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1 鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について



１ 答申（案）の要約

答申（案）（上水道事業）について，第１～第６回の審議会内容に基づき，以下の構成となっています。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

項目 主な内容

１．上水道事業の現状 管路や施設の状況，水需要の状況

２．上水道事業の課題 投資や財政の課題

３．審議会での検討事項および意見

（１）投資試算について 投資方針，事業費，投資目標

（２）財源試算について 収支見通し，資金残高見通し，財源目標

（３）経営健全化に向けた取組みについて 鈴鹿市の取組み，料金改定検討

（４）料金体系について 新しい料金体系の考え方

（５）新料金体系案について 新しい料金体系案の検討

詳
細
は
次
頁
以
降
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２ 投資試算について
２．１ 事務局から提示された内容①（投資方針）

上水道事業の投資について，①管路の耐震化，②送水場や配水池の耐震化，③施設規模の適正化や有
効利用の検討，といった投資方針を提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

投資方針 内容

①管路の耐震化 • 南海トラフ地震などの大規模災害に備え，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（導水管及び送
水管，配水幹線，重要施設までの配水管）を優先的に更新

②送水場や配水池の耐震化 • 耐震性能が不足している送水場（河田送水場，広瀬送水場）や配水池（住
吉配水池，高岡配水池，高塚配水池）について，優先して更新（耐震化）

③施設規模の適正化や有効利用
の検討

• 水需要は減少傾向であり，今後も減少が予測される。加圧配水ブロックを
解消するなどの施設規模の適正化や，自己水源の適正な運用を図る

管路については，大規模災害等の非常時における水の安定供給を図るために，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していく方針である。
施設については，耐震性能が不足している住吉配水池，高岡配水池，河田送水場，広瀬送水場，高塚配水池に
ついて，優先して更新（耐震化）する方針である。
また，水需要の減少が予測される中，加圧配水ブロックの解消の検討等，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方針である。

【投資方針】（第２～第３回審議会）

【答申書（案）2～3頁】
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２ 投資試算について
２．１ 事務局から提示された内容②（事業費）

投資方針に基づき，短期（平成29～平成38年度），中期（平成39～平成48年度）で，管路や送水場・配水

池の耐震化等を順次実施していく計画を提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

事業費は，平成29年度～平成38年度の短期では，住吉配水池の更新を行う平成31年度～平成32年度は年25

億円～27億円程度で，その他は年15億円～19億円程度で推移する見通しとなっている。また，平成39年度～平
成48年度の中期では，年13億円～18億円程度で推移する見通しとなっている。

【事業費】（第３回審議会）

【答申書（案） 3頁】

期間 事業費 内容

短期
（平成29～平成38年度）

年25～27億円程度
（平成31～32年度）

住吉配水池の更新，管路の更新

年15～19億円程度
（上記期間以外）

広瀬送水場，高塚配水池の更新，管路更
新等

中期
（平成39～平成48年度）

年13～18億円程度
河田送水場，高岡配水池，高塚配水池の
更新，管路更新
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２ 投資試算について
２．１ 事務局から提示された内容③（投資試算の目標）

投資方針等を踏まえ，可能な限り耐震化を早期に進めるよう，基幹管路や施設について，耐震化率の目標
（短期・中期）を提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

投資試算の目標としては，可能な限り耐震化を早期に進めるため，管路については，基幹管路の耐震化率を平成27

年度の約37％から，平成38年度には49％，平成48年度には61％にまで引き上げることとする。また，施設についても，
送水場の耐震化率を平成27年度の約40％から，平成38年度には85％，平成48年度には99％に，配水池の耐震化
率を平成27年度の約25％から，平成38年度には85％，平成48年度には98％にそれぞれ引き上げることとする。また，
これらの耐震化を進めていくことで，老朽化した管路や施設の更新率も合わせて改善していくことが可能となる。

