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第６回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年８月１０日（木） １３：３０～１５：４０ 

 

○場   所：鈴鹿市上下水道局 本館３階 第４会議室 

 

○出席者： ・委員６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 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３名 

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）  

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リーダー 内田 薫 

営業課下水道普及グループリーダー 服部 久美 
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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（４名） 

 

○傍 聴 者：２名 

 

○内   容：下記のとおり 

 

１ 開 会 

【事務局】    

開会の挨拶と報告 

第５回審議会をもって、手平 規矩夫 委員が一身上の都合により退任をされたため、

９人の委員構成となることを報告。 

 

２ 会長挨拶 

【柴会長】 

 前回、第５回審議会では、上下水道事業の料金体系、使用料体系の現状分析や新しい料

金体系、使用料体系の検討方針について説明がありました。また、検討方針としては、経

営の安定を図る観点から、水道の基本料金収入と下水道の基本使用料収入の割合を高める

という方針や、少量使用者に配慮し、上下水道事業ともに最低従量単価を見直すという方

針等の説明がありました。 

 本日は、第６回目ということでございますが、第５回の検討方針の内容を踏まえて、上

水道事業の新料金体系案、下水道事業の新使用料体系案について説明がありますので、積

極的なご発言をお願いします。先ほど、冒頭言いましたけれども、大量の差しかえ等や修

正がありましたので、その都度、必要であればもう一度指摘してください。また、会議時
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間が２時間程度と限られておりますので、議事が円滑に進行いたしますようにご協力をお

願いします。 

 それでは、ただいまから審議に入ります。 

 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５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いることをご報告させていただきます。（木村 好

己委員は、３ 議事 （１）の資料１の事務局説明の途中からご出席。） 

 まず１番目の議案ですが、上水道事業の新料金体系案について、まず、この点から審議

させていただきます。 

 事務局からご説明をお願いします。 

 

３ 議  事 

（１） 鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について 

事務局から「資料１ 鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について」の説明がなされ、会

長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【吉島委員】   

今日の今回の案を拝見いたしまして、特に少量使用者への大幅な引き下げといいますか、

配慮されていますので、当初心配されておりました、いろいろ経済的な面でご心配な方へ

の配慮もなされておりますことから、妥当な案ではないかなというふうに感じました。 

 

【柴会長】 

ご意見として、ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 

【鈴木委員】   

一番最後の４０ページのほうで、それぞれパターン①、②、③の違いというふうなこと

で記載をいただいておるんですけれども、パターン①の場合、今の現行というふうなもの

に基づいた場合は、全く水道料金算定要領に基づいておらないということなんですけれど
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も、これは直近の水道料金算定要領に基づいておらないという意味なのか、それとも、過

去から多分これは水道料金算定要領があったと思うんですけれども、そういったものをな

じまないということで、鈴鹿市に見合うようなものを独自でつくってきてというふうな考

え方で水道料金を算定してきたのか。いずれにしても、総経費をそれぞれ需要家費別に賦

課をしておったというふうなことはあろうかと思うんですが、これは２７年ぐらいに今の

算定要領をつくられておると思うんですけれども、今の直近になじんでいないというふう

な意味なんでしょうかね。 

 

【事務局】 

今回の説明をさせていただく中で何度も出てきます水道料金算定要領は、直近の今委員

が言われた冊子が出ておりますので、それに基づいた理論というもので考えさせていただ

いております。 

 

【鈴木委員】 

あと、この記載というふうなものが例えば少し市民の方の目に触れたときに、今の算定

要領からいうと随分と、鈴鹿市の水道料金の場合には平成１０年に改正をされてから、も

う２０年近く実施をしておらないというふうなことなんですが、その間に随分と変わって

きておるというふうな部分があって、水道料金算定要領も変わってきておって、今現在の

水道料金と平成１０年に水道料金を賦課したときとは違いますよというふうなことは当然

だと思うんですけれども、そういったような意味合いがわかるような表現の仕方にしてお

いてもらわんと、何か全然鈴鹿市は勝手にやっておるやんかというふうな認識を持たれて

しまわへんのかなというふうな懸念が少しあるんですが、そういったものを少し検討いた

だければありがたいなというふうに思いますが。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。資料の中のところで、何かそういうところが表記できるような

