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1 鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について



１ はじめに
１．１ 第６回審議会の内容

第５～６回審議会では，下水道事業の新しい使用料体系について，検討します。このうち，第６回では，第
５回で示した検討方針に基づき，具体的な新使用料体系案を提示します。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

第５回審議会

 使用料体系制度の概要
 使用料体系の現状分析
 現状分析を踏まえた新しい使用料体系の検討事項

第６回審議会  第５回の現状分析等を踏まえた具体的な新使用料体系案の提示
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a) 財政計画等の策定・確認

d) 使用料対象経費の算定

c) 収支見積に基づく使用料改定の必要性の確認

 施設の整備計画

 施設の管理計画

 職員の配置計画

 排水需要の予測

 管理運営費（維持管理費，資本費）の算定

 控除額の算定（公費負担とすべき経費等）

 使用料の改定率の目安

 収入の見積（現行使用料体系）

 支出（維持管理費，資本費）の推計

 収支バランスの確認

b) 使用料算定期間の設定

e) 収支過不足の確認

a) 使用料対象経費の分解

b) 使用者群の区分

c) 使用料対象経費の配賦

d)使用料体系の設定

 資本費

 維持管理費

需要家費
固定費
変動費

又は

固定的経費

変動的経費

 水量区分の設定（水量使用料）

 水質区分の設定（水質使用料）

経費の性質に応じて配賦

 一般排水と特定排水の区分とそれに基づく配賦方法

 水質の負荷に基づく配賦方法

 基本使用料

 従量使用料

 水質使用料

使
用
料
対
象
経
費
等
の
算
定

使
用
料
体
系
の
設
定

（出所：公益社団法人日本下水道協会「下水道使用料算定の基本的考え方2016年度版」平成29年3月10日 3ページを参考に一部加工）
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１ はじめに
１．２ 下水道使用料の算定フロー（第５回審議会資料より）
下水道使用料については，まず，使用料で賄うべき対象経費を算定して，必要な改定率を算出します。

その後経費分解をして一定の方法で使用者に経費を配賦し，基本使用料と従量使用料を算出します。

第
１
～
４
回
で
検
討

第
５
～
６
回
で
検
討

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について



１ はじめに
１．３ 下水道使用料制度の概要（第５回審議会資料より）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

下水道使用料制度は団体によって異なり，鈴鹿市は二部使用料制のうち，従量使用料は逓増型を採用

しています。

二部使用料制

逓増型 逓減型

基本使用料 従量使用料

単一

一部使用料制

定額使用料制
または

従量使用料制

 使用料の構成には，定額使用料制または従量使用料制のいずれかである一部使用料制，基本使用料と従量使用料から成る二部使用
料制などがありますが，下水道では二部使用料制を採用しているケースが多いといえます。

 基本使用料は，水道とは違い口径別に区別することなく，一律の基本使用料を徴収する例がほとんどです。

 従量使用料については，使用量に応じて単価が変動するもの（逓増・逓減）と単一のものがあります。

鈴鹿市
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１ はじめに
１．４ 使用料体系に対する基本的な考え方（第５回審議会資料より）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について5

受取側：下水道事業者（市）

（基本的な考え方）

• 下水道は現代社会に必要不可欠な社会
基盤であり，今後も多額の設備投資が必
要である中，適切に整備し，維持・運営し
ていけるよう，適切な使用料のあり方を検
討します。

• このため，需要に関わらず，安定した経営
を行っていける使用料体系を検討してい
きます。

支払側：使用者（市民，企業等）

（基本的な考え方）

• 下水道事業はナショナルミニマムと位置
付けられているため，使用者に過度な
負担を強いないよう検討していきます。

• 特に，少量使用者の負担に配慮した使
用料体系を検討していきます。

使用料体系の方向性を考えるに際し，使用料収入の受取側である下水道事業者（市）と支払側である使用

者（市民，企業等）の両面から検討を行っていきます。



一般に，使用料体系の決定においては以下の5点が検討項目となります。なお，第６回では次項以降の

検討方法を踏まえた使用料体系案を提示します。

１ はじめに
１．５ 使用料体系の具体的な検討事項（第５回審議会資料より）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について6

用途 基本使用料 従量使用料単価（/㎥）

一般汚水

1,500円

～20㎥ 55円
21～40㎥ 100円
41～60㎥ 130円

61～100㎥ 160円
101～200㎥ 190円

201～1,000㎥ 230円
1,001～2,000㎥ 270円

2,001㎥～ 285円

浴場汚水 17円

臨時用等 285円

①基本使用料と従量使用料の収入割合

②基本水量
（鈴鹿市は設定なし） ③従量使用料の累進度

（最低従量使用料）
④水量区画

⑤用途別使用料の検討

（2ヶ月当たり）



１ はじめに
１．６ 主な検討事項（第５回審議会資料より）

主な検討内容 検討項目 現状 検討方針

企業経営の安
定化

①基本使用料
収入と従量使
用料収入の
割合の設定

• 基本使用料の割合を高めること
で，排水量に影響されにくく，企
業経営を安定的に行いやすくな
るとされている中，鈴鹿市の基本
使用料の割合は下水道使用料
算定の基本的考え方を参考に算
定した割合と比較して低めとなっ
ています。

• 経営の安定を図る観点から，下水
道使用料算定の基本的考え方にて
算出される使用料対象経費の基本
使用料収入と従量使用料収入割合
を参考に，基本使用料の割合を引
き上げる方向で検討します。

