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1 鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



１ はじめに
１．１ 第６回審議会の内容

第５～６回審議会では，上水道事業の新しい料金体系について検討します。このうち，第６回では，第５回
で示した検討方針に基づき，具体的な新料金体系案を提示します。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

第５回審議会

 料金体系制度の概要
 料金体系の現状分析
 現状分析を踏まえた新しい料金体系の検討事項

第６回審議会  第５回の現状分析等を踏まえた具体的な新料金体系案の提示
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ステップ1
財政計画の策定

ステップ4
料金表（案）の確定

ステップ3 
料金体系の設定

 将来の水需要予測の算定

 将来の財政収支のシミュレーション

 料金体系決定における検討方針の説明

① 基本料金収入と従量料金収入の割合の設定

② 基本水量の設定

③ 口径別基本料金単価の設定（口径別従量料金）

④ 従量料金の逓増度の設定

⑤ 従量料金の水量区画の設定

⑥ 用途別料金の設定（用途別，口径別料金体系の採用）

 各種検討事項の説明

 料金表案のパターン提示

 料金算定の手法の説明

 料金算定の手法の決定

 料金算定期間の設定

 総括原価の算定

 料金改定率（資産維持費）の決定

ステップ2
料金水準の算定
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１ はじめに
１．２ 上水道料金の算定フロー（第５回審議会資料より）

水道料金については，まず，料金で賄うべき総括原価を算定して，必要な改定率を算出します。その後総

括原価分解をして一定の方法で使用者に総括原価を配賦し，基本料金と従量料金を算出します。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

第
５
～
６
回
で
検
討

第
１
～
４
回
で
検
討

総
括
原
価
の
算
定

料
金
体
系
の
設
定

（出所）公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」（平成27年2月）を参考に作成



１ はじめに
１．３ 上水道料金制度の概要（第５回審議会資料より）

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

水道料金制度は団体によって異なり，鈴鹿市は二部料金制のうち，基本料金は用途別口径別併用，従

量料金は逓増型を採用しています。

二部料金制

用途別
（例：公衆
浴場用，
学校用）

口径別
（水道メー
ターの口
径によって
区分）

用途別
口径別
併用

逓増型 逓減型

基本料金 従量料金

単一型

一部料金制

定額料金制
または

従量料金制

 料金の構成には，定額料金制または従量料金制のいずれかである一部料金制，基本料金と従量料金から成る二部料金制，そして特約
制度などがありますが，水道では二部料金制を採用しているケースが多いといえます。

 基本料金については，用途もしくは口径によって異なる料金設定とし，それぞれ用途別，口径別料金体系と呼び，それらを併用している
ものもあります。

 従量料金については，使用水量に応じて単価が変動するもの（逓増・逓減）と単一のものがあります。

※ ほかに，基準水量を超えて使用した水道水を低額な単価で提供する大口需要者特約制度など

鈴鹿市
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１ はじめに
１．４ 料金体系に対する基本的な考え方（第５回審議会資料より）

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について5

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。

料金体系の方向性を考えるに際し，料金収入の受取側である水道事業者（市）と支払側である使用者（市

民，企業等）の両面から検討を行います。



用途 口径 基本料金 従量料金単価（/㎥）

専用栓

13mm 1,100円

～20㎥ 60円
21～40㎥ 110円
41～60㎥ 150円
61～100㎥ 170円
101～200㎥ 190円
201㎥～ 205円

20mm 1,800円

25mm 2,200円

40mm 10,400円

50mm 19,000円

75mm 37,800円

100mm 74,000円

150mm 144,000円

200mm 270,000円

300mm 624,000円

公衆浴場用 200㎥まで 8,000円 201㎥以上 110円

臨時用 20㎥まで 9,600円 21㎥以上 430円

一般に，料金体系決定においては以下の7点が検討事項となります。なお，次項以降の検討方針を踏ま

えた料金体系案を第６回では提示します。

１ はじめに
１．５ 料金体系の具体的な検討事項（第５回審議会資料より）

③口径別基本料金

②基本水量
（鈴鹿市は設定なし）

①基本料金と従量料金の収入割合

⑤水量区画

⑦用途別料金の検討

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について6

④従量料金の逓増度
（最低従量単価）

⑥口径別の従量料金
（鈴鹿市は設定なし）

（２か月当たり）



１ はじめに
１．６ 主な検討事項（第５回審議会資料より）
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主な検討内容 検討項目 現状 検討方針