ところがあればさせていただきたいと思います。 

 ただ、今回、算定要領に基づいたというのが、お示しした中ではパターン②になるんで

すけど、パターン③というのが、現状と算定要領という部分の中では、平成１０年度に改

定したときの考え方、少量使用者へ配慮するとかといった部分についてであるとか、従量
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料金逓増制を１トンから１０トン設けましたけれども、それ以外のところの従量の逓増制

については、基本的には前回を踏襲していこうというような考え方をやっておりますので、

まるきり前回の考え方を無視したわけでもありませんし、部分、部分、特に算定要領に基

づくところについては、現在は基本料金割合を上げていきましょうという流れになってお

りますので、そこを特に尊重させていただいておるというような形でございます。 

 

【柴会長】 

今の過去からの状況を知っている人に説明するにはそれでいいですけど、これを市民の

皆さんに説明するときには、前のことの経過を知らなくてもわかるように説明をお願いし

ます。ちょっと補足ですが。 

 それでは、ほかにご意見はありますか。 

 

【木村（好）委員】   

前回の料金水準の算定方法ということで、総括原価主義で全ての原価は水道料金に賦課

していいということだったと思うんですけれども、ここの１２ページ等に、以前からの資

料にもあったんですが、運転資金といいますか、繰入金をなくすためだと思うんですけれ

ども、賃金水準として１５％とか１０％ということが書いてあるんですけれども、資金水

準の１５％とか１０％の妥当性といいますか、水道法の総括原価主義で、こういう資金の

ものを水道料金に賦課していいのかどうか、きちっと調べていないのでわからないんです

けれども、一応原価としては、支払い利息とか資産維持の参入については使用料金に賦課

していいということになっているんですけれども、資金水準、そういった事業を運転する

ために必要な資金を１５％とか１０％必要だという見解は、これは資本維持の費用とみな

してこれだけ必要だというふうにお考えなのかどうか。とすれば、資産維持に必要な根拠

として１５億の根拠づけとかそういうのがあるのかどうか、その辺をちょっと教えていた

だきたいんですけれども。 

 

【事務局】 

今回、資料１２ページに改定案、第４回だったかと思いますけれども、まずお示しさせ

ていただいたときから、まず、料金改定を検討させていただきましたのは、今から水道施

設の耐震化を進めていくという部分の中で、平成３２年度には補塡財源の不足が生じると
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いうような前提があったかと思います。その中で、いわゆる水道料金算定要領に基づきま

