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第 1 回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会議事要旨 

会議の名称 第１回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会 

開催日時 平成 24 年 5 月 11 日(金) 午後 2 時から午後 3 時 20 分 

開催場所 鈴鹿市水道局 2 階第 3 会議室 

傍聴者 なし 

内  容 

1.委員の委嘱（委嘱書の交付） 

２.開会 

３.鈴鹿市水道事業管理者あいさつ （林水道事業管理者） 

４.鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会に関する規程説明 （坂下次長） 

５.委員自己紹介 

６.事務局職員紹介（自己紹介） 

７.会長の選出（規程第５条） 

 (1)松原俊夫委員を選出 

８.会長あいさつ 

９.会長職務代理者の指名 

 (1)片岡輝美委員を指名 

10.議事 

 (1)委員会の公開について・・・委員会は公開することで決定 

 (2)水道ビジョンの概要説明 （事務局より説明） 

 (3)委員会の進め方について （事務局より提案）・・・委員会にて了承 

 (4)実施スケジュールについて （事務局より提案）・・・委員会にて了承 

 

【委員からの主な意見・回答】 

①（Ｃ委員）・・・鈴鹿市水道ビジョンでは計画の方向性はあるが，年度ごとの目 

標はありますか。 

 （事務局）・・・水道ビジョンでは，目指すべき方向性を定めており，年度ごと

の数値目標は設定しておりません。施設整備計画については，上水道第 5 期拡張 

事業（変更）に基づいた概算事業費の年次計画表を記載しています。 

 

②（Ｄ委員）・・・国が水道ビジョン策定した背景は。 

 （事務局）・・・水道のあるべき将来像について，すべての水道事業体が共通 

目標をもって，その実現のための具体的な施策等を示すため平成 16 年 6 月に 
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国は｢水道ビジョン｣を策定しています。 

 （Ｄ委員）・・・国から具体的な共通目標は示されているのか。 

 （事務局）・・・国において水道ビジョンの共通目標は｢世界のトップランナー 

を目指してチャレンジし続ける水道｣となっており，水道事業体のあるべき姿とし

て，｢安心｣・｢安定｣・｢持続｣・｢環境｣・｢国際｣の 5 つを長期的な政策目標として掲

げています。 

 

③（Ｂ委員）・・・大口需要者である企業が自己水源をもち，水道収入は減少して

いくと思われるが，整備計画は執行できるのか。また，水道ビジョンからは財政見

通しがイメージできない印象があります。 

 （事務局）・・・中間検証においては，最新の統計数値を用いて資料及び財政計

画等を提示させていただきます。その中で整備計画や経営問題に触れていただき議

論いただきたいと考えております。 

 

④（Ｄ委員）・・・現在東日本大震災の震災対策として，がれき処理の問題が話題

となっている。市としても協力していくことは当然必要と考えるが，水源の保全，

水質の管理ということで今後どのようになっていくのか気になるところである。 

 （事務局）・・・がれき処理問題は市政の問題として対応することになるが，水

源，水質といった問題については，関係機関である水道局としても今後検討してい

く必要があると考えております。 

 

⑤（Ｃ委員）・・・過去の苦情件数について，年度ごとにデータがあれば教えてほ

しい。 

 （事務局）・・・業務指標として本日配布資料のＰ65 に過去 3 カ年の苦情割合

を記載しております。 

11.次回委員会について・・・7 月末頃開催予定 

12.閉会 

配布資料 

1.鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会に関する規程 

2.鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会委員及び局内構成名簿 

3.鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会の進め方について 

4.鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会実施スケジュール 

5.鈴鹿市水道ビジョン及び参考資料 

6.水道事業年報（平成 22 年度版） 

問い合わせ先 

所属名：鈴鹿市水道局水道総務課総務グループ 

電話番号：059-368-1673 FAX：059-368-1688 

Email：suidosomu@city.suzuka.lg.jp 

 

suidosomu@city.suzuka.lg.jp
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第 2 回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会議事要旨 