少量使用者へ
の配慮

③従量使用料
の逓増度の
設定

④従量使用料
の水量区画
の設定

• 鈴鹿市は，基本水量を採用して
いない中，同じく基本水量制を採
用していない他団体と比較して，
最低従量単価が高く，少量使用
者の負担が相対的に高くなって
います。

• 上記で基本使用料の割合を高めた
場合，負担が一段と大きくなること
から，過度な負担増とならないよう，
少量使用者に配慮し，最低従量単
価の見直しを検討します。

• 少量使用者の負担を軽減するため，
他団体比従量使用料が特に高い傾
向にある１～20㎥の区画を細分化
することを検討します。

５つの検討項目のうち，企業経営の安定化を図る観点から，基本使用料の割合を高めるほか，少量使

用者への配慮から，最低従量単価の見直しや1～20㎥の区画を細分化すること等を主に検討していき

ます。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について7



１ はじめに
１．７ 検討項目ごとの現状や検討方針①（第５回審議会資料より）

検討項目 現状 検討方針

①基本使用料収入
と従量使用料収
入の割合の設定

• 基本使用料の割合を高めることで，排水
量に影響されにくく，企業経営を安定的
に行いやすくなるとされています。

• 鈴鹿市の基本使用料・従量使用料の割
合は下水道使用料算定の基本的考え方
を参考に算定した割合と比較して基本使
用料の割合が低めとなっています。

• 経営の安定を図る観点から，下水道使用料
算定の基本的考え方にて算出される使用
料対象経費の基本使用料収入と従量使用
料収入割合を参考に，基本使用料の割合
を引き上げる方向で検討します。

• ただし，大幅な引き上げは少量使用者の負
担が大きくなるため，必要に応じて引き上げ
幅の調整を検討します。

②基本水量の設定 • 下水道使用料算定の基本的考え方では
ナショナル・ミニマムとしての排出量を考
慮する場合でも，基本水量制ではなく，
対象とする水量区分について使用料単
価を抑制的に設定した従量使用料を基
本使用料に加えた使用料体系とすること

も有力な選択肢とされています。

• 鈴鹿市では基本水量は設定していませ
ん。

• 新しい使用料体系でも設定しない方向で検
討します。

項目ごとの検討方針は以下の通りです。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について8



１ はじめに
１．７ 検討項目ごとの現状や検討方針②（第５回審議会資料より）

検討項目 現状 検討方針

③従量使用料の逓
増度の設定

• 下水道使用料算定の基本的考え方では，
需要変動リスクに対応するコストを水量
区画別に調整・配賦し，従量使用料単価
を算定する方法が示されています。

• 鈴鹿市は，逓増型従量使用料制度を採
用しており，基本水量制を採用していない
他団体比，最低従量単価が高い一方，最
高従量単価は低めなため，逓増度は低く
なっています。

• 下水道使用料算定の基本的考え方で示さ
れている方法に基づいて，水量区画別の
従量使用料を設定することを検討します。

• また，現状，少量使用者の使用料が基本
水量制を採用していない他団体と比較して
高い中，①で基本使用料の割合を高めると，
負担が一段と大きくなるため，過度な負担
増とならないよう少量使用者に配慮し，最
低従量単価の見直しを検討します。

④従量使用料の水
量区画の設定

• 下水道使用料算定の基本的考え方では，
水量区画を概ね３から９段階とし，排水需
要実態等を考慮して使用料単価を決定す
ることとされています。

• 鈴鹿市の区画は現在８段階で，他団体平
均比最低従量単価は低いものの，基本
水量制度を導入していないこともあり，少
量使用者の負担が相対的に大きくなって
います。

• 他団体比従量使用料が特に高い傾向にあ
る１～20㎥の区画を細分化することを検討
します。

⑤用途別使用料の
設定

• 鈴鹿市では公衆浴場用，臨時用等のみ
設定しています。

• 現状同様，公衆浴場用，臨時用等のみ設
定する方向で検討します。

項目ごとの検討方針は以下の通りです。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について9



２ 新しい使用料体系の検討
２．１ 検討すべき使用料体系案について

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

新使用料体系の検討に際しては，①現行体系に即した体系案を検討するほか，使用料の適正化を図っ

た②下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた使用料体系，②で算定した使用料体系と現行を比較

して，③急激な負担増とならないよう使用者の負担に配慮した体系を検討していきます。
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パターン②
下水道使用料算定の基本的考え方に基
づいた体系
（使用料適正化：下水道事業者の視点）

• 日本下水道協会が示した「下水道使用料算定の基本的考え方」

（平成29年3月）で示されている方法に基づき，基本使用料収入と

従量使用料収入の割合，従量使用料単価等を算定し，使用料の

適正化を図った使用料体系を示します。

パターン③
理論と現状を踏まえた体系
（少量使用者等への配慮：使用者の視
点）

• ②で算定した使用料体系と現行使用料体系を比較して，急激な負
担増が生じないよう，配慮した体系を検討します。特に，少量使用
者の負担には十分配慮した体系を検討します

パターン①
現行体系を維持した体系

• 現行の使用料体系を維持して，基本使用料，従量使用料とも一律
に同じ割合で改定した場合の体系案を示します。



２ 下水道使用料体系の考え方
２．２ 検討に際しての前提①（改定率）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