すと、５年間の算定期間としますと、総括原価で計算しますので、３５.６％の改定にな

るというような前提になりました。 

 ただ、それは、３５％、３６％改定しますと、使用者への過度の負担が非常に大きくな

るというようなことの中から、じゃ、前提としましてはどうしましょうかということで、

平成３８年度の資金水準を目標として料金改定をさせていただきたいというようなことを

お示しさせていただきました。 

 ①の１５％となりますのが、１つは、現在、災害等が発生したときに水道料金が半年ほ

ど入ってこないというのが、東北の震災であったりとか熊本の震災であったというような

部分から、半年間の。ただ、半年間の支払いがありますので、半年間の支払いを確保でき

る水準が約１５億円、それは維持管理費用であるとか企業債の償還費用を積み上げたもの

です。それプラス、現在、熊本の地震が起こった後、総務省のほうが示しました災害復旧

に必要な費用というのが算定できるようになっております。それで必要な資金が１５億、

合わせて３０億円というふうになるんですが、その３０億円を３８年度に確保しようとい

うものが改定率１５％の①案になります。 

 ②案につきましては、さきに説明させていただきました、災害時に対応できるような資

金水準、これが１５億円になりますので、１５億円というような形を説明させていただき

ました。また、前回の第５回の途中で、やはり企業会計とはいいながら、やはり日々の支

払いは現金が必要になってまいりますので、３０年度から３８年度の平均事業費を出させ

ていただきまして、それに対してどれだけ資金が毎年不足するのか、どれだけの手持ちの

現金を持っていないと支払いに対応することができないのかというのをお示しさせていた

だきました。その資金の水準が１４億８,０００万程度だったと思うんですが、それで１

５億円というような形にさせていただいて、資金水準１５億円を確保したいと、その場合

の改定率が１０％になると。その場合、今回前提とさせていただいた１２.５％になった

わけですけれども、そういった部分で、全て職員の賃金とかそういう水準を守るわけでは

なくて、事業を運営していく中で、どれぐらいの資金を持って、運転資金、特に現金に着

目して、どれほどの現金を持っていないと運営ができないのかという部分の中で、今回の

改定のパーセンテージをお示しさせていただいております。 

 

【柴会長】 



 -7- 

設定基準の説明は何度かされているので、そのとおりかと思いますが、先ほどの質問は、

そういう計算された資金水準を加味していいのかどうかという、まずそこの質問でした。

それが、詳細を自分で調べていないんだけれどもという質問だったと思うんですが。 

 

【事務局】 

資金のあり方につきましては、算定要領に詳細な、どれだけ資金を持っていないといけ

ないのかというのが示されたものは存在しておりません。ただ、どのような資金水準を確

保するべきなのかということを、審議会の中で鈴鹿市としてはこの水準を確保していきた

いということをご提示させていただきました。算定要領の中で料金改定に当たっては、総

括原価でやりますので、踏まえてきましたのは、示されています必要な維持管理費である

とか、そういったもので算定をしたということです。 

 

【柴会長】   

いや、そうではなくて、総括原価の趣旨からして、そういう必要資金を維持するための

金額を加味して計算してもいいのかどうか。よかったら、それでこの案を議論できるとい

うことですよね。総括原価方式、必要なコストを全部計算する中にこれが入るか否かとい

う、そういう質問だった。 

 

【事務局】 

１つは、そうしましたら、算定要領の中には、今後、資産維持率という部分の中、資産

維持に必要なものを含めてもよいよという考え方がございますので、資金水準として、こ

こ、１５億円であるとかという部分についてを設定して料金を算定していくことについて

は、算定要領に関するものではないと考えます。 

 

【柴会長】 

というのが答えですね、最後の。 

 

【木村（好）委員】   

そういう考えであればいいと思うんですけれども、私が危惧するのは、資料１２ページ

の①案の場合ですと、復興災害費用１５億と、それから資金水準３０億という形になって
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いて、多分、災害復興費は最近の通達で出ているので、当然これだけの必要な資産の維持

費という見解であればそれでいいんですけれども、逆に言うと、１５億と３０億が必要で

あれば、逆にそちらをとらないと、また、結局気がついたときには、基準というか、繰り

入れないとだめだとか、過去の実績からいうと、結局料金体系が低かったので、その分繰

り越してきているので、逆に真ん中をとって妥当な数字にするというよりも、ほんとうの

健全に運営するためにこれだけの料金体系にしないとだめであるのであれば、そちらにし

て、そのためにはこういう理由で、資産維持費というもので１５億と３０億必要ですとい

う説明の仕方のほうが納得できて、もし生活困窮者とかそういう人が出てきたら、また、

それは料金体系じゃなくて、それ以外のところというかで手当てをしたほうが、経営を健

全化していくためには本来あるべき姿じゃないかなと思うんですけれど。 

 

