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第５回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年６月２９日（木） １３：３０～１５：３０ 

 

○場   所：鈴鹿市上下水道局 本館３階 第４会議室 

 

○出席者： ・委員７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) 

石川 裕（味の素ＡＧＦ㈱ 取締役副社長執行役員） 

  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） 

吉島 隆子（みえ市民活動ボランティアセンター） 

  森川 美和子（公募委員） 

※欠席３名 

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）  

安田 武史（鈴鹿青年会議所 前専務理事） 

手平 規矩夫（公募委員） 

   

   ・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（３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 会長挨拶 

【柴会長】 

第４回審議会では、上水道事業については財源試算の内容と目標について説明がありま

した。また、財源試算の結果、資金不足となる見通しのため、経営健全化に向けた今後の

取り組みとして、料金改定の検討案についての説明があり、審議会でその内容を確認しま

した。 

 次に、公共下水道事業、農業集落排水事業については、両事業とも経費回収率は１０

０％を下回っており、基準外繰入金への依存が継続する見通しのため、経営健全化に向け

た今後の取り組みとして、使用料改定の検討案について説明があり、審議会でその内容を

確認しました。 

 さらに、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

なる検討を求めるとした意見書を審議会から事務局へ提出しました。 
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 本日は第５回目ということでございますが、第４回の内容を踏まえて上水道事業の料金

体系について、また、公共下水道事業、農業集落排水事業の使用料体系についての審議に

入ります。 

 その中で、各事業の料金体系、使用料体系の現状分析や検討方針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をお願いします。 

 それでは、ただいまから議事に入ります。 

 まず、会議の成立について報告いたします。本日は、全委員１０名中７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報告させていただきます。 

 それでは、１点目の上水道事業の料金体系についてを議題とさせていただきます。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料金体系について 

事務局から「資料１ 鈴鹿市上水道事業の料金体系について」の説明がなされ、会長が

質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【森川委員】   

市民委員の森川です。 

 他団体と料金の比較をされているんですけれども、このとき基本水量を賦課している市

町村も一緒に比較されているんですけど、これは例えば四日市だったら５立方メートルで

すか。桑名市が２０立方メートルとか与えられているものと一緒に比較されているのはど

うかなと思うんですけど。 

 

【事務局】   

基本料金を設定しているところかどうかというのは、資料２９ページを見ていただけれ

ばおわかりいただけるんですけれども、桑名市は委員がご指摘のとおり基本水量を設定し

ておるところです。 
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 今回比較させていただきましたのは、今の料金の収入のヒートマップをお示ししたとき

に一番多いボリュームゾーンは６０トンぐらいのところの、実際６０トン使っていただい

たときに他団体と比較したときには幾らになるのかという目安としてお示しさせていただ

いております。 

 なので、基本水量が１０トンとかとなっていますとそこまでの比較ではございませんの

で、他団体、近くの桑名市さんだったら６０トンだったら幾らぐらいだなというのを知っ

ていただくために、現状をお知りいただくためにお示しさせていただいたとお考えいただ

ければと思います。 

 

【柴会長】   

先ほどの基本のところが入っているのと入っていないのが一緒に比較されているのはど

うかということも聞かれていたんですけど。 

 

【鈴木委員】   

わかりにくいですよね。例えば四日市や伊勢，亀山なんかというのは二月分を調定して

おるから、これ（２５ページ）の倍の水量ははっきり使っても使わんでもそれだけの使用

水量は基本料金で払ってもらわなあかんけれども、その分はこの基本料金の中にそれだけ

分以内やったらこれだけの基本料金で済みますよというふうなことですね。 

 それで、森川さんが言うのは基本料金って単純に書いてあるとちょっとわかりにくいな

というふうなことなのかなと思うんですけれども、これ以上は書きようがないのかな。も

ともとが違うのやから。 

 

【事務局】   

基本水量を設定している団体といいますと、鈴木委員がおっしゃられたみたいに１０ト

ンであれば二月に２０トン使うまでは基本料金だけで済むんですけれども、今回お示しさ

せていただいたのは鈴鹿市の場合は２０口径で６０トン程度が多いと。６０トン使用した

ときの使用料は全体で幾らかになるかということをごらんいただきたいなという意図でお

示しをさせていただいたというところです。 

 基本水量を設定している団体とかがあるないというところにつきましては、料金の体系

を設定する団体によってそれぞれあるというような説明をさせていただいたので、そうい
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った部分の中でご理解いただければなというふうに思います。 

 