使用料改定率について，資料2-1では財源見直しを反映し，確保すべき資金水準を基に40.0%と20.0％

の２案を提示しましたが，改定率が40％の場合，使用者への影響も大きいため，今回の使用料体系に際

しては，20.0％の改定率で検討します。なお，農業集落排水事業の使用料体系は，公共下水道事業と同

体系とするため，以下では，公共下水道を中心に検討していきます（農業集落排水の改定率は38.9％）。

案
使用料
改定率

設定理由（公共）

①
公共下水道：40.0%

（農業集落排水：62.1％）
・財源試算期間内に経費回収率100％を達成できる改定率

②
公共下水道：20.0％

（農業集落排水：38.9％）

・財源試算期間内に経費回収率85％程度となる改定率で，受益者の負担
を一定程度考慮
・計画期間内での経費回収率100％の達成はやや難しいが，接続率の向
上等，各種施策を努め経費回収率の一段の改善を目指す。
・改定後の経営状況によっては，財源試算期間内での再度の使用料改定
を検討する可能性がある。
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２ 下水道使用料体系の考え方
２．２ 検討に際しての前提②（維持する制度・体系）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

新使用料体系の検討に際しては，実態等を踏まえ，二部使用料制を維持していくほか，用途別使用料体

系（用途別は公衆浴場，臨時用のみ）も維持していきます。
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項目 維持する理由

二部使用料制 • 使用量に応じて使用料を算定するのが，法の趣旨に照らして合理的である一方，使用量
に係わりなく固定的に発生する経費を賄う必要があります。このため，一方，下水道事業
は膨大な施設を必要とする事業で，使用量とは関わりなく固定的経費が発生します。

• こうした点を踏まえ，下水道使用料算定の基本的考え方では，｢経営の安定性を確保する
ため，従量使用料に基本使用料を併置する方法が有効｣とされており，今後も維持してい
きます。

用途別併用
使用料体系

• 公衆浴場は物価統制令の適用を受けて，入浴料金が県により設定されており，それを考
慮して独自の使用料体系を設定しています。

• また，臨時用は工事等で一時的に使用する下水道で，他の用途と同じ使用料体系を設定
することは馴染まないことから，独自の使用料体系を設定しています。

• なお，上記以外は通常の使用料体系を適用します。



３ 現行を維持した使用料体系案（パターン①）
３．１ 使用料体系の概要
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検討項目 考え方

①基本使用料収入と従量使用料収入の割合の
設定

• 割合は現行と同一
（基本使用料：従量使用料＝26:74）

②基本水量の設定 • 設定しない（現行と同一）

③従量使用料の逓増度の設定（最低従量単価） • 現行の従量使用料単価を一律に20％引き上げ

④従量使用料の水量区画の設定 • 現行と同一

⑤用途別使用料の設定
• 公衆浴場，臨時用の使用料体系の単価について，一律

に20％引き上げ

現行使用料体系を基にし，基本使用料収入と従量使用料収入の割合，従量使用料の水量区画は現行

と同一とするほか，基本使用料や従量使用料等の改定率は一律20.0％とします。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について



３ 現行を維持した使用料体系案（パターン①）
３．２ 使用料体系表①（公共下水道）

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について14

一律に20.0％の使用料改定をした場合の使用料体系表は以下の通りとなります。

※基本使用料は100円単位，従量使用料は5円単位で設定しています（ただし，浴場汚水の使用料は１円単位で設定）。

用途 基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

一般汚水

1,800円 ＋300円

～20㎥ 65円（＋10円）
21～40㎥ 120円（＋20円）
41～60㎥ 155円（＋25円）

61～100㎥ 190円（＋30円）
101～200㎥ 230円（＋40円）

201～1,000㎥ 275円（＋45円）
1,001～2,000㎥ 325円（＋55円）

2,001㎥～ 340円（＋55円）

浴場汚水 21円 （＋4円）

臨時用等 340円（＋55円）

（2か月あたり）



農業集落排水は，現行の使用料体系が公共下水道と異なっているため，一律改定とはならず，従量使

用料は＋15～＋150円程度の増加となっています。

３ 現行を維持した使用料体系案（パターン①）
３．２ 使用料体系表②（農業集落排水事業）

基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

1,800円 ＋600円

～20㎥ 65円 （＋15円）
21～40㎥ 120円 （＋20円）
41～60㎥ 155円 （＋25円）

61～100㎥ 190円 （＋40円）
101～200㎥ 230円 （＋60円）

201㎥～1,000㎥ 275円 （＋85円）
1,001㎥～2,000㎥ 325円（＋135円）

2,001㎥～ 340円（＋150円）

15 鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

（2か月あたり）

※基本使用料は100円単位，従量使用料は5円単位で設定しています。



３ 現行を維持した使用料体系案（パターン①）

３．３ 現行体系を維持した使用料体系案の特徴

現行の使用料体系をベースに一律の改定を行っているため， 現状との改定状況が分かりやすい一方，

使用料の適正化という点では不十分な可能性がある使用料体系となっています。

• 公共下水道は一律改定のため，口径，使用量に関わらず，同程度の負担増加。なお，農業集落排水の現行の
使用料体系は公共下水道と異なっているため，使用量によって，改定率のばらつきがあります。

公共下水道は一律改定のため，現行との改定状況が分かりやすい一方，下水道使用料算定の基本的考え方
に基づいていないため，使用料の適正化という点では不十分な可能性がある使用料体系。

