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第４回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年５月１８日（木） 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（事務） 松上 昇司 

上下水道局次長（技術） 竹嶋 昇 

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 岩井 佑樹 

上下水道総務課総務グループ 江川 裕介 

営業課長 森 典史 

営業課料金グループリーダー 内田 薫 
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営業課下水道普及グループリーダー 服部 久美 

水道工務課長 竹内 吉延 

水道工務課計画グループリーダー 岡田 匡人 

水道施設課長 林 宏 

下水道工務課長 小牧 孝充 

下水道工務課計画グループリーダー 齋藤 鎮伸 

給排水課長 矢野 浩之 

経理課長 山田 一郎 

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３回審議会では、上下水道事業については非常時における水の安定供給を図るため、

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りました。 

 公共下水道事業については財源試算について説明があり、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りました。 

 また、総務省が示す繰り出し基準に基づき、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、中長期的に自立的で健全な経営を行うには可能な

限り抑制を図っていく必要があるため、基準外繰入金の抑制を目標にするという説明もあ

りました。 
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 さらに、農業集落排水事業については財源試算についての説明があり、経費回収率が３

０％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、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の説明がありました。 

 また、基準外繰入金は使用料収入を大きく上回る４億ないし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。 

 本日は第４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

水道事業の財源試算及び今後の取り組みについて、また、公共下水道事業・農業集落排水

事業の財源試算の見直し及び今後の取り組みについて審議に入ります。その中で、各事業

の取り組みとして、経営健全化に向けた取り組みや料金、使用料の改定案等について説明

がありますので、積極的なご発言をお願いします。また、先ほども指摘されましたように

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

力をお願いします。 

 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いることをご報告させていただきます。 

 まず、本日の議題の１ですが、上水道事業の財源試算及び今後の取組みについてであり

ます。第１点目の上水道事業の財源試算及び今後の取組みについての各議題をこれから取

り上げていきます。事務局からご説明をお願いします。 

 

３ 議  事 

（１） 鈴鹿市上水道事業の財源試算及び今後の取組みについて 

事務局から「資料１－１ 鈴鹿市上水道事業の財源試算」及び「資料１－２ 鈴鹿市上

水道事業の今後の取組みについて」の説明がなされ、会長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【木村（好）委員】   

財源不足の補塡ということでこういったいろんなプランをつくられておると思うんです

が、その１つの要因に、１９ページに書いてありますように企業債への依存度が高くて、
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その返済のために資金が必要で、今後はその分も料金体系に上乗せして、そこから返済し

ていくというようなことをお考えのように感じるんですけれども、この企業債への依存度

というのは、過去のある程度そういう上下水道の運営のやり方の失敗ではないと思うんで

すが、その影響であって、本来料金体系の中で負担しないといけないものであれば、以前

に値上げしてこういったものを補塡していくべきだったと思うんです。 

 そういうことで、あまりこういった過去のものを健全化という名のもとに今後の料金体

系に上乗せをして回収していくというのは、利用者といいますか、消費者サイドから見た

らちょっと納得がいかない面があるんじゃないかなと思います。当然水道法とかそういう

中に料金の内容で含めてもいいものとして３点あって、独立採算の原則とか、適正な原価

とか、健全な運営を確保するための料金とかありますので、この健全な運営を確保する料

金、必要な資金を内部に留保するという観点からいけば当然含めていいと思うわけですけ

れども、この辺についてもう少し慎重に対応すべきじゃないかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

【事務局】   

今回料金改定の考えを１つお示しさせていただきましたけれども、企業債残高が高くな

ってきた１つの要因としましては、近年、今回の経営戦略の期間でも耐震化のために今後

住吉配水池など大きな施設を投資していくという説明をしましたが、平成１０年代の後半

ぐらいから施設が老朽化してきておりましたので、それの改修等大きな投資をしてきまし

たので、そこで企業債を発行した結果として企業債残高が増えたというような状況があり

ます。 

 また、料金改定につきましては、平成１０年度に料金改定を行っておるんですけれども、

その後もしばらくいろいろな経済状況等を考えながら料金改定を考えたときもあったんで

すが、経済状況の悪化等でなかなか実施することができなかったというような状況です。

今回経営戦略を総務省のほうからも策定しなさいというような、今後の投資を考えたとき

にどういうような財源確保、経営が安定してできるのかということを改めて試算したとき

に、今回お示ししたような課題が明らかになってきたというようなことでございます。 

 また、今回の料金改定によってすぐに企業債残高が抑制できるわけではなくて、お示し

しております２つのパターン、１つにつきましては災害発生時に直す資金及び半年間は何

とか自分のところで運転ができるような資金を確保する３０億円のパターン、それを平成
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３８年度に何とか確保したいということでございます。 

 それから、もう一つのパターンにつきましては、事故等があったときに半年間収入が入

ってこないというのがこれまでの東北の震災であったりとか、熊本地震の状況を見ている

とそういう状況になりますので、そのときに修繕をしていかないといけない、しなければ

お願いした事業者さんにお金が支払えないということからそれを確保したいと。１５億円

を平成３８年度末に何とか確保したいというような形でお示ししたものでございまして、

直接料金改定で企業債を圧縮するというわけではございませんので、ご理解いただければ

と思います。 

 

【柴会長】   

委員のご質問の中には、前半は企業債が増えてきたのは言い過ぎかもしれないけれども、

それは過去の経営の失敗ではないかという一言と、それと、過去に値上げのチャンスがあ

りながら値上げしてこなかったことをここで一挙に解消するのはどうかという質問も含ん

でいたと思いますが、この２点はいかがですか。 

 

【事務局】   

過去１０年に改定してから改定を検討した時期は数度あったかのように思いますが、改

定をしようとしたときにやはり我が国を取り巻く経済状況がよくなかったという部分で、

料金改定をせずに一時的に資金を確保するのに、料金で確保するかわりに企業債を発行し

てきたというようなことですね。 

 