企業経営の安
定化

①基本料金収
入と従量料金
収入の割合
の設定

• 基本料金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
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

④従量料金の
逓増度の設
定（最低従量
単価）

⑤従量料金の
水量区画の
設定

• 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，1～
20㎥の区画を細分化することを検
討します。

７つの検討事項のうち，企業経営の安定化を図る観点から，基本料金の割合を高めるほか，少量

使用者への配慮から，最低従量単価の見直しや1～20㎥の区画を細分化すること等を主に検討し

ていきます。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



１ はじめに
１．７ 検討項目ごとの現状や検討方針①（第５回審議会資料より）
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検討項目 現状 検討方針

①基本料金収入と
従量料金収入の
割合の設定

• 基本料金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ます。

• 鈴鹿市の基本料金・従量料金の割合は
水道料金算定要領を参考に算定した割
合と比較して基本料金の割合が低めと
なっています。

• また，他団体対比でみても，ボリューム
ゾーン（60㎥/２か月）の基本料金の割合
が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。

• ただし，大幅な引き上げは少量使用者の負
担が大きくなるため，必要に応じて引き上げ
幅の調整を検討します。

②基本水量の設定 • 水道料金算定要領では基本水量を付与
する料金体系は漸進的に解消するもの
とすると記載されています。

• 鈴鹿市では基本水量は設定していませ
ん。

• 新しい料金体系でも設定しない方向で検討
します。

項目ごとの検討方針は以下の通りです。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



１ はじめに
１．７ 検討項目ごとの現状や検討方針②（第５回審議会資料より）

9

検討項目 現状 検討方針

③口径別基本料金
単価の設定

• 鈴鹿市では，全ての口径で他団体平均
と比べて基本料金が低く，口径が大きく
なるほど，乖離が大きくなっています。

• ①での基本料金収入と従量料金収入の割合
を検討した後，検討した水準を確保すべく，各
口径へ基本料金を配賦します。

• 各口径に配賦する際は，各口径ごとに必要と
なる費用や需要実態等を勘案します。具体的
には，水道料金算定要領の算出方法を基に
決定し，必要に応じて調整を検討します。

④従量料金の逓増
度の設定（最低
従量単価）

• 鈴鹿市は，逓増型従量料金制度を採
用していますが，最低従量単価が他団
体平均比高い一方，最高従量単価は
低いため，逓増度は低くなっています。
このため，少量使用者の負担が相対的
に大きくなっています。

• ①で示した通り，基本料金の割合を高めると，
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。

• ただし，逓増型従量料金は経営の安定性を
欠く料金体系となりつつあるため，負担を過
度に特定の使用者に偏らせ，逓増度が大きく
引き上がることが無いよう，引き上げ幅は慎
重に検討します。

項目ごとの検討方針は以下の通りです。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



１ はじめに
１．７ 検討項目ごとの現状や検討方針③（第５回審議会資料より）
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検討項目 現状 検討方針

⑤従量料金の水量
区画の設定

• 水道料金算定要領の参考資料では，水量
区画を概ね３から５段階とし，需要実態等
を考慮して料金単価を決定することとされ
ています。

• 鈴鹿市の区画は現在６段階ですが，最低
従量単価は他団体平均比高くなっており，
少量使用者の負担が相対的に大きくなって
います。

• 使用水量が低いほど，他団体比従量料
金が高い傾向にあり，1～20㎥の区画を
細分化することを検討します。

⑥口径別の従量料
金の設定

• 口径別の従量料金は，使用水量に応じて
負担すべきものであることから，水道料金
算定要領では口径等に関わらず，原則とし
て均一とすることとされています。

• 鈴鹿市では口径別の従量料金の設定をし
ていません。

• 新しい料金体系でも設定しない方向で検
討します。

⑦用途別料金の設
定

• 鈴鹿市では公衆浴場用，臨時用のみ設定
しています。

• 現状同様，公衆浴場用，臨時用のみ設定
する方向で検討します。

項目ごとの検討方針は以下の通りです。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



２ 新しい料金体系の検討
２．１ 検討すべき料金体系案について

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

新料金体系の検討に際しては，パターン①現行体系に即した体系案を検討するほか，料金の適正化を図った

パターン②水道料金算定要領に基づいた料金体系案，パターン②で算定した理論的な料金体系案を参考に

しつつ，パターン③急激な負担増とならないよう少量使用者の負担等に配慮した体系案を検討していきます。
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パターン②
水道料金算定要領に基づく体系案
（料金適正化：水道事業者の視点）

