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第７回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年１０月１２日（木） １３：３０～１４：１０ 

 

○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) 

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） 

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） 

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１名 

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 中村 康史 
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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：３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】   

さて、今回はいよいよ鈴鹿市上下水道事業の経営のあり方にかかわる答申を審議会とし

てまとめることになります。なお、前回の審議会においてご承認いただきましたとおり、

事務局が作成した答申案の素案を会長の私と鈴木副会長とで事前確認し、答申案として提

示させていただいたものです。 

 答申案の内容については事前に確認いただいているかと思いますので、要点についての

み、私にかわって事務局から説明をしていただきます。 

 また、事項書には議事として１点目、上水道事業に関する答申（案）について、２点目、

下水道事業に関する答申（案）についてとなっております。答申案の要点の説明について

は、上水道事業と下水道事業をあわせて３０分程度とし、事務局から説明していただける

と聞いております。したがって、一度に説明をしていただきたいと思います。 

 これから限られた時間となりますが、スムーズな進行にご協力いただきますようによろ
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しくお願いします。 

 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させていただきます。本日は、全委員９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まずご報告させていただきます。 

 それでは、１点目の上水道事業に関する答申（案）について、２点目の下水道事業に関

する答申（案）についてを議題とさせていただきます。 

 では、事務局からご説明をよろしくお願いします。 

 

３ 議  事 

（１） 鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について 

（２） 鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について 

【事務局】   

それでは、会長、副会長のご意見をもとに作成した鈴鹿市上下水道事業の経営のあり方

について、答申（案）の内容についてご確認いただきたいと思います。 

 本日配付いたしましたページ右上に事務局説明用と記載されたものに基づき説明をさせ

ていただきます。 

 では、そちらの資料の１ページをごらんください。 

 この資料は答申書の要点を太字表記しております。事務局が会長にかわり要点を説明し

ていきますので、内容のご確認をお願いいたします。 

 まず、初めの内容について説明いたします。 

 １ページの３行目からになりますが、水道事業、下水道事業の目的などに触れており、

上水道事業は昭和２２年の給水を開始して以来、安全・安心な水の安定供給を目的として

整備、拡充を実施してきたこと、また、公共下水道事業は平成８年の供用開始以来、生活

環境の改善、浸水被害の防除、公共用水域の水質保全を目的として整備、拡充を実施して

きたこと、さらに農業集落排水事業は平成６年に合川地区で供用開始以来、農業用用排水

の水質保全、農村生活環境の改善などを目的として１８地区で整備を実施してきたことが

記載されています。 

 次に、１１行目になりますが、水道事業、下水道事業の現状と課題について触れられて

おり、水道事業は人口の減少、節水型機器の普及などから水需要が減少し、それに伴い収
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益の減少が続く一方、管路や施設の老朽化が進み、更新や耐震化に関する多額の費用が必