【投資目標】（第３回審議会）

【答申書（案） 3頁】

 基幹管路の耐震化率 49％ （H27：約37％）
※延長（km）より算出

目標１
（管路耐震化）

 送水場の耐震化率 85％ （H27：約40％）
※送水能力（m3/日）より算出

 配水池の耐震化率 85％ （H27：約25％）
※容量（m3）より算出

目標２
（施設耐震化）

短期目標（平成29～平成38年度） 中期目標（平成39～平成48年度）

 基幹管路の耐震化率 61％

 送水場の耐震化率 99％

 配水池の耐震化率 98％
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２ 投資試算について
２．２ 審議会が強調する点

第２～３回審議会で事務局が提示した投資試算の内容について審議頂き，提示した内容に沿って，耐震化
を早期に進めていく必要があるとの意見を頂きました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

事務局が提示した，大規模災害時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。

【答申書（案） 3頁】
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３ 財源試算について
３．１ 事務局から提示された内容①（収支見通し）

財源試算では，料金収入は減少する見通しである一方，維持管理費や減価償却費等は増加する見通しで
あるため，料金回収率は徐々に低下する見通しであることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

収支見通しについて，有収水量の減少に伴い，主な収入源である料金収入は減少する見通しである一方，維持
管理費や減価償却費等は増加する見通しである。このため，料金収入により給水に係る費用を賄えているかを判
断する指標である料金回収率は，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
下回る可能性もある。

【収支見通し（料金回収率）】（第４回審議会）

【答申書（案） 3～4頁】
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３ 財源試算について
３．１ 事務局から提示された内容②（資金残高）

資金残高については，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６か月分の支出額（15億

円程度）を確保する必要がありますが，現状の見通しでは，資金不足が生じる見通しとなっていることを提示
しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

資金残高は，大規模災害発生時でも事業を継続することができるよう，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６か月分の支出額（15億円）程度を確保する必要があるのに対し，現状の見通しでは平成32年
度以降，資金不足が生じる見通しである。

【資金残高見通し】（第４回審議会）

【答申書（案） 4頁】
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資金
水準

設定理由

約15

億円

推計期間（H29～H38）における維持管理費や

企業債の元利償還金等，恒常的に発生する資
金流出を伴う支出額（６か月分）の平均額。

（６か月分相当の資金水準を必要とする理由）

・過去の震災時（東日本大震災，熊本地震）で
の全ての地域で概ね断水解消するのが約４～６
か月程度

・企業債償還は半年単位のため，収入を確保で
きない期間に企業債償還が訪れても償還対応
が可能

【確保すべき資金残高】（第４回審議会）
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３ 財源試算について
３．１ 事務局から提示された内容③（企業債残高）
企業債残高については，類似団体の水準を上回る状況が続き，企業債への依存度が高い状況が続く見通
しであることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

企業債残高は緩やかに減少する見通しであるものの，残高の規模を表す企業債残高対給水収益比率は現在の
類似団体平均を上回る水準が続くなど，企業債への依存度が高い状況が続く見通しである。

【答申書（案） 4頁】

【企業債残高対給水収益比率 見通し】（第４回審議会）
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３ 財源試算について
３．１ 事務局から提示された内容④（財源試算の目標）

財源試算の見通しを踏まえ，必要な資金水準の確保と企業債残高の抑制を目標とすることを提示しまし
た。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

財源目標としては，中長期的に安定的な経営を行うため，資金不足を解消して15億円以上の資金残高の確保を
図ることとするほか，１人当たり企業債残高を現在の水準（72千円/人）以下に抑制することとする。なお，15億円以
上の資金確保というのは，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である。

【財源目標】（第４回審議会）

【答申書（案） 4頁】

 資金不足を解消し，恒常的に発生する維持管理費と企業債元利償還金（６か月分，約１５
億円）以上の資金水準を確保するよう，努めます。その際，必要に応じて自主財源である
料金の見直しも検討します。

目
標
1

 資金不足に陥る見通しではあるものの，将来世代に過度な負担を残さないよう，引き続き
企業債への依存度を抑制し， １人当たり企業債残高は現在の水準（72千円/人）以下で推
移するよう努めます。

目
標
2
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３ 財源試算について
３．２ 審議会が強調する点