【柴会長】   

というようなご回答です。先ほどの質問の趣旨に関してご意見がありました。 

 

【木村（好）委員】   

今後もそうですけど、基本的に経済状況が悪いので値上げしないという経営の仕方じゃ

なくて、やっぱりやるべきときには市民にきちっと情報を開示して納得してもらってやっ

ていかないと、そのツケを先送りする形になると思いますので、今回もある程度相当の値

上げをやると思いますけど、そういう値上げをする必要があればきちっと説明してやって

いかないと、それを今回物語っておると思うので、その辺はちょっと留意していただきた
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いなと思いますけど。 

 

【柴会長】   

必要なときに情報開示してきちんと値上げをやったほうがいいんじゃないかというご意

見だと理解しておきます。そうしないと先送りするとある日突然値上げ率が高くなるので、

一気に解消するとそういうことも含んでいるんだろうと。 

 

【手平委員】 

 今回の資料につきましては、事務局さんから詳しくご説明いただいたものですからそれ

なりに理解しているつもりで、２点ばかりちょっと。 

 １点は料金改定に絡むことでございますけれども、そもそも総括原価というものの、一

般企業であればそういう料金を決めれば赤字では困るということになると思いますが、国

とか地方公共団体のやられるものについては、受益者が全て料金で賄えるような総括原価

で成り立っているものが私の経験からいくとほとんどじゃないんじゃないかと。いわゆる

一般の企業債とか、一般の税収から補塡してトータル的に水とか、そういうものを確保し

ていただいているという理解をしております。 

 だから、この料金改定については当然議会等で審議を経て承認されるものだと理解して

いますが、そういう観点から言って今回市さんからご提示いただいている１５％、１０％、

この中身も見ますと類似団体の……。 

 

【柴会長】   

ちょっと質問を１個ずつ短く、論点が飛んでいくとわかりにくいので、１個目は何でし

ょうか。 

 

【手平委員】   

それで、１５％、１０％の提示でございますけれども、１５％のアップというのはあま

りにも大きいんじゃないかと思いまして、この中身が災害のいわゆる地震対策対応を含め

確保したいから１５％となっていますが、そういうのはいつ何時起こるかわからない問題

と考えますから、１５％はちょっと大き過ぎるんじゃないかと。結論から言って考えまし

た。 
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【柴会長】   

ちょっとそこでとまってください。今の中でも２つほどありましたが、総括原価方式は

問題があるのではないかという指摘が１点目ですね。 

 

【手平委員】   

それはないです。 

 

【柴会長】   

じゃ、それは飛ばしますが、１５％が高過ぎるという質問ですが、その根拠をちょっと、

なぜ１５％が高いと思ったかというのをあわせて質問していただけますか。 

 

【手平委員】   

それは１５％はいわゆる地震対策を確保しようというのが大きくて１５％になって、そ

れを確保しないと１０％でいいわけですね。 

 

【事務局】   

そうですね。試算では。 

 

【手平委員】   

そうですね。もちろん試算の話ですから。だから、１５％というのは、いつ地震が起こ

るかわからないというのはよくわかりますけれども、もうちょっと市民が受け入れやすい

観点で、平たく言うともうちょっと延ばしてでもいいから１０％程度に抑えるべきじゃな

いかと考えたわけなんです。 

 

【柴会長】   

そういうことですか。１５と１０の差が必要資金をどこまでとるかの差ですから、その

部分はもうちょっと少なくていいんじゃないかという質問ですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】   
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ありがとうございます。今回事務局としまして１５％、または１０％のどちらかでいく

というようなことを今決めているわけではございません。今回この経営審議会を皆さんに

お世話になっておるわけですけれども、まず今から５年間ぐらいで１５億円を確保したい

というときに３５％の料金改定になってしまうということ、これはなかなか過度な負担に

なってしまいますので。 

 今回の経営戦略は平成３８年度を期間としていますので、３８年度のときにどういうふ

うな料金の、事務局としてこれぐらいの水準を確保したいなということをお示ししたこと

ですので、皆さんで、例えば今手平委員がおっしゃったみたいにそこまでは確保しなくた

っていいんじゃないかと。健全な経営をするためには、例えばこの１０％から１５％の間

でいいんじゃないかというようなご意見をこの場で審議いただければ、また次の第５回目

のときにそういう意見を受けてどういうふうにあるべきなのかというのをまた試算させて

いただきたいと思っていますので、これが決定ではないので、逆に皆さんでご審議いただ

ければと思っております。 

 

【手平委員】   

いや、私もそういう意味でそういうことを発言しています。 

 

【柴会長】   

それで、ちょうど意見が両方違うのが出たかもしれませんね。確率の問題で低いんだっ

たらそこまで今織り込まなくてもいいんじゃないかというのと、織り込まなかった結果１

０年、１５年たつともうちょっと先に値上げしておったほうがよかったなということが起

きるかもしれません。どの程度に決めればいいかというのは私もありませんが、先ほどい

ただいた観点から今の意見はいかがでしょうか。 

 

【木村（好）委員】   

１０％がよくて１５％が高いとか低いというのは、何を根拠に高いと言われておるのか

よくわからないんですけれども、さっきおっしゃられたように、このスキームからだった

ら本来３５％ぐらいでやらないと健全化の目標は平成３８年までは達成できないというこ

とですよね。 

 だから、一応こういう経営の戦略とかをつくる場合ですと、もっと低くするのであれば
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平成３８年を平成４８年にするとかすれば、そういう余剰資金というか、運転資金という

のは確保されるわけであって、ただ単に値上げ率を低く抑えるとか、ほかのところと同じ

ぐらいにするとか、そういうよりもやっぱりその辺をきちっと中身を審査して、やらない

といけないことはもうちゃんと説明してやっていかないとだめなので、もし１０％が妥当

だと言うのであればその基準とか根拠をきちっと合理的に市民に説明する必要があると思

うんですけど。 

 