【柴会長】   

平均的な使用量が６０トンなので、基本水量を超えているから基本水量があろうとなか

ろうと比較可能なレベルで比較しているという説明ですよね。 

 

【事務局】   

はい。 

 

【柴会長】  

何で６０だけを示したのかと。ひょっとすると８０だったらまた違った絵になるのかも

しれませんね。ここでヒートマップを示されて一番色の濃いところ、一番水道料金が入っ

てくるところを示されたんですよね。 

 

【事務局】   

なお、前回の参考資料で使用水量が増えるとどうなっていくかという他団体との比較の

グラフも第１回目のときもお示しさせていただいてありますので、使用量が増えれば増え

るほど鈴鹿市の場合多いところの単価が低くなっていますので、他団体よりもどんどん安

くなっていくという傾向が見ていただけるかと思います。 

 

【柴会長】   

というような説明ですが、よろしいですか。質問が続けてあればどうぞ。 

 

【森川委員】   

はい。結構です。 

 

【柴会長】   

いいですか。じゃ、一応今のは確認でしたので、何かご質問、質疑というかコメントが

ありましたらどうぞ。 
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【鈴木委員】   

今までにも説明していただいたかと思うんですけれども、ちょっと忘れてしまっておる

かわかりませんが、鈴鹿市の水道料金の設定の中で逓増型という、使えば使うほど増えて

いく、使うというか、ようけ使ったら料金単価が高くなりますよというふうなことの中で、

ようけ使わなければ料金単価が安くなっていくよという。それで、普通でいけばようけ大

口使用者は減っていきますよというふうな感覚やと思うんやけれども、ここら辺がちょっ

と知っておる人は知っておるんやろうけれども、知らん人はちょっとわかりにくいんやな

いかなと思うんですけれども、どうして逓増型になるんでしょうかね。 

 

【事務局】   

今回比較させていただいたところについては逓増型が大半で、たくさん使えば減ってい

く、単価を落としていくというのが逓減型になってくるかと思うんですけれども、逓増型

を採用している理由としましては、少量使用者への配慮が主な理由でして，使用量が少な

いほど料金単価が低く，使用量が多いほど料金単価が高くなる逓増型を一般的には採用し

ていると考えております。 

 なお，基本料金については，口径が大きいと供給する水道管は太い管を入れないといけ

ないという部分で投資費用が高くなりますので、口径の大きさに応じて基本料金が上がっ

ていきます。 

 

【柴会長】   

いいですか。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。もう少し聞いてもいいですか。 

 

【柴会長】   

どうぞ。 

 

【鈴木委員】   

１４ページで、これは給水戸数は増加するけれども、給水人口は減少していますという
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ふうなことなんですけれども、これは何で給水人口が減っていっておるんだというふうな

分析みたいなものは何かあるんでしょうか。 

 

【事務局】   

これは鈴鹿市が人口減少はまだ少ないほうなんですけれども、人口減少社会におそらく

２００５年以降入ったというようなことの中で、鈴鹿市も一般的に減っていっているとい

う部分の中で給水人口が減っていっているというような形だと考えています。 

 

【鈴木委員】   

１世帯当たりの人口というか、例えば所帯構成員が減ったとか、そういうことですかね。

給水戸数は増えていっておるけれども、人口は減っていますよということだから、例えば

昔やと１世帯４人やったやつが今やともう３人以下になっちゃっていますよというふうな、

そんなことが影響あるんですか。 

 

【事務局】   

総人口に占める単純に何人皆さんがお住まいかという統計データはないんですけれども、

毎年鈴鹿市、毎月も出しているんですけれども、総人口と総世帯を出していまして、その

数を年々追っていきますと１世帯当たりの平均世帯人口というのは減っていっております。 

 鈴鹿市が今の水道事業についても人口が減っておりますけれども、給水戸数が増えてい

っておるという部分は逆に鈴鹿市に働きに見えている方で単世帯の方、単身赴任の方とか

が増えている傾向にあるのかなと。これは鈴鹿市だけでなく、例えば島根県の松江市なん

かもそういう状況にあるというようなことが最近分析をしておりますので、本市の場合も

給水戸数が増えているというのはアパートの着工戸数なんかはあまり減っていないと思う

んですね。そういうところに住まれる方が増えてきているとか、昔は２世帯で住んでいた

ところの方がまちのほうへ出てきて単世帯になっているというような傾向で給水戸数は増

えているのかなというふうに考えております。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。手間は増えるけれども、料金は減っていくよというふうな、そんな感じ