第４回審議会で事務局が提示した財源試算の内容について審議頂き，企業債発行を抑制する必要がある
ほか，資金不足に陥らないよう対応する必要があること等の意見を頂きました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

上水道事業は，事務局からの提示の通り，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，人口減少等により料金収入が減少し，資金不足となる見通しである。そのた
め，資金不足に陥らないよう対応する必要がある。

【答申書（案） 4頁】
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４ 経営健全化に向けた取組みについて
４．１ 事務局から提示された内容①（鈴鹿市の取組み）

鈴鹿市はこれまで，経営健全化に向けて，民間活用や人員・組織の見直し，納付チャンネルの拡大等，経
費節減や収納率向上を図るための取組みを実施してきたことを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

鈴鹿市はこれまでに，委託範囲の拡大等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の支出削減に向けて取組んできているほか，納付チャ
ンネル拡大による収納率向上にも取り組んできている。

【鈴鹿市の取組み】（第４回審議会）

【答申書（案） 4頁】

主な取組み 内容

民間活用 包括業務委託等，民間業者へ効率的な委託を行い，経費の削減に努めています。

人員・組織の見直し
業務の効率化や民間委託等により人員の見直しを行い，人件費の削減に努めています。
また，上下水道局として一体的な運営を行い，少ない人員で効率的な運営に努めます。

その他
公的資金補償金免除繰上償還を活用した支払利息負担軽減や，料金収入の増加に向け
た納付チャンネルの拡大等，収納率の向上のための施策実施，その他経費削減に取り組
んでいます。
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４ 経営健全化に向けた取組みについて
４．１ 事務局から提示された内容②（料金改定の検討）

経営健全化に向けた取組みを実施しても，資金不足は解消されない見通しであるため，中長期的に安定
的な経営を行うため，料金改定について検討することを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

経営健全化に向けた取組みを実施しても，資金不足は解消されない見通しであるため，中長期的に安定的な経営
を行うため，主要な財源である料金収入について，料金改定を検討する。検討に際して，具体的な改定率等の案は
以下の通りである。

【料金改定の検討】（第４回審議会）

【答申書（案） 4～5頁】

現在の見通し 料金改定で目指す方向性や留意点

• 資金（補填財源）残高は，平成32年度にマイナス転
化し，資金不足となる見通し

• 企業債残高対給水収益比率は，類似団体平均比で
高く，企業債への依存度も引き続き高い見通し

• １人当たり企業債残高を目標水準（72千円/人）以下
に抑制しつつ，資金不足を解消し，維持管理費や企
業債の元利償還金等，恒常的に発生する支出（６か
月分，約15億円）に対応できる資金水準を少なくとも
確保するよう，努める。

• 改定に際しては，使用者の負担を考慮する。

改定率 設定理由

15.0%

• 平成30年４月に料金改定を実施した場合，推計期間の最終年度である平成38年度に恒
常的に発生する支出（６か月分）に加え，水道施設の災害復旧費にも対応できる資金水
準（30億円）を確保できる見通し。

10.0％
• 平成30年４月に料金改定を実施した場合，推計期間の最終年度である平成38年度に恒
常的に発生する支出（６か月分）に対応できる資金水準（15億円）を確保できる見通し。

13



４ 経営健全化に向けた取組みについて
４．２ 審議会が強調する点

第４回審議会で事務局が提示した経営健全化に向けた取組みの内容について審議頂き，料金改定の検
討等，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と意見を頂きました。また，今
後の検討に際して，留意すべき点について意見を頂きました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

将来の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，
提示された料金改定の検討等，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。また，検
討に際しては，以下の点に留意すること。

・料金改定が必要な場合は，先送りせずに，市民にも情報を開示して料金改定をしっかりと検討する必要がある。
先送りすることで，後に急激な料金改定をせざるを得ない状況となることは避けるべきである。

・料金改定を検討する際は，今後の更新・再構築を円滑に推進し，持続的な給水サービスの提供を確保するため
に資産維持費を原価に含めることが「水道料金算定要領」（公益社団法人日本水道協会，平成27年２月）で認めら
れている。資産維持費を設定する際は，持続可能な事業経営となるよう，十分配慮して検討する必要がある。