【柴会長】   

今いただいた２つの若干異なる意見は、この経営の健全化の目標を今後何年以内に立て

直すかという期限の違いのようにも思えるんですよね。もうちょっと先でいいのではない

かと、いや、この辺までに立て直したほうがいいのではないかと。それは決定しているわ

けでないということでシミュレーションの結果をお示しいただいたんですが、ほかの委員

の方々もこの議論に参加していただきたいと思うんですね。できるだけ早く目標の状況ま

で持っていくほうがいいのか、まだ余裕があるじゃないかという、それぐらいの感覚の違

いだと思いますので、目標の長さですよね。一応予定しているよりももうちょっと長くて

もいいんじゃないかという意見も出ました。さあ、いかがでしょうか。 

 

【齊藤委員】   

ご説明ありがとうございます。何で３８年という数字を出したのかというところをまず

お伺いしたいんですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】   

経営戦略というのが、まず１つは総務省のほうから示されているスキーム、考え方とい

う形の中で、経営戦略を考える上では３０年、４０年、今後中長期的に考えた上で短期間

のこの近１０年をどうするのかというところで１０年というのが１つの区切りになってい

ますので、３８年度を１つの目標にさせていただいたと。 

 料金算定という部分で単純に考えちゃいますと、一般的には３年から５年で考えましょ

うという形なんですけれども、そのときにやはり過度になってしまいますので、今から中

長期で考えたときにこの１０年を健全にやっていくときにはこの１０年の計画期間で一応

考えましょうというので今示させていただいています。 
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【齊藤委員】   

ありがとうございます。それでいきますとやはりあまりにも長期的に考え過ぎるという

か、あまりにも期間を延ばすというやり方はちょっと私は無謀なんじゃないかなというふ

うには思っています。世代間の公平とかそういう観点も考えるとやはりこの１０年ぐらい

で。ただあまり短いと負担というところもあるので、分散させながらある程度やっていく

というのは今後この考え方で妥当なのかなというふうに思います。 

 皆さんのご意見の中で、特に今日は料金改定について話をしているわけではないのであ

れですが、やはり料金改定のところがすごく印象としては大きく感じられるというところ

で１０とか１５というところをご意見なさったのかなというふうに思うんですが、資産維

持率３％というのが、これは厚労省のほうで出しているんですか。水道協会のほうで出し

ているんですか。 

 

【事務局】   

これは日本水道協会です。 

 

【齊藤委員】   

協会さんのほうで出していると。それをどういうふうにするかでこの１０か１５かとい

う、料金改定するときにそこをどういうふうに設定するのかというのがすごく問題になっ

てくると思うので、審議会の中で発言をしておいたほうがいいのかなというふうには思う

んですけれども。 

 この３％でやったときに受益者に必要以上の負担を求められることになりますというと

ころが何カ所か出てくるんですが、必要以上という表現をほんとうに使っていいのかとい

うところはすごく私は気になるところでありました。やはり３％というのも根拠があって

出している数字で、ただ鈴鹿市の状況とは合いませんよと。合いませんよというか、今ま

での流れでいくとそこまで積み上げなくてもいいですよというご説明だとは思いますが、

ほんとうにそれを必要以上という表現をしてしまっていいのかというところが気になりま

した。 

 そして、あとは資産維持率を０.８５にするのか、１.２５にするのかというか、どこに

するのかというところになるわけですけど、それをどこにしたら経営がうまくいっている
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というふうに判断できるのかというところも必要なんじゃないのかなと。１.２５と０.８

５の差って負担にかかわってくるので、その負担を何となく逆算しているように感じられ

るところがあると。じゃ、一体鈴鹿市の水道経営がどの状態にあったら安心で安全でと言

えるのかというところはやはり考えていくべきだと思いますし。 

 私は１０とか、１５とか、高目に見積もれということではありませんが、やはり少し、

もちろん市民の負担を下げるというところで考えるとそうなのかもしれないけど、こうい

うふうに抑えてしまってほんとうに何かあったときというか、常に日常使っている水道を

維持できるのかどうかというところはすごく不安に思うところがありました。 

 済みません。長くてもう一つだけなんですが、あと人件費というところで抑制していき

ますよというふうに書いてあるわけですが、ほんとうに抑制できるのかと。皆さんほんと

うに今余剰があるわけじゃないと思うんですよね。 

 だから、その中で、しかもやはり技術の継承ということを考えるとほんとうに抑制、抑

制するって結構一番簡単というか、新規採用をとらないというやり方で多分やるんだと思

うので、結構容易にやれてしまうところではあると思うんですけど、ほんとうにそこをや

って水道が持続可能的にちゃんと運営していけるのかと。何かどこかで問題が起きないの

かというところもちょっと思ったところでございます。 

 なので、やはり料金とか、そこにとらわれるのではなく、まずあるべき姿というか、ち

ょっと理想的なところで言っているんですが、やはりそこら辺ももう少し示してもらうと

いいのかなと思ったところです。 

 以上です。済みません。長くて。 

 

【柴会長】   

ありがとうございます。今指摘されたように、資料１―２に改定案の数字が示されてい

るので、どうしてもそこへ目が行きがちだけれども、鈴鹿市の上水道の経営健全化に向け

たという大筋のところからの意見をもう少し示して、そして、あまり無理をしない形でと

いうか、そういう形での議論を進めたほうがいいんじゃないかと。この審議会に与えられ

た諮問内容からして、このあたりの数字で値上げしてはどうかと、そういうことを審議す

るわけではないですよね。 

 ですから、先ほど言われた鈴鹿市の水道事業の健全化の大もとのデザインをもう少し明

確にしていただいて、それに絡めて場合によっては料金改定も必要ではないか、その際は
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こういうことはシミュレーションした結果であるということをお示しいただければいいの

