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Ⅰ .はじめに  

 

鈴鹿市の上下水道事業について，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。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。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。このように，いずれの事

業も日常生活に欠かすことのできない都市基盤として重要な役割を果

たしてきている。  

 もっとも，事業を取り巻く環境はいずれも厳しさを増している。上水

道事業は人口減少，節水型機器の普及などから水需要は低迷し，それに

伴い収益の減収が続く一方，管路や施設の老朽化が進んでおり，それら

の更新や耐震化に関する多額の費用が必要となる。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。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。  

 こうした状況の中で，両事業を将来にわたって安定的に続けていく

ため，継続的に事業の効率化を図るほか，経営に必要な財源を確保し，

経営の健全化を図る必要があり，それらが可能となるよう，鈴鹿市では

中長期的な視点に立った上下水道事業経営戦略の策定を予定している。 

当審議会では，上記の経営戦略を策定するに先立ち，平成 28 年 10 月

からこれまで７回の審議会を開催し，鈴鹿市上下水道事業の経営のあ

り方について審議した。第１回～第４回までの審議会では鈴鹿市上下

水道事業の現状や課題を踏まえ，中長期的な投資試算・財源試算や，そ

れらを踏まえた経営健全化の取組みについて審議を行った。第５回～

第７回では前半４回の審議結果を踏まえ，水道料金や下水道使用料等

に係る受益と負担のあり方の検討として，新しい上水道料金体系案と

下水道使用料体系案について審議した。  

それらの審議結果をまとめたので，以下のとおり答申する。  
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Ⅱ．上水道事業  

１．上水道事業の現状  

（１）管路，施設の状況  

平成 27 年度末の管路の状況については，総延長が約 1,342 ㎞で，そ

のうち布設から 30 年以上経過している管路が 401 ㎞と約 30％を占め

ている。  

一方，管路全体の耐震化率は 9.9％に留まっている。管路の更新につ

いては，老朽度や重要度，管路事故が発生した場合の想定被害額，更新

費用を加味して優先順位を決定し，順次実施している。  

 また，平成 27 年度末の施設の状況については，送水場を７施設，配

水池を 14 施設有しており，そのうち６施設（送水場３施設，配水池３

施設）について，耐震機能が不十分で，耐震化を実施する必要がある。  

 

（２）水需要の状況  

 水需要の状況をみると，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。このうち，全体の使用水量

の約８割を占める家庭用については，給水人口が平成 20 年度をピーク

に減少傾向にあるほか，１人当たり１日平均使用水量も，節水型機器の

普及等により減少傾向にある。  

 

２．上水道事業の課題  

（１）投資の課題  

 管路や施設の老朽化が進む中，管路更新の総事業費は約 870 億円要

するほか，施設の耐震化についても多額の費用が必要となる。  

 

（２）財政の課題  

 類似団体と比較して企業債依存度が高いほか，資金残高に余裕が無

い状況にある。また，水需要が減少傾向にあるなど，経営を取り巻く環

境が厳しさを増す中，水道料金は周辺団体と比較して低い水準にある。 

 

３．審議会での検討事項および意見  

（１）投資試算について  

①事務局から提示された内容  

管路や施設の投資方針や事業費，投資目標について提示された。  

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
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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。  

上記方針に伴い，事業費は，平成 29 年度～平成 38 年度では，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。  

こうした中，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。  

 

 ②審議会が強調する点  

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。 

 

（２）財源試算について  

 ①事務局から提示された内容  

上水道事業の財源構成や，投資資金を確保するための収支見通し，

財源目標について提示された。  

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
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能性もある。  

こうした中，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，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。また，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。  

上記を踏まえ，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，上記の 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。 

 

②審議会が強調する点  

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。 

 

（３）経営健全化に向けた取組みについて  

①事務局から提示された内容  

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組んできている。 

もっとも，上記の経営健全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り，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。  

 

改定率  設定理由  

①  15％  

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
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費にも対応できる資金水準（30 億円）を確保でき

る見通し。  

②  10％  

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。  

 

②審議会が強調する点  

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。  

 

（４）料金体系について  

①事務局から提示された内容  

上水道料金制度の概要，鈴鹿市の料金体系の特徴のほか，新しい料

金体系の方向性について提示された。  

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。  

・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



6 

 

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。  

 

②審議会が強調する点  

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。  

 

（５）新料金体系案について  

①事務局から提示された内容  

「（４）料金体系について」での審議会の意見を踏まえ，具体的な

料金改定率や料金体系案が提示された。  

 

ア 料金改定率  

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
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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。  

 

イ 料金体系案  

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。その上で，以下の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
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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。  

 

上記，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。  

 

②審議会が強調する点  

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
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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。 

 

 

Ⅲ．下水道事業  

１．下水道事業の現状  

（公共下水道事業）  

①事業の概要  

公共下水道事業は，鈴鹿市の基本計画で既成市街地 4,429ha（除外地

区 357ha を含む。）を整備区域として定めて整備を進めており，平成 67

年度に整備完了を目指している。こうした中，平成 27 年度末の下水道

処理人口普及率は 54.3％と全国平均（77.8％）と比較して低い水準に

ある。  

 