になるんですかね。 
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 もう一点だけ。１６ページで有収水量は当然減っていっていますよというふうなことな

んやけれども、それ以上に料金収入は減っていっておるよというふうなことで、有収水量

ってお金になった水量のことですよね。有収水量が、それはいつと比較したかわからない

けれども、減っていっておるというのはわかるんですけれども、それ以上の率でもって料

金が減っていっておるというのは、これも分析か何かされてみえるんですかね。 

 

【事務局】   

有収水量が減って料金収入が減っているという部分につきましては、たくさん使われる

人が非常に減ってきたという部分で、例えば単世帯の方が増えたときに、これは一般的な

話なんですけれども、単世帯の方は毎日お風呂に入るということが少ないらしいんですね。

独身の男性の方なんかとかはシャワーでちゃちゃっと済まされる方が多いので、それで水

量が減っているという部分で料金も水量が低いところは安かったりしますので、そこで最

初の単価設定はようけ使えば高くなってきますけれども、低いところの単価はやっぱり安

いですので、そこが増えても料金は減ってしまうというような傾向なのかなと思っていま

す。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。それで、料金設定を平成１０年あたりに考えたときに比べると１世帯当

たりの水量が減っていっておるので、細分化をするというのは必要だろうと思うんですけ

れども、料金の構成というか、水量の料金というのが随分と変わっていってしまっておる

ということですね。高い単価の部分での水量、料金を払ってもらう人が極端なことを言う

と細分化されてしまって、前やと１世帯でやっておったのがそれが２世帯に分かれてしま

って安い単価になっちゃったよとか、そんなことが考えられるということですね。 

 

【事務局】   

そうですね。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。ありがとうございます。 
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【事務局】   

資料１３ページをごらんいただきたいんですが、よろしいでしょうか。１３ページの右

欄に従量料金の単価というのを示させていただいてるんですけれども、２０トンまででし

たら１トン当たり６０円なんですね。それでこれがボリュームゾーンのところへいきます

と２１から４０トンで１１０円、４１から６０トンやったら１５０円ですし、６１から１

００トンでしたら１７０円というところなんですけれども、単身世帯の方といいますと大

体２０トン以下というのが多くて、給水戸数が増えてこの２０トン以下が増えていくと、

自然と料金収入が減ってくるというようなことが起こっているんだというふうに考えてい

ます。 

 また、どれぐらいの量のところが多いのかというのが１７ページのヒートマップでお示

しをさせていただいてありますけれども、２０トンまでお使いの方というのは結構いらっ

しゃいますので、ここが最近増えてきているのかなというような形です。 

 

【鈴木委員】   

ありがとうございます。済みませんでした。 

 

【柴会長】   

今、議論していただいたところで、給水人口と給水戸数というこの２つの指標と、それ

から、料金収入とこの３つの関係について議論されていたんですが、何よりも重要なのは

どれですか。  

つまり、企業の場合は利益を最大化するためにいろんな工夫をすると思いますけれども、

水道の場合は料金収入が最大化することが第１の目的では多分ないわけですよね。だから、

その辺から考えていろいろ示されたグラフのどこを注目して見ればいいのかと。 

 

【事務局】   

ありがとうございました。今大事なというところなんですけれども、鈴木委員のご質問

にありましたが、有収水量よりも料金収入がそれ以上に減少しているということ、ここが

ポイントだと思っておりまして、資料の最後のほうで基本料金収入割合と従量料金収入割

合の検討を進めていきますということをお示しさせていただきましたけれども、ここにつ

ながるのがまさに有収水量が減っているけれども、それ以上に料金が減っておると。 
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 これは鈴鹿市の料金体系が使用水量によって非常に収入が左右されるということにつな

がっておりますので、経営の安定化のためにはなるべく使用水量に左右されにくい状態に

持っていくことが大事だと思っておりますので、最後のほうのくくりとして、なるべく基

本料金でいただける部分につきましては皆さんにご負担いただいて経営の安定化につなげ

ていきたいというところでございます。ですので、有収水量以上に料金収入が減っていっ

ているというところがポイントだと考えております。 

 

【柴会長】   

料金体系が原因で変動幅が大きくなる。そういう点が確認できたということですね。 

 ほかにご質問はありますでしょうか。 

 