ではないかなという気がしますが、そういう感じでいいでしょうか。 

 今、具体的には高過ぎるとか、安過ぎるとか、そういうことはなかなか決められません

ので、値上げが必要なときはきちんとその理由も言って値上げをする。かといって、あま

りに非常時のことを強調して一気に解消するのは負担も高過ぎる。かといって、それが反

対に全くないのは厳しいなと。そうなると示された中間のどこかということになるのかも

しれませんが、それは議会で議論してくださいと。我々はそういう料金の見直しのことも

考えてみてはどうかという結論も加えて終わるということでいかがでしょうか。いいです

か。 

 ほかにありますでしょうか。 

 

【鈴木委員】   

今の齋藤先生がおっしゃったような観点で僕もお話をさせていただきたいんですけれど

も、言葉は悪いですけれども、そんなに自虐的に水道の今までの失政でもって料金不足に

陥るので、料金をもっと受益者の方は下さいねと、そういうふうな形に捉えられるような

戦略計画になる必要は全くないのではないかなという気がします。 

 先ほど木村先生もおっしゃったんですけれども、企業債についても確かによその平均の

起債充当率に比べると今鈴鹿市は高いかもわかりませんけれども、この部分についても

何％以下に、本来は企業債を１００％借りることはできるんだけれども、何％以内に抑え

ようというふうなことで、今回でも４５％に抑えていきましょうというふうな感覚で企業

債については制限をかけていこうといったような戦略というか、計画を持っておるわけで

すので。 

 企業債はあくまでもそのときにお金がないから借金ですよということではなくて、やは

り世代間の負担の公平性というふうなものを、前回も僕は言ったかもわかりませんけれど

も、将来世代が使う部分を今の人間だけで賄うというふうなことは将来世代が言葉を変え

れば得をするというふうな状況になりますので、そのときに使う部分についても今投資し

ておこうというふうなことやから、当然企業債を借りて当たり前ですよというふうな部分

もあると思いますので、そういうふうな感覚、観点でその戦略というものを考えていって

いただければいいのではないかなというふうに思います。 

 それから、この料金ですけれども、これは料金も必要ですよ、そのためには例えば１
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５％上げるとこれぐらいの資金を確保できますよ、１０％ですとこれぐらいしか資金確保

ができませんよというふうな戦略計画への盛り込みという形になるんですか。そこら辺が

ちょっと僕もよくわかっていませんので、例えばこういうふうなパーセンテージのものを、

変な言い方ですけれども、この審議会の中で検討してもらった結果これでいいやないかと

いうふうなお墨つきではないですけれども、何かそういう意見をいただきましたよという

ふうな、そんな形になるのではないですわね。そういった部分をちょっと確認させておい

ていただきたいと思います。 

 

【事務局】   

今回、今まで水道事業、下水道事業、いろいろ説明させていただきましたけれども、水

道事業についてはあるべき姿は、今考えておりますのはいつも安心して水を使っていただ

けるという部分の中で今後耐震化に向けて投資をしていって、どんなときも水道がこれか

らも蛇口をひねったら出るというのが我々の究極の目指す使命でありますので、それに向

かって投資をしていきますという姿をお示ししてきたと思います。 

 今回料金改定等についてお示しさせていただきましたのは、経営戦略を立てる中で今後

も安定して健全にするためには、ある程度投資をするという話をさせていただいたときに、

この投資をするのに必要な財源をいろいろ検討しましたけれども、起債もそうです。企業

債もそうですし、そういう部分の財源を充当した結果、やはり不足になってしまう。今回

の試算では平成３２年度にはいろんな施設の耐震化を進めるとか、管路の耐震化を進める

という部分をお示ししてきました計画どおりにしたら３２年度には財政が破綻してしまう。

もうたちまち水道として運営ができなくなってしまうという部分があります。 

 水道事業といいますのは、明日からうちは赤字になったからこれからしばらく赤字が解

消できないからやめますということができませんので、それをやめることができませんの

で、今後も継続していくために、１つとしまして支出の削減も当然我々も考えていかなだ

めなところですけれども、今現在経営戦略を策定する過程の試算の中では、受益と負担に

ついてのあり方を検討したいという部分の中で、料金改定も１つは考えないといけないな

ということで、今後この審議会でお願いしたいのは受益と負担のあり方についてもやはり

検討が必要なんじゃないかというようなご判断は方向性としてはお示しいただければなと。 

 何％とかという部分につきましては、市当局が考える、判断するという話になってきま

して、その結果市議会のほうに条例改正で提案する話なりますので、経営をちゃんとして



 -14- 

いこうというときにはもうこのまま投資を抑えて料金を上げなくていいんじゃないかとい

う考え方もあると思いますし、やはり料金は必要な投資をしていくんだから、そのときに

は財源の確保としての料金という財政を見たときに、収入は何があるのという部分の中で

は料金の改定も検討するべきじゃないのかというようなご意見はいただきたいと思って考

えております。 

 

【柴会長】   

今の質問に対して事前に何％にお墨つきを与えるとか、そういうものではなくて、根本

的に健全な経営とは何か、そして、サービスを停止させないためにはどうあるべきかをも

う少し継続して深めていきたいということでいいんですね。ということですよね。 

 具体的な数字が出たので、いつもに比べて意見が沸騰しましたけれども、私がまとめる

までもなく論点は明確になりましたので、第１のところはこの審議会としてどういう経営

をしていったらいいかという方向性まで今後の審議会で意見が出せたらいいんですよね。

そういうこととして、今日示された数字は場合によっては料金の改定という場合もあり得

ると。そういう場合はこういう組み合わせならこういう数字もあり得るということでいい

んですね。 

 ということで大体皆さんの合意を得られたと思います。後半は違うご提案をしていただ

きたいと思います。 

 

（ 休  憩 ） 

 