・人員の見直しによる人件費削減の取組みについては，それにより技術の承継や持続的な事業運営に支障が生じ
ないよう，十分検討する必要がある。

【答申書（案） 5頁】
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５ 料金体系について
５．１ 事務局から提示された内容①（基本的な考え方）

新しい料金体系を検討するに際しては，水道事業者側の視点と使用者側の視点の両面を考慮して検討す
ることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

新しい料金体系の方向性については，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料金体系を検討
するという水道事業者側の視点と，豊富低廉な水の供給を図るという趣旨に鑑み，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，以下の方向性で体系案を検討する。

【料金体系に対する基本的な考え方】（第５回審議会）

【答申書（案） 5頁】

受取側：水道事業者（市）

（基本的な考え方）

• 住民サービス提供の継続すべく，健全経営を
維持するため，適切な料金のあり方を検討し
ます。

• このため，需要に関わらず，安定した経営を
行っていける料金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）

• 水道法１条にある「清浄にして豊富低廉な水
の供給を図り」という趣旨に鑑み，使用者の負
担度を配慮した料金のあり方を検討します。

• 特に，少量使用者の負担には配慮した料金体
系を検討していきます。
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５ 料金体系について
５．１ 事務局から提示された内容②（主な検討方針）

具体的な料金体系案を検討する際には，企業経営の安定化の観点から，基本料金収入の割合の引き上げを
検討するほか，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を提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

・基本料金収入の割合を高めることで，水需要に影響されにくくなり，経営は安定的になる。この点，鈴鹿市の現行
体系の基本料金収入の割合は24％（平成27年度実績）と，水道料金算定要領に基づいて算定した割合（41％）と
比較して低い。このため，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方向で検討する。
・鈴鹿市の現行体系は，同じく基本水量制を採用していない類似団体及び近隣団体と比較して，最低従量単価が
高く，少量使用者の負担が相対的に大きい。このため，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。

【主な検討方針】（第５回審議会）

【答申書（案） 5～6頁】

主な検討内容 現状 検討方針

企業経営の安定化

• 基本料金収入の割合を高めることで，
水需要に影響されにくく，企業経営の
安定的に行いやすくなるとされている
中，鈴鹿市の基本料金収入の割合
は水道料金算定要領を参考に算定し
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，水道料金算定要領にて算出さ
れる総括原価の基本料金収入と従量料金収入の割合を基
に，基本料金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

• 鈴鹿市は，最低従量単価が他団体
平均比高く，少量使用者の負担が相
対的に大きくなっています。

• 上記で示した通り，基本料金収入の割合を高めると，現行
の料金体系では少量使用者の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。

• 使用水量が低いほど，他団体比従量料金が高い傾向にあ
るため，0～20㎥の区画を細分化することを検討します。
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５ 料金体系について
５．２ 審議会が強調する点

第５回審議会で事務局が提示した料金体系の内容について審議頂き，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，具体的な料金体系のあり方について，検討していく必要があると
の意見を頂きました。また，今後の体系の検討に際して，留意すべき点について意見を頂きました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

提示された考え方を踏まえ，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，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。また，体系の検討に際しては，以下の点に留意するこ
と。

・水道料金は水道法により，総括原価で算定することが基本となるが，水道料金算定要領に基づき総括原価方式
で算出した基本料金収入の割合と比較して，現行の同割合は低い状況にある。このため，基本料金収入の割合を
高めて，景気に左右されにくい体系となるよう努める必要がある。

・従量料金の逓増制については，節水意識の向上や環境保全の観点から，理解が得られやすいと考えられるた
め，その点を考慮する必要がある。

・少量使用者の中には年金生活者も多数含まれていると思われるため，少量使用者にとって過度な負担増となら
ないよう，慎重に料金体系を検討する必要がある。

【答申書（案） 6頁】
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６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容①（料金改定率）

料金改定率については，推計期間を通じて目標の資金水準（15億円）を概ね確保できるという観点から，
12.5％に設定することを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