【木村（好）委員】   

利用料金体系について、水道局の見解は基本料金の比率が類似市町村に比べて低いので、

上げてもいいんじゃないかというような見解だと思うんですけど、基本的には水道料金は

水道法では原価主義で全部賦課していいということになっていて、従来も基本料金が低く

て、結局繰入金とかあと企業債で賄ってやってみえたと思うので、逆に他市町村よりも基

本料金の比率が低いので、基本料金の部分を増やすというよりも、もう基本的には原価主

義で水道法では認められているので、高くしてそこの部分を固定費というか、増やして安

定経営につなげるというほうがいいんじゃないかと私は思うんですけど。 

 それと、従量料金で逓増方法をとってみえるということで、それについても逓増で料金

単価が高くなればやっぱり水道の使用量を低く抑えるという意味で、エコの観点とかそう

いう立場から見たら私は逆にそのほうがいいのであって、たくさん使えば料金単価が安く

なるというので、たくさん使ってもらえれば水道料金の収入という面では逆効果かもわか

らないんですけど、これからのトレンドとしてはエコといいますか、環境保全という面か

らはできるだけ使用量を減らすという基本理念のほうが利用者を説得しやすいんじゃない

か。ただ単に数字を合わせたりとか、ほかの類似市町村と比較してどうだからというより

も、やっぱりこれからのあるべき環境問題とか、そういうことを踏まえて基本料金を増や

す。それから、比率ですね。従量料金との比率も基本料金の比率が大幅に増えてもいいん

だというほうが何か納得しやすいような感じが私はするんですけど。 
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【柴会長】   

ご意見でしたけど、何か。 

 

【事務局】   

ありがとうございます。他団体との比較というのをさせていただいて、それで安いとい

う実態はございますが、今回基本料金の割合を上げていきたいというような考え方に至り

ましたのは、本日の資料の４４ページにもお示しをさせていただきましたけれども、平成

２７年度の決算値をいわゆる総括原価方式に基づいて本来基本料金であるべきものと従量

料金であるべきものを分析しましたら、４４ページにお示ししましたが、本来料金収入の

うち４１％が基本料金で賄うべきというのが理論値、これが理想の形になっています。 

 ところが２７年度の数字でいけば鈴鹿市の場合は２４％しかとれていないという形でい

けば、理想に対して非常に低いというようなことが今回の経営戦略を策定する中で見えま

したので、目標としましては４１％を目指しながら、これを目指すことをやはり目標とし

たいと考えております。ただ、２４から４１に急遽上げるとなりますと少量使用者の方も

基本料金がすごく高くなっちゃいますと負担となりますので、あわせて今回のご提案とし

ましてはゼロトンから２０トンというところがもう少し安くしたりして、トータルで今後

検討します改定率以内に全ての方がおさまるような方向で考えたいと。 

 ですので、委員からご指摘いただいたように、単純に他団体と比較して安いからという

ことだけを主張、表に出さずにやはりきちっと計算した結果、取るべき費用、基本料金と

して賄う費用に近づけていきたいんだということを今後説明の主としていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 

【柴会長】   

いいですか。今ので。 

 

【木村（好）委員】   

はい。 

 

【柴会長】  

 じゃ、ほかにございませんか。大体理解されたのであればこれでいいですか。 
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【鈴木委員】   

よろしいですか。先ほど回答いただいた中で、例えば基本料金というのは景気に左右さ

れない。従量料金というのは例えば企業なんかで大口使用者の方がそうしたら水を控えて

おこうかというふうなことがあって景気に非常に左右されてしまうので、その分を基本料

金やったら安定的に収納できるというふうな、そういう意味合いで基本料金の割合をちょ

っと高めていきたいなというふうな考え方ですよね。 

 それともう一点、先ほど答弁いただいた中で、例えば逓増型というふうな使用料金単価

がようけ使えば使うほど増えていくというのは、水道局としてはものすごくジレンマがあ

ると思うのやけれども、ようけ使ってもらいたいし、ようけ使ってもらうと今以上に限り

ある資源の水というふうなものを集めてきて、それだけの需要に対応せなあかんというふ

うなことになると投資費用がものすごく増えちゃうもんで、ようけ使ってほしいけど、あ

んまり使われるとあかんわというふうな、そういう意味があるのかなというふうに僕は理

解したんやけれども。 

 

【柴会長】   

今の質問、難しいですね。 

 