会議の名称 第 2 回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会 

開催日時 平成 24 年 8 月 23 日(木) 午後 2 時から午後 3時 30分 

開催場所 鈴鹿市水道局 2階第 3 会議室 

傍聴者 なし 

内  容 

1.開会 

2.鈴鹿市水道事業管理者あいさつ （林水道事業管理者） 

3.確認事項（議事要旨の実名公開及び署名について） 

 ・議事要旨について，第 2回委員会以降は実名委員の意見として公開することで

決定 

 ・議事要旨署名について，会長指名により第 2 回委員会は下田委員に決定。 

4.議事 

 (1)第 2章「現状の分析と課題」について（事務局より説明） 

 

（松原会長）・・・事務局より説明のあった内容については，最新の決算数値等を

用いた現状分析と今後の見通しについて示していただいた。 

【委員からの主な意見・回答】 

①（河野委員）・・・将来人口予測について，予測方法に従来と変更はないか。 

 （事務局）・・・平成 23 年 9 月に鈴鹿市の将来人口として公表した企画課の数

値を採用している。推計方法については，コーホート変化率法を採用しており，当

時の推計方法と同様である。 

 

②（河野委員）・・・専用水道に転換していくことにより，最大給水量が減少して

いると考えられるが，企業が大きな減少要因か。 

 （事務局）・・・三重県における専用水道に対する規制がないため，専用水道に

転換していく企業は今後もあると考える。 

 給水量の減少は，節水意識の高揚や大口需要家の自己水源（専用水道）への転換

が要因であると考える。 

 

③（川喜田委員）・・・平成 21 年の水道ビジョン策定時点の財政収支計画による

と平成 23 年度の建設改良費は約 42 億円となっており，今回提示の財政収支計画

では約 14 億円と記載されているが。 
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 （事務局）・・・財政収支計画は，上水道第 5 期拡張事業計画に基づく事業費ベ

ースで作成しています。執行の時点では入札実施に伴う請負差金の発生，また当該

年度に工事が完了せず翌年度へ繰り越す場合など，予算額と決算額に相当額の差が

発生することがあります。 

 上水道第 5 期拡張事業の整備計画は変更なく進めており，実施時点での内容精

査，工夫により事業費の縮減が図られています。 

 なお，財政収支計画上は平成25年度に単年度収支で赤字予想となっていますが，

過去の事業実施に際しての執行率から考えると，赤字は回避されるものと思われま

す。 

 

④（川喜田委員）・・・経営の状況/生産性の分析で平成 21 年度に職員 7 名の削減

により生産性を高めているようではあるが，他の企業では，生産性を伸ばすことだ

けではなく，技術の継承などに力を入れており，数値に囚われず安全性を何より大

切にしてほしい。 

 （事務局）・・・職員 7 名の削減については，検針等業務の一部を民間委託した

ことによる人員調整であり，業務低下を招かないように事務の効率化に努めていま

す。 

 今後も技術力の継承，人材育成についても研修等を通じて維持・向上に努めてい

く予定であるため，生産性に限らず安全性についても十分配慮して経営に取り組ん

でいきます。 

 

⑤（片岡委員）・・・地域主権一括法による専用水道等の規制，権限移譲について 

 （事務局）・・・平成 25 年度に三重県より権限移譲が予定されている専用水道

等の事務所管については，自己水源となる専用水道（井戸）は，特に衛生面の観点

からも環境部とし，簡易専用水道については水道局の事務として調整中である。 

 

⑥（片岡委員）・・・大口需要家の自己水源（専用水道）への転換防止策として，

権限移譲を機会に鈴鹿市では専用水道に対しての規制については何か考えている

のか。 

 （事務局）・・・専用水道設置に関して従来から規制はなく，上水道離れの防止

策としての規制を水道局として新たに行うことは考えてはいない。 

 しかしながら，設置届出等の情報については，関係部局との連携を密にしながら

今後の給水収益，給水量の動向に注視していきたいと考えている。 

 

⑦（河野委員）・・・東日本大震災を経て何か変更点を付け加える必要は。 

 （事務局）・・・耐震化については，既に上水道第 5 期拡張事業計画の中で進め

てはいるが，進捗状況についてはあまり進んではいない。新たな課題の整理につい

ては，第 4 章「施設整備計画」，第 5 章「水道事業震災対策計画」の中で見直し議
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論を行っていきたいと考えている。 