②管きょ，施設の状況  

管きょについては，供用開始が平成８年であるため，老朽化が進んで

おらず，当面更新の予定はない。  

施設については，鈴鹿市は，三重県が所有する流域下水道の施設を利

用しているため，浄化センターを自己所有しておらず，汚水中継ポンプ

場等，小規模施設が中心となる。管きょ同様，老朽化が進んでおらず，

一部設備を除いて，当面更新の予定はない。  

 

③排水量の現状及び今後の予測  

基本計画に基づいて整備を進めるに伴い，排水量は増加してきてお

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。  

 



10 

 

（農業集落排水事業）  

①事業の概要  

農業集落排水事業は，18 地区の施設整備を計画し，平成 27 年度に整

備が完了している。  

 

②管きょ，施設の状況  

管きょ，施設とも，一部設備を除いて老朽化が進んでおらず，当面更

新の予定はない。  

 

③排水量の現状及び今後の予測  

これまでは整備を進めるに伴い排水量が増加してきたが，平成 27 年

度に整備が完了したため，今後，排水量が大きく増加することは見込み

難い。  

 

２．下水道事業の課題  

（公共下水道事業）  

①投資の課題  

上記の通り，平成 67 年度までに 4,429ha（除外地区 357ha を含む。）

を整備する計画である一方，平成 27 年度末時点の整備面積は 1,979ha

に留まり，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

亘って多額の投資費用が必要となる。  

 

②財政の課題  

整備過程で投資が続いているため，財務に関する指標はいずれも類

似団体平均を下回っており，類似団体と比較して企業債依存度が高い

ほか，資金残高に余裕が無い状況にある。  

また，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。そうした中，使用料水準は周辺団体と比較して低く

なっている。  

 

（農業集落排水事業）  

①投資の課題  

18 地区の小規模施設が市内に点在しており，運用が非効率的である

ほか，維持管理費が嵩む傾向にある。  

施設の耐用年数は当面到来しない一方，施設内にある機械・電気設備

については，徐々に耐用年数を迎え，更新費用は継続的に発生する見通
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しである。  

 

②財政の課題  

整備過程で発行した企業債の償還が完了するまで長期に亘って返済

資金が必要である。  

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倍となっているなど，繰入金への依存度が高い。また，整備が完

了しており，使用料収入の大幅な増加は見込めない状況である。そうし

た中，使用料水準は周辺団体と比較して低いほか，公共下水道事業と比

較しても低くなっている。  

 

３．審議会での検討事項および意見  

（１）投資試算について  

（公共下水道事業）  

①事務局から提示された内容  

投資方針や事業費，投資目標について提示された。  

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。  

上記方針に伴い，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。  

こうした中，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。  

 

②審議会が強調する点  

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。  
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・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。  

 

（農業集落排水事業）  

①事務局から提示された内容  

投資方針や事業費，投資目標について提示された。  

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。  

上記方針に伴い，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。  

こうした中，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。  

 

 ②審議会が強調する点  

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。 

 

（２）財源試算について  

（公共下水道事業）  

①事務局から提示された内容  

公共下水道事業の財源構成や，投資資金を確保するための収支見通

し，財源目標について提示された。  

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。  

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

上記のように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。  

 

②審議会が強調する点  

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。 

 

（農業集落排水事業）  

①事務局から提示された内容  

農業集落排水事業の財源構成や，投資資金を確保するための収支見

通し，財源目標について提示された。  

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。  

こうした中，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。  

上記のように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。  

 

②審議会が強調する点  

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
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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。  

 

（３）経営健全化に向けた取組みについて  

①事務局から提示された内容  

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。  

もっとも，上記の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。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。  

 

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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②審議会が強調する点  

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。  

 

（４）使用料体系について  

①事務局から提示された内容  

下水道使用料制度の概要，鈴鹿市の使用料体系の特徴のほか，新し

い使用料体系の方向性について提示された。このうち，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。  

・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。  

 

②審議会が強調する点  

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
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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。  

 

（５）新使用料体系案について  

①事務局から提示された内容  

「（４）使用料体系について」での審議会の意見を踏まえ，具体的

な使用料改定率や使用料体系案が提示された。  

 

ア 使用料改定率  

使用料改定率については，（４）で示した改定案のうち，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。  

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。  

 

イ 使用料体系案  

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
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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。  

その上で，以下の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】  

 

（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
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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。 

・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。  

 

上記，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。   

 

②審議会が強調する点  

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
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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。  
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Ⅳ．おわりに  

諮問された上下水道事業の経営のあり方について，今回，これまで審

議してきた結果を答申としてまとめた。  

上水道事業は，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，老朽化した管路や施設の耐震化を図る更新投資が必要となる。こ