【事務局】 

パターン①が、現行という部分の中で一律１２.５％改定させていただくという形です

ね。パターン③が事務局としては望ましいのではないかというようなことをお話しさせて

いただきました。パターン①がなぜ望ましくないかと考えますのは、現在、第１回の審議

会でもお示しをさせていただきましたけれども、現行の料金体系で比べた場合、鈴鹿市の

場合、使用量が増えたときに他市よりも料金体系が、お支払いいただく料金が安くなって

おりまして、トータルでは、要は使っていただく水量に非常に使用料収益が影響されてし

まいまして、それはやはり水量が減るというのは節水が進むとかということで、収入がも

のすごく、ちょっと減ったことによって収益が安定しないという面では、従量料金に訴え

ていくのはよろしくないというのが算定要領でも言われている話です。 

 もう一つ、算定要領のことをお話しさせていただきますと、やはり一定程度基本料金、

基本料金といいますのは、皆様に水をお配りさせていただくのに、水源であるとか水道管

とか、そういったものを整備させていただく、準備をさせていただいていますので、そち

らで一定程度料金をいただくほうが経営の安定化につながると。ですので、パターン①で

いきますと、基本料金が少ないので、使用量によって収入が非常に影響を受けてしまいま

して、安定化しないと。なので、パターン①は望ましくないというふうに考えております。 

また，本日の資料１１ページは、いずれのパターンも改定率１２.５％を前提としたも

のなんですけれども、１２.５％を改定するときの料金体系案のパターン①、パターン②、

パターン③なんですね。１５％、１０％、１２.５％と載っています資料１２ページにつ
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いては、料金の改定率の話なんですね。木村委員におっしゃっていただいたのは、例えば

１５％上げたらという話なんですけれども、１５％上げたときに、前回、この１５％のと

きもお話をさせていただいたと思いますが、１５％の改定になりますと、一般使用者の方

へのやはり負担が非常に大きいだろうという部分の中で、上下水道事業として必要な運転

資金を確保したいというのが、必要な運転資金がどこなのかという部分の中で検討した結

果が、今回お示しした１２.５％改定になります。 

 

【木村（好）委員】   

私が言いたいところは、結局、経営健全化のために料金の改定をするわけですよね。以

前は料金が低かったから、繰り越したりして、企業債とかそういうのが増えていたんです

けれども、健全化するためには、やっぱり経営に係る原価を全て料金でまず原則として賄

うというのがいいと思うんです。それで、ここで①と②の中間案として持ってくるという

発想をしていると、また料金が低くて経営健全化に進むことができなくて、また同じよう

な結果になってくるんじゃないかというので、基本的に原価がこれだけかかるのであれば、

料金体系としては原則それなんです。それで、いろんな不都合なところとか出てくるもの

は、ほかの施策できちっと困窮者の負担にならないようにとか、別のことで対応されたほ

うがいいんじゃないかというのが私の見解なんですけど。 

 

【柴会長】   

それはわかっています。だから、２つの案が今出ていると。妥当ですねという案と、こ

れでは足りないんじゃないかという案と２つ出ていますということです。 

 ほかにありますか。いかがですか。 

 

【石川委員】   

私も吉島さんと同じ意見でして、基本的にはこの案でいいと思うんですね。ただ、副会

長もおっしゃっていましたように、説明責任というのをどうするかということでしょうね。

説明をどうやるかと、この改定をうまく伝えるということだけだと思いますけれども、そ

ういう意見です。 

 

【柴会長】   
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じゃ、せっかくですから、どうぞご意見。今は、妥当であるという意見が。 

 

【森川委員】   

私も妥当だと思います。前回お願いした少量使用者の方への配慮というのをすごく考え

ていただいて、いい案だと思います。ありがとうございます。 

 

【柴会長】   

では、３人が妥当なのではないかということですが、木村委員の懸念というか，また同

じ議論を繰り返さないといけないのではないかと、そういうものは、いつぐらいまでは大

丈夫ですよと、例えば、そういう見通しからして、すぐにまた改定の議論をしないといけ

ないという状況にはないというようなことは、数字はありますか。 

 