⑧（川喜田委員）・・・水道の料金収入以外でその他の収入の確保は考えられない

か。例えば，ペットボトル水を売って収入を得るとか。 

 （事務局）・・・収入確保の経営努力は必要と考えている。ペットボトル水につ

いては平成 19 年に水道事業 60 周年記念事業として 10,000 本啓発用として製

造した実績がある。販売による収入確保については，製造経費を考慮すると販売収

入を得ることは困難と考えている。 

 経営健全化の取組み施策として，現在遊休資産の洗い出し作業を進め，売却処分

による財源確保を考えている。 

 

⑨（下田委員）・・・日本の将来人口は，1 億 2千万人から 38 年後の 2050 年に

は 7 千万人まで減少するといった発表も出ており，しかも人口減少だけでなく，生

産拠点を海外に移すことにより生産人口が減少し，海外から外国人が働きに来ると

いう人口動態・構造の変化が予想されている。 

鈴鹿市の将来人口予測では，平成 30年までほぼ横ばいで推移すると予想してい

るが，日本の将来人口から考えると平成 30 年以降の鈴鹿市の人口推移についても

大幅に変動することも考えられるため，その対応・準備が必要と思われる。 

 財政収支計画では，平成 24 年度に建設改良費が約 30億円となっているが将来

に向けての投資と考えられ，また企業債残高についても減少していく方向で計画さ

れており，経営に対する努力が示されているが，今後も人口の減少傾向に変わりは

なく平成 30 年以降の市民の負担についても考慮いただきたいと考える。 

 （事務局）・・・施設整備については国も「震災に強いものをつくる」という考

え方があり，本市も基幹施設である送水場が機能しないと修理も長期間となること

から，耐震対策として施設の更新を現在優先的に実施している。平成 30 年までの

投資は上水道第 5期拡張事業計画に基づく計画として，選択と集中を図りながら東

南海地震対策も含め実施していく予定である。 

 また鈴鹿市の人口については，平成 30 年までほぼ横ばいと予測しているが，日

本の将来人口予測のとおり，平成 30 年以降大幅な減少傾向が見られれば，新たな

計画策定時には収支見通し，整備計画に影響が出ることは十分考えられる。 

  

5.次回委員会について・・・11 月末頃開催予定 

6.閉会 

配布資料 

1.鈴鹿市水道ビジョン中間検証新旧対照表 

2.行政区域内人口及び給水人口推移ほか（別紙 1） 

3.施設の状況（別紙 2） 

4.鈴鹿市水道施設概要図・上水道配水ブロック図（別紙 3） 

5.経営の状況（別紙 4） 

6.経営指標の一覧（平成 22年度）（別紙 5） 
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7.鈴鹿市水道事業の経営指標（経年変化）（別紙 6） 

8.鈴鹿市の男女別平均年齢ほか（資料 1） 

9.鈴鹿市の将来人口（資料 2） 

10.鈴鹿市の人口・給水量の実績及び推計表（資料 3） 

11.専用水道事業者一覧（資料 4） 

12.財政収支計画（資料 5） 

問い合わせ先 

所属名：鈴鹿市水道局水道総務課総務グループ 

電話番号：059-368-1673 FAX：059-368-1688 

Email：suidosomu@city.suzuka.lg.jp 

 

 

      

                   

suidosomu@city.suzuka.lg.jp


- 1 - 

 