具体的な料金改定率は以下の通りである。

【料金改定率】（第６回審議会）

改定率 設定理由

12.5%

• 平成30年４月に料金改定を実施した場合，推計最終年度（平成38年度）だけでなく，
推計期間（平成30年度～平成38年度）を通じて恒常的に発生する支出（６か月分）に
対応できる資金水準（15億円）を概ね確保できる見通し。
15億円以上の資金確保というのは，一事業年度に必要な運転資金を確保する観点
からも必要である。

案 改定率 設定理由

① 15.0%
• 推計期間最終年度（平成38年度）に恒常的に発生する支出（６か月分）（15億円）に加
え，水道施設の災害復旧費（15億円）に対応できる資金水準（30億円）の確保を達成。

② 10.0％
• 推計期間最終年度（平成38年度）に恒常的に発生する支出（６か月分）（15億円）に対
応できる資金水準（15億円）の確保を達成。ただし，期間中の大半は資金水準が15億
円を下回る見通し。

③ 12.5％
• 推計期間（平成30～38年度）を通じて恒常的に発生する支出（６か月分）（15億円）に
対応できる資金水準（15億円）を概ね確保。

【答申書（案） 6～7頁】
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６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容②（現行体系を維持する項目）

二部料金制や口径別・用途別併用料金体系については，現行の体系同様，維持していくことを提示しまし
た。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

現行の料金体系については，基本料金と従量料金から構成される二部料金制が採用されている。また，口径別
を基本としつつ公衆浴場用や臨時用といった用途別も設けた口径別・用途別併用料金体系が採用されている。こ
れらについては，実態等を踏まえて現行体系を維持していく。

【現行体系を維持する項目】（第６回審議会）

【答申書（案） 7頁】

項目 維持する理由

二部料金制
• 水道使用量は使用者毎に異なるため，使用に応じた負担を求める必要がある一方，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，水道料金算定要領では，｢基本料金と従量料金に区分して設定する｣こととされています。

口径別・用途別
併用料金体系

（口径別）
• 口径毎に給水管等設備の設置費用や量水器の価格が異なるほか，一般的には口径が大きいほど使用水量が

多く，その分の施設能力が必要となります。このため，固定費発生の原因負担の考え方からすれば，口径に基
づき基本料金の負担を求めることが合理的です。

• こうした中，水道料金算定要領でも，給水管等の口径別に必要となる費用に基づいて，総括原価を各口径に配
賦することとされています。

（用途別）
• 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料金体

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水道で，口径別の基本料金等を設定することは馴染まないことから，

独自の料金体系を設定しています。

19



６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容③（料金体系案パターン①）

新体系案として，３パターン提示しました。パターン①は，現行体系を維持して一律12.5％改定する体系案

で，最も水需要減少の経営面での影響を受けやすい体系案であることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

３つの体系案が提示された。
【パターン①：現行体系を維持した体系案】
（概要）
・基本料金単価，従量料金単価を一律12.5％改定。
・基本料金収入:従量料金収入の割合は24％：76％に設定。

（特徴）
・水道料金算定要領で示された算定方法に基づいて設定しておらず，改定案の中では，最も水需要の減少による
経営面での影響を受けやすい。
・使用者への影響をみると，使用水量の多寡にかかわらず，負担は概ね同水準となる。
・料金体系は現行と同じであるため，使用者にとっては分かりやすい。

【パターン①現行体系を維持した料金体系案の改定率】（第６回審議会）

【答申書（案） 7頁】

使用量
（㎥/2か月）

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 300mm

基本料金 +9.1 +11.1 +13.6 +12.5 +12.6 +12.4 +12.6 +12.5 +12.5 +12.5

10 11.8 +12.5 +14.3 +12.7 +12.8 +12.5 +12.6 +12.5 +12.5 +12.5

20 +13.0 +13.3 +14.7 +12.9 +12.9 +12.6 +12.6 +12.5 +12.5 +12.5

40 +13.3 +13.5 +14.3 +13.0 +12.9 +12.6 +12.7 +12.6 +12.5 +12.5

60 +13.3 +13.4 +14.0 +13.1 +13.0 +12.7 +12.7 +12.6 +12.6 +12.5

100 +12.6 +12.7 +13.0 +12.7 +12.7 +12.5 +12.6 +12.5 +12.5 +12.5

200 +12.9 +12.9 +13.1 +12.9 +12.9 +12.7 +12.7 +12.6 +12.6 +12.5

1,000 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.4 +12.4 +12.4 +12.4 +12.4 +12.5