【使用料改定率】 （％）

【現行体系を維持した使用料体系の主な特徴】

※１ 使用料0㎥/2か月の行は，基本使用料の改定率となります。
※２ 基本使用料単価を100円単位，従量使用料単価を5円単位に

調整しているため，20.0％とならない場合があります。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について16

使用量

（㎥/2か月）
公共下水道 農業集落排水

基本使用料 +20.0 +50.0

10 +19.5 +44.1

20 +19.2 +40.9

40 +19.6 +31.0

60 +19.4 +26.5

100 +19.1 +26.6

200 +20.2 +31.5

1,000 +19.7 +42.6

2,000 +20.1 +57.1



４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）
４．１ 基本的考え方に基づく使用料体系の概要

17

検討項目 下水道使用料算定の基本的考え方

①基本使用料収入と従量使用料収入の割合の
設定

• 費用を分解し，費用項目に応じて基本使用料と従量使
用料に配賦

②基本水量の設定

• 算定方法に関する記載はなし。なお，ナショナル・ミニマ
ムとしての排出量を考慮する場合でも，基本水量制で
はなく，対象とする水量区分について使用料単価を抑
制的に設定した従量使用料を基本使用料に加えた使用
料体系とすることも有力な選択肢と記載

③従量使用料の逓増度の設定（最低従量単価） • 水量区画毎の排水需要の変動に基づいて設定

④従量使用料の水量区画の設定 • ３～９程度の区分が一般的と記載

⑤用途別使用料の設定 • 設定に関する記載なし

下水道使用料算定の基本的考え方では，基本使用料と従量使用料の割合の設定に関する考え方や，

従量使用料の設定に関する考え方が示されています。なお，基本水量や水量区画の設定，用途別使

用料の考え方は示されていません。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について
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４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）
４．２ 基本使用料と従量使用料の割合
総括原価の費用は，「需要家費」，「固定費」，「変動費」に分解した後に，基本使用料及び従量使用料に

配分されます。このうち，需要家費は基本使用料，変動費は従量使用料に全額配分されますが，固定費

は基本使用料と従量使用料に按分されます。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

維持管理費

人件費，動力費，薬品
費，修繕費，流域下水
道維持管理負担金，委

託料 等

資本費用

減価償却費，支払利息，
企業債取扱諸費，資産

減耗費 等

需要家費

使用料徴収関係経費 等

固定費

使用水量の多寡に関係なく，
下水道施設の規模に応じて固

定的に必要な経費

変動費

動力費，薬品費 等

基本使用料

従量使用料

基本使用料と
従量使用料に按

分

固定費按分方法
基本使用料
収入割合

従量使用料
収入割合

固定費を処理施設能力に対する平均排水処理量の割合で従量使用料に按分 41% 59%

※上水道事業同様，施設能力や排水処理量に応じて配分するのが適当であると考えられるため，水道料金算定要領で示されている方法
を準用して，基本使用料と従量使用料の割合を設定します。

総括原価の算定 総括原価の分解・配賦 料金体系



４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）
４．３ 従量使用料単価の設定

下水道使用料算定の基本的考え方では，水量区画は３～９区画が一般的とされている中，現行と同様
８区画とし，水量区画毎の単価の設定方法は示されていない中，現行の従量単価の比率に応じて単価
設定することとします。

同考えに従って算定すると，使用料単価は55～275円となります。

使用量 従量使用料単価

1~20㎥ 55円

21～40㎥ 95円

41～60㎥ 125円

61～100㎥ 155円

101～200㎥ 185円

201～1,000㎥ 220円

1,001～2,000㎥ 260円

2001㎥～ 275円

【下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた従量使用料単価】

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について19



鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた使用料体系は以下の通りとなります。基本使用料の割合

が高まったため，基本使用料の改定幅が大きくなっています。一方，従量使用料は21㎥以上では，現行比，

単価は低くなっています。

４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）
４．４ 下水道使用料体系①（公共下水道）

用途 基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

一般汚水 3,100円 ＋1,600円

～20㎥ 55円 （ 0円）
21～40㎥ 95円 （ ▲5円）
41～60㎥ 125円 （ ▲5円）

61～100㎥ 155円 （ ▲5円）
101～200㎥ 185円 （ ▲5円）

201～1,000㎥ 220円（ ▲10円）
1,001～2,000㎥ 260円（ ▲10円）

2,001㎥～ 275円（ ▲10円）

浴場汚水
1,800円 ＋300円

21円 （＋4円）

臨時用等 340円（＋55円）

20

（2か月あたり）

※１ 基本使用料は100円単位，従量使用料は5円単位で設定しています。
※２ 用途別（公衆浴場用，臨時用）は下水道使用料算定の基本的考え方で算定方法が示されていないため，一律の改定としています。



鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた使用料体系は以下の通りとなります。基本使用料の割合

が高まったため，基本使用料の改定幅が大きくなってるほか，従量使用料についても概ね現行比プラスで

推移しています。

４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）
４．４ 下水道使用料体系②（農業集落排水）

用途 基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

一般汚水 3,100円 ＋1,900円

～20㎥ 55円 （ ＋5円）
21～40㎥ 95円 （ ▲5円）
41～60㎥ 125円 （ ▲5円）

61～100㎥ 155円 （ ＋5円）
101～200㎥ 185円（ ＋15円）

201～1,000㎥ 220円（ ＋35円）
1,001～2,000㎥ 260円（ ＋70円）

2,001㎥～ 275円（ ＋85円）

21

（2か月あたり）

※基本使用料は100円単位，従量使用料は5円単位で設定しています。



４ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案（パターン②）

４．５ 下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案の特徴
下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系と現行の体系を比較すると，少量使用者の負

