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ういうような状況にあるんですけれども、目指すべきところはゼロなんですけれども、直

ちにこれをゼロにしようとしますと、収入面では自主財源である使用料が大きな収入の大

半を占めるわけですけれども、これをいかに上げるかという部分がありまして、受益者負

担のあり方を考えたときに、一度には解消できないと思いますので、できる限り減らす、

現在の水準をまずはどこまで減らすのかという部分を考えさせていただきまして、次回以

降の審議会で、そういう受益と負担のあり方についてもご議論いただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 

【柴会長】   

ですから、言いかえれば、その議論は今後されるでしょうけど、この表の中の「繰入金

等（収入）」、これは長期も短期も含めてですけど、言いかえれば、市民が税金を通じて払

っている使用料収入、収益である使用料ではないんですけど、使用料みたいなものだと、

このように読んでもらったら、この表の上側が収益源で下側が費用だという表に多分なる

のでわかりやすいかと思います。何で払う必要があるのかという議論とは別に、今、実際

繰り入れているので、繰り入れている部分は、いわば、繰入金という収入と書いています

けど、その分負担してもらっているんだといえば、使用料収入と、それに類するものとし

て理解してもらうと表が読みやすいかもしれません。そういう理解でいいですか。表の見

方のことだけです、哲学的な論争を今やるつもりはありませんので。 

 それで、この数字がわかったとして、ご質問はありますでしょうか。 

 

【木村（好）委員】   

基準外繰入額をゼロにしたいということですけれども、こういった公営企業の場合です

と公共性とかもあるので、ゼロにしたりとか営業赤字を黒字にするとかじゃなくて、営業

赤字とかそういったものは、ある程度運営の効率性を見るための指標として捉えて、繰入

額も、先ほど会長がおっしゃったように、結局、もともと均一的に市民が負担しているの

が基準の繰り入れであって、個々に業者負担でもらう分が使用料という形で考えれば、あ

えてそれをゼロにしたりとか、基準の目標として設定する必要はないんじゃないかと思う

んですけど、その辺の見解はどうなんですかね。 

 

【柴会長】   
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公益性、公共性に鑑み、ずっと繰り入れが続いてもいいんじゃないかという意見なんで

すが。 

 

【事務局】   

繰入金を、基準外をゼロにというお話がありましたけど、じゃ、基準がまずどういった

ものなのかというお話をさせていただきます。 

 汚水処理にかかる費用が、維持管理費とか元利償還金とかあるんですけれども、使用料

で下水道事業を全て賄おうと思いますと、それは非常に高価になってしまうという考えの

中から国のほうが示したのが、まず繰り出し基準、繰り入れ基準というものがございます。

そういったものの中で、なぜこういうような繰り出し基準が設けられたかという背景をご

説明させていただきますと、投資額が非常に高くなって、それを使用料で賄うことがまず

無理であろうというのが下水道事業の前提です。 

 そこで、また、我々三重県鈴鹿市が伊勢湾に面しておりまして、閉鎖性水域という部分

の中で、通常の汚水処理をするよりも高度な水処理をして海に返す。通常よりも高度な処

理をするということは費用も非常にかかるという部分については、じゃ、これは環境に対

する事業なんだから公費でもちましょうとかという考えであるとか、汚水処理、雨水処理

についても、雨水処理については公共が、市が、人の生命、財産を守るのは公の責任であ

るから、それは公でもちましょうというような、全ての事業費の中で、全てを市民の方々

に、利用していただく方に転嫁できない部分、公でもちなさいよという部分が繰り入れ基

準なんですね。 

 それ以外で、今現在、基準でもつべきもの以外として出てくるのが基準外繰り出しとな

っておるんですけれども、これをゼロが理想ですけれども、直ちにゼロに持っていくこと

は不可能だと考えておりますので、ある程度の公共下水道の受益を受けてみえない市民の

方々にも税の負担をしていただくという部分についても、やはりいかがなものかという議

論もあったりしますし、説明の途中でご説明しましたけれども、繰り出し基準外の基準外

操出金については何のルールもないという市の負担でございますので、下水道事業を運営

する中では不安定な要素でありますので、不安定要因をいかに消していって、生活、排水

処理サービスを継続していくのかという部分を考えておりますので、もう少し安定して経

営できるように、基準外の操出金を減らしていくというような考えでいますので、ある程

度の目標設定は必要かと考えております。 
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【柴会長】   

つまり、今の委員ご指摘のところは、この委員会で必ずしも基準外をゼロにしなくてい

いと決めたとしても、市のほうが基準を持っていないので、不安定になると。できたら、

その不安定要因の金額を小さくしたいというお答えでいいんですか。 

 

