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1 鈴鹿市下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）（下水道事業）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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

項目 主な内容

１．下水道事業の現状 管路や施設の状況，排水量の状況

２．下水道事業の課題 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，使用料改定検討

（４）使用料体系について 新しい使用料体系の考え方

（５）新使用料体系案について 新しい使用料体系案の検討

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

公共下水道事業の投資について，短期的には10年概成に向けた集中投資を行う一方，中長期的には市

街化調整区域を中心に，必要に応じて計画の見直しも柔軟に検討するといった投資方針を提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

既存施設は老朽化が進んでおらず，更新は当面予定がなく，基本計画に基づいて新規整備を行っていく。平成
38年度までの10年間は，国が掲げる，汚水処理施設整備について10年程度を目標に概ね完了することとした「汚
水処理施設整備の10年概成」に沿って，集中的に投資をする方針である。一方，中長期的な投資について，市街
化調整区域を中心に，必要に応じて計画の見直しも柔軟に検討する。

【投資方針】（第２回審議会）

【答申書（案） 11頁】

3

短期：平成29～平成38年度：１０年概成に向けた集中投資

•国が掲げる，汚水処理施設整備を10年程度を目標に概ね完了することとした「汚水処理施設整備の10年概
成」に沿って，整備に際しては市街化区域を中心に優先順位を設けて整備順序を定め，効率的な整備を行う
と共に，平成38年度までの10年間は集中的に投資していきます。

中長期：平成39～平成67年度：投資試算の柔軟な見直し

•投資試算の中長期的な部分については，第１段階として整備に時間を要する市街化調整区域の汚水処理方
法の見直しを検討します。さらに第２段階では，10年概成できなかった市街化区域について検討します。



２ 投資試算について（公共下水道事業）
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）の10年間は，10年概成に沿って，年平均19億円程度の
投資を行い，平成39年度以降の事業費は段階的に減少していく見通しであることを提示しました。

鈴鹿市下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10年間では年平均19億円程度で推移する見通しで，平成39年度以降
は段階的に減少していく見通しとなっている。

【事業費】（第２回，第６回審議会）

【答申書（案） 11頁】

期間 事業費 内容

短期
（平成29～平成38年度）

年19億円程度 10年概成に沿って集中投資

中長期
（平成39～平成67年度）

年15億円程度
（平成39～58年度）

整備進捗度を幾分緩め，投資額が減少見
通し

年6～12億円程度
（平成59～67年度）

市街化調整区域の人口密度の低い地域
を整備する予定のため，投資額が減少見
通し
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２ 投資試算について（公共下水道事業）
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，目標を平成29～平成38年度の短期と平成39～平成67年度の中長期別に定め，短

期は10年概成に基づき達成に努めていく一方，平成39～平成67年度の中長期は目安として目標を設定し

つつ，今後の状況に応じて柔軟に見直しの検討を行うことを提示しました。

鈴鹿市下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，平成29年度～平成38年度までは，10年概成に基づき，整備面積2,649ha（累計），下水
道普及率約70％を目指すこととする。一方，平成39年度～平成67年度については，整備面積4,072ha（累計），下水
道普及率83.8％を現時点の目安として設定するが，計画の見直しに応じて目標の見直しも検討することとする。

【投資目標】（第２回審議会）

【答申書（案） 11頁】
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短期目標
（平成29～平成38年度）

中長期目標
（平成39～平成67年度）

整備面積（累計） 2,649ha 4,072ha

下水道普及率 約70% 83.8%

目標の位置付け
進捗管理等を行い，達成に向けて
努める。

現時点の目安であり，今後の状況
に応じて見直しも検討



２ 投資試算について（公共下水道事業）
２．２ 審議会が強調する意見

第２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，整備を進
めるほか，必要に応じて市街化調整区域等の整備方法を見直すことは妥当である旨の意見を頂きました。
また，今後の市民への説明に際して，留意すべき点について意見を頂きました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

平成38年度までは集中投資をして整備を進め，平成39年度以降は必要に応じて市街化調整区域等の整備方法
を見直すという提示された内容は妥当であると考える。また，以下の点に留意すること。