（２）鈴鹿市公共下水道事業・農業集落排水事業の財源試算の見直し及び今後の取組みに

ついて 

事務局から「資料２－１ 鈴鹿市公共下水道事業・農業集落排水事業の財源試算の見直

しについて」及び「資料２－２ 鈴鹿市公共下水道事業・農業集落排水事業の今後の取組

みについて」の説明がなされた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【柴会長】 

 前半と同じような議論になるかもしれませんが、この率のどこがいいかというのを今議
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論してくださいというわけではなくて、健全なる経営のあり方についての議論の一環とし

て提示していただいたという理解のもとで進めたいと思います。 

 それでは、資料の構成としては前半と同じですので、わかりやすくなっていると思いま

すので、前半の議論の繰り返しはやめて、より深く突っ込んだ議論のほうへ展開していた

だきたいと思います。 

 

【齊藤委員】   

今、会長のほうからもご説明がありましたように、議論としては多分この基準外の繰り

入れをどこまでお願いするという言い方が適切かわかりませんが、下水道事業を使ってい

る人だけじゃなくて、鈴鹿市民全体に対して整備されていることから全体で便益を受ける

んだよと。使っている人だけじゃなくてというところも含まれるのかなと。なので、使用

料だけじゃなくて基準外の受け入れもお願いすると。一般財源からもし入れてもらうとす

ると多分そういう理屈になると思うんですよね。 

 だとすると、使用者だけじゃなくて全体的にどういう意義を持つのかというところがポ

イントになってくるのかなと。それによって多分今度は料金を改定するときにはここら辺

が妥当だということになるのかなというふうに思っていまして、その前に私的にはもちろ

んやはり使用料を改定しなければいけないというところは強く思っています。 

 それでも今お示しいただいたようにやはり基準外の繰り入れが出てくる、もしくはなく

すという案も多分出てくるんでしょうけど、なくすというときには多分問題にはなりませ

んが、基準外の繰り入れがまだ発生するような状況においては下水道があることでどうい

った便益があるのかというところがポイントになってくるかなというふうに思っています。

それを言うとどういうふうなご回答があるのかなというところで、もし何かありましたら

よろしくお願いします。 

 

【事務局】   

下水道事業の便益といいますと、今回鈴鹿市の公共下水道事業の場合、第１回の審議会

でもお示しさせていただきましたけれども、広い意味での下水道事業としまして公共下水

道事業と集落排水事業、それから合併処理浄化槽の補助金事業、これを実施させていただ

いておるところなんですけれども、今回便益がどこまで公共下水道であるかというときに

市内全域は公共下水道、または集落排水事業で整備されるわけではございませんので、全



 -16- 

ての方が下水道事業の便益を受けていただけることではないので、全てすべからく基準外

がいただけるというのが正しいのかというと、そこはなかなかご理解いただけない部分が

あると思います。 

 ただ公共下水道を、また集落排水事業をしたときの便益としまして、一般的にはやはり

河川、または海、鈴鹿の場合は伊勢湾といったところの水質改善がなされるという部分の

中で環境面での便益が皆さんには受けていただけるのかなといったところを考えています。 

 今回方向性としてお示しさせていただきましたのは、やはり公共下水道も集落排水事業

も何％というのを目安として出させていただきましたのは、１つは前回の審議会のときに

１００％もし経費回収率を目指すならばどれぐらいになるのかというようなご意見をいた

だきましたので、こちらについてはこの平成３８年度でしたらこういうふうになりますと

いうのをお示しさせていただいたというのが公共下水道ですし、集落排水事業の場合もそ

れを検討しましたらすごい数字に、百何十％となりましたのでお示ししませんでしたけど、

そういったところになります。パーセントをお示ししたのは公共下水道事業の場合はそう

いったところかあります。 

 

【柴会長】   

今の質問は前提条件でしょう。これからが質問ですよね。 

 

【齊藤委員】   

今ちょっとご説明いただいたように理解できないところもあるかと思いますというのは

多分ＮＧで、理解してもらうようにやはりここで、理屈づけというふうな言い方が正しい

かわかりませんが、それも入れてやはり審議会のほうでもこういうこともあるので、基準

外のほうも検討しながらというところで報告書なり、今後につながるような提言ができれ

ばいいのかなというふうに思ってお伺いいたしました。 

 

【柴会長】   

多分まだ質問されていませんけれども、後にも出てくる下水道と集落排水とは同じよう

なサービスを受けているんだから、同じとすればというところから言っているのが多分説

明不十分じゃないのかと。もっと根本的にそういう鈴鹿市の上下水道事業等の方針を示し

て、それぞれ料金体系等が違う部分については何で違うのかというのも説明するようにま
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とめましょうという提案のように受け取りました。それでいいんですね。 

 ありますか、ほかに何か。 

 

【木村（好）委員】   

審議会としての意見といいますか、ぱっと見て驚いたのは経費回収率が３０とか６０％

というので、総括原価方式から言うと非常に低いというのは事実だと思うんですよね。そ

れで、他市の使用料も出してもらうと、特に下水とか集落のほうでほかの市と比較しても

非常に低いというような事実なので、逆に言うと事実はこうなんですよということを、シ

ョックでもないと思うんですけど、４０％とかの値上げという形になったとしても仮定の

話で、やっぱりそれは市民の人に知ってもらって、その上に立って三十何％とかいうスキ

ームよりも今のところ１０年間なので、それを２段階とか３段階でというスキームなんか

もつくって、どう解決していくかという方向としてはそんなにショックを受けないような

感じの方策がとれると納得しやすいんじゃないかなと私は思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

 

【柴会長】   

そのとおりだと思いますけれども、ご回答を求めます。今の意見としてですか。今の意

見に対して何かありますか。 

 