【齊藤委員】   

今のところで関連して、私は財政学という立場でちょっと意見をさせてもらいますと、

基準内の繰り入れにつきましても、多分国のほうからは、やはり公営企業だと。なので、

本来独立採算制でやるべきだという枕言葉があって、しかしながら、公益性を考えたとき

にということで、地方交付税のほうで措置してありますよというような多分言い方が毎年

のように、地方自治体のほうに通達が来ていると思います。多分私もそこについてはすご

く同感だと思っていて、ただ、基準外のものに関しては、ゼロにしていくというのは、先

ほども事務局のほうからお答えがあったように、公平性とかいうところを考えると、やは

りそういうふうに少なくしていくというのは大切な観点だなというふうに思っております

し、多分総務省のほうからも、公営企業に対して基準外の繰り入れをできるだけゼロの方

向に進めるようにというのが今言われているところだと思いますので、鈴鹿市さんの下水

道事業についても、そういう方向でやはり考えるべきなんじゃないかなというところで、

私は事務局案に同意をするというところでございます。 

 以上でございます。 

 

【柴会長】   

というような意見が出ていますが。 

 

【木村（好）委員】   

ですから、基準というか目標としてゼロとするんじゃなくて、少なくしていくという目

標で私は十分じゃないか。ゼロにするとかいうと、ゼロにできたかできないかで評価判定

されてしまうと思うんですよね。だから、何事でも理想としてはゼロを目標にするといっ

ても、実際それが達成できるかどうかというのはわからないのであって、実際運営する場

合には、赤字でも徐々に減っていっていれば効率よく運営されているという評価の仕方も
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あるんじゃないかというのが私の考えなんですけど。 

 

【柴会長】   

お二人の委員の見解は別に矛盾していないと思います。多分先ほどお答えいただいたと

ころは、市の方針が基準内か外かの線引きがよくわからないと、こういうことも含まれて

いたんですよね、表の２番目の項目で。だから、今は出してくれていても、そのうち出な

くなるかもしれないということで、目標の設定という意味よりは、安定的な経営の観点か

らできるだけ少なくしたい。究極的にいえばゼロですけど、今委員が言われたように、ゼ

ロという断定しているわけじゃなくて、ゼロに向かって減らしていくというようなお答え

と受けとめてもいいんじゃないですか。そういうふうに答えられていたと思います。とい

うことで、矛盾していないと思いますから、いいですね。 

 

【手平委員】   

今、専門家の皆さんのお話を伺っておって、私は市民だもんですから、ちょっと市役所

さんに。いずれにしても、この下水道事業というのは、いわゆる料金とここにあるような

税金の投入ということで成り立っているわけですね。それが収支ゼロ、採算独立性でいけ

というような、いろんな方向があるかと思うんですが、下水道を使えない立場、八十何％

までいっていないところがあるわけですね。そうすると、その人らにとってみれば、私ら

は税金投入するだけじゃないかという、ちょっと変なうがった見方があろうかと思います

から、私はたまたま上水道も下水道も使えるような立場で、今利用させていただいてあり

がたいんですが、そういう使おうとしても使えない、いわゆる下水道が来ていない立場の

市民もみえるわけなんです。それを料金で賄わずに一般の税金でやっているんですから、

そこら辺のご配慮も、ぜひ詳しく機会があればそういう人にはご説明していただきたいと

いう観点でございます。 

 

【柴会長】   

今のは、お答えは要らないという意味ですか。 

 

【手平委員】   

要らないです。 
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【柴会長】   

私は何回も気になっているんですが、下水道の目標というのと、下水道が使える人と下

水道が使えない人に分かれるんじゃなくて、下水道でカバーしているのと下水道以外でカ

バーしているのがあって、合計で１００％だという説明があったと思うんですが、今の質

問をそちらへ転嫁すると、下水道以外の手段の場合、そこには税金は１円も投じられてい

ないのかという質問に変わるんですよ。 

 