のため，計画的な耐震化等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組んでもらいたい。  

一方，財源試算の結果，平成 32 年度以降資金不足が生じる見通しで

あり，将来の事業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，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

じていた。こうした中で，審議した新しい水道料金体系案は，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。  

下水道事業は，公共下水道事業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。このため，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

後も不断に取組んでもらいたい。  

一方，財源試算の結果，汚水処理に要する経費を自主財源で賄えない

見通しであり，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，下水道使用料等に係る受益と負担のあり方を再検討する

必要が生じていた。こうした中で，審議した新しい下水道使用料体系案

は，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。  

今後策定を予定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。また，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組んでもらいた

い。  
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（参考）水道料金表・下水道使用料表  

 

（１）水道料金表  

（現行料金表）  

 

 

（新料金表案）  

 

 

 

 

（２ヶ月当たり）

用途 口径 基本料金
従量料金単価

（1㎥当たり）

13口径 1,100円

20口径 1,800円

25口径 2,200円

40口径 10,400円

50口径 19,000円

75口径 37,800円

100口径 74,000円

150口径 144,000円

200口径 270,000円

300口径 624,000円

200㎥まで　　8,000円 201㎥以上　　　110円

20㎥まで　　9,600円 21㎥以上　　　430円

専用栓

1～20㎥　　　　60円

21～40㎥　　　110円

41～60㎥　　　150円

61～100㎥　　　170円

101～200㎥　　　190円

201～㎥　　　205円

公衆浴場用

臨時用

（２ヶ月当たり）

用途 口径 基本料金
従量料金単価

（1㎥当たり）

13口径 1,700円

20口径 2,500円

25口径 3,700円

40口径 14,700円

50口径 26,900円

75口径 53,400円

100口径 104,000円

150口径 197,000円

200口径 347,000円

300口径 777,000円

200㎥まで　  　9,000円 201㎥以上　　　125円

20㎥まで　　10,800円 21㎥以上　　　485円

公衆浴場用

臨時用

専用栓

1～10㎥　　　　10円

11～20㎥　  　　65円

21～40㎥　　　120円

41～60㎥　　　165円

61～100㎥　　　185円

101～200㎥　　　210円

201～㎥　　　225円
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（現行・新料金の比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2ヶ月当たり）

口径 使用量 現行料金 新料金 差額

10㎥ 1,700円 1,800円 +100円

20㎥ 2,300円 2,450円 +150円

40㎥ 4,500円 4,850円 +350円

60㎥ 7,500円 8,150円 +650円

10㎥ 2,400円 2,600円 +200円

20㎥ 3,000円 3,250円 +250円

40㎥ 5,200円 5,650円 +450円

60㎥ 8,200円 8,950円 +750円

200㎥ 42,600円 49,550円 +6,950円

1,000㎥ 206,600円 229,550円 +22,950円

2,000㎥ 411,600円 454,550円 +42,950円

200㎥ 106,200円 138,850円 +32,650円

1,000㎥ 270,200円 318,850円 +48,650円

2,000㎥ 475,200円 543,850円 +68,650円

13口径

20口径

40口径

100口径
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（２）下水道使用料表  

（現行使用料表）  

①公共下水道 

 
 

 

②農業集落排水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２ヶ月当たり）

用途 基本使用料
従量使用料単価

（1㎥当たり）

浴場汚水 17円

臨時用等 285円

一般汚水

1,500円

1～20㎥　　　　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

（２ヶ月当たり）

用途 基本使用料
従量使用料単価

（1㎥当たり）

1,200円

1～20㎥　　　　50円

21～40㎥　　　100円

41～60㎥　　　130円

61～100㎥　　　150円

101～200㎥　　　170円

201㎥～　　　190円

一般汚水
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（新使用料表案） 

 
 

 

（現行・新使用料の比較） 

 

（２ヶ月当たり）

用途 基本使用料
従量使用料単価

（1㎥当たり）

浴場汚水 21円

臨時用等 350円

一般汚水

2,300円

1～10㎥　　　　  5円

11～20㎥　　　　75円

21～40㎥　　　120円

41～60㎥　　　155円

61～100㎥　　　200円

101～200㎥　　　240円

201～1,000㎥　　　305円

1,001㎥～　　　350円

（2ヶ月当たり）

使用量
公共下水道

現行料金

農業集落排水

現行料金
新使用料

公共下水道

差額

農業集落排水

差額

10㎥ 2,050円 1,700円 2,350円 +300円 +650円

20㎥ 2,600円 2,200円 3,100円 +500円 +900円

40㎥ 4,600円 4,200円 5,500円 +900円 +1,300円

60㎥ 7,200円 6,800円 8,600円 +1,400円 +1,800円

200㎥ 32,600円 29,800円 40,600円 +8,000円 +10,800円

1,000㎥ 216,600円 181,800円 284,600円 +68,000円 +102,800円

2,000㎥ 486,600円 371,800円 634,600円 +148,000円 +262,800円