【事務局】   

基本料金を上げたいというのは、４４ページで計算した結果、４１％が基本料金の収入

になるべきというような理想の形がありますので、これに近づけていくと。この基本料金

が上がるということは、ここをつながることとしましては水量に左右されないいただける

収入となりますので、経営としては安定する。経営の安定化につながるということになる

のかなというふうに考えています。 

 また、従量料金という話につきましては、本来は使っていただければ料金をいただける

んですけれども、ただ最近の環境意識の関係からいけば、より少ない水で生活いただくほ

うが一般的な生活の流れなのかなというふうに思っています。 

 また、企業さんがたくさん使っていただければという話があるんですけれども、今回分

析した結果、１０１トン以上というところが５％ぐらいの調定件数、いただけるのに確定

する件数になるんですけれども、料金収入としては４０％ほどいただくことになっている
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んですけれども、これまで鈴木委員がおっしゃられたように景気の動向で非常に節水が進

んだりとか、突然の事故で水にかわって井戸を掘ってというような形になりますので、あ

まりにそこに期待をしていくと非常に経営としては危険だと思っておりますので、安定化

に行くのはどういうような形なのかというのを今からまた検討を進めて料金体系をもう一

度新料金体系として考えていきたいなというところです。 

 

【柴会長】   

よろしいですか。 

 そろそろ大体質問等は出尽くしたという感じもします。ただ、今最後私がわかりにくい

なと言ったのは、水の需要がたくさん使ってもらえれば水道局にとっていいとは限らない

んじゃないですか。需要に対応して過不足がないように供給するということが目的なんだ

と思うので、料金の設定等によって水を使うのを増やすというのはそもそもの目的ではな

いと思いますので、その辺がちょっとわからなかったので、わかりにくいと申し上げまし

た。 

 いろんな考え方がありますけど、それぞれにちょっと気になるところは確認されたと思

います。この料金体系についてさまざまなご意見がございましたけれども、将来の事業継

続や安定的な経営に必要となる自主財源の確保に向けて、水道の料金体系のあり方につい

て事務局にはさらに検討していただき、検討結果を今後の審議会で提示していただくよう

にお願いします。 

 この後、公共下水道事業、農業集落排水事業の使用量体系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願いします。 

  

（ 休  憩 ） 

 

 

（２） 鈴鹿市公共下水道事業・農業集落排水事業の使用料体系について 

事務局から「資料２ 鈴鹿市公共下水道事業・農業集落排水事業の使用料体系につい

て」の説明がなされ、会長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 
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【木村（好）委員】   

ちょっと基本的なことで教えてほしいんですけれども、これは下水道の従量使用料とい

うのは上水だったら各家にメーターがついていて、どれだけ使ったかってある程度コント

ロールしてわかるんですが、下水道の場合にはどうやってはかっているんですかね。 

 

【事務局】   

下水道の使用量の調定につきましては水道メーター、水道料金と同じで、水道メーター

の使用料に応じて何トン使ったかという形で賦課をさせていただいています。 

 

【木村（好）委員】   

そういうことね。水道の使った分の一部が下水の従量使用料だというふうに把握してい

る。 

 

【事務局】   

そうですね。 

 

【木村（好）委員】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

私も同じことを聞きました。前。 

 

【石川委員】   

１３ページと１４ページですね。ちょうど振り返りなんですけど、この使用料改定のと

きに試算がしてあるんですけど、ちょっとこの数字の意味をもう一回済みません。その前

の９、１０、１１、１２ですか。これとの関係でやられているんですけど、ちょっとわか

りやすくもう一回この改定率設定と金額の関係をちょっと教えていただけますか。 

 

【柴会長】   

１３ページ、１４ページに書いてある改定率への背景ですね。 
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【石川委員】   

だから、この使用料を徴収したときの累計の数字の意味とか、それとの関係をちょっと

教えてください。 

 