【手平委員】   

そういう多分多少は投入されているとは理解していますけど。 

 

【柴会長】   

ですから、機会があれば整理してご説明くださいと言った部分、今どうします？ 

 

【事務局】   

そうしましたら、市の下水道事業について簡単に説明させていただきますと、いわゆる

下水道といいますと、今ご説明させていただいております公共下水道、それから、この後

ご説明させていただきます集落排水事業、この町単位、集落単位でさせていただくもの、

それから、こういったものがないときに合併処理浄化槽。昔は浄化槽はトイレの水だけだ

ったんですけれども、平成に入ってからぐらい、すごく普及してきているんですけど、お

風呂の水、それから台所の水、それからトイレの水、これを合わせてするのが合併処理浄

化槽なんですけど、この３つで市域全域を水洗化していこうというのが鈴鹿市の下水道の

考え方、生活排水処理の考え方なんですね。 

 公共下水道の受益を受けられる方もいますし、集落排水事業の受益を受けられる方がい

ます。この２つの事業の受益を受けられない方については、汚水処理の方法としまして、

市は国とか県と連携しておりまして、合併処理浄化槽を設置されるときに補助制度を用意

しておりまして、こちらのほうも税金の投入を行っておりますので、何がしか生活排水の

処理を皆さんには公平に受けていただけるような制度の体制はとっております。 

 

【柴会長】   
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ということなんですが、この委員会で議論していても誤解を生む可能性がありますので、

丁寧に説明してくださいというご要請なので、お願いします。 

 ほかに質問はございませんか。 

 

【鈴木委員】   

企業債の今認可に対する充当率というのは、随分と将来世代に対する負担というふうな

ものを軽減するために抑えておるというふうな状況やと思うんですけれども、例えばこれ

を、起債の充当率をもっと上げることによって、将来的には絶対に減価償却費が増えて企

業債償還金が増えてくるというふうなことやから、同じ、もしくは利息の分だけ上乗せに

なると思うんですけれども、平準化というふうな意味で言うたら、例えば、近いうちの使

用料収入についての繰入金、そういったものがもうちょっと圧縮できるとか、そういうふ

うなことにはならないんですかね、すぐには計算がようできやんのですけれども。 

 

【事務局】   

企業債としまして、今、建設改良に係る企業債の充当率はルールの中いっぱい借りてお

ります。 

 

【鈴木委員】   

そうなんですか。 

 

【事務局】   

はい。補助事業と単独事業とかあったりするんですけれども、供用開始しない場合は事

業費に対して１００％充当することができるんですが、それ以外につきましては、補助事

業につきましては２分の１が国費になりますので、２分の１を控除した額の９０％が裏財

源として起債ができます。その補助事業に乗らないものが単独事業になるんですけれども、

それにつきましては９５％を充当することができるという部分が公共下水道事業です。 

 それから、私どもは流域下水道になっておりますので、流域下水道の建設に対する負担

金、これに対しても企業債を充当しております。こちらについては１００％充当が可能で

すので、１００％を充当させていただいています。 

 ただ、起債の制度になじまない事業費があったりしますので、それについては充当でき
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ないというものが一部、例外の例外としてあります。 

 もう一点、鈴木委員のほうからご質問があった企業債の１つとして、説明の中でも、安

易な発行はという説明をさせていただきましたけれども、企業債の償還が非常に大変で、

企業債の元金が返せない部分がある分は一般会計から繰入金としてもらっているわけです

けれども、これをならすために平準化債というものがございます。これは、借金のピーク

が山になるものを、ピークをなだらかに長くするという考え方があるんですけれども、１

０年間繰り延べさせるとか１５年間繰り延べさせるというものがあるんですけれども、こ

れにつきましては、安易に発行しますと、１点目は、課題としましては、これを発行する

ことによって、齊藤先生のほうからも話がありました、国からいただける交付税措置が変

わってしまうという部分がございます。それが１つの課題であると。もう一点は、借金の

上の借金ですので、利息分だけまた余分に次世代に送ってしまうという部分がありますの

で、これの発行については慎重に判断しなければならないというふうには考えております。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

要するに、考えて、企業債を今使ういい案が浮かばなかったということで、最善の方策

を今財源試算として。 

 