・平成39年度以降について，必要に応じて市街化調整区域等の整備方法を見直すこととしているが，市民への説
明に際しては，市街化区域は都市計画法において公共下水道を計画的に整備することが定められているほか，都
市計画税が課されていることを理解いただく必要がある。

【答申書（案） 11～12頁】
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３ 投資試算について（農業集落排水事業）
３．１ 事務局から提示された内容①（投資方針）

農業集落排水の投資について，個別計画を策定して投資の平準化を検討するほか，ストックマネジメントを
策定して，効率的な維持管理を行うという投資方針を提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

全ての地区で整備が完了しており，今後は耐用年数を経過した機器の更新や，突発的に故障した機器の修繕等
の維持管理が中心となってくる。また，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
想の策定により，効率的な維持管理に努める。

【投資方針】（第２回審議会）

【答申書（案） 12頁】
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投資方針 内容

①個別施設の計画策定
• 個々の施設を管理する計画を策定することで，効率的な維持管理を図る
とともに，特定の年度に投資が集中し，負担が重くならないよう，投資の平
準化を検討

②ストックマネジメントの策定
• 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
構想の策定により，さらに効率的な維持管理を計画



３ 投資試算について（農業集落排水事業）
３．１ 事務局から提示された内容②（事業費）

投資方針に基づき，年３～４億円程度の投資を行う見通しであることを提示しました。

鈴鹿市下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10年間で年３～４億円程度必要となる見通しとなっている。

【事業費】（第２回審議会）

【答申書（案） 12頁】
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３ 投資試算について（農業集落排水事業）
３．１ 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，ストックマネジメントを導入して，持続的な保全に備えるほか，維持管理費用を平準

化し，長寿命化に向けた維持管理を実施することを提示しました。

鈴鹿市下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，ストックマネジメントを導入して最適整備構想を策定し，持続的な保全に備えることとす
る。また，維持管理費用を平準化し，長寿命化に向けた維持管理を実施することとする。

【投資目標】（第２回審議会）

【答申書（案） 12頁】
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 ストックマネジメントの導入により，平成30・31年度に機能診断調査，平成32年度に最適
整備構想を策定することで，持続的な保全に備える計画を策定します。

目
標
1

 維持管理関連費用を平準化し，今後10年間で約37億円の費用を投資し，長寿命化に向
けた維持管理を実施します。

目
標
2



３ 投資試算について（農業集落排水事業）
３．２ 審議会が強調する意見

第２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，ストックマネジメントを導入して最適
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旨の意見を頂きました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

事務局からの提示の通り，ストックマネジメントを導入して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。

【答申書（案） 12頁】

10



４ 財源試算について（公共下水道事業）
４．１ 事務局から提示された内容①（収支見通し）

財源試算では，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，経費回収率も概ね５
～６割程度に留まる見通しであることを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

収支見通しについて，新規整備による水洗化人口の増加に伴い，主な自主財源である使用料収入は増加する見
通しである一方，費用面で，新規整備に伴う維持管理費や減価償却費が嵩み，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る。また，使用料収入で汚水処理に要する費用をどの程度賄えているかを示す指標
である経費回収率は概ね５～６割程度に留まる見通しである。

【収支見通し（経費回収率）】（第３～第４回，第６回審議会）

【答申書（案） 12頁】
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４ 財源試算について（公共下水道事業）
４．１ 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，基準外繰入金を除くと毎年度不足残高が積み上がり，大幅な財源不足となる見通し
であることを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

資金残高も，基準外繰入金を除くと毎年度不足残高が積み上がり，大幅な財源不足となる見通しである。

【答申書（案） 12～13頁】

【資金（補填財源）残高 見通し】（第３～第４回，第６回審議会）
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４ 財源試算について（公共下水道事業）
４．１ 事務局から提示された内容③（財源試算の目標）

財源試算の見通しを踏まえ，財源試算の目標として，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ことを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

基準外繰入金を除くと，赤字で資金不足が生じる見通しである中，財源目標としては，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
こととする。