• 日本水道協会が示した「水道料金算定要領」（平成27年2月）や同

要領を解説した「水道料金改定業務の手引き」（平成29年3月）で示

されている方法に基づき，基本料金収入と従量料金収入の割合，

口径別の基本料金等を算定し，料金の適正化を図った理論的な料

金体系案を示します。

パターン③
理論と現状を踏まえた体系案
（少量使用者等への配慮：使用者の
視点）

• パターン②で算定した理論的な料金体系案を参考にしつつ，現行
料金体系と比較して，急激な負担増が生じないよう，配慮した体系
案を検討します。特に，少量使用者の負担には十分配慮した体系
案を検討します。

パターン①
現行体系を維持した体系案

• 現行の料金体系を維持して，基本料金，従量料金とも一律に同じ割
合で改定した場合の体系案を示します。



２ 新しい料金体系の検討
２．２ 検討に際しての前提①（改定率）

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

料金改定率について，第４回では確保すべき資金水準を基に15%と10％の２案を提示しましたが，今回

の料金体系案の検討に際しては，その中間値である12.5％の改定率で検討します。

案
料金
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％
• ①，②の中間案で，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。

12



２ 新しい料金体系の検討
２．２ 検討に際しての前提②（維持する制度・体系）

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

新料金体系の検討に際しては，実態等を踏まえ，二部料金制を維持していくほか，口径別・用途別料金

体系（用途別は公衆浴場，臨時用のみ）も維持していきます。

13

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｣
こととされており，今後も維持していきます。

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。

• このため，口径別料金体系を維持していきます。

（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。
• このため，公衆浴場用と臨時用については，今後も維持していきます。なお，上記以外は

口径別料金体系を適用します。



３ 現行を維持した料金体系案（パターン①）
３．１ 料金体系案の概要
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検討項目 考え方

①基本料金収入と従量料金収入の割合の設定
• 割合は現行と同一
（基本料金：従量料金＝24:76）

②基本水量の設定 • 設定しない（現行と同一）

③口径別基本料金単価の設定
• 口径別の基本料金単価の割合は現行と同一で，一律に

12.5％引き上げ

④従量料金の逓増度の設定（最低従量単価） • 現行の従量料金単価を一律に12.5％引き上げ

⑤従量料金の水量区画の設定 • 現行と同一

⑥口径別の従量料金の設定 • 設定しない（現行と同一）

⑦用途別料金の設定
• 公衆浴場，臨時用の体系の単価について，一律に

12.5％引き上げ

現行料金体系を基にし，基本料金収入と従量料金収入の割合，従量料金の水量区画は現行と同一と

するほか，口径別の基本料金や従量料金等の改定率は一律12.5％とします。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



用途 口径 基本料金 現行差 従量料金単価（/㎥）（現行差）

専用栓

13mm 1,200円 +100円

～20㎥ 70円（＋10円）
21～40㎥ 125円（＋15円）
41～60㎥ 170円（＋20円）
61～100㎥ 190円（＋20円）
101～200㎥ 215円（＋25円）
201㎥～ 230円（＋25円）

20mm 2,000円 +200円

25mm 2,500円 +300円

40mm 11,700円 +1,300円

50mm 21,400円 +2,400円

75mm 42,500円 +4,700円

100mm 83,300円 +9,300円

150mm 162,000円 +18,000円

200mm 303,800円 +33,800円

300mm 702,000円 +78,000円

公衆浴場用 200㎥まで 9,000円 ＋1,000円 201㎥以上 125円（＋15円）

臨時用 20㎥まで 10,800円 ＋1,200円 21㎥以上 485円（＋55円）

３ 現行を維持した料金体系案（パターン①）
３．２ 料金体系表

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について15

（２か月当たり）

一律に12.5％の料金改定をした場合の料金体系表は以下の通りとなります。

※基本料金は100円単位，従量料金は5円単位で設定しています。



３ 現行を維持した料金体系案（パターン①）

３．３ 現行を維持した料金体系案の特徴
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現行の料金体系をベースに一律の改定を行っているため， 現状との改定状況が分かりやすい一方，