【事務局】   

もう一点だけよろしいですか。その中で、今年度、平成２９年度、２８年度から発行し

始めたんですけれども、下水道に対する財政措置というのが平成１８年度に一部見直され

まして、その中で下水道特別分というような考え方が出ました。これは、過年度、平成１

７年度までに発行できた起債の償還に対して、借金をしてもいいよと。この借金をしても

いいよというのは、地方さん、一般会計から繰り入れるのも大変でしょうという部分の中

で、操出金にかえて、その分は借金してもいいよと。これは、また市のほうで負担すれば

交付税としてちゃんと見てあげるからというものが出ましたので、そちらのほうの活用は

最大限、発行可能額まで発行させていただくようになりました。ですので、今年度も、来

年度もそうですけど、４億７,０００万程度だったと思いますけれども、それを発行して、
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繰入金のこちらに入れる投入額を落としてはいます。 

 

【鈴木委員】   

市の財政にそんなに遠慮することはないということですね。 

 

【事務局】   

財政に遠慮をしながらですね。 

 

【鈴木委員】   

遠慮はしておるけれども、多少は。うちの部分で、基準外繰り出しというふうなものに

対しての地方交付税というふうなものも、この借金の中で借りたことによって含まれてい

ますよというふうなことは、ある程度言えるということ？ 

 

【事務局】   

そうですね。下水道債に対しましては、過去、みなし算入されますので、借りた部分の

昔は７０％充当だったものが、今は平成１８年度の制度改正によって、使っていただける

区域にお住まいの人口密度も当然違うんですけれども、交付税算入率が変わってきたとい

う部分はありますけど、７０％が今うちの場合は５０％になっておりますけど。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

その辺が正しいかどうかは齊藤委員に検討していただくことにしまして、次へ進みたい

と思います。 

 これで２番目の質疑を打ち切ってもよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

【柴会長】   

公共下水道事業につきましては、資料２の２５ページ、２９ページで説明がありました
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けれども、財源試算の目標を１として、経費の回収率が７０から８０％にとどまる見通し

であり、使用料収入では汚水処理費用の全てを賄えない見通しのため、経費回収率の向上

を目標にするという説明がありました。その際、必要に応じて、自主財源である使用料の

見直しも検討していくとの説明があったと思います。 

 また、財源試算の目標２として、先ほど議論いただきましたが、総務省が示す繰り出し

基準につき、一般会計から繰り出される基準内繰入金以外の資金である基準外繰入金につ

いて、市の財政も厳しい中、中長期的に自立的に健全な経営を行うには、可能な限り抑制

を図っていくことが必要であるため、基準外繰入金の抑制を目標にするという説明もござ

いました。明確にゼロとは言い切っていませんで、私がゼロと言ったために議論が１つ出

ましたけれども、できる限り抑えていくと。 

 さらに、資料２の２８ページで説明がありましたが、投資試算と財源試算の収支ギャッ

プの解消に向けた取り組みの検討が必要であるということでした。収支ギャップの解消は

事業経営に関する重要項目であり、審議が必要ですので、事務局には、この収支ギャップ

の解消に向けた取り組みについての検討結果を今後の審議会でぜひご提示いただきたいと

思います。 

 なお、この後、農業集落排水事業の財源試算についても、これから事務局より説明をし

ていただきますので、そちらのほうでもご意見をお願いします。 

 それでは、３番目のテーマであります農業集落排水事業の財源試算について、ちょっと

予定よりおくれていますので、必要な範囲で簡潔にお願いします。 

 

（３）鈴鹿市農業集落排水事業の財源試算 

事務局から「資料４ 鈴鹿市農業集落排水事業の財源試算」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】   

先ほどの資料２とその構成の順序は同じなので、理解はしやすかったのではないかと思

います。その審議に入る前に、今の資料３でも２２ページのところの長期前受け金戻し入

れの説明なんですが、これは先ほど口頭で説明していただきましたが、ここは正しく修正

してもらったほうがいいと思うんです。これでは、「取得資産にかかる戻入額を個別に推
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計」と書いているだけで、あまり中身がわからないので、資料２及び資料３とも、ここを

ちょっといじっておいてほしいです。 

 それと、次に本題に入りますが、質問を受けやすくするために、ほとんど同じような形

で説明資料２、資料３は進んでいますが、じゃ、公共下水道とこちらの農業集落排水事業

でどこが大きな違いがあるのかというのを先に言ってもらったほうが質問しやすいと思い

ますので、特徴を言っていただければと思います。 

 