【事務局】   

木村委員には、経営の安定化のために上げられる部分、必要なものについては必要やと

言って取ったらどうだというお話で、非常に収入を心配していただいているご意見だと思

っております。 

 今回、たまたま１２.５％というのが１０と１５％のほんとうの真ん中の数字になりま

したけれども、これまでも、平成１０年度が鈴鹿市の水道料金の改定の最後でしたが、そ

れまでは４年に１度ほど料金改定を継続的に一定の期間でやってきておりました。このお

話も、木村委員から、今までやってこなかったから改定率が高くなるんじゃないのという

ことを審議会の２回目か３回目のときにご意見いただいて、そういったものも確かにそう

いったところになっておるんですけれども、今回、１２.５％をさせていただく部分の中

で、今から３８年度に向けて経営を計画的に進めていくわけですけれども、中間地点の５

年が経過するときには、おそらく、経営戦略は計画どおり進んでいるのか、毎年減少はし

ていきますけれども、中間的な検証をさせていただくときに、実際のところはどうなんだ

ろうということを検討することになろうかと思います。 

 また、１２.５％上げることで、またすぐになるんじゃないかというようなお話をいた

だいておりますけれども、今回、この１２.５％といいますと、日々の運転資金、毎年事

業をしていくのに確保していないともたないという１５億円を一定程度、３２、３年度を

除き、一定程度ずっと１５億円を確保できるというようなことになりますので、今のまま



 -11- 

計画的に、よほどの変化がない限りは、３８年度までは何もなく水道の事業は安定すると

いうふうに考えております。 

 また、水道事業につきましては、一般会計からの繰入金といったものはいただいており

ません。原則として、皆さんからいただく水道料金で賄っておるというところですので、

その料金でもって今後も独立してやっていける水準だと考えております。 

 

【柴会長】   

よろしいですか。 

 

【木村（好）委員】   

はい。 

 

【柴会長】   

じゃ、木村委員からの経営安定化に関するご心配というか懸念もありましたけれども、

おおむね妥当な案ではないかというご意見だったと思います。ただ、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、事務局はさらに検討していただきたい

と思います。 

 これでよろしいですか、副会長。 

 

【鈴木委員】   

はい。 

 

【柴会長】   

では、この後、下水道事業の新使用料体系についても事務局より説明がありますので、

そちらのほうでもご意見をお願いしたいと思います。 

 

（ 休  憩 ） 

 

（２） 鈴鹿市公共下水道事業の投資・財源試算の見直し及び鈴鹿市下水道事業の新使

用料体系案について 
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事務局から「資料２－１ （２） 鈴鹿市公共下水道事業の投資・財源試算の見直しに

ついて」と「資料２－２ 鈴鹿市下水道事業の新使用料体系案について」の説明がなされ、

会長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【木村（好）委員】   

建設改良費の見通しとか企業債の発行の見通し、これは見直されたんですが、その理由

が業務単価が増加しているということで、災害等とかオリンピックがあるからということ

でされたと思うんですが、災害は別にしても、オリンピック等で今値段が上がっているの

は当然なんですけど、逆に言うと、その数値でこの１０年間展開するよりは、逆に５年ぐ

らいで、オリンピックの後で単価がどうなるかわからないんですけれども、今わかる範囲

の合理的な数値で、もうちょっと現実的なシミュレーションというか、展開されたらどう

かなと思うんですけれども、今の現状の前提で全て１０年間展開するんじゃなくて、１年

ごとに仮定を変えろとは言わないんですが、５年ぐらいでちょっと現実的な数値というの

をつくられたらどうかというのが私の意見です。 

 

【柴会長】   

ついでにというか追加的に言うと、過去のデータを修正されたことによって第４回の審

議の結論が変わりますか。あるいは、今回の使用料体系のところに影響するんですか。そ

のあたりが関係しているとは思いますけどね。 

 

【事務局】   

財源の試算については第３回でお示しさせていただきまして、第４回のときに、ここの

繰入金のあり方について財政協議をした結果、またお示しさせていただきますということ

で、第４回で基準繰り入れと基準外繰入金が、トータル繰入金は変わりませんけれども、

そこの両方の差し引きについて４回でお示しさせていただいて、そこでご審議いただきま

した。 

 今回、大きく変わりますのは、２―１の中で説明をさせていただきましたけれども、現

在、繰入金の１つの要因となっておりますのが、総務省が示しております下水道事業特別

分というのがありまして、それを発行することによって、一定程度の企業債償還の平準化
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を図ることとともに、一般会計からの繰入金のうち基準内繰入金が増えますので、トータ