担が大きい一方，多量使用者の負担は，水量によっては現行以下となる体系となります。

• 基本使用料の改定率は，公共下水道で約＋107％と現行の２倍以上の引き上げになる。また，全体的に少量使
用者の負担が大きい一方，多量使用者の負担は，水量によっては現行以下となる体系となります。

基本使用料割合が高いため，使用料収入は安定化する一方，現行対比，少量使用者の負担が大きく，多量使用
者の負担が小さい体系。

なお，今回の改定率は20％を検討しますが，算定の基本的考え方に従って使用料対象経費を算定すると，本来
必要となる改定率（算定期間：平成29～平成33年度）は約77％となり，この場合，多量使用者も＋50％程度の改
定率が必要となります。

【使用料改定率（20％）】 （％）

【下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系の主な特徴】

（参考）【下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた
本来必要な使用料改定率（77％）】

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について22

（％）

使用量

（㎥/2か月）
公共下水道 農業集落排水

基本使用料 +106.7 +158.3

10 +78.0 +114.7

20 +61.5 +90.9

40 +32.6 +45.2

60 +19.4 +26.5

100 +8.8 +15.6

200 +2.1 +11.7

1,000 ▲3.4 +15.1

2,000 ▲3.6 +26.2

使用量

（㎥/2か月）
公共下水道 農業集落排水

基本使用料 +200.0 +275.0

10 +158.5 +211.8

20 +134.6 +177.3

40 +95.7 +114.3

60 +76.4 +86.8

100 +61.0 +71.1

200 +51.5 +65.8

1,000 +44.7 +72.4

2,000 +43.5 +87.8



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．１ 使用料体系の概要

23

検討項目
算定の基本的考え方に基づく

使用料体系の課題等
課題を踏まえた体系検討

①基本使用料収入と従量使用
料収入の割合の設定

• 現行対比，基本使用料の割合が大
幅に上昇し，少量使用者の負担が大
幅に増加

• 少量使用者への負担を配慮し，基
本使用料の割合を高める幅を抑制
する。

②基本水量の設定
• 具体的な算定方法は示されておらず，

現行の使用料体系でも設定せず
• 設定しない

③従量使用料の逓増度の設定
（最低従量単価） • 水量区画毎の排水需要の変動に基

づいて設定。ただし，現行比，最高従
量単価が低いため，相対的に少量使
用者の負担が大きい一方，多量使用
者の負担は現行並となる。

少量使用者への負担を配慮し，以下を
検討する。
• 水量区画毎の従量使用料の単価

比率は，原則，現行の比率を基に
検討する。

• 基本使用料の割合が高まる中，水
量区画を細分化し，最低従量使用
料単価の引き下げを検討する。

④従量使用料の水量区画の設
定

⑤用途別使用料の設定 • 設定に関する記載なし
• 公衆浴場と臨時用については，用

途の内容に鑑み，現行の使用料体
系を基に改定率を検討する。

下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた使用料体系の場合，現行対比，基本使用料の割合が

高いため，少量使用者の負担が大きく増加することとなります。このため，現行の使用料体系を踏まえ，

少量使用者に配慮した体系を検討します。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．２ 基本使用料と従量使用料の割合

基本使用料の割合を高めると，企業経営を安定する一方，少量使用者の負担が重くなります。下水道

使用料算定の基本的考え方に基づいた場合，基本使用料の割合は41％で，基本使用料の平均負担増

は現行比1.9倍と過度に大きいため，少量使用者の負担に配慮し，基本使用料の割合は30％（従量使

用料は70％）で検討します。その結果，基本使用料は2,300円となります。

• 基本使用料収入の比率を高めることは，水需要の増減に収入が影響されない体系となり，企業経営を安定的に行いやすくなる。
• ただし，少量使用者の負担が重くなるというデメリットがある

【下水道使用料算定の基本的考え方に従った場合】

（現行）26％：（理論値）41％＝1:1.58

使用料改定率（20.0％）を加味した基本使用料の負担増＝1.58×1.2＝約1.9倍

【基本使用料に配分される割合】
（現行）26％：（理論値調整）30％＝1:1.15

使用料改定率（20.0％）を加味した基本使用料の負担増＝1.15×1.2 ＝約1.4倍

少量使用者の負担が過度に大きくなるため，基本使用料の負担増の割合を調整

【基本使用料の割合の検討】

総務省「第４回公営企業の経営戦略の策定支援と活用等に関する研究会」 資料６「使用料の検討」について（平成27年2月）

【基本使用料の割合に関する考え方】

現行
理論値の
使用料体系

理論と現状を
踏まえた体系案 現行比 理論値体系比

基本使用料 1.500円 3,100円 2,300円 +53.3％ ▲25.8％

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について24



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．３ 従量使用料単価設定①

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について25

従量使用料の単価については，原則，現行の単価と同じ比率で設定しますが，基本使用料の改定率が

大きい中，少量使用者に配慮し，現行対比1~20㎥の水量区画を1~10㎥，11～20㎥に細分化し， 1～10

㎥については，単価の引き下げを検討します。

• 現行使用料と比較して，基本使用料の改定率が大きく（＋46.7％），全ての従量使用料区画を一律

に改定すると，少量使用者の負担が相対的に大きくなるため，少量区画の従量使用料については，
使用者に配慮した単価の設定が必要。

• もっとも，鈴鹿市の現状の従量単価毎の使用水量をみると，1～20㎥の区画の使用量が全体の
40％を占めるため，同区画を全て低価格に設定すると，他の水量区画の負担が大きくなる可能性。