水道料金算定要領に基づいていないため，料金の適正化という点では不十分な可能性がある料金体

系案となっています。

• 一律改定のため，口径，使用量に関わらず，同程度の負担増加。

一律改定のため，現行との改定状況が分かりやすい一方，水道料金算定要領に基づいていないため，料金の
適正化という点では不十分な可能性がある料金体系案。

【口径別・使用量別の料金改定率】 （％）

【現行体系を維持した料金体系案の主な特徴】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

+

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

※ 基本料金単価を100円単位，従量料金単価を5円単位に調整しているため，口径や使用量によっては，12.5％とならない場
合があります。



４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．１ 料金体系案の概要
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検討項目 水道料金算定要領での記載

①基本料金収入と従量料金収入の割合の設定
• 費用を分解し，費用項目に応じて基本料金と従量料金

に配賦

②基本水量の設定
• 付与する料金体系の場合は，漸進的に解消するものと

され，算定方法は示されていない。

③口径別基本料金単価の設定
• 口径別の基本料金単価を設定
• 費用項目，水量等に応じて口径毎に費用を配賦し，単

価を設定

④従量料金の逓増度の設定（最低従量単価）
• 単一型を原則とすることが示されている。なお，具体的

な算定方法は示されていないが，逓増型も給水事情に
応じて許容されている。

⑤従量料金の水量区画の設定
• 単一型を原則としている。逓増型（逓減型）を前提とした

水量区画の設定方法は示されていない。

⑥口径別の従量料金の設定
• 単一型を原則としている関係で，算定方法は示されてい

ない。

⑦用途別料金の設定
• 口径別を原則としている。ただし，具体的な算定方法は

示されていないが，使用形態に応じて例外的な設定を
することも認められている。

水道料金算定要領では，基本料金と従量料金の割合や口径別の基本料金単価等の算定方法が示さ

れています。また，従量料金は単一型の算定が示されています。なお，基本水量や従量料金の水量区

画等の設定方法は示されておらず，用途別料金の算定方法も示されていません。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について
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４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．２ 基本料金と従量料金の割合
総括原価の費用は，「需要家費」，「固定費」，「変動費」に分解した後に，基本料金及び従量料金に配分

されます。このうち，固定費は基本料金と従量料金に按分されますが，固定費の按分方法は水道料金算

定要領で示されている以下の方法で検討します。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

固定費按分方法
基本料金
収入割合

従量料金
収入割合

固定費を浄水施設能力に対する平均給水量の割合で従量料金に按分 41% 59%

※上記は水道料金算定要領の一手法を図示しています。
配水能力と平均配水量との差は実際の水の使用量とは関係なく，常に給水可能な状態にしておくために水道施設を適正に設置し維持
管理していくための準備料金として「基本料金」に配分し，平均配水量に関する固定費は「従量料金」に配分しています。

営業費用

人件費，薬品費，動
力費，修繕費，受水
費，減価償却費，通
信運搬費，資産減
耗費，委託料，手数

料 等

資本費用

支払利息，資産維
持費（対象資産×資
産維持率の範囲内）

需要家費

検針・集金関係費等

固定費

給水量の多寡に関
係なく，水道施設の
適正な維持に固定
的に必要な費用

変動費

薬品費，動力費及
び

受水費等

配
水
能
力

配水能力と平均配
水量の差

平均配水量

基本料金

従量料金

総括原価の算定 総括原価の分解・配賦 料金体系



４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．３ 口径別基本料金単価の設定①
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配賦方法 算定時の備考