ルとしてはこの期間、平成３８年度までにおいては基準外繰入金が少なくなりました。そ

れと、消費税の推計の仕方なんかが若干重複しておったところがありましたので、見直し

た結果、いわゆる汚水処理原価というものが下がりましたので、今まで使用してきたもの

よりも経費回収率なんかは上がっておりますので、影響は、悪い方向の影響ではなく、よ

い方向への影響があったかと思っております。 

 

【柴会長】   

先ほど委員から指摘のあった、一時的なコスト増かもしれないのがずーっと先までシミ

ュレーションで入っていて、やや非現実的ではないかと、５年ぐらいしたら見直したほう

がいいかという意見だったと思いますが。 

 

【事務局】   

水道事業と同様、今回、平成３８年度末までの経営戦略となっておりますが、中間地点

となります平成３５、６年度ぐらいには中間検証を行いまして、現在の経営戦略がいいの

かどうなのか検証しますので、そのときには建設改良費につきましてもあわせて見直しを

行う予定です。 

 

【柴会長】   

資料の改定で以前の数値をより正確に理解できたと思いますが、それがこの後の資料２

―２の新使用料体系案については、あんまり今考慮しなくてもよろしいですか。 

 

【事務局】   

今回の使用料体系案の検討の中でお示しさせていただいています２０％の改定を前提に

しておるものにつきましても、下水道使用料の算定の基本的な考え方でいきますと、約８

０％ぐらいの改定になるという前提があるんですが、それでは使用者への改定の負担が大

きいという部分の中で、今回の改定率２０％の設定をさせていただいたのも、平成３８年

度時点で経費を何％ぐらい回収しておるようにするのかというような目標をお示しさせて

いただいて改定率を考えさせていただいてありますので、そちらへの影響もないと思って

おります。 



 -14- 

 

【柴会長】 

じゃ、資料２―１はよろしいですか。まだ意見がございますでしょうか。 

 では、資料２―２の新使用料体系案についてご意見がございましたらお願いします。料

金改定案の基本的な思考パターンは先ほどと同じなんですが、数字も含まれていますので、

改定率とかそういうことについてのご意見でももちろん構いません。いかがでしょうか。 

 

【石川委員】 

今度、少量使用者とそれから一般使用者と比較したときに、農業集落排水のパターン③

の改定率が、いわゆる一般のほうが低くて少量のほうが高くなっているんですね。 

 

【柴会長】   

何ページでしょうか。 

 

【石川委員】   

これは比べてみなきゃわからんですけど、３３、３４を比較しますと、少量使用者と一

般使用者のところなんですけど、それが公共下水道ですと、考え方で少量使用者が、ちょ

うど一般の場合の比率が上がっていくのが、一般のほうが上がっているんですけど、でも、

こっちは逆転しているんですけど、その辺、何か、農業集落排水についての考え方が違う

ということですけど、ここはよく理解できませんね。 

 

【柴会長】   

じゃ、お答えください。 

 

【事務局】 

現在、現行ですと、公共下水道の使用料の体系と農業集落排水事業の使用料の体系が異

なっております。現在の状況を言いますと、農業集落排水事業のほうが使用料が相対的に

低い、基本料金も安いですし、従量使用料も安いという体系になっております。今回、経

営戦略を策定させていただく中で、今後、集落排水事業の公共下水道への事業の統合であ

ったりとか、行政からのサービスとしましては、生活排水処理のサービス提供というよう
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な形ですので、水道使用量が鈴鹿市内どこでも同じ使用料をいただくように、下水道の処

理費用についても鈴鹿市内どこでも同じ料金にさせていただくという前提の中で、今回、

公共下水道使用料と集落排水事業の使用料を統一にさせていただくという方針を第４回目

のあたりでお示しさせていただきまして、それについてご了解を得ていますので、料金を

統一したことによって、安かったのが高くなったというような形です。 

 

【石川委員】   

見え方だけですね。 

 

【事務局】   

見え方です。 

 