【財源目標】（第３～第４回，第６回審議会）

【答申書（案） 13頁】
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 概ね５～６割程度に留まる見通しである経費回収率の向上に努めます。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ます。

目
標
1

 自立的で持続可能な経営を実現するため，基準外繰入金の抑制に努めます。
目
標
2



４ 財源試算について（公共下水道事業）
４．２ 審議会が強調する意見

第３～第４回，第６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，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こと等の意見を頂きました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

公共下水道事業は，事務局からの提示の通り，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。このため，国の繰出基準に基づかない基準外繰入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。また，以下の点に留意すること。
・基準外繰入金の抑制については，市の財政状況に関わらず，公共下水道事業としてあるべき姿を目指して取り組
んでいくべきである。

【答申書（案） 13頁】
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５ 財源試算について（農業集落排水事業）
５．１ 事務局から提示された内容①（収支見通し）

財源試算では，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，経費回収率も概ね３
～４割程度で推移する見通しであることを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

収支見通しについて，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，経費回収率も概ね３
～４割程度に留まる見通しである。

【収支見通し（経費回収率）】（第３～第４回審議会）

【答申書（案） 13頁】
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５ 財源試算について（農業集落排水事業）
５．１ 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，基準外繰入金を除くと毎年度不足残高が積み上がり，大幅な財源不足となる見通し
であることを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

資金残高も，基準外繰入金を除くと毎年度不足残高が積み上がり，大幅な財源不足となる見通しである。

【答申書（案） 13頁】

【資金（補填財源）残高 見通し】（第３～第４回審議会）
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５ 財源試算について（農業集落排水事業）
５．１ 事務局から提示された内容③（財源試算の目標）

財源試算の見通しを踏まえ，財源試算の目標として，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ことを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

基準外繰入金を除くと，赤字で資金不足が生じる見通しである中，財源目標としては，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
こととする。

【財源目標】（第３～第４回審議会）

【答申書（案） 13頁】

17

 概ね３～４割程度に留まる見通しである経費回収率の向上に努めます。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ます。

目
標
1

 自立的で持続可能な経営を実現するため，基準外繰入金の抑制に努めます。
目
標
2



５ 財源試算について（農業集落排水事業）
５．２ 審議会が強調する意見

第３～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，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こと等の意見を頂きました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

農業集落排水事業も，事務局からの提示の通り，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。こう
した中，多額の繰入金が投入されており，国の繰出基準に基づかない基準外繰入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。また，以下の点に留意すること。
・公共下水道事業同様，基準外繰入金の抑制については，市の財政状況に関わらず，農業集落排水事業としてあ
るべき姿を目指して取り組んでいくべきである。

【答申書（案） 13～14頁】
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６ 経営健全化に向けた取組みについて
６．１ 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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

鈴鹿市はこれまでに，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，使用料の増加を図るため，説明会や戸別訪問による接
続率の向上，納付チャンネル拡大による収納率向上にも取組んできている。

【鈴鹿市の取組み】（第４回審議会）

【答申書（案） 14頁】

主な取組み 内容

民間活用 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，使用料収入の増加に向
け，説明会や戸別訪問による接続率の向上や，納付チャンネルの拡大による収納率の向
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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６ 経営健全化に向けた取組みについて
６．１ 事務局から提示された内容②（使用料改定の検討①）
経営健全化に向けた取組みを実施しても，経費回収率は100％を大きく下回る見通しであるほか，基準外

繰入金への依存度は高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，使用料改定について
検討することを提示しました。

鈴鹿市下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，基準外繰入金を除くと当期純利益は赤字で推移し，資金不足も解消され
ない見通しであることから，中長期的に安定的な経営を行うため，主要な自主財源である使用料収入について，使用
料改定を検討する。

【使用料改定の検討】（第４回審議会）

【答申書（案） 14頁】
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現在の見通しや特徴 使用料改定で目指す方向性や留意点