【事務局】   

前回第４回のときに資料としてお示しをさせていただいたグラフが１つありまして、経

費回収率というのを今回も財源試算の中での目標とさせていただいておるんですけれども、

経費回収率は一般的に下水を処理するために必要な費用、維持管理費用であるとか、施設

をつくったときに対しての減価償却費、利子償還費などを入れたいわゆる汚水処理費用を

使用料収入で何％賄えているかというのがございました。その経費回収率の現在の状況は

公共下水道が６０％前後、集落排水事業につきましては３０％前後という形をお示しさせ

ていただきました。 

 この中で企業として、下水道事業は公営企業法を適用しておりますので、独立採算とい

うのが原則の中で経費回収は１００％であることがまず原則ということをお示しさせてい

ただきました。その経費回収率がこの１３ページ、１４ページの表の中段ほどに平成３８

年度の経費回収率が何％という形で出ておるんですけれども、まずは１００％を目指すこ

とが目標の中、公共下水道が平成３８年度末に経費回収率１００％を目指すとなったとき

に、現在の使用料の改定をするならば４５％必要ですというような数字になります。 

 また、その２段目、１３ページですけれども、２段目の②のほうで２０％となっており

ますのは平成３８年度の経費回収率は８２％ですが、これは平成４８年度には経費回収率

１００％を目指すという過程の数字でありまして、この数字となっておると。 

 また、１４ページにつきましては集落排水事業の改定率をお示しさせていただいてあり

ますけれども、集落排水事業につきましては公共下水道と生活排水処理という観点からは

同じ料金であることとか、将来的に集落排水事業と公共下水道の施設の統合等を考えてお

りますので、使用料の体系を一緒にしていくという方針をお示しさせていただきましたの

で、公共下水道が４５％の改定をするならば集落排水事業については６７.９％になりま

す。また、公共下水道が２０％の改定を目指すならば集落排水事業につきましては３８.

９％の改定率を目指すことになりますというような形をお示しさせていただいたものです。

何か説明が長くてわかりにくいかと思いますが。 
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【柴会長】   

補足すれば、平成３８年までに経費を１００％回収できるような仕組みを変えていくと

いうのが１つ目で、もうちょっと期間が長くてもいいからゆっくりと１００％回収できる

４０何年と言っていましたか。 

 

【事務局】   

４８年です。 

 

【柴会長】   

平成４８年、あと１０年延ばしたら２０％になると。そういう期間の問題でもあるんで

すよね。 

 

【石川委員】   

これって１３ページ、上の７３億とか２１９億というのは、これはどれと見たらいいん

ですか。この累計がこう出てくるというのは、この数字というのはどの意味になるんです

か。ほかの意味がちょっとよくわからん。 

 

【事務局】   

これは第４回のところで説明、公共下水道も集落排水事業も第４回で言うと財源試算を

お示しさせていただいた資料になるんですけれども、資料では……。 

 

【柴会長】   

どっちの数字ですか。これですか。これですか。 

 

【石川委員】   

この７３億とか、２１９億とか。 

 

【柴会長】   

これは経費が１００％回収されない状態であるので、その間基準外繰入金として市から
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ですよね。補塡してもらっている金額がこれだけだということです。 

 

【事務局】   

公共下水道事業も集落排水事業もいわゆる一般からの税の投入が、定めのない税の投入

というのが基準外繰り入れという考え方になるんですけれども、その税の投入がなければ

収支が合わないという状況の中、例えば４５％の改定で平成３８年度に経費回収率は１０

０％となりますけれども、３０年から３８年度までの間は経費１００％ができませんので、

その間に投入される基準外、いわゆる税の投入が７２億６,０００万円あるというのが１

つでございます。１番目の累計になります。 

 

【柴会長】   

平成３８年に目標を達成するまでの赤字……。 

 

【石川委員】   

それはわかります。それってこの過去の資料のどこで見たらわかるんですかということ

ですけど、足らないということが……。 

 

【柴会長】   

口頭で説明されたんですね。 

 

【石川委員】   

違う違う。それはこれじゃないんですか。 

 

【柴会長】   

過去の第４回の説明資料なの。 

 

【石川委員】   

過去の説明資料にそれは載っていないんですかと聞いたんです、僕は。 

 

【柴会長】   
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つながります。 

 

【石川委員】   

いや、その前の先ほど言いましたように全然数字が違うじゃないですか。その累積のあ

れとはね。だから、これが補塡だというならそれがどこの数字になるんですかね。根拠は

どこから言っているんですかねということです。どれを見たらわかるのかな。数字の意味

はわかっているんですよ。その数字の意味はわかりますけど、根拠はどこか。 

 