要となること、下水道事業は公共下水道事業、農業集落排水事業とも管路や施設の整備に

多額の費用を要し、特に公共下水道事業は今後も整備を進める中、多額の整備費用が必要

となること、その一方、財源は一般会計からの繰入金に大きく依存する状況となっている

ことが記載されています。 

 続いて、１９行目からになりますが、当審議会の審議の概要について触れられており、

両事業を将来にわたり安定的に継続するため、中長期的な視点に立った上下水道事業経営

戦略の策定に先立ち、投資試算、財源試算について審議をいただいたこと、さらに両事業

の受益と負担のあり方について審議いただき、その結果を答申としてまとめられたことが

記載されています。 

 では、水道事業について説明いたします。 

 ２ページをごらんください。 

 ４行目からになりますが、平成２７年度末の水道事業の管路、施設の状況について触れ

ており、管路の状況については管路総延長が約１,３４２キロメートル布設されている中、

布設から３０年以上経過しているものが４０１キロと約３０％を占めていること、耐震化

率が９.９％にとどまっていること、また、施設の状況は送水場を７施設、配水池を１４

施設有する中、６施設、送水場３施設、配水池３施設の耐震機能が不十分で、耐震化を実

施する必要があることが記載されています。 

 次に、１５行目からになりますが、水需要の状況は過去１０年の１日平均使用水量は減

少傾向にあり、いずれの用途別でも減少傾向にあることが記載されています。 

 次に、２１行目の上水道事業の課題についてになります。投資と財政の課題について２

３行目以降に触れられており、投資の課題は管路更新費用に約８７０億円を要するほか、

施設の耐震化についても多額の費用が必要であること、２７行目になりますが、財政の課

題は類似団体と比較して企業債依存度が高いほか、資金残高に余裕がない状況にあること

が記載されています。 

 続いて、課題に対する投資試算及び財源試算に対する審議会での検討事項及び意見につ

いて説明いたします。 

 投資試算について３５行目から記載されています。投資の方針に触れられており、その

内容は管路については非常時における水の安定供給を図るため、老朽化が進み耐震化が不

十分な基幹管路を優先的に更新すること、施設については耐震性能が不足している施設を
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優先し、更新、耐震化すること、さらに水需要の減少が予想される中、施設規模の適正化

や自己水源の適正な運用を図っていくことが記載されております。 

 次に、３ページの８行目から投資試算での事業費の見通しが記載されております。１３

行目から投資試算の目標に触れられており、目標は可能な限り耐震化を早期に進め、管路

については基幹管路の耐震化率を平成３８年度４９％、平成４８年度に６１％とすること、

施設の耐震化は平成３８年度に送水場、配水池ともに８５％、平成４８年度に送水場は９

９％、配水池は９８％とすることが記載されています。 

 続いて、２４行目からになりますが、投資試算に対し審議会が強調する点として、大規

模災害等の非常時でも水の安定供給を図れるよう耐震化を進めるという投資試算の目標は

妥当であり、財源や人員の確保が可能な範囲で耐震化を早期に進めていく必要があること

が記載されております。 

 次に、３ページ、財源試算についてです。３４行目以降に収支見通しについて、料金回

収率は現状１００％を上回っているが、徐々に低下する見通しで、中長期的には１００％

を下回る可能性があること、次に、４ページ２行目以降に資金残高については平成３２年

度以降資金不足が生じる見通しであること、企業債残高については企業債への依存度が高

い状況が続く見通しであることが記載されています。 

 また、１０行目には財源試算の目標について触れられており、目標として資金不足を解

消して１５億円以上の資金残高を確保すること、１人当たり企業債残高を現在の水準７万

２,０００円／人以下に抑制することが記載されています。なお、１５億円以上の資金確

保は第５回審議会の結果から一事業年度に必要な運転資金を確保する観点からも必要とさ

れたことにより記載されています。 

 財源試算について審議会が強調する点として、１７行目からになりますが、上水道事業

は企業債への依存度が高く、将来世代に過度な負担を残さないよう企業債発行を抑制する

必要があるほか、資金不足となる見通しであり、資金不足に陥らないよう対応する必要が

あることが記載されています。 

 続いて、４ページ、経営健全化に向けた取り組みについてです。２４行目からこれまで

の取り組み、料金改定について触れられており、鈴鹿市がこれまでに民間活用による経費

削減、人員の見直しによる人件費の削減、公的資金補償金免除繰上償還を活用した支払利

息負担の軽減等、支出削減に向け取り組んできているほか、納付チャンネルの拡大による

収納率向上などに取り組んでいることが記載されており、２８行目から経営健全化に向け
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た取り組みを実施しても資金不足が解消されない見通しであり、中長期的に安定的な経営

を行うため料金改定を検討することが記載されています。 

 次に、５ページ３行目からになりますが、審議会が強調する点として、上水道事業の継

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、鈴鹿市の自助努力のほか、料金

改定の検討など、水道料金等に係る受益と負担のあり方について再検討が必要であること

が記載されています。 

 続いて、料金体系についてです。２４行目から料金体系の基本的な考え方について触れ

られており、水需要に影響されにくい安定した経営を行うことができる料金体系を検討す

るという水道事業者側の視点と、特に少量使用者への負担に配慮するという使用者側の視

点の両面を踏まえ体系案を検討することが記載され、また、料金体系の方向として、経営

の安定を図る観点から基本料金収入の割合を引き上げること、少量使用者への配慮の観点

から最低従量単価の見直しを検討することが記載されています。 

 次に、６ページ１０行目からになります。審議会が強調する点として、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、具体的な水道料金体系のあり方につ