2,000 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.3 +12.4 +12.4
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６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容④（料金体系案パターン②）

パターン②は，水道料金算定要領に基づく料金体系案で，基本料金収入の割合が現行より大幅に上昇
し，経営安定の効果は大きい一方，少量使用者の負担増加が大きい体系案であることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

【パターン②：水道料金算定要領に基づいた料金体系案】
（概要）
・水道料金算定要領で示された算定方法に基づいて設定。
・基本料金収入:従量料金収入の割合は41％：59％に設定。
・基本料金の改定率は＋43％～＋177％に設定。
・従量料金は使用水量の多寡にかかわらず，単価を均一とした料金制度である単一型の料金体系に設定。

（特徴）
・水道料金算定要領に基づいた料金体系案であり，基本料金収入の割合が現行より大幅に上昇し，経営安定の効
果は最も大きい。
・一方，使用者への影響をみると，基本料金が大幅に改定されることと，従量料金も単一型料金で最低料金単価が
上昇することで，少量使用者にとっては改定率が大きく，大幅な負担増加となる。

【パターン②水道料金算定要領に基づく料金体系案の改定率】（第６回審議会）

【答申書（案） 7～8頁】
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使用量
（㎥/2か月）

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 300mm

基本料金 +63.6 +122.2 +177.3 +58.7 +43.2 +66.1 +53.0 +87.1 +81.3 +46.4

10 +64.7 +108.3 +153.6 +59.1 +43.9 +66.1 +53.1 +87.0 +81.3 +46.4

20 +65.2 +100.0 +138.2 +59.5 +44.6 +66.2 +53.2 +86.9 +81.3 +46.4

40 +28.9 +53.8 +80.4 +48.6 +39.3 +62.1 +51.4 +85.5 +80.5 +46.2

60 +4.0 +22.0 +40.7 +33.9 +30.7 +55.7 +48.3 +83.1 +79.3 +45.9

100 ▲17.5 ▲6.7 +4.5 +12.3 +15.5 +42.7 +41.3 +77.7 +76.4 +44.9

200 ▲34.5 ▲29.4 ▲24.1 ▲14.3 ▲7.8 +18.3 +25.4 +64.2 +68.6 +42.3

1,000 ▲48.4 ▲47.5 ▲46.5 ▲43.6 ▲40.9 ▲30.4 ▲21.1 +8.6 +26.5 +23.6

2,000 ▲49.8 ▲49.4 ▲48.9 ▲47.4 ▲45.9 ▲40.1 ▲34.1 ▲13.9 +2.7 +8.6



６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容⑤（料金体系案パターン③）
パターン③は，理論と現状を踏まえた体系案で，基本料金収入の割合が現行より幾分上昇し，経営安定の
効果は一定程度あるほか，少量使用者への負担が相対的に抑制された体系案であることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

【パターン③：理論と現状を踏まえた体系案】
（概要）
・パターン②の考え方に，少量使用者への配慮を加味して設定。
・基本料金収入：従量料金収入の割合は，パターン②と比較して，基本料金収入の割合を引き下げ，30％：70％に設定。
・上記に伴い，基本料金の改定率は改定幅を緩和し，＋25％～＋68％に設定
・従量料金は逓増型を維持。また，少量区画を従来の1㎥～20㎥から1㎥～10㎥と11㎥～20㎥に細分化し，最低従量単
価（1㎥～10㎥の単価）を現行の60円/㎥から10円/㎥に引き下げ。

（特徴）
・水道料金算定要領を一定程度加味した料金体系案であり，基本料金収入の割合が現行より幾分上昇し，経営安定の効
果は一定程度ある。
・使用者への影響をみると，多量使用者の改定率は相対的に幾分大きくなっている一方，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。