【事務局】   

料金改定の段階的なものとかということですね。実際どういった改定率になるかといい

ますのは、水道とまた同様となると思いますけれども、やはり公共料金として大幅な増加

等というのはなかなか難しい状況。それはやはり経済状況であったりという部分で総体的

に判断をさせていただくんですけれども、その中でどういうふうにあるのか。例えば改定

を２０％させていただいたときにこの年度で１０％、この後で何％というような形は手法

としては検討の余地はあるのかと思います。 

 ただ、今回水道も下水道事業もこのような改定率を１つお示しさせていただきましたの

は、水道事業につきましては必要な耐震化工事を進めていきたいというのが水道事業とし

ての考え方ですし、公共下水道事業につきましては１０年概成、１０年先に下水道の普及

率７０％を目指して公共用水域の保全のために整備をしていくときに投資額をお示しした
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結果、財源試算をしたところに、公益企業としてはやはり民間企業さんと同じで自主財源

で独立していくのが原則でございますので、水道については自分のところの資金が尽きて

しまうことが問題なのでどうしましょうかと。 

 こういうふうな料金改定についても検討を進めることについては方向性としてはいかが

でしょうかという問いかけを少しさせていただいたところですし、下水道事業につきまし

てはやはり基準外というようなものにつきましてはなかなか大手を振っていただけるもの

ではないというのが公益企業に携わっている職員としての考えでございますので、これを

なくしていく方向について、方向性としては審議会としてはいかがでしょうかというのが

今回お聞きしたいところでございました。 

 

【柴会長】   

今のご回答に対しては既にお二人の委員から事実は事実として説明しなさいと。それで、

今後やっていけないんだったらその理由も説明しなさいということで、基本的には今の審

議の方向性を否定するような意見ではなかったと理解しております。 

 ほかにご意見はありますでしょうか。 

 

【鈴木委員】   

当然今経費回収率は６割ぐらいというふうなことですから、１００円かかるものを、極

端なことを言うと１トン１００円の処理料がかかるものを６０円で回収しておるのやから

赤字になっていくのは当たり前やというふうに思うんですけれども、例えば３０年ぐらい

ですかね。鈴鹿市が公共下水道に取り組み始めてから。 

 

【事務局】   

昭和６２年度からです。 

 

【鈴木委員】   

ですよね。それで、はっきり言って新しいとは言いながら３０年もたっておるわけです

けれども、まだ普及率が６割弱ぐらい。 

 

【事務局】   
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２８年度末で５４.８です。 

 

【鈴木委員】   

ですよね。そういったときに例えば資本費というふうなことで、大もとの処理施設やな

んかに対するものについては、極端なことを言うと１００％ぐらいの普及率、みんなが使

えるようになったときのための投資を既にしておるんですかね。そういったものがちょっ

とお聞きしたいなと。 

 それで、はっきり言うと、将来世代が使うべきものを今の人間で全て賄うというふうな

ものが公共下水道というものを利用する受益者になり得るかどうかということですけれど

も。 

 

【事務局】   

集落排水事業の場合は各集落単位ですので、処理施設は全て完了しておるんですけれど

も、公共下水道は皆様にも見学いただきましたけれども、楠にあるところが終末処理場に

なるんですけれども、あの建設はあそこに流入してくる汚水量が増えたらそのときにまた

建設していくという形ですので、まだ全て建設が終了したわけではございません。 

 今後鈴鹿市も７０％の普及率を目指して整備していくと流れていくのが増えますので、

その際に今のままでは足らないという部分の中で今海上を埋め立てて、その中の２つ施設

が、２系統の施設ができるんですけれども、その１系統目を今建設しておる最中というよ

うなところです。 

 

【鈴木委員】   

それでは原則、今例えば普及率を全然念頭に入れずに経費回収率１００％が本来原則で

すよというふうなことになるんですよね。わかりました。 

 

【柴会長】   

私が余計なことを言ったためか、前半と同じ質問は避けてより根本的にと言ったもので、

最終的なこちらからの報告書なり、それに影響を与えそうなより根幹的なところを皆さん

書き込んでくださいというご注文ですので、それは問題ないですね。多分問題ないだろう

と思うんですが、いやいや、根本的にもっともっと値上げは一切反対だとか、そういう観
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点のご意見はございませんか。いいですか。 

 別にこの数字をいじって足りないと言っているわけじゃなくて、事実はこうだというお

話をされているので、これに基づく限り何年以内で完璧な状況にするかはともかくとして、

何種類かの値上げ率が出てきてしまうのはいたし方がないことで、そのうちのどれがいい

かということの決定権はここにあるわけじゃなくて、料金の見直しも考えられたしという

結びで、あとは議会で議論してくださいということに多分なるんですよね。それでいいで

すね。 

 前半戦でお示しいただいた数字がきっかけとなって、ほかのところはわかったという感

じで料金のところへ集中しましたけれども、後半も意外や意外、最後の農業集落排水の６

７％については大き過ぎるのではないかという意見も出なかったので、それは条件を合わ

せるならば計算上はそうなるだろうと理解していただいたんだろうと思います。 

 それがいいかどうかは今皆さんこっちでいけとか、あっちでいけとか、そういう意見は

なかった。それはいつまでに回収を目指すかというポリシーにかかわっていると思うので、

最終報告書の中では１０年で決着をつけるのか、２０年で決着をつけるのか、その辺あた

りはもう少し継続して議論して、どっちでいくかぐらいに意見をつけてもいいのかもしれ

ないなと思うんですが、何か意見。 

 