第 3 回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会議事要旨 

会議の名称 第 3 回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会 

開催日時 平成 24 年 12 月 14 日(金) 午後 2 時から午後 3 時 30 分 

開催場所 鈴鹿市水道局 2 階第 3 会議室 

傍聴者 なし 

内  容 

1.開会 

2.鈴鹿市水道事業管理者あいさつ （林水道事業管理者） 

3.確認事項（議事要旨の実名公開及び署名について） 

 ・議事要旨署名について，会長指名により第 3 回委員会は河野委員に決定。 

4.議事 

 Ⅰ．第 3 章「水道事業の目指すべき方向」について（事務局より説明） 

【委員からの主な意見・回答】 

〈(1)経営基盤の強化と計画的な事業の推進より〉 

（川喜田委員）・・・前回の委員会で有収率が 91％ということであり，約 1 割が 

漏水ということならば，経営基盤の強化として，その対策が重要であり，収入に繋

がるのではないか。 

（事務局）・・・約 1 割すべてが漏水ということではなく，また 91％という有収

率は全国的にも決して低い値ではありません。市内には 1300ｋｍほどの水道管が

網目のように埋設されており，漏水の確認には相当な経費を要することになりま

す。したがって，市民の方からの通報等によって速やかに漏水修繕を行い，老朽化

した水道管については計画的に更新を行うことで効率的な事業経営が維持される

ものと考えています。 

（河野委員）・・・検針・徴収等総合業務委託について，その他の委託業務内容は

どのようなものか。 

（事務局）・・・現在は徴収，検針以外に開閉栓，受付業務などを委託しています。

また他の事業体では運転管理，営業，メーター管理，総務業務部門など委託してい

る例もあります。 

（下田委員）・・・民間への業務委託はコスト面では効率が良いが，安心・安全の

面では全ての業務を委託しての丸投げは好ましくなく，チェック・報告体制の充実

が必要とされる。 

（事務局）・・・今後もより慎重に管理・監督を徹底して行っていきたい。 
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（川喜田委員）・・・業務委託に際して，市民としては専門性がなくなったり，災

害時の対応などを考えると民間よりは公共の方が安心できると思う。また，技術は

高度化しているので，そのような部門について外部委託するほうが望ましいので

は。 

（事務局）・・・専門的な部門においては，民間のノウハウを活用して，お客様の

満足度を向上させるには良いと考える。 

（片岡委員）・・・例えばＰＦＩ事業などはあまり水道事業では例がないと思われ

る。住民への説明，監視体制など重要に考えていく必要がある。 

（松原会長）・・・一番の目標はあくまで市民に安心・安全な水を供給することが

できるかということであり，今後もＰＦＩ等を含めて新たな導入業務を検討してい

ただきたい。 

（河野委員）・・・下大久保ポンプ所の廃止経緯について 

（事務局）・・・従来は下大久保町の地域へは高岡配水池から配水し，ポンプを使

用して供給していたが，椿一宮配水池が平成 23 年 3 月に完成し，供用開始するこ

ととなり配水ブロックの変更とともに下大久保ポンプ所の廃止に至った。 

（河野委員）・・・配水ブロックを統廃合すれば経費削減に繋がるのではないか。 

（事務局）・・・人口，地理的要件から，また歴史的に構築してきたブロックとし

て配水区域を分けてきた経緯があり，今後の設備投資を考慮すると現状区域での安

定供給を目指すことが理想と考える。 

（川喜田委員）・・・県受水費は高額であり，今後も変わらず必要な費用であるか。 

（事務局）・・・水の安定供給の点からも，各所での水源確保が望ましく，県水も

またその需要の大切なひとつと考えている。受水費については，関係市町と連携し

て定期的に単価交渉を進めているところです。 

 

〈(2)安全・安心な給水の確保〉 

（下田委員）・・・安全・安心な水の確保という点から，鈴鹿川の地下水だけでな

く県水も必要とされるのか。 

（事務局）・・・鈴鹿の水は主に鈴鹿川の地下水と西部地域では鈴鹿山系の渓流水

を水源としています。西部地域においては，渓流水のみでは安定した水量の確保が

難しく，その点からも，県水を受水しています。 

また，鈴鹿川の地下水を西部地域の全域に配水することは地理的要件からポンプ

設備等も必要となることから県水の受水は有効と考えています。 

 なお，鈴鹿川の周辺の水源については，地下 30ｍの井戸から取水し，自然のフ

ィルターにより浄化されており，塩素消毒を行うだけで給水できます。県水につい

ては，地理的要件のほか地下水汚染等の非常時の給水確保など補完機能を果たして

おり有効と考える。また，安全・安心の面から日頃から企業庁との情報共有により

水質管理に努めています。 
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（下田委員）・・・鈴鹿の水と県水の割合は。 

（事務局）・・・鈴鹿の地下水と表流水で約 85％，県水が約 15％です。 

（下田委員）・・・西部丘陵地の水源水質について 

（事務局）・・・地理的要因もあるが窒素，ヒ素の値が基準値以下であるが，他の

地域より若干高い値となっており，今後の動向を見極めながら水質管理を行ってい

きたい。 

（川喜田委員）・・・水道ビジョンＰ59 記載の業務指標〈1005 取水量１㎥当た

り水源保全投資額〉が 0 となっているが。 

（事務局）・・・自己水源の水源かん(涵)養のために投資した費用を示していますが，

具体的にはその流域における森林保全に要する経費などがありますが，当局ではそ

の経費は計上していないため，0 となっています。 

（河野委員）・・・鈴鹿川の地下水を水源としており，水源保全として鈴鹿市水道

水源流域保全条例の適用範囲として亀山市との関係は。 

（事務局）・・・本市の条例では亀山市は適用範囲外ではあるが，亀山市も同様の

条例があるため，相互に情報共有は図っている。 

 