【パターン③理論と現状を踏まえた体系案の改定率】（第６回審議会）

【答申書（案） 8頁】
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使用量
（㎥/2か月）

13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 300mm

基本料金 +54.5 +38.9 +68.2 +41.3 +41.6 +41.3 +40.5 +36.8 +28.5 +24.5

10 +5.9 +8.3 +35.7 +34.5 +37.8 +39.3 +39.5 +36.3 +28.3 +24.4

20 +6.5 +8.3 +30.9 +33.2 +36.9 +38.8 +39.3 +36.2 +28.2 +24.4

40 +7.8 +8.7 +22.3 +29.3 +34.2 +37.3 +38.4 +35.8 +28.1 +24.3

60 +8.7 +9.1 +18.0 +25.9 +31.3 +35.4 +37.4 +35.3 +27.9 +24.3

100 +8.7 +9.0 +14.0 +21.0 +26.6 +31.9 +35.1 +34.1 +27.4 +24.1

200 +9.8 +9.9 +12.1 +16.3 +20.6 +26.1 +30.7 +31.6 +26.4 +23.7

1,000 +9.8 +9.8 +10.2 +11.1 +12.3 +14.6 +18.0 +21.1 +20.5 +20.9

2,000 +9.8 +9.8 +10.0 +10.4 +11.1 +12.4 +14.4 +16.8 +17.2 +18.7



６ 新料金体系案について
６．１ 事務局から提示された内容⑥（各料金体系案の比較）

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した料
金体系案であるパターン③を新料金体系案として設定することが望ましいと考えられることを提示しました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

パターン①～パターン③のうち，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した料金体系案であるパターン③を新料金体系案として設定することが望ましいと考えら
れる。

【各料金体系案の比較】（第６回審議会資料より）

【答申書（案） 8頁】

料金体系案 概要

パターン①
（現行体系を

維持した体系案）

 水道料金算定要領で示された算定方法に基づいて設定しておらず，原価に基づいた適切な料金設定がさ
れていないほか，改定案の中では，最も水需要減少の経営面での影響を受けやすい。

 使用者への影響は水量使用の多寡にかかわらず概ね同水準。
 料金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
（水道料金算定要領
に基づいた体系案）

 水道料金算定要領に基づいた料金設定がされており，基本料金収入割合が現行より大幅に上昇し，経営
安定の効果は最も大きい。

 一方，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
の改定率は小さい又は減少するなど，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
（理論と現状を
踏まえた体系案）

 水道料金算定要領を一定程度加味した料金設定がされており，基本料金収入割合が現行より幾分上昇し，
経営安定の効果は一定程度ある。

 使用者への影響をみると，多量使用者の改定率は相対的に幾分大きくなっている一方，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。
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６ 新料金体系案について
６．２ 審議会が強調する点

第６回審議会で事務局が提示した新料金体系案の内容について審議頂き，料金改定率や料金体系案に
ついて，妥当であるとの意見を頂きました。また，市民への説明や今後の取組みに際して，留意すべき点
について意見を頂きました。

鈴鹿市上水道事業に関する答申（案）について

事務局が提示した，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か月分），または一事業
年度の運転資金に対応可能とするため，推計最終年度だけでなく，推計期間（平成30年度～平成38年度）を通じ
て資金水準（15億円）を概ね確保する 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と考える。また，以下の点に留意すること。

・鈴鹿市はこれまでの料金改定でも，改定時点の水道料金算定要領等を参考に料金を改定してきており，前回の
料金改定時（平成10年）から20年近くが経過する中，改めて現行の水道料金算定要領の考え方を参考に料金改
定案を提示したことについて，市民に分かりやすく説明する必要がある。

・計画期間が10年であるため，中間期間を過ぎた頃に検証を行い，必要に応じて数値を見直す必要がある。

・今後も経営環境の変化は生じていくことが想定される中，将来にわたり事業を継続し，安定的な経営を実現できる
よう，更なる経営改善を行っていく必要がある。

【答申書（案） 8～9頁】
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