• 使用料収入では汚水処理費用の全てを賄えず，
経費回収率は100％を大きく下回る見通し

• 基準外繰入金を除くと，赤字で資金不足が生じ
る見通しなど，基準外繰入金への依存度が高い
見通し

• 使用料収入の増加により，経費回収率の向上を図る。

• 基準外繰入金の依存度を下げる。

• 改定に際しては，使用者の負担を考慮する。

• 農業集落排水事業は公共下水道事業と同じサービスの提
供を受けるため，公共下水道事業と同水準の使用料とす
ることを目指す。



６ 経営健全化に向けた取組みについて
６．１ 事務局から提示された内容③（使用料改定の検討②）

前頁で示した内容に従い，使用料改定率について以下の２案を提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

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。また，公共下水道事業と農業集落排水事業は生活排
水の処理という同じサービスの提供を受けるため，同一の使用料体系とすることを検討する。

【答申書（案） 14頁】

改定率 設定理由

①公共下水道 ：40.0％
農業集落排水 ：62.1％

• 平成30年４月に使用料改定を実施した場合，推計期間の最終年度である平成
38年度に公共下水道事業の経費回収率100％を達成できる見通し。

②公共下水道 ：20.0％
農業集落排水 ：38.9％

• 平成30年４月に使用料改定を実施した場合，推計期間の最終年度である平成
38年度に公共下水道事業の経費回収率85％程度となる見通し。①と比較して
使用者の負担を一定程度考慮する。

• 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層の改善を目指す。

• 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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６ 経営健全化に向けた取組みについて
６．２ 審議会が強調する意見

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，使用料改定の
検討等，下水道使用料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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

公営企業は独立採算が原則であり，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，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。また，検討に際しては，以下の点に留意すること。

・いずれの事業も経費回収率が低いので，そのことを市民に公表し，使用料改定も踏まえ，課題解決に向けた取り
組みを示していく必要がある。

・公共下水道事業と農業集落排水事業は生活排水の処理という同じサービスを提供しているが，投資費用の水準
が異なるため，受益と負担のあり方についてはそのことも含めて検討すべきである。

【答申書（案） 15頁】
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７ 使用料体系について
７．１ 事務局から提示された内容①（基本的な考え方）

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

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

新しい使用料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使用料体系を
検討するという下水道事業者側の視点と，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中，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。

【使用料体系に対する基本的な考え方】（第５回審議会）

【答申書（案） 15頁】

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。
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７ 使用料体系について
７．１ 事務局から提示された内容②（主な検討方針）
具体的な使用料体系案を検討する際には，企業経営の安定化の観点から，基本使用料収入の割合の引
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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

・基本使用料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
行体系の基本使用料の割合は26％（平成27年度実績）と，「下水道使用料算定の基本的考え方」（公益社団法人
日本下水道協会，平成29年３月）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，基本使用料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） 15頁】

主な検討内容 現状 検討方針

企業経営の安定化

• 基本使用料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
市の基本使用料収入の割合は下水道使
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
量使用料収入の割合を参考に，基本使用料収入の割合を
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，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。

• 上記で基本使用料収入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0～20㎥の区画を細分化することを
検討します。
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７ 使用料体系について
７．２ 審議会が強調する意見

第５回審議会で事務局が提示した使用料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，具体的な使用料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。

鈴鹿市下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，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。

・基準外繰入金に依存しない事業運営を目指しているため，使用料改定により，基準外繰入金が毎年度どのよう
に変化する見通しであるかを示す必要がある。

・上水道事業と同様，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，慎重に使用料体系を検討する必要がある。

【答申書（案） 15～16頁】

25



８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容①（使用料改定率）
使用料改定率については，使用者の負担にも考慮し，公共下水道事業20.0％，農業集落排水事業38.9％

の改定とし，同一の使用料体系とすることを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

使用料改定率については，使用者の負担を考慮して，公共下水道事業20.0％，農業集落排水事業38.9％の改定と
し，同一の使用料体系とする。

【使用料改定率】（第６回審議会）

改定率 設定理由

公共下水道 ：
20.0％
農業集落排水：
38.9％

平成30年４月に使用料改定を実施した場合，推計期間の最終年度である平成38年度に公共
下水道事業の経費回収率85％程度となる見通し。使用者の負担を一定程度考慮する。
・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層の改善を目指す。
・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。