【石川委員】   

はい、わかりました。 

 

【柴会長】 

よろしいですか。 

 

【石川委員】 

よろしいです。 

 

【事務局】 

ですので、お支払いいただく料金は１０トンでも、１０トンを見ていただいたときに、

パターン③やったら公共下水道は２,３５０円ですし、集落排水事業のほうについても２,

３５０円の同じお金をいただく。それは３３ページですね。３４ページの４０トンにつき

ましても、パターン③やったら５,５００円、公共下水道はいただきますけれども、集落

排水事業についても５,５００円いただくと、ここは料金を統一したと。 

 

【柴会長】   

じゃ、一応資料を確認していただきました。 
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 ほかにありますでしょうか。 

 特にないようでしたら、案としては、パターン③が最も妥当なものとして提案されてい

ます。これでよろしいでしょうか。よろしいですか。 

 

【木村（好）委員】   

パターン③の場合ですと、従量使用料の最低というのはすごく少ないんですよね、５円

ということで。この辺は、多分配慮してそういう形になったのか。ただ、これは公式で固

定と変動のところを割ると、一定の基準内でたまたまこういう数字になったということな

んですが、意図的に最低単価、５円ぐらい低くして低使用量の人を配慮したということな

んでしょうか。 

 

【事務局】   

これまで、この１トンから１０トンという区分はございませんでした。今まで１トンか

ら２０トンでした。５５円という形だったんですけれども、ここを少量使用者、今回、基

本使用料を改定、高めることによって、何もなければ少量使用者ほど改定率の影響が大き

いという結果になります。その中で、１から１０トンというところを設けさせていただき

まして、その負担を調整させていただいたというようなところでございます。 

 

【木村（好）委員】 

公式的に、そういう形で出てくるという。 

 

【事務局】 

従量使用料の配賦の仕方については、算定の考え方で具体的な考え方も示されていない

中で、従来のそういう部分の中で、従来設定してきた、鈴鹿市としては従来の逓増制を尊

重しながら、１１以上につきましては今までの逓増制を尊重させていただいておるんです

けれども、１から１０トンについては、特に少量使用者の配慮のために設けさせていただ

きまして、その単価を設定させていただいているということです。また、非常に５円とい

う部分については安価になっておりますけれども、この５円の設定につきましては、鈴鹿

市だけではなくて他の団体でもそういう設定例がございますので、妥当というふうには考

えております。 
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【柴会長】   

よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは、ご意見等が尽くされたと思いますので、さまざまなご意見がありましたが、

基準外繰入金に頼らない事業経営に必要となる自主財源の確保に向けて、事務局におかれ

ましてはさらに検討していただくようお願いします。 

 さて、次の議案ですが、上下水道事業の経営のあり方に関する答申のまとめ方について

ご意見をいただきたいと思います。 

 今後、答申としてどのようにまとめていくかという、そういう段階に入ってきたかと思

います。さきにお諮りして、答申のまとめ方の共通認識を諮った上で、第１回審議会で諮

問のあった上下水道事業の経営のあり方に対するご意見をいただいたほうがよろしいかと

思いますので、３点目の議題となります答申のまとめ方についての説明をお願いしたいと

思います。 

 

（３）上下水道事業の経営のあり方に係る答申のまとめ方について 

 事務局から「参考資料１ 上下水道事業の経営のあり方に係る答申作成の進め方（案）」、

「参考資料２ 上水道事業の経営のあり方に係る答申のイメージ（案）」の説明がなされ、

会長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【柴会長】   

今ご説明がありましたが、第１回のときに諮問を受けた内容に対する答申案の取りまと

め方ということで、各委員個人個人のご意見はございますが、当審議会の総意としてまと

めるというのが答申の役割だと思います。ただ、その中で、答申の作成にぜひ考慮せよと、

いろんなご意見があるでしょうから、それをどのように吸収していくかと、そのプロセス

を今説明されたものと思います。 

 参考資料１の１ページ目の１から６を見ながら、ご意見等がございましたら、ぜひどう

ぞ。わかりにくいなとか、そういうのがありましたら、ぜひどうぞ。 

 これは具体的にどうやって意見を出せばいいんですか、もし個人的に意見がある場合は。 
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【事務局】   