【事務局】   

そうしましたら、財政面で一番異なりますのは、説明もさせていただきましたけれども、

６ページを見ていただきますと、公共下水道と集落排水事業で、この図の違いが出てくる

と思います。上の青いところが収入で下が費用なんですけれども、維持管理費の大きさを

使用料収入で賄えていない、ここが大きな両事業の違いだと思います。公共下水道事業は、

維持管理費は賄えていたかと思います。 

 

【柴会長】   

それが１点。ほかにありませんか。それだけですか。 

 

【事務局】   

そうですね。ここが一番。 

 

【柴会長】   

私が聞いていた範囲では、基準外繰入金の全体の事業に占める割合が公共下水道と農業

排水では違ったのではないですか、大きく。基準外繰入金に依存する度合いが同じですか。 

 

【事務局】   

そうですね。基準外の繰入金に依存する割合は、集落排水事業のほうが高いです。その

要因は、先ほどの６ページの維持管理費を賄えていないというところになろうかと思いま

す。 

 

【柴会長】   
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ということですね。だから、もし、例えば公平性、先ほども質問がありましたが、３種

類の汚水等の処理をいろんなタイプでやっているのを公平かどうか比較するんだったら、

基準外繰入金をそれぞれの利用者人口で割って、それぞれの種類でどれぐらい１人当たり

入っているのかというところまで出てくれば、公平かどうかの議論はできます。でも、今、

先ほどは公平のところにいっていないので、一応そういうことはできますという。時間が

あったらやっておってほしいと思いますが、それで大体構造がわかったと思いますので、

この農業集落排水事業についての質問を受けたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【齊藤委員】   

ご説明ありがとうございました。 

 最後の２１ページの目標のところなんですが、もちろんここで、目標２のところが何か

ちょっと私はひっかかっているというのは、そもそもやはり基準外繰り入れということを

どう考えるべきなのかなという、先ほどの公共下水道の議論ともちょっと重なるところは

あるのかもしれませんが、そもそも市の財政がもしよかったら、これっていいのかという

ところで、「厳しい状況が予想される中」という文言がやはり重要なのかというところが

ちょっとひっかかるというか気になっていて、もちろん、いろんなところで基準外繰り入

れで出されているということは承知の上で質問をさせてもらえればなというふうに思って

います。 

 以上です。 

 

【事務局】   

非常に難しいことなんですが、うまく説明できるかどうかわからないんですけれども、

繰入金の考え方でいったときに、分流式の下水道に対する考え方というのが大きなやはり

分かれ目になろうかと思います。この考え方が、考えによっては赤字を全て基準内という

ような形ができたりしますので、議論が分かれるんですけど、ただ、総務省のほうからも

幾つかパターンが示される中、平成１８年度の制度改正の以降示されておる部分では、利

用者さんにとっては一番いい考え方をすることが困難な状況、一般的にはできないという

部分の中で、全て見られれば一番いい、その前提は、やはり市の財政状況がよければとい

うようなところがあろうかと思います。 

 ただ、市の財政状況につきましては、近年、市のほうの財政も扶助費の増加等で非常に



 -27- 

厳しくなってきておりまして、扶助費といいますと、社会保障に関する部分、保育の部分、

高齢化に対する部分、医療費の増加等で非常に厳しい部分、そちらのほうへ増加してきて

いる部分の中で、税の分配という部分の中で、今の基準外繰入金というふうなものに対し

てはなかなか出せなくなって、ルール外のものは出せないという状況がありますので、や

はりある程度基準外は減らさなければいけない。全部もてればもつのかもわかりませんけ

れども、そういったことは今後はないというふうに考えております。 

 

【齊藤委員】   

ありがとうございます。 

 だから、農業集落排水事業における特質というか、その特性上、必要、やらなきゃいけ

ないものだとすると、例えば市の財政状況がよくても悪くても、やはり基準外のやつが必

要だというふうに言うのか、悪いんだから、やはり基準外を入れてもらえないよねという

ことで、例えば社会保障関係経費みたいなのって、市の財政状況がよくても悪くても絶対

的に必要な費用として算出されるわけですよね。だから、そういった同じような考え方に

乗るのか、それとも、そこがよかったら出してくれるけど、悪かったら減らすということ

が安易にできるような経費というふうに考えていいのかというところで、どうでしょうか。

安易という言い方がちょっと適切かはわかりませんが。 

 