〈(3)安定した給水の確保と災害対策〉 

（下田委員）・・・施設や設備については，耐用年数に応じて修繕，更新を行って

いると思われるが，水道管についても同様に，どのような工法等を実施しているの

か。 

（事務局）・・・水道管の耐震化については，阪神淡路大震災以降注目され，各事

業体でも計画，実施されてきております。当局においても主要な管路から耐震（Ｎ

Ｓ）管に更新しています。しかしながら，市内には 1300km の管が埋設されてい

ることから，年間10kmの更新を行ったとしても約130年かかる計算となります。

事業収入が伸び悩む現状がありますが，今後，｢選択と集中｣を図り事業を推進して

いきたいと考えている。 

（下田委員）・・・それぞれの目標設定については，目標を数値化することで市民

に対しても分かり易くなるのでは。（意見のみ） 

（川喜田委員）・・・老朽化施設の更新に際して 1 円入札が行われ，その後維持管

理を任せることはあり得るのか。 

（事務局）・・・老朽化施設の更新については，維持管理とは切り離し，工事のみ

単独で完了することになりますので，想定はされません。 

また入札制度上，予定価格が 1 億円以上の工事について，低入札価格調査基準を

設定しています。失格基準を設けていませんので１円入札も可能ではありますが，

実際にはその最低価格申込者に対して，10 項目以上の調査を実施します。 

その結果，１円入札といった申込者に対して落札決定されることはあり得ないと

思われます。  
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〈(4)水道サービスの充実〉 

（下田委員）・・・料金収納について，クレジットカードの要望があるようですが，

目的は何のためにと分析していますか。 

（事務局）・・・現在料金収納については，現金，口座振替，コンビニ収納を実施

しています。クレジットカードの要望については，ポイント還元を望まれての要望

と理解しています。 

 また銀行振込手数料と比べて，手数料が高額となることから費用対効果を考慮し

て現在まで導入には至っていない。 

 なお，特定のお客様のクレジットカードによるポイント還元は，公平性の観点か

らも導入は困難と考える。全国的にも導入は数％と思われ，今後他の事業体の実績

動向を見極めながら調査検討いたしたい。 

（河野委員）・・・受水槽管理について，市民からの問い合わせは多くないのか。 

（事務局）・・・受水槽については，設置者管理となっているが，問い合わせにつ

いては多くは頂戴していない。 

（河野委員）・・・お客さまからの相談，問い合わせについての対応・内容等につ

いて項目を追加したほうがよいのでは。 

（事務局）・・・検討事項とします。 

5.次回委員会について・・・3 月末頃開催予定 

6.閉会 

配布資料 
1.水道事業の目指すべき方向/進捗状況及び現状把握・改善課題点等（資料編） 

2.水道事業目指すべき方向（新旧対照編） 

問い合わせ先 

所属名：鈴鹿市水道局水道総務課総務グループ 

電話番号：059-368-1673 FAX：059-368-1688 

Email：suidosomu@city.suzuka.lg.jp 
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第４回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会議事要旨 