いて検討していく必要があるということが記載されています。 

 次に、料金体系について、３１行目の改定率は推計期間（平成３０年から３８年度）を

通じて恒常的に発生する支出（６カ月）に対応できる資金水準１５億円をおおむね確保で

きる見通しとなること、一事業年度に必要な運転資金１５億円を確保するために必要なこ

とから改定率が１２.５％とされたことが記載されています。 

 次に、８ページをごらんください。 

 ２６行目から新料金体系案について触れられています。第６回の審議会で新料金体系案

として３つのパターンを審議いただきました。その結果、経営の安定化という水道事業者

側の視点と、少量使用者への配慮という使用者側の視点の両面に対応できる理論と現状を

踏まえた体系案となるパターン３が新料金体系案として望ましいと考えられることが記載

されています。 

 続いて、３２行目以降になりますが、設定した改定率の妥当性について触れられており、

維持管理費や企業債の元利償還金等の恒常的に発生する支出（６カ月）、または一事業年

度の運転資金に対応可能とするため、推計期間（平成３０年度から３８年度）を通じて資

金水準１５億円をおおむね確保する１２.５％という料金改定率は妥当であり、経営の安

定と少量使用者への配慮の両面を考慮したパターン３の料金体系案についても妥当な内容
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と考えることを審議会が強調する点として記載されています。 

 以上が上水道事業に関する方針案の内容になります。 

 続いて、下水道事業について説明いたします。 

 下水道事業についてですが、１９行目から公共下水道事業の事業概要について触れてお

り、公共下水道事業は鈴鹿市の基本計画で既成市街地４,４２９ヘクタール（除外区域３

５７ヘクタールを含む）を整備区域として定め、平成６７年度に整備完了を目指している

こと、平成２７年度末の下水道処理人口普及率は５４.３％で全国平均に比べ低い水準で

あること。 

 また、２６行目からになりますが、管渠や施設の状況について、管渠、施設とも老朽化

が進んでおらず、一部の設備を除き更新の予定がないこと、さらに３４行目から排水量の

現状及び今後の予測について、計画に基づき整備を進めるに伴い排水量は増加しており、

今後も整備の進捗に合わせて増加することが予想されることが記載されています。 

 続いて、１０ページをごらんください。 

 農業集落排水事業の現状についてになります。３行目以降に事業概要として、平成２７

年度に１８地区全ての施設整備が完了していること、管渠施設の状況として、一部設備を

除いて老朽化が進んでおらず当面更新の予定がないこと、また、１１行目から排水量につ

いて整備が完了していることから、今後増加を見込むことが困難であることの予測が記載

されています。 

 続いて、下水道事業の課題についてとなります。１９行目以降になりますが、公共下水

道事業の投資の課題は今後も整備を進めていく必要があり、それに伴い長期間にわたって

多額の投資費用が必要になること、財政の課題は類似団体と比較して企業債依存度が高い

ほか、資金残高に余裕がない状況にあり、一般会計からの繰入金の水準も類似団体に比べ

て高く、繰入金への依存度が高いことが記載されています。 

 続いて、３３行目以降になりますが、農業集落排水事業の投資の課題は施設のうち機械、

電気設備について徐々に耐用年数を迎え、更新費用が継続的に発生する見通しであること、

財政の課題は一般会計からの繰入金の水準が類似団体に比べて高く、使用料収入の約３倍

となっていることなど、繰入金の依存度が高く、整備が完了しているため、使用料収入の

大幅な増加が見込めないことが記載されています。 

 続いて、課題に対する投資試算、財源試算に対する審議会での検討事項及び意見につい

てになります。 
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 １１ページになりますが、投資試算について１７行目以降に投資の方針及び事業費見込