【柴会長】   

多分、安易かどうかはわかりませんけど、そこが不安定だ、不安定だと言われていると

ころにも関連しているので。 

 

【事務局】   

いわゆる基準内というものは、交付税措置というバックボーンもありますので、切れな

いだろうと。公費負担というふうになっておりますので、これはルールとしてもつべき費

用と考えておりますが、基準外繰入金はルールがありませんので、来年度出せないわと言

われたときに、じゃ、どうするのかというときに、先ほどもご議論させていただきました

けれども、じゃ、どうやって自分で財源を確保しようかというときに、平準化債を借りる

だとかということになりますので、まず、基準外というのは真っ先に切る対象になるとい

う形には考えていますし、そういうような状況にあると思います。最近の財政状況から、
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予算の編成等のときも、基準外については自主財源の確保を考えろと、使用料だけではな

くて他の平準化債等の活用なんかも考えろというような状況です。 

 ですので、答えになっているかわからないですけれども、基準外は真っ先に、安易かど

うかわからないですけれども、市としてはこちらに出してくるのを切る財源だと考えてい

ます。なので、不安定なのかなというふうに考えています。 

 

【柴会長】   

いいですか。質問は、２１ページの目標２の文言をそのままでいくのか、修正したほう

がいいのか、別の観点から先ほどの質問。つまり、「市の財政も厳しい状況が予想される

中」は残しておくのか、そうでなくても、いつでも「基準外繰入金の抑制に努めます。」

という文章にするのか、どっちなんでしょうか。 

 

【事務局】   

公共下水道のほうでお示しさせていただいた考え方に修正させていただきたいと思いま

す。やはり経営の観点から、公共下水道のほうでは基準外繰入金は、そちらのほうで説明

させていただきましたけど、やはり財政的に不安定になるというような形で考えさせてい

ただいておりますので、次回の審議会の中で、こういうふうな目標というような形の修正

等をさせていただきたいと思います。 

 

【柴会長】   

資料２でも同じような文言がついているんです。 

 

【事務局】   

こちらとあわせてです。 

 

【柴会長】   

あわせてですか。括弧をつけるということですか。「（財源不足補塡分）」。資料２のほ

うも、「市の財政も厳しい状況が予想される中」という前提条件つきなんですけど。 

 

【事務局】   
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こちらの目標を口頭で説明させていただきましたけれども、方向としましては、やはり

財政を安定させるためという形で、基準外の抑制に努めるという形ではいかがですか。 

 

【柴会長】   

というふうに修正文案が出ていますが、いいですか。じゃ、そのように修正したという

のを次回お示しください。 

 では、ほかにご質問はありますでしょうか。 

 

【鈴木委員】   

今落ちついたところで、また同じようなことを言っちゃうんですけれども、目標１のほ

うで、ある意味、使用料の見直しというふうなものも当然検討しますよ、自主財源を確保

するのには当然のことですけれども、今、使用料というふうな、はっきり言うと料金改定、

値上げというふうなものが必要ですよというふうなことをある意味わかっていただくため

にも、これは、うちは下水道は多分後発やもんで、短期間で資本費の投資が必要やったと

いうふうなことがあって、また、普及率が全然追いついていないのに、将来世代あるいは

未普及地帯にする投資が今どーんといっておって、少ない人数で使用料を賄っておるとい

うふうな状況があると思うんですけれども、そういったものを解消するためにも、ある程

度繰入金は当然必要ですよというふうな、そういう多分認識で、政策的に料金はほんとう

はもっとかかるのやけれども、今これだけに抑えてあります。それがいいのかどうかわか

りませんけれども、うちは水道料金というものを、ある意味、水道料金と公共下水道と一

緒に取っておるもので、何か水道料金と同じぐらいやないとあかんやないかというふうな、

そういうふうな認識があるみたいな感じがするんですけれども、そういったことがあって、

政策的に繰入金というふうなもので使用料金をある意味抑えておるというふうな状況が今

あると思うんですよね。 

 そういったものがある中で、当然使用料というのは、はっきり言うと、水道料金とは違

う下水道の処理をするために必要な使用料というふうなものは、投下資本に対して本来は

これだけ必要なんですよ。だから、今は抑えてあるけれども、もっと料金を改定して値上

げせんとあかんのですよというふうな必要性というふうなものを利用者の方にも持っても

らうためにも、ある意味、市の財政も厳しい状況というのは、ほんとうはもっとほかに使

うことがようけあるのやけれども、こんな状況があるで、今繰入金で賄っていますよとい
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うふうな。そういうふうなものを利用者にも認識してもらうためにも、ある程度こういう