• このため，従量単価については，現行の1～20㎥の少量区画を1~10㎥，11～20㎥に細分化し，1

～10㎥については，少量使用者に配慮して従量単価の引き下げに努める一方，11～20㎥につい
ては，他の区画と概ね同程度の改定率で検討。

• なお，下水道は上水道の区画と比較すると多いこともあり，1,001㎥以上は単価を統一。

【従量使用料設定の考え方】

水量区画 水量割合

1～20㎥ 40.0％

うち1～10㎥ 21.7％

使用量（㎥/２か月）
改定率

（基本使用料＋従量使用料）

10㎥ 39.0％

20㎥ 34.6％

【従量使用料単価を一律の比率で改定した際の改定率】 【使用量全体に占める区画別水量の割合】



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．３ 従量使用料単価設定②

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について26

以上より，従量使用料は1～10㎥は単価を5円とし，基本使用料の改定率の負担を緩和する設定とした

一方，11㎥以上は，現行比＋19～36％程度の改定とします。

使用水量（㎥） 従量単価（円）
現行差
（円）

現行比
（％）

1~10 5 ▲50 ▲90.9

11～20 75 ＋20 ＋36.4

21~40 120 ＋20 ＋20.0

41～60 155 ＋25 ＋19.2

61～100 200 ＋40 ＋25.0

101～200 240 ＋50 ＋26.3

201～1,000 305 ＋75 ＋32.6

1,001～2,000 350 ＋80 ＋29.6

2,001～ 350 ＋65 ＋22.8

【少量使用者への配慮した従量使用料案】

統一



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．４ 用途別使用料体系の設定

27

用途別使用料の改定については，下水道使用料の基本的考え方に改定方法の記載がない中，基本

使用料は，現行と同様，一般汚水と同額（2,300円）とし，従量使用料については，公衆浴場用は20％

改定とし，臨時用は現行と同様，一般汚水の最高従量使用料単価と同額（350円）しました。

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

用途 基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）（現行差）

公衆浴場用

2,300円 ＋800円

21円 （＋4円）

臨時用 350円（＋65円）

【用途別の使用料体系案】

※現在，農業集落排水事業については，現在，一般排水のみ使用料を設定しています。

平成8年1月 平成17年1月 平成20年7月 平成26年11月 改定率

入浴料金
(大人）

300円 350円 380円 400円
33.3％

（除く消費税：
29.4％）

【公衆浴場の入浴料】



鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について

５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．５ 使用料体系①（公共下水道）

用途 基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

一般汚水

2,300円 ＋800円

～10㎥ 5円 （▲50円）
11～20㎥ 75円 （＋20円）
21～40㎥ 120円 （＋20円）
41～60㎥ 155円 （＋25円）

61～100㎥ 200円 （＋40円）
101～200㎥ 240円 （＋50円）

201～1,000㎥ 305円 （＋75円）
1,001～2,000㎥ 350円 （＋80円）

2,001㎥～ 350円 （＋65円）

浴場汚水 21円 （＋4円）

臨時用等 350円（＋65円）

28

（2か月あたり）

※１ 基本使用料は100円単位，従量使用料は5円単位で設定しています。
※２ 用途別（公衆浴場用，臨時用）は，現行使用料案設定時の考え方を踏襲し，設定しています。

使用料体系表は以下の通りとなります。基本使用料の割合が高まったため，現行対比，基本使用料の改

定幅が大きくなっています。一方，従量使用料は1～10㎥の最小区画の使用料単価は大きく減少してい

ます。



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．５ 使用料体系② （農業集落排水事業）

基本使用料 現行差 従量使用料単価（/㎥）

2,300円 ＋1,100円

～10㎥ 5円 （ ▲45円）
11～20㎥ 75円 （ ＋25円）
21～40㎥ 120円 （ ＋20円）
41～60㎥ 155円 （ ＋25円）

61～100㎥ 200円 （ ＋50円）
101～200㎥ 240円 （ ＋70円）

201～1,000㎥ 305円 （＋115円）
1,001㎥ 350円 （＋160円）
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（2か月あたり）

使用料体系表は以下の通りとなります。公共下水道と同様，現行対比，基本使用料の改定幅が大きく

なっています。一方，従量使用料は1～10㎥の最小区画の使用料単価は大きく減少しています。



５ 理論と現状を踏まえた使用料体系案（パターン③）
５．６ 理論と現状を踏まえた使用料体系案の特徴

下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系案と現行の使用料体系案を比較すると，少量

使用者の負担が相対的に小さくなっています。一方，多量使用者は現行対比使用料負担は相対的に

大きくなっています。

• 基本使用料の改定率は高いが，理論値対比では抑制（公共下水道：＋53％）。
• 少量使用者の負担割合を相対的に軽減。
• 多量使用者は，現行対比，負担割合が相対的に大きい。ただし，本来行うべき改定率（77％）の際に負担する
割合（現行比＋50％程度）よりは低めの割合（P22で示した20％改定時の改定率と77％改定時の改定率との
概ね中間程度）

基本使用料の割合を幾分高め，使用料収入について一定程度安定化を図るとともに，少量使用者への負担を
配慮した使用料体系。

【使用量別の使用料改定率】 （％）

【下水道使用料算定の基本的考え方に基づく使用料体系の主な特徴】
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使用量