【事務局】   

根拠は、例えば第４回の資料２―１で、集落排水事業も公共下水道事業も資料の訂正を

させていただきましたので、資料２―１をごらんいただきたいんですが、資料２―１の４

ページのほうに投資をする上で、投資といいますと公共下水道は今後１０年、平成３８年

度末に普及率７０％に向けた投資をしたときの財源試算を行った結果が第４回の資料２―

１の３ページ、４ページになってくるんですが。 

 この４ページの下の中に繰入金というような表をつけさせていただいてあるんですが、

この中に基準内、基準外とあるんですけれども、基準内といいますといわゆる税金で、公

費で持つべき費用という形になっていまして、例えば雨水の処理費用であるとか、ここは

伊勢湾ですので、普通の汚水処理よりもより高度な汚水処理をしなければならないので、

より高度な処理に係る費用、そういったものは公費で持ちなさいよといったものが基準内

になるんですが、それ以外のいわゆる赤字補塡というのがこの基準外の税金の投入という

形になりまして、これが各年度ずっと積み上げていくと非常に大きくなってくるというよ

うなことがもともとのことです。 

 また、資料５ページで、何でこのような数字になっているかというのが、全てが経費回

収率につながっておりまして、５ページにお示ししてありますが、５ページの公共下水道

の青い線が公共下水道事業の経費回収率の見込みですが、５０％とかなっている部分につ

きましては経費が全然賄えないよという部分で、市の財政のほうからお金をいただくこと

になるというようなことが根拠になります。また、これの集落排水事業版につきましては、

第４回の資料２―１の１０ページのほうに載っています。 

 

【石川委員】   
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見ていますよ。見ているけど、この数字のこれ、基準外の繰入金の部分って５億とか４

億５,０００万とかですよね。これを１０年間足したらこれになるんですか。 

 

【柴会長】   

ここの１３ページの現状と書いてあるところの右から２つ目、１３５.３億円というの

は値上げしなかったらこれまでどおりの税金補塡が１３５.３億円になると。それが７２.

６まで減るということですから、６０億分ぐらい値上げによって赤字が解消されるという

集計値だけここに書いてある。 

 

【石川委員】   

これが１３０。それが１３５につながるんですか。 

 

【柴会長】   

ちょっと僕、前回のを持ってこなかった。 

 

【石川委員】   

いやいや、１３５.３とか、どこを足したらそういうことになるのかちょっとよくわか

らんですね。 

 

【柴会長】   

前に示された表と今日の１３５億とか７２億の関連性が見えないと言われているので。 

 

【石川委員】   

いや、この数字の意味はわかりますよ。だから、これはどこから出てきたんですかとし

きりに言っておるわけですよ。ここで出しても出てこないから言っているの。 

 

【事務局】   

第４回の資料２―２のほうの、ページで言うと１７ページ、２―１のほうに財源試算を、

現在の見直しを行わない場合の財源試算をまずお示しさせていただいたと。 
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【石川委員】   

それで、これはどこを足したら１３５になるんですか。 

 

【事務局】   

１７ページのところにグラフをお示しさせていただいてあるかと思いますけれども、使

用料改定を行ったときの基準外繰入金の推移を資料２―２の１７ページにお示しをしてあ

るかと思います。 

 

【柴会長】   

だから、数字で書いていないんですよね。グラフ。 

 

【事務局】   

根拠については数字では、表ではお渡ししておりませんけど、このグラフで数字をずっ

と足していきますと先ほどお示ししました７２.６億円になるとか、９８億２,０００万円

になるという形です。 

 

【石川委員】   

これは一遍つくったほうがいいんじゃないですか。だから、どういう費用があってそれ

に値上げしたらどれかとわかるようにしたほうが、これだけ見てこれって出てこんじゃな

いですか。どうやって出てくるんですか、これ。１３５.３って例えばどこの合計になっ

ているんですか。 

 

【事務局】   

見直し後の例えば……。 

 

【石川委員】   

違う違う。現状ですよ。見直さないですね。この数字を。 

 

【事務局】   

今１３ページに出ている基準外の繰り入れの累計というのは見直し後の累計になってお
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りますので、これにつきまして例えば先ほどお話ししました４回目の資料２―１の財源試

算の収益的収支、資本的収支、または繰入金の推計について表でお示ししたほうがいいと

いうご意見をいただければ、それについては表でお示しすることは可能です。 

 

【柴会長】   

前回はグラフで示されて表はついていなかったんです。それで、表があるほうがいいと

いうことであれば、今回の資料と合うようにそれをつくってくださいということです。 

 

【事務局】   

じゃ、使用料改定の、例えばお示しさせていただきますのがこの①、または②で改定し

た場合の財源試算し直した収支見通しの収益的収支、資本的収支の推移の表と繰入金の推

移の表というような形をお示しさせていただければよろしいでしょうか。それもまた……。 

 

【石川委員】   

だから、その表とこれが合うというのを示していただければいいですわ。 

 

【柴会長】   

前回の説明と今回がつながっているということを示してくれればいいと言われているの

で。 

 

【事務局】   

お示しさせていただくのは……。 

 

【石川委員】   

だから、これは累計でじゃないですか。３０年から３８年の。それで毎年数字があるじ

ゃないですか。その数字がどこかと聞いているだけです。 

 