ふうな文言というものは必要なのかなという気がせんでもないんですけどね。 

 

【柴会長】   

今、修正をお願いしますと言ったところやけど、その正反対なんですが、使用料と繰入

金は、大きく言うと使用料みたいなものやと。ただ、正規の使用料でもうちょっと高く取

るか、税金で補塡するかを、その比率をどう変えていくかという議論になっているみたい

ですけどね。文言をどこに残すかな。 

 

【鈴木委員】   

多分、これは市役所からこうやって言われておるのやわな。下水道、こうやって言われ

ておるのやわな。 

 

【柴会長】   

でも、今の提案は、目標２のところの文言そのままと言われましたけど、「使用料の見

直しも検討します。」と書いているのは目標１なんです。 

 

【鈴木委員】   

目標１に書いてありますよね。 

 

【柴会長】   

だから、目標１に市の財政も。ああ、それは違うのか。使用料、どちらに入れたらいい

かよくわかりませんが、皆さんのご意見を下さい。 

 

【鈴木委員】   

済みません。ちょっともめさせるようなことを言うて申しわけありません。 

 

【柴会長】   

いや、いいですよ。 
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【吉島委員】   

「市の財政も厳しい状況が予想される中」は、これはほとんどの市町に共通して言える

ことだと思うんですね。今、公共下水とそれから農業集落排水事業の特質を会長などは、

齊藤先生もおっしゃっていましたけれども、もう少しそちらの様子を入れて、だから必要

なんだというふうなところを書かれたほうがいいような気がするんです。市の財政状況が

厳しいというのは、これは全市的に言えることで、もっと前の前提というか、ここの目標

１とか２じゃなくて全般的なところにかかる枕言葉というか、そういうふうなほうがいい

のではないかと私は考えます。 

 

【柴会長】   

これは書かなくてもわかっているというお話でした。いやいや、多分、言ってみれば、

ほかの議論をしても同じところに行き着くので、ここに書くのだったら、この事業に固有

の前提条件を書いたほうがいいんじゃないか。ないんだったら、書かないほうがいいんじ

ゃないかと。いかがでしょうか。代案はありません？ 

 

【齊藤委員】   

今ご発言があったこととちょっと追加でなんですが、今度、例えば料金を考えるときに

すごく重要になってくるんだと思うんですが、そもそもどうあるべきかみたいなところが

あって、それで、今後料金ってどういうふうに、じゃ、こういうふうに改定しましょうね

とか、こういうふうにしましょうねと決まってくるんだと思うんですね。そのときに、ま

た、あるべきことと、あとはやはり鈴鹿市特有の問題とか、もしくは鈴鹿市さんが考えて

いる、こうあるべきだけど、でも、こうできないんだよねとか、うちの市はこういくんだ

よと、多分そこに思いがもしあるならば、例えば、市の財政状況に左右されて考えるとい

うのもありなのかもしれないし。 

 私はそうじゃなくて、やはり水道事業というのはあるべき姿というのがあって、もちろ

んそれに照らし合わせて料金は設定できないんですよね、相当高額になってしまうから。

でも、やはりそこに近づけるべきだというふうに私は思っているので、市の状況に左右さ

れるということではなくて、あるべき姿に少しでも近づくとか、やはり持続可能な財政運

営を目指すという意味では、こういった先ほど訂正してもらったような書き方が望ましい

のかなというふうに考えています。 
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【柴会長】   

何ですか。 

 

【鈴木委員】   

取っ払っちゃってもよろしいですかね。確かに、また言うておるなんて言われるな。 

 

【柴会長】   

そうですね。 

 