（㎥/2か月）
公共下水道 農業集落排水

基本使用料 +53.3 +91.7

10 +14.6 +38.2

20 +19.2 +40.9

40 +19.6 +31.0

60 +19.4 +26.5

100 +22.1 +29.7

200 +24.5 +36.2

1,000 +31.4 +56.5

2,000 +30.4 +70.7



６ 各使用料体系案の比較
６．１ 各使用料体系案の概要

概要 改定率
基本使用料
収入割合

基本使用料
従量使用料
（最高単価，
最低単価）

現行使用料 現行使用料体系 0% 26% 1,500円
最高：285円
最低：55円

パターン①
基本使用料単価，従量使用料単価を全て一律改
定

20.0% 26% 1,800円
最高：340円
最低：65円

パターン②

下水道使用料算定の基本的考え方に基づき基本
使用料・従量使用料を設定
・基本使用料収入割合を41％に設定
・従量使用料は水量区画，逓増度とも，現行に準
じて設定

20.0% 41% 3,100円
最高：275円
最低：55円

パターン③

パターン②の考え方に，使用者の現状（少量使用
者への配慮）を加味して設定
・基本使用料の改定幅を緩和し，基本使用料収入
割合を30％に設定に設定
・従量使用料は原則，現行の単価比率を基にした
ほか，少量区画を細分化し，最低単価を引き下げ

20.0% 30% 2,300円
最高：350円
最低：5円

新しく示した各使用料体系案の概要は以下の通りです。各体系の特徴の比較を次項以降で行います。

なお，特徴の比較や評価については，原則，公共下水道の改定率を基に検討していきます。
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６ 使用料体系案の比較
６．２ 下水道事業者への影響（使用料の適正化）

パターン① パターン② パターン③

基本原則に基
づいた使用料
の適正化

適正化不十分 適正化 一定程度適正化

基本使用料，従量使用料とも現行
体系に基づいており，下水道使用
料算定の基本的考え方は反映し
ていない。

基本使用料は下水道使用料算定
の基本的考え方を反映して使用料
体系を設定。
従量使用料は，同基本的考え方
でも認められているため，現行の
体系を基に逓増型の体系を設定。

基本使用料については，下水道使
用料算定の基本的考え方を一定
程度加味。
従量使用料は，同基本的考え方
でも認められているため，現行の
体系を基に逓増型の体系を設定。

• 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
• 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
• 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
• 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

上記原則の趣旨に基づいて算定方法を示されたのが「下水道使用料算定の基本的考え方」

【下水道使用料の基本原則】

鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について32

使用料の適正化について比較すると，パターン②は下水道使用料算定の基本的考え方に基づいて最も適

正化を考慮した使用料体系であり，パターン③も一定程度適正化に努めた体系案となっています。



６ 使用料体系案の比較
６．３ 使用者への影響①（少量使用者）

パターン① パターン② パターン③

少量使用者への影響
（使用料改定率）

平均並 相当程度大きい 相対的に小さい

・基本使用料，従量使用料とも
一律で改定しているため，改定
率は概ね平均並。

・基本使用料が高めに設定され
ているため，少量使用者の負
担は現行対比，相当大きくなる。

・基本使用料が幾分高めに設定
されている一方，従量使用料の
最小区画（1～10㎥）の単価を5

円に抑制したため，改定率は
抑制されている。

少量使用者への影響をみると，パターン③は最小区画の従量使用料単価を低めに設定していることもあり，

改定率が相対的に小さくなっています。一方，パターン②は改定率が大きくなっています。

公共下水道 農業集落排水

使用量
（２ヶ月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

10㎥ 2,050円 2,450円
+19.5％

3,650円
+78.0％

2,350円
+14.6％

1,700円 2,450円
+44.1％

3,650円
+114.7％

2,350円
+38.2％

20㎥ 2,600円 3,100円
+19.2％

4,200円
+61.5 ％

3,100円
+19.2 ％

2,200円 3,100円
+40.9％

4,200円
+90.9％

3,100円
+40.9％

（使用料改定率）

※平均改定率より＋５％以上の場合は赤字，▲５％以上の場合は青字で記しています（以下，同じ）。
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６ 使用料体系案の比較
６．３ 使用者への影響②（一般使用者）