会議の名称 第４回鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会 

開催日時 平成 25 年 5 月 10 日(金) 午後 2 時から午後 3時 30分 

開催場所 鈴鹿市水道局 2階第 3 会議室 

傍聴者 なし 

内  容 

1.開会 

2.鈴鹿市水道事業管理者あいさつ （林水道事業管理者） 

3.確認事項（議事要旨の署名について） 

 ・議事要旨署名について，会長指名により第 4 回委員会は川喜田委員に決定。 

4.議事 

 Ⅰ．第４章「施設整備計画」から第６章「財政計画」について 

（事務局より一括説明） 

【委員からの主な意見・回答】 

（下田委員）・・・今年４月に供用開始した平田送水場を最近見学したが，印象的 

には外周の道路面より敷地の高さが低く思われたため，台風等の災害時に敷地内に 

雨水が浸水し，送水タンクに入り水道水質に影響が出ることはないのか。 

（事務局）・・・外周の道路面の高さよりは低くなってはいるが，敷地内の雨水は

側溝を経由して排水されます。また，送水タンクは施設に囲われ地下及び地上数ｍ

の構造物となっているため，浸水の恐れもなく水質に影響することはありません。 

（川喜田委員）・・・送水場には監視カメラはあるのか。 

（事務局）・・・主要な送水場には監視カメラが設置されており，水道局の中央管

理室で監視しています。 

（川喜田委員）・・・老朽管更新を行う際，どの地区が一番危ないということで実

施されているのか。 

（事務局）・・・老朽管更新は布設後 40年経過を目途に更新している。 

（川喜田委員）・・・地震による耐震としてどの地区が一番危険ということはない

のか。 

（事務局）・・・東日本大震災では，都市部での造成地などでは液状化が問題とな

り，また津波による被害が大きかった。本市においても津波ハザードマップが作成

されているが，老朽管更新には津波によるデータは盛り込んではいません。 

老朽管更新は年数経過の水道管から優先的に更新しているが，震災対策については

大口径や水源に近い水道管など主要管路の更新を行い震災被害を出来る限り抑え
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るという観点から行っている。 

（河野委員）・・・液状化や津波被害の危険マップは作成されていると思うので，

水道事業震災対策計画に盛り込んではどうか。 

（松原会長）・・・地震災害の一つとして液状化についても検討し，被害想定とし

て盛り込んではどうか。 

（事務局）・・・適切に表現できるよう検討します。 

（片岡委員）・・・Ｐ35 の想定される地震の被害想定調査のデータが平成 18 年 3

月であり最新の数値や鈴鹿市の防災計画と連携して反映させた方がよいのでは。 

（事務局）・・・いくつか地震による被害想定調査は公表されておりますが，平成

18年3月に公表されました三重県地域防災計画被害想定調査結果内容に上水道管

破裂数の記載があったため，水道局としてはこの調査結果を採用しております。 

（松原会長）・・・上水道管の破裂数については，この調査結果を採用することと

し，他の調査結果については，最新の東海・東南海・南海地震等の調査データを記

載すればよいのでは。 

（事務局）・・・最新の調査結果も用いて修正を行います。 

（片岡委員）・・・Ｐ31 低圧地域解消計画の内容修正に伴い配水ブロック整備計画

との記載内容の関係が分かりづらい。 

（事務局）・・・具体的な表現を用いて修正をします。 

（川喜田委員）・・・Ｐ36 に「平成 24 年度に策定した老朽管更新基本計画をもと

に」とあるが，具体的に○○年度に△△の地域は完了すると記載することはできな

いか。 

（事務局）・・・水道管の経過年数を踏まえて，市内全域の管網の更新を行ってい

るため地域を特定した表現は困難と考えます。 

（河野委員）・・・市民にも分かりやすく，優先順位を付けてどこからやっていま

すとか表現することはできないのか。 

（事務局）・・・水道ビジョンの中では詳細な箇所の表現までは不要と考えますが，

老朽管更新基本計画の中では概ね 10 年間の整備予定箇所は図示しております。 

（下田委員）・・・水道管の更新を耐用 40 年で計画すると，平成 30 年頃には財

政計画上も資金難と予測されているが，真に更新が必要な箇所かどうかの調査を踏

まえて更新を行っていくということでよいのか。また赤字が見込まれることを承知

の上で事業を進めることとなるのか。 

（事務局）・・・老朽管更新基本計画では市内全域の管網を対象とし，耐用 40 年

を目途に更新する場合であっても概ね 80 年を要することとなります。従って膨大

な費用と期間が必要とされますが，当然のことながら経営の安定を図るためにも中

長期的に優先順位をつけながら事業を推進していくこととなります。 

（松原会長）・・・現在水道事業は黒字経営となっており，従来の財政計画では赤

字予測されながらも，結果的には黒字経営を維持しているという状況である。それ

では第 6章「財政計画」を踏まえての意見もあればお願いします。 
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（川喜田委員）・・・平成 30 年には当初算定より資金残高が大幅に減少する見込