【事務局】   

そうしましたら、今いろいろとご意見をいただいておりますけれども、ご議論いただく

中で、市の財政状況も厳しいことが予想される中ということは、これについては、この議

論に対しては不適切だと思いますので、ここはカットをさせていただきまして、また、齊

藤先生のほうからもおっしゃっていただいた、事務局として訂正させていただいたような、

持続可能というのが、やはり水道事業も下水道事業もそうなんですけれども、公営企業と

しまして、サービス提供がやはりずーっと提供できることが一番大切なことやと思ってお

りますので、そういう文言に訂正させていただきたいと思います。 

 ただ、文言につきましては、この場ですばらしい言葉が思い浮かびませんので、次回に

はご披露させていただきたいと思いますので。 

 

【柴会長】   

経営審議会という観点から、ふさわしい文言にかえていただけるということなので、宿

題とさせていただきます。 

 ほかにご質問。 

 

【手平委員】   

ちょっと時間をオーバーしてごめんなさい。２０ページの。 

 

【柴会長】   
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２０ページですか。 

 

【手平委員】   

２０ページです。「収支ギャップ解消に向けた」という中で、支出面の上の事業費云々

の中に検討内容として、ストックマネジメント云々で、「また、将来的には公共下水道へ

の接続も検討していく。」というのは、ちょっと僕はこれが理解できないんですが、内容

は別にして、もしそういうことが支出に改善されるのならば、できるだけ早く前倒しで検

討されるのを期待するんですが、時期を待ってやらなきゃいけないかもわかりませんけど、

そういう意味で、こういう事項であればということで、ちょっと要望というか、お願いし

たいという。 

 

【柴会長】   

検討内容に書かれていますから、これはいつやるのかというような、言いかえれば。ず

っと先なのか、あるいは、ずっと検討し始めているのかを含めて。 

 

【事務局】   

 先ほどの質問の農業集落排水を公共下水道に接続するための時期なんですけれども、前

回も申し上げましたけれども、農業集落排水ができてまだ２０年の施設というものがあり

ます。その中で、できるだけその施設を今すぐに切りかえることによって、効果があるの

は十分承知していますけれども、すぐに使えなくしてしまうということが、投資に対する、

今まで利用し切っていないものをもう捨ててしまうのかという議論も当然出てくると思い

ます。 

 適化法という法律もありまして、その施設を何年間は使いなさいという法律なんですけ

れども、それを接続することによって適化法に当たってしまって、その費用を負担しなけ

ればいけないとか、そういう状況もあります。ただ、相対的に見て、適化法の適用を受け

て払うよりも、つないだほうが安くなるような場合については、当然それは検討していき

ますし、今その投資ができるかどうかというと、今公共下水道の７０％を目指す中で、な

かなか今そこの投資が非常にしづらいというのが事実でございまして。 

 資料２の６ページの前回の振り返りの中にある資料の中で、検討をする時期については、

第２段階のところに集落排水との統合という文言を示させていただいてあるとおり、こう
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いうところの中で検討させていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

【柴会長】   

よろしいですか。 

 ほかにありますでしょうか。 

 じゃ、一応質問は尽きたようですので、この３番目の審議を終了したいと思います。 

 今議論していただきました農業集落排水事業につきましては、資料の３の１７ページと

２１ページで説明がありましたが、財源試算目標１としては、経費回収率が３０％台の低

水準で推移する見通しであり、使用料収入のみでは農業集落排水事業の維持管理費すら賄

うことができない見通しのために、経費回収率の向上を目標にするという説明がありまし

た。その際、必要に応じて使用料の見直しも検討していくという説明もありました。また、

財源試算の目標２としては、基準外繰入金は使用料収入を大きく上回る４億から５億前後

で推移する見通しであり、基準外繰入金の抑制を目標にするという説明がありました。 

 ただし、具体的に書かれた文言については、次回の審議会の冒頭で修正提案をご提示い

ただくということにします。 

 さらに、資料の３の２０ページで説明がありましたが、公共下水道事業と同様、投資試

算と財源試算の収支ギャップの解消に向けた取り組みの検討が必要とのことでしたが、審

議が必要ですので、事務局にはその検討結果を今後の審議会でご提示いただきたいと思い

ます。 

 

４ その他 

（１）第４回鈴鹿市上下水道事業経営審議会の日程 

【事務局】   

第４回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年５月１８日（木） 午後１時半から２時間程度 

場所 本館３階第４会議室（第３回と同じ） 

―― 了 ―― 