おつけしております、本日付の日付で出していただいていますこの意見の提出について

という中で、後ろに意見提出表というものをつけさせていただいております。メール、そ

れからファクス、それから郵便でという形でご提出のほうをいただければというふうに考

えておりますけれども。 

 

【柴会長】   

私が質問したあれですけれども、該当ページ等例として第何回資料三角、四角ページと

書いてあるでしょう。それは過去の資料を全部見ながら、ここの箇所についての意見とか、

そういうものを提出するのですか。その審議会の全体としての取りまとめですが、細かく

過去の資料の個別のページを指摘して出すという方法だと、取りまとめが大変じゃないで

すか。 

 

【事務局】   

１つの例としまして、個別の該当ページ等に対するご意見があれば、このような形でご

提出いただき。 

 

【柴会長】   

例えば、全委員に対して、第１回から今日までの各回において合意できた内容を要約し

た形でお示しいただいて、それに対する意見を求めるとか、そういう方法だってあると思

いますけれども。いろいろ議論されましたけれども、今日で最終的には妥当な案ですと合

意できている内容を要約して書いていただいて、こういう審議の流れであったけれども、

それでいいかとか。この最後の表だけ私も渡されたら、どうしようかなといって、いっぱ

い書かないといけない。取りまとめの方法なんですけどね。 

 

【石川委員】   

全く同意見で、今までそれで意見を出し合ってきて、ここまで来たわけじゃないですか。

それを最終的に答申案としてまとめられて、まず議長と副議長に見ていただいてというこ

とだったら、別にそれでいいんじゃないですか。そこに意見を出せばということじゃだめ

なんですかと思いますよ。それで全然問題ないんじゃないですか。一々もう一回資料を見
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直して、もう一回、今まではどうだったんですか、全部してくださいって。それは、言い

たいことがあったら、それはね。 

 

【木村（好）委員】   

議事録に残っているから、その過程のあれは。 

 

【石川委員】   

だから、いいんじゃないですかと思いますけどね。 

 

【柴会長】   

我々、会長、副会長で一応答申案を作成することになっていますから、その後、それが

皆さん委員のほうに送付されるわけですから、その段階でおかしかったら。 

 

【石川委員】   

手続上それが必要だという何か規定があるんだったら別ですけど、その規定がないんだ

ったら、それでいいんじゃないですか。 

 

【柴会長】   

それじゃ、素案は事務局が作成し、会長、副会長、前の２人がチェックするということ

で、そのチェック後の分が答申の素案ということで委員の皆様に送付されると、そういう

手続でよろしいですか。 

 

【事務局】   

そのような形で、あと、ここに欠席、各回、毎回欠席の方もいますので、その方につき

ましては、それぞれ資料を見る中でご意見があればという形で、ご質問とかですね。 

 

【石川委員】   

それは、欠席は自己責任だから、仕方がないと思いますけどね。だから、それは議事録

の時点で何かおっしゃったらよかったんじゃないですかということになるんじゃないです

か。それを今さかのぼって、それはないと思いますけどね。 
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【柴会長】   

多分、それを入れると、全体のそれぞれの各回のまとめが覆るような個人的意見が出て

くる可能性はありますから。いいですか。それは省略しません？ 

 

【事務局】   

はい、わかりました。 

 

【柴会長】   

では、これで、審議、本日の分は全部終わったんでしょうか。 

 それでは、皆さんご異議ないようですので、今、修正提案しましたけど、簡略化した方

法で取りまとめていただきたいと思います。それでは、議事３、３つ目の議題については

以上とさせていただきます。 

  

４ その他 

（１）第７回鈴鹿市上下水道事業経営審議会の日程 

【事務局】   

第７回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年１０月１２日（木） 午後１時半から２時間程度 

場所 本館３階第４会議室（第６回と同じ） 

 

―― 了 ―― 