【齊藤委員】   

すごく細かいところなんですけれども、１２ページに目指す方向性というところで農業

集落排水のところ、３ぽつ目、現在の状況ですと３ぽつ目、目指す方向性ですと４ぽつ目

になるかと思いますが、下水道と同じ受益状況にありながらというところと、目指す方向

性としては公平性の観点からと。これはやっぱり同じ受益状況じゃないんじゃないかなと

いうふうに私はちょっと思って。 

 サービス的には処理をするということでは同じだけど、そこに対して費用がすごくかか

っているから、受益者負担という話で考えるとそこにコストがかかっているんだからそれ

なりのサービス、そのコストに見合うサービスを受けているというふうに考えるんじゃな

いかなというふうに思っていて、そうだと同じ受益状況というか、サービスとしては同じ

かもしれないけど、コストとか全部考えるとコストがかかっているからやっぱり受益状況

って違うんじゃないかなというところが１つちょっと気になるところです。 

 あとこういうところでやはり公平性って使っていいのかなというところがちょっと疑問



 -21- 

で、私も使っていいような気もする。資料をいただいたときにはさらっと読めちゃったん

ですけど、ちょっと考えると公平性ってここで、こういうのを公平性というのかなという

ところが少し疑問に思いましたので、またご検討ください。今は別に回答をいただく必要

はございません。済みません。ありがとうございます。 

 

【柴会長】   

そういう観点も重要ですよね。わかりました。 

 ほかに何かありますか。 

 

【森川委員】   

市民委員の森川です。ちょっと話が前に戻って、上水道の表現のことでちょっと気にな

った点があったんですけど……。 

料金改定の説明の設定理由で恒常的に発生する支出という表現が出ているんですけど、

これには今後必要な投資が含まれているわけですよね。資料の１４ページとか最後のほう

ですね。資金として１５億円とか３０億円の資金が必要で、その理由として恒常的に発生

する支出６カ月分という言葉が出てくるんですけれども、これをこの言葉だけ見ていると

市民の立場としては維持管理費とか人件費だけにかかっているような感じがして、必要な

投資分も含まれているというのがわかりにくいので、市民の方に説明するときはそこもよ

く詳しく書いていただいたほうが納得を得られるかなと思いました。 

 

【柴会長】   

これは定義の問題ですから、恒常的に発生する支出という用語の中に将来に向けての投

資が入っているか否かお答えください。 

 

【事務局】   

恒常的に発生する支出としまして、維持管理費と利子償還とあと元金というよりもこれ

は起債の償還ですので、元金償還が入っておりますので、投資に含まれるものも入ってお

ります。この推計につきましては各年度、今から３８年度まで投資をしたりとか、維持管

理をしたらどのようになるかというような部分の中で１５億円程度というのが恒常的維持

管理費用、それから、お金を借りましたら払わないといけない元金と利子という部分を恒
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常的とさせていただいていますので、投資すれば元金が出ますので、そういったものは入

っております。 

 

【柴会長】   

というのを正確に説明したほうがいいんじゃないかというコメントですよね。 

 

【森川委員】   

はい。市民の立場ですと恒常的に発生する支出と言われても何だという感じなので。 

 

【柴会長】   

もっと丁寧に説明してくださいということでしたので。 

 

【森川委員】   

はい。必要な投資額も含まれていますという言葉が欲しい。 

 

【柴会長】   

多分私が勝手に拡大解釈すると、恒常的に発生する支出と書かれたらそれ以外もいっぱ

いまだ何かあるんと違うかと、こういうふうにも思っちゃうかもしれませんので、恒常的

に発生する支出の中がこんなものですよというのを言っていただければわかってもらえる

のではないかと。横へ注でもつけてくださいという。 

 

【事務局】   

恒常的に発生する維持管理費、起債の償還金というふうにすれば明確になるかと思いま

す。 

 

【柴会長】   

何となく文字の関係ですけど、恒常的に発生する支出と書かれたらそれ以外にも毎年毎

年臨時的にいろいろいっぱい発生するかもしれないと読む人がいるかもしれませんし、計

画に従ってそれに基づいて投資をし、その投資の利息分についてもちゃんと含んでいます

というような説明が欲しいということでしたから。よろしいですか。 
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【森川委員】   

はい。ありがとうございます。 

 

【柴会長】   

では、おしなべて今日は１、２を通じてもっと丁寧に説明しろという意見が多かったと

思いますので、最終的に取りまとめのときには基本理念と、それから具体的な提案のとこ

ろはやや詳しく市民にということを繰り返されましたので、市民に理解しやすいように文

章化するということをみんなで確認しておきたいと思います。 

  

【事務局】   

今回審議会でご提案させていただいた部分の中で、今後継続的に安定的に経営するため

に受益と負担のあり方、改定値上げという形になりますけれども、そういったことを検討、

方向は進めるべきじゃないかというご意見をいただきましたら、料金といいますと基本料

金と従量料金に分かれておりますので、次回以降そういうシミュレーションができるよう

なものは作成を進めさせていただきたいと思います。 

 まずはその方向性として、やはり経営戦略をまとめる中で１つは投資の方向性、何でこ

んな投資をするのかというのをきっちり説明しないといけないというご意見をいただきま

したので、それは改めてわかりやすく説明できるような資料の作成もさせていただきます

けれども、ただもう一点として、財源試算をしたときに料金改定の方向性、方向性は何％

というものではなくて、方向性についてそういうものを検討すべきという話をいただきま

したときには事務局として考えるパーセント等をお示しさせていただきながら、シミュレ

ーションができるようなものをプロジェクターでできるような用意をさせていただきたい

と思います。 

 

【柴会長】   

ありがとうございます。先ほども意見がありましたけれども、受益と負担というのは言

葉で言うのは簡単ですけれども、受けるサービスと負担だけじゃなくて、先ほど齋藤委員

が言われたように、今かけているコストのかけ方も違っていると。だから、受益と負担の

あり方について整理するのはなかなか大変だとは思いますけれども、ぜひ専門家の意見も
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お聞きされてまとめていただきたいと思います。 

 多分こういうことは何回か前から出ていますので、今後のあり方についての話なんです

が、皆さんからいろんなご意見がございましたが、基準外繰入金に頼らない事業経営に必

要となる自主財源の確保に向けて、下水道使用料等に係る受益と負担のあり方について事

務局にはさらにご検討いただきたいと思います。 

 さらに、上下水道事業の経営について事務局に対する意見書の案を作成していただきま

した。これから事務局に対してもう既にいっぱい意見が出ていますけれども、それを踏ま

えて意見書の案を配付し、読み上げますので、内容についてご審議いただくようにお願い

します。 

 