【答申書（案） 16頁】
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案 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，使用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層の改善を目指す。
・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。



８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容②（現行体系を維持する項目）

二部使用料制や用途別併用使用料体系については，現行の体系同様，維持していくことを提示しました。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

公共下水道事業の現行の使用料体系については，基本使用料と従量使用料から構成される二部使用料制が採
用されている。また，公衆浴場用や臨時用といった用途別も設けた用途別併用使用料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。なお，農業集落排水事業については，現行の使用料体
系では用途別を設けていないが，公共下水道事業と同一の使用料体系とするため，用途別併用使用料体系を採
用するものとする。

【現行体系を維持する項目】（第６回審議会）

【答申書（案） 16～17頁】

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。
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８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容③（使用料体系案パターン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20.0％改定する体系案

で，水量変動による経営面での影響を最も受けやすい体系案であることを提示しました。

鈴鹿市下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）
・基本使用料単価，従量使用料単価を現行の公共下水道の使用料体系比一律に20.0％改定。
・公共下水道事業の基本使用料収入:従量使用料収入の割合は26％：74％に設定。

（特徴）
・下水道使用料算定の基本的考え方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，水量が変
動した場合，経営に与える影響が大きい。
・使用者への影響をみると，水量の多寡にかかわらず負担は概ね同水準。
・使用料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使用料体系案の改定率】（第６回審議会）

【答申書（案） 17頁】
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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 +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



８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容④（使用料体系案パターン②）
パターン②は，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で，基本使用料収入の割合が現
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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

【パターン②：水道使用料算定要領に基づいた使用料体系案】
（概要）
・下水道使用料の基本的考え方で示された算定方法に基づいて設定。
・公共下水道事業の基本使用料収入:従量使用料収入の割合は41％：59％に設定。
・基本使用料の改定率は公共下水道が＋106.7％，農業集落排水が＋158.3％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。

（特徴）
・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，基本使用料収入の割合が現行よ
り大幅に上昇するため，水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，水量によって，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案の改定率】（第６回審議会）

【答申書（案） 17～18頁】
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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 +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



８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容④（使用料体系案パターン③）
パターン③は，理論と現状を踏まえた体系案で，基本使用料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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

（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。
・公共下水道事業の基本使用料収入：従量使用料収入の割合は，パターン②と比較して，基本使用料収入の割合を引き
下げ，30％：70％に設定。
・上記に伴い，基本使用料の改定率は改定幅を緩和し，公共下水道は＋53.3％，農業集落排水事業は＋91.7％に設定
・従量使用料は逓増型を維持。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55円/㎥から５円/㎥に引き下げ。

（特徴）
・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，基本使用料収入の割合が現行より幾
分上昇し，経営は一定程度安定する。
・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。

【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） 18頁】
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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



８ 新使用料体系案について
８．１ 事務局から提示された内容⑤（各使用料体系案の比較）

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した使
用料体系案であるパターン③を新使用料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。

鈴鹿市下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した使用料体系案であるパターン③を新使用料体系案として設定することが望ましいと
考えられる。

【各使用料体系案の比較】（第６回審議会資料より）

【答申書（案） 18頁】

使用料体系案 概要

パターン①
（現行体系を

維持した体系案）

 下水道使用料算定の基本的考え方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かかわらず概ね同水準。
 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
基づいた体系案）

 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
（理論と現状を
踏まえた体系案）

 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。
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８ 新使用料体系案について
８．２ 審議会が強調する意見

第６回審議会で事務局が提示した新使用料体系案の内容について審議頂き，使用料改定率や使用料体
系案について，妥当であるとの意見を頂きました。また，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。

鈴鹿市下水道事業に関する答申（案）について

事務局が提示した，推計期間の最終年度である平成38年度に公共下水道事業の経費回収率が85％程度となる
20.0％（農業集落排水事業は38.9％）という使用料改定率は，使用者の負担にも一定程度考慮した妥当な内容で
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の使用料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。

・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） 18～19頁】
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