みが触れられており、方針は平成３８年度までの汚水処理施設整備の１０年概成期間は集

中的に投資を行うとともに、必要に応じ柔軟に計画の見直しを検討すること、事業費は鈴

鹿市が平成２９年度から３８年度に行う施設整備費として、年平均１９億円程度で推移す

る見通しで、その後は段階的に減少していくこと、投資の目標について２６行目以降とな

りますが、平成３８年度までは１０年概成に基づき下水道普及率約７０％を目指すこと、

平成６７年度末時点での下水道普及率８３.８％を目安としますが、計画の見直しに応じ

目標の見直しも検討することが記載されています。 

 また、審議会が強調する点として、３４行目以降となりますが、平成３８年度までは集

中投資をして整備を進め、３９年度以降は必要に応じ市街化調整区域などの整備方法を見

直すこととして記載されています。 

 次に、農業集落排水事業についてですが、１２ページ１０行目以降に投資の方針及び事

業費見込みが触れられており、方針は全ての地区で整備が完了しており、今後は維持管理

が中心になっていくこと、事業費は平成２９年度から３８年度の１０年間で年平均３から

４億円程度で推移する見通しであること。 

 また、１６行目からは投資試算の目標として、ストックマネジメントの考え方に基づき

機能診断調査の実施や最適整備構想を策定し、持続的な保全に備えることが記載されてい

ます。 

 ２２行目には審議会が強調する点として、ストックマネジメントを導入し、最適整備構

想を策定するほか、維持管理費の平準化を図っていく必要があることが記載されています。 

 続いて、財源試算についてになります。公共下水道事業について３１行目以降に財源試

算の見通し、目標について触れられており、見通しは維持管理費や減価償却がかさみ、一

般会計からの基準外繰入金を除くと赤字で推移する見通しであり、経費回収率はおおむね

５から６割程度にとどまる見通しであること、また、試算の結果に対し財源目標は自立的

で持続可能な経営を実現するため、使用料体系の見直しを含めて経費回収率の向上に努め

るほか、基準外繰入金の抑制に努めることが記載されています。 

 また、審議会が強調する点として、１３ページ８行目以降に、公共下水道事業は汚水処

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いるため、

国の繰り出し基準に基づかない基準外繰出金の抑制が課題であり、基準外繰出金に依存し

ない事業運営を行っていく必要があると記載されています。 
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 次に、農業集落排水事業について、２０行目以降に財源試算の見通し、目標について触

れられており、見通しは一般会計から基準外繰入金を除くと赤字で推移する見通しであり、

経費回収率はおおむね３から４割程度にとどまる見通しであること、試算結果に対し財源

目標は自立的で持続可能な経営を実現するため、使用料体系の見直しも含めて経費回収率

の向上に努めるほか、基準外繰入金の抑制に努めると記載されています。 

 また、審議会が強調する点として、３１行目以降に、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いるため、国の繰出基準に基づかない

基準外繰出金の抑制が課題であり、基準外繰入金に依存しない事業運営を行っていく必要

があると記載されています。 

 続いて、経営健全化に向けた取り組みについてになります。１４ページ６行目から、鈴

鹿市が民間活用による経費削減、人員の見直しによる人件費の削減、公的資金補償金免除

繰上償還を活用した支払い利息負担の軽減等の支出の削減に向けて取り組んできているほ

か、納付チャンネルの拡大による収納率向上にも取り組んできたことが記載されており、

経営健全化に向けた取り組みを実施しても基準外繰入金を除くと当期純利益は赤字で推移

し、資金不足は解消されない。中長期的に安定的な経営を行うため使用料改定を検討する

こと、公共下水道事業と農業集落排水事業は生活排水処理という同じサービスを提供して

いるため、同一の使用料体系を検討することが記載されています。 

 続いて、１５ページ２行目からになります。審議会が強調する点として、基準外繰入金

に依存しない事業運営に向けて、下水道使用料等に係る受益と負担のあり方を再検討する

必要があることが記載されています。 

 次に、使用料体系についてですが、１６行目から検討の方向性について触れられていま

す。その内容は、水需要に影響されにくい安定した経営を行うことができる使用料体系を

検討するという下水道事業者側の視点と特に少量使用者への負担に配慮するという使用者

側の視点の両面を踏まえ体系案を検討すること、経営の安定を図る観点から基本使用料収

入の割合を引き上げる方向で検討すること、少量使用者への配慮の観点から最低従量単価

の見直しを検討することが記載されています。 

 ３５行目から審議会が強調する点として、自主財源を確保し、基準外繰入金に依存しな

い事業運営に向けて、具体的な下水道使用料の体系のあり方について検討をする必要があ

ることが記載されています。 

 次に、使用料体系についてですが、１６ページ１６行目の改定率は推計期間最終年度末
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に公共下水道事業の経費回収率１００％の達成は難しいが、使用者の負担を一定程度考慮