みとなっているが，他の事業体と比較して健全と言える状況であるのか。 

（事務局）・・・本市の資金残高は近年減少してきており，今後より一層厳しい中

での水道事業経営が予測されます。しかしながら，他の事業体では，赤字経営の中

でも資金残高が本市を上回っているところもあり，資金残高だけで健全性を判断す

るのは難しいところであります。 

（松原会長）・・・これまでの実績についても当初算定との乖離が見られるため，

平成 30 年度の資金残高予測もなかなか難しいと思われる。 

（下田委員）・・・10年間の総事業費について 175億円と見込んでいたのが 167

億円に縮小されている主な要因は。やるべき事業を中止したということもあるの

か。 

（事務局）・・・当初の計画期間内での事業計画はかなりハードルを高く設定して

いるところもあり，事業実施に伴う入札差金又は全体事業計画の中で一部平成 30

年度以降の事業実施に変更することとなったことから，総事業費が縮小していま

す。 

（下田委員）・・・Ｐ41 の文末にある「料金改定も視野に入れ…」とあるが，これ

までの計画と実施との乖離から考えると今しばらく料金改定は必要ないとの印象

を受けるが。 

（事務局）・・・当時の上水道第 5 期拡張事業計画時は，予測される給水量，料金

収入を見込み計画されており，計画期間内は料金改定を行わない前提で策定されて

います。しかしながら，急激な社会情勢，経済情勢の変化から，給水量，料金収入

が低下する中，事業推進に影響が出てきているのが現状であります。 

（事務局）・・・料金収入を基本的財源とする中で，今後の景気回復基調を期待し

たとしても，人口減少社会に移行していくことからも，料金収入は現在の約 35 

億円が基準となることが予測されます。上水道の安定供給を目指す水道事業の推進

にあっては平成 30 年以降も赤字経営が予測されることからも，経営健全化を進め

ながらも，然るべき時期には料金改定も視野に入れる必要があると考えておりま

す。 

（松原会長）・・・水道事業のような公営企業は収支的にはプラスマイナス 0 が理

想であるが，慎重的に見込むと将来の赤字予測も出てくるということであろう。 

（下田委員）・・・近年の料金収入の変動の主な要因として大口需要者の専用水道

への移行も影響が大きいと思われるが，顧客離れの防止策はないのか。 

（事務局）・・・現状での対応策（規制等）はありません。 

（河野委員）・・・厚生労働省の新水道ビジョンでは「地域社会」というキーワー

ドが盛り込まれたと思うが，今回の改訂版に反映させることはどうか。 

（事務局）・・・今回はあくまで現行の水道ビジョンの見直し検証とさせていただ

き，改訂版の作成後には新水道ビジョンの策定作業も予定されることから，その中

で，厚生労働省の新水道ビジョンの基本理念を尊重し進めていきたいと考えており
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ます。 

（松原会長）・・・料金改定について再度整理すると，事務局の説明からも然るべ

き時期の料金改定もやむを得ぬ印象もあるが，しかしながら，市民理解を考慮すれ

ば十分な調査検証を行った上で慎重に作業を進めていくことが望ましいと思われ

るため，この点は事務局も十分配慮いただきたい。 

（事務局）・・・料金改定については，速やかに改定に向けての検討作業，部会の

立上げなど進め，十分な協議期間を設けての実施に心がけていきたいと考えており

ます。 

（下田委員）・・・これまでの整備計画の実施状況についても十分な検討・努力の

結果ということでの，料金改定の検討ということで理解いたしたい。 

（川喜田委員）・・・水道の供給事業として安全性の問題もあるが，民間業務委託

をさらに進めていく予定はあるのか。 

（事務局）・・・・近隣市町ではほぼ同程度の民間委託内容となっております。本

市では該当しませんが，先進的な市町では浄水場の施設維持管理を委託していると

ころもあります。また，総務・経理部門についても委託しているところもあるよう

で，本市では新たな具体の民間委託業務は見出してはおりませんが，今後の調査研

究は必要と考えております。 

（松原会長）・・・これにて全章の委員会議事を終了とし，委員会として中間検証

報告書の作成作業に入ることといたします。 

5.次回委員会について・・・12 月頃開催予定 

6.閉会 

配布資料 
1.第 4章「施設整備計画」～第６章「財政計画」 

2.財政収支計画 

問い合わせ先 

所属名：鈴鹿市水道局水道総務課総務グループ 

電話番号：059-368-1673 FAX：059-368-1688 

Email：suidosomu@city.suzuka.lg.jp 
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