パターン① パターン② パターン③

一般使用者への影響

（使用料改定率）

平均並 相対的に大きい 平均並

・基本使用料，従量使用料とも
一律で改定しているため，改定
率は概ね平均並。

・基本使用料が高めに設定され
ているため，負担は現行対比，
相当大きくなる。
・ただし，従量使用料単価は一
定のため，使用量が増加する
ほど，改定率は低下する。

・少量使用者を抑制した一方，そ
の他の従量使用料単価は相対
的に高めのため，一般使用者
の改定率は概ね平均並。

一般使用者への影響をみると，パターン③の改定率は，パターン①と同程度なっています。一方，パターン

②は使用量によって改定率の差が大きいですが，全体的には平均より幾分高めの改定率となっています。

（使用料改定率）
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公共下水道 農業集落排水

使用量
（２ヶ月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

40㎥ 4,600円 5,500円
+19.6％

6,100円
+32.6％

5,500円
+19.6％

4,200円 5,500円
+30.9％

6,100円
+45.2％

5,500円
+31.0％

60㎥ 7,200円 8,600円
+19.4％

8,600円
+19.4％

8,600円
+19.4％

6,800円 8,600円
+26.5％

8,600円
+26.5％

8,600円
+26.5％



６ 使用料体系案の比較
６．３ 使用者への影響③（多量使用者）

パターン① パターン② パターン③

多量使用者への影響
（使用料改定率）

平均並 小さい（改定前と同程度） 相対的に大きい

・基本使用料，従量使用料とも
一律で改定しているため，改定
率は概ね平均並。

・従量使用料の単価が現行対比
低いため，多量使用者の改定
率は低下し，使用量によっては
マイナスに転化。

・従量使用料の単価が相対的に
高いため，多量使用者の改定
率は相対的に大きくなる。

多量使用者への影響をみると，パターン②は多量区画の従量使用料単価が低く，影響が小さい一方，パ

ターン③は従量使用料単価が高く，影響は相対的に大きくなっています。

（使用料改定率）
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公共下水道 農業集落排水

使用量
（２ヶ月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

200㎥ 32,600円 39,200円
+20.2％

33,300円
+2.1％

40,600円
+24.5％

29,800円 39,200円
+31.5％

33,300円
+11.7％

40,600円
+36.2％

1,000㎥ 216,600円 259,200円
+19.7％

209,300円
▲3.4％

284,600円
+31.4％

181,800円 259,200円
+42.6％

209,300円
+15.1％

284,600円
+56.6％

2,000㎥ 486,600円 584,200円
+20.1％

469,300円
▲3.6％

634,600円
+30.4％

371,800円 584,200円
+57.1％

469,300円
+26.2％

634,600円
+70.7％



６ 使用料体系案の比較
６．４ 総括

改定案 概要

パターン①

 下水道使用料算定の基本的考え方に基づいておらず，原価に基づいた適切な使用料設定がされていな
い。また，使用量が大きく変動した場合，経営に与える影響も大きい。

 使用者への影響は水量使用の多寡によらず概ね同水準。
 使用料改定がわかりやすく，使用者の理解が相対的に得られやすい可能性がある。

パターン②

 下水道使用料算定の基本的考え方に基づいた使用料設定がされている。また，基本使用料収入割合が
現行より大幅に上昇するため，使用量が大きく変動した場合でも，経営は比較的安定する。

 使用者への影響をみると，少量使用者の改定率は大きく，負担が大幅に増加する一方，多量使用者の
改定率はゼロ近傍となるなど，使用量によって，現行対比の負担割合が大きく異なる。

パターン③

 下水道使用料算定の基本的考え方をある程度加味した使用料設定がされており，基本使用料収入割合
が現行より幾分上昇し，経営は幾分安定する。

 使用者への影響をみると，少量使用者や一般使用者の改定率は相対的に小さく，負担の抑制が図られ
ている。一方，多量使用者の改定率は相対的に幾分大きくなっている。

以上より，パターン①～パターン③を比較すると，パターン③が下水道業者（市）の視点と使用者（市民）の

視点（少量使用者への配慮）の両面で，一定程度対応した使用料体系となっており，同パターンで新使用

料体系を設定することが望ましいと考えられます。
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使用水量20㎥以下/2か月について，他団体との比較すると，いずれのパターンも高めに推移しますが，パ

ターン②は類団比２倍以上と特に高くなっています。パターン①，パターン③は大きな差はありませんが，

従量使用料の最小単価が低いパターン③の方が全体的に僅かに低くなっています。

【使用料体系グラフ（公共下水道） 】

体系 10㎥ 20㎥

現行 2,050 2,600

パターン① 2,450 3,100

パターン② 3,650 4,200

パターン③ 2,350 3,100

他団体平均 1,584 1,872

（円/２か月，税抜）
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（参考） 各使用料体系案の他団体比較（少量使用者①）
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現行の従量使用料の最低従量単価は他団体平均（基本水量なし）と比較すると，高めの設定になってい

ました。使用料改定によって，パターン①，パターン②は現行以上の単価になるのに対し，パターン③は

単価を引き下げたため，他団体平均比低くなっており，少量使用者に配慮した単価となっています。

（参考） 各使用料体系案の他団体比較（少量使用者②）

38

基本水量制を採用していない団体

【従量料金（最低単価）の比較】



ボリュームゾーンである使用水量21～60㎥ /2か月で，他団体と比較すると，パターン①，パターン③は改

定後もボリュームゾーンである21～60㎥では他団体のやや高めの水準で推移しています。一方，パターン

②は他団体と比較して高めに推移していますが，使用量が多くなるほど，その差は縮小していきます。

【使用料体系グラフ（公共下水道）】

体系 40㎥ 60㎥

現行 4,600 7,200

パターン① 5,500 8,600

パターン② 6,100 8,600

パターン③ 5,500 8,600

他団体平均 4,423 7,245

（円/２か月，税抜）
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（参考） 各使用料体系案の他団体比較（一般使用者）
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使用水量200㎥以上/2か月について，他団体との比較すると，パターン②は相当程度低い水準で推移して

います。一方，パターン①，パターン③は他団体と比較して幾分高めの水準で推移しています。

【使用料体系グラフ（公共下水道） 】

体系 200㎥ 1,000㎥ 2,000㎥

現行 32,600 216,600 486,600

パターン① 39,200 259,200 584,200

パターン② 33,300 209,300 469,300

パターン③ 40,600 284,600 634,600

他団体平均 34,107 224,632 492,707

（円/２か月，税抜）
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（参考） 各使用料体系案の他団体比較（多量使用者）
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