し、経費回収率向上のため回収率８５％程度を確保するために必要な改定率が２０％とさ

れたこと、また、改定後の経営状況によっては財政試算期間内で再度使用料改定の検討を

する可能性があること、農業集落排水事業の使用料体系と公共下水道事業の使用料体系を

同一にすることが記載されています。 

 次に、１８ページをごらんください。 

 １０行目から新使用料体系案について触れられています。第６回審議会で新体系案とし

て３つのパターンを審議いただきました。その結果、経営の安定化という下水道事業者側

の視点と少量使用者への配慮という使用者側の視点の両面に対応できる理論と現状を踏ま

えた体系案となるパターン３が新体系案として望ましいと考えられることが記載されてい

ます。 

 続いて、３５行目以降になりますが、設定した改定率の妥当性について触れられており、

推計期間の最終年度である平成３８年度末に公共下水道事業の経費回収率が８５％程度に

なる公共下水道事業２０％、農業集落排水事業３８.９％という使用料改定率は妥当であ

り、経営の安定と少量使用者への配慮の両面を考慮したパターン３の料金体系案が妥当な

内容と考えるとし、審議会が強調する点として記載されています。 

 以上が下水道事業に関する答申案の内容となります。 

 続いて、２０ページのおわりにについてとなります。 

 上水道事業については、大規模災害等の非常時でも水の安定供給を図れるよう、老朽化

した管路や施設の耐震化を図る更新投資が必要のため、計画的な耐震化などの実現を図る

とともに、経費の削減や効率化など経営健全化に向けて今後も不断に取り組むこと。 

 財源試算の結果、将来の事業継続及び安定的な経営に向け、水道料金等に係る受益と負

担の考え方を再検討する必要が生じる中、審議した新しい水道料金体系案は水道事業者側

の視点と使用者側の視点の両面を踏まえ、これからの経営環境に対応した体系案となって

いると考えられることが記載されており、１５行目以降の下水道事業については公共下水

道の整備を今後も進めるため、その費用が必要となるほか、農業集落排水事業も耐用年数

を経過した機器の更新費用等が必要となるため、上水道事業同様投資試算の目標達成を目

指すとともに、経費の削減や効率化など経営健全化に向けて今後も不断に取り組むこと。 

 財源試算の結果、経費回収率の向上と基準外繰入金に依存しない事業運営に向けて、下

水道使用料に係る受益と負担のあり方を再検討する必要が生じる中、審議した新しい下水
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道使用料体系案は下水道事業者側の視点と使用者側の視点の両面を踏まえ、これからの経

営環境に対応した体系案となっていることが記載されています。 

 以上が内容になります。最後に２７行目以降ですが、今後策定をしている鈴鹿市上下水

道事業経営戦略については本答申結果を十分に踏まえて策定に努められたいこと、今後も

経営環境が変化していくことが想定される中、将来にわたり事業を継続し、安定的な経営

が実現できるよう継続的な経営努力に取り組むことが記載されております。 

 以上で答申案についての説明を終わります。 

 

【柴会長】   

ありがとうございました。 

 答申案の内容につきましては、これまでの審議結果についてまとめておりますし、会長

の私と鈴木副会長の意見を反映して作成しておりますので、会長及び副会長としては異存

はございません。答申案の内容につきましてご異議がなければ一括で承認をいただきたい

と考えますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【柴会長】   

それでは、ただいまの内容をもちまして上下水道事業の経営のあり方にかかわる答申と

させていただいてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【柴会長】   

ありがとうございました。これで上水道事業に関する答申の内容がまとまりました。こ

れをもちまして、答申に関する審議は終了します。 

 この内容で上下水道事業の経営のあり方にかかわる審議会の答申として、本日の審議会

終了後、上下水道事業管理者へ答申させていただきます。 

 以上で本日の審議会における議事は終了いたします。 
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４ その他 

【事務局】 

鈴鹿市上下水道事業の経営のあり方に係る答申書手交式を下記のとおり開催 

日時 平成２９年１０月１２日（木） 午後２時２０分から 

場所 本館３階第４会議室 

  

【事務局】 

閉会の挨拶 

 

―― 了 ―― 