【事務局】   

お示しさせていただくのは、第６回のときでよろしいですか。それか、それまでの確認

をしていただくときに資料として送付させていただくほうがいいか、どちらでもすぐでき
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ますので。 

 

【柴会長】   

じゃ、第６回でいいんじゃないですか。 

 

【事務局】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

わかりにくかろうということで、総計で、累計で出されて口頭で説明されたんですよ。 

 

【石川委員】   

だけど、これって非常に重要な話じゃないですか。基準外繰入金がどれだけになるから

回収するということですから、だから、値上げするわけですから、だから、そこがわから

ないと値上げ率とか、これだけ重要なんですよということが、それは合計はそうでしょう

けど、と思いましたのでね。そこは重要な話だと思うんですよね。 

 

【柴会長】   

ということですので、資料のご用意をしてください。 

 

【鈴木委員】   

この資料の累計を皆足してやったら……。 

 

【石川委員】   

これを足したらなるんですか。これ、ならないですよ。 

 

【事務局】   

それはならないです。今、第３回、４回でお示しさせていただいた表につきましては、

現状の投資７０％を目指す、または集落排水については１０年間で３７億の維持管理費を

投入するという過程の中で財源試算をしたときにどうなるか、収益的収支、資本的収支が
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どういうふうに推移するかというのをまずお示しさせていただいたと。その中での繰入金

がどういうふうに推移しているかというのをお示しさせていただいたというようなもので

す。 

 

【柴会長】   

だから、改定したこの数字が合うことを確認できたらいいと言っていますので、それを

つくってください。 

 

【事務局】   

はい。 

 

【柴会長】   

それで、計算が合うという前提で出すとこういう表になるということです。 

 ほかに何かありますでしょうか。特にございませんか。資料のつくり方は先ほどと一緒

なんですが、下水道、農業集落排水だから発想が違うという点があると思うんですけどね。

同じような資料のつくり方をしているけれども、その点について補足はないですか、何か。

この資料を理解するのに。 

 

【事務局】   

下水道も集落排水事業も同じ表はすぐできますので。 

 

【鈴木委員】   

単純な質問ですけれども、４３ページで例えば理論値やったら基本使用料収入について

は４１％ですよと。今の鈴鹿市の使用料収入やと思うんですけれども、現状の使用料金で

いくと基本使用料収入は２６％しか回収できていませんよというふうなことですけれども、

例えばこの理論値で計算をすると使用料ってどれぐらいになるかというふうな計算ってし

ていますか。もしわかったら参考に。例えば基本料とそれから従量料金、ここら辺の配賦

が変わってくるのやろうと思うんですけれども。 

 

【事務局】   
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済みません。算定につきましては今から、今回この割合を上げさせていただきたい、そ

の方向で検討していきたいという方針をお示しさせていただいていますので、単純にいけ

ば１５％、今、基本使用料が二月で１,５００円ですので、単純でいけば１５％上げて１,

８００円程度になるのかなと思いますが。 

 

【鈴木委員】   

この数字が出ておるもんで、例えばこれで計算したらこれだけやけれども、理論値で計

算するとこれだけになりますよというのがもう出ておるのかなと思ったもんで、ちょっと

聞いただけです。 

 

【柴会長】   

これからみたいですね。じゃ、今のご質問に次回はお答えできるようにお願いします。 

 

【事務局】   

そうですね。いろいろなシミュレーションをします。 

 

【柴会長】   

ほかに何かございますか。よろしいですか。 

 

【森川委員】   

見直しをされるときに少量使用者の負担が過度にならないように検討すると上水道のほ

うにも書かれているんですけど、この少量使用者の中には年金で生活されている方がたく

さん含まれると思いますので、くれぐれも過度にならないように慎重に検討をお願いした

いと思います。 

 

【柴会長】   

ご意見でした。お答えはないんですね。今のはそれでいいんですね。 

 

【事務局】   

はい。 
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【柴会長】   

ほかにございますか。いいですか。 

 それじゃ、この下水道並びに農業集落排水事業についてもご意見をさまざまいただきま

した。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と先ほど指摘されましたの

で、それが目的だったらその数字をきちんと示せということですから、次回はそれを示し

ていただくことにしまして、公共下水道事業、農業集落排水事業の使用料体系のあり方に

ついて、事務局にはさらに検討していただいて、その検討結果を今後の審議会で提示して

いただきますようお願いします。 

  

４ その他 

（１）第６回鈴鹿市上下水道事業経営審議会の日程 

【事務局】   

第６回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年８月１０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５回と同じ） 

 

── 了 ── 