【事務局】   

今お配りさせていただきますのは、事前に柴会長とご相談をさせていただく中で、投資

の方向性だけではなく今回経営戦略を策定する中で財源不足等が発生するというようなこ

とになりますので、そういった部分の中でこういった必要あるのではないのかというよう

なご意見をいただきましたので、審議会としての意見書、中間的な意見のあり方の方向性

をちょっとご検討いただきたいと思って作成いただいたもので、これにつきましては今か

ら審議いただきながら修正いただければと考えております。 

 

【柴会長】   

これを審議していただく前に、既に今日はたくさん意見が出ていますので、この文章そ

のままではなくて改良したほうがいいんじゃないかなという気がしますけれども、一応私

から読み上げましょうか。 

 お手元に資料がありますから見ておいてください。今後の審議に向けて参考となるよう

なことを検討してくださいということで、我々としてこのようにまとめてよいかというの

を審議してほしいです。 

 １番目、上水道事業への意見。鈴鹿市の上水道事業は企業債への依存度が高く、将来世

代に負担を残さないよう企業債発行の抑制が課題である。また、水を安定的に供給するた

め、管路や施設の耐震化に伴う更新投資が見込まれるが、人口減少により料金収入が減少

し、資金不足となる見通しである。将来の事業継続及び安定的な経営に必要となる自主財

源の確保に向け、水道料金等に係る受益と負担のあり方を検討されたい。今日は幾つか提
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案がありましたけど、引き続き検討されたいと、こういうふうに取りまとめました。 

 ２番目に、下水道事業への意見として、鈴鹿市の下水道事業（公共下水道事業・農業集

落排水事業）は汚水処理に要する経費を自主財源で賄えない状況にあり、多額の繰入金が

投入されており、公費負担すべきでない基準外繰入金の抑制が課題であると。公営企業は

独立採算が原則であり、基準外繰入金に頼らない事業運営に必要となる自主財源の確保に

向け、下水道使用料等に係る受益と負担のあり方を検討されたいと。 

 このように私のほうから管理者に向けてご意見というか、こういうのを発出すればいい

のではないかと文書化したんですが、本日既にこの受益と経費の負担のあり方、それだけ

ではなくてよりよいディスクロージャー等を含めて検討されたいという追加的な部分も出

ていますので、こういう文章を上下水道の管理者に今ここでお渡しするのがよいのか、あ

るいはこの文案を修正して次回渡すということであれば、次回渡します。 

いいんですかね。こういうふうにまとめて、要するにここでの要点は受益と負担のあり

方を考えた上での安定的な経営を目指すようにより検討してくださいという意見ですが、

何か追加すべき点等があればおっしゃってください。今日私はこう言ったとか、あそこを

足しなさいとかいうことでも結構ですけど。 

 多分１と２のこういうまとめ方に対して根本的にもう少し突っ込んで検討してほしいと

いうようなご意見がありましたら、あるいはこの文章のここを直せとかありましたらおっ

しゃってください。 

 

【木村（好）委員】   

下水事業以前のところで汚水処理に要する経費を自主財源で賄えない状況にあるという

ことですけど、これはもうちょっと具体的にというか、経費回収率なんかが非常に低いわ

けですよね、これは。 

 

【柴会長】   

先ほど言われていたところですね。 

 

【木村（好）委員】   

この文章だけだとそういう事実よりも経営状況が悪くて自主財源で賄えないというよう

な感じがするので、やっぱり通常以下の原価率であってノーマルというか、普通に戻すぐ
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らいの感じのようなニュアンスのほうが……。 

 

【柴会長】   

ちょっと横着しますけど、今ここで首をひねっても頭をひねってもすぐ名案が出てこな

いと思うんですよね。ちょっと事務局にこういういい文章があるとか、こういうところ、

意見を入れたほうがいいんじゃないかというのを送っていただいて、それを届いたら私が

見て、それをもう一遍文章を変える形で次回提案するというのはどうですか。 

 

【事務局】   

次回方向性としまして、事務局として考えておる方向性、次回の内容としましては今回

受益と負担のあり方、料金改定の方向性がその必要があるとなったときに料金の体系のあ

り方についても検討いただきたいなと思っておりますので、そちらをしたいなと思ってい

ますので、次回までにご意見をいただければとは考えておりました。 

 

【柴会長】   

実質的には手続を進める前に私から検討してという文章が出たというのが重要でしたら、

メールのやりとりでも結構です。 

 

【木村（好）委員】   

会長、これは管理者宛てなので、逆に事実関係というのはわかっているので、こういう 

抽象的なままでもいいと思うんです。 

 

【柴会長】   

いいですか。 

 

【木村（好）委員】   

管理者宛てですよね。 

 

【柴会長】   

そうです。 
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では、抽象的でいいそうですよ。細かく言えばこの文章でも気になるところがいっぱい

出てくるけれども、これで次回以降の審議に資する内容を提出してください、そういう提

案をしてくださいという意図が伝わればよいというふうに皆さんから言っていただきまし

た。 

皆さんのご了解をいただきましたので、お配りした資料ですが、案と書いているんです

が、案を消してください。 

 それでは、すごく協力的に今ご意見を言っていただきましたので、意見書を事務局に後

で提出することにします。事務局には上下水道事業の料金、使用料等にかかわる受益と負

担のあり方についてさらなる検討を行って、第５回以降の審議会に提示いただくようお願

いいたします。よろしくお願いします。 

 

４ その他 

（１）第５回鈴鹿市上下水道事業経営審議会の日程 

【事務局】   

第５回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年６月２９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４回と同じ） 

 

── 了 ── 

 