①理論流量比に使用
実態等を考慮して配
賦する方法
（算定要領の配賦例）

理論流量比に，水道料金算
定要領で示されている「需要
実態を考慮した補正係数」を
乗じた比率により配賦

②理論流量比で配賦
する方法

ウイリアム・ヘーゼンの公式
（管水路の平均流速公式）に
基づく口径別理論流量比で
13口径を１とした場合の口径
別の比率により配賦

③断面積比で配賦す
る方法

口径別の水道管断面積の比
率で，13口径を１とした場合
の口径別の水道管断面積比
率により配賦

固定費の口径別基本料金への配賦方法は，算定要領に配賦例として示されている以下の配賦方法①で

検討することとします。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

口径

料金（円/２か月）税抜き ※１

現行

方法 ①
理論流量比
に使用実態
等を考慮

方法②
理論流量比

方法③
断面積比

13mm 1,100 1,800 1,400 1,900 

20mm 1,800 4,000 3,700 4,000 

25mm 2,200 6,100 6,400 6,000 

40mm 10,400 16,500 21,300 15,200 

50mm 19,000 27,200 38,800 24,500 

75mm 37,800 62,800 109,600 53,100 

100mm 74,000 113,200 231,400 93,000 

150mm 144,000 269,400 675,000 214,100 

200mm 270,000 489,600 1,430,000 376,100 

300mm 624,000 913,500 4,140,700 843,400 



４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．３ 口径別基本料金単価の設定②（参考）
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（出所：公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」 60ページを参考に一部加工）

理論流量比，断面積比，算定要領配賦例の流量比（理論流量比に「需要実態を考慮した補正係数」を乗

じた流量比）は以下の通りです。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

口径
算定要領配賦例
の流量比

① （=②×④）

理論流量比
②

断面積比
③

需要実態を考慮
した補正係数

④

13mm 1.00 1.00 1.00 1.00

20mm 2.51 3.10 2.37 0.81

25mm 4.02 5.58 3.70 0.72

30mm 5.95 9.02 5.33 0.66

40mm 10.96 19.22 9.47 0.57

50mm 17.63 34.56 14.79 0.51

75mm 42.17 100.40 33.28 0.42

100mm 77.03 213.96 59.17 0.36

150mm 180.24 621.51 133.14 0.29

200mm 331.12 1,324.46 236.69 0.25

300mm 615.57 3,847.32 532.54 0.16 ※

※算定要領に記載のない300口径については、間差の平均により補正係数を算出しています。



４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．４ 従量料金単価の設定

算定要領では従量料金単価について，逓増（逓減）型を許容している一方，単一型を原則としています。
同要領に従って単一型料金を設定して算定すると，従量料金単価は100円となります。

21

費用項目 給水量１㎥当たり配賦額

固定費（従量料金配賦分） 88円

変動費 12円

計 100円

原則 許容

単一型料金

• 固定費（従量料金配賦分），変動費とも実給
水量に対して均等に配賦。算定要領では単一
型の配賦例が示されています。

逓増（逓減）型料金

• 給水需給の実態等から必要がある場合は，
採用することが逓増（逓減）を採用することは
可能としています。

【単一型での算定】

【従量料金単価の設定方法】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



用途 口径 基本料金 現行差 従量料金単価（/㎥）（現行差）

専用栓

13mm 1,800円 +700円

（ ～20㎥ ： ＋40円）
（ 21～40㎥ ： ▲10円）

100円 （ 41～60㎥ ： ▲50円）
（ 61～100㎥ ： ▲70円）
（101～200㎥ ： ▲90円）
（ 201㎥～ ：▲105円）

20mm 4,000円 +2,200円

25mm 6,100円 +3,900円

40mm 16,500円 +6,100円

50mm 27,200円 +8,200円

75mm 62,800円 +25,000円

100mm 113,200円 +39,200円

150mm 269,400円 +125,400円

200mm 489,600円 +219,600円

300mm 913,500円 +289,500円

公衆浴場用 200㎥まで 9,000円 ＋1,000円 201㎥以上 125円（＋15円）

臨時用 20㎥まで 10,800円 ＋1,200円 21㎥以上 485円（＋55円）

４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）
４．５ 料金体系表

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について22

（２か月当たり）

水道料金算定要領に基づいた料金体系表は以下の通りとなります。現行対比，基本料金収入の割合が

高まるため，いずれの口径も基本料金の改定幅が大きくなっています。一方，従量料金は単一単価のた

め，逓増型を採用している現行の体系と比較すると，21㎥以上では，単価が低くなっています。

※１ 基本料金は100円単位，従量料金は5円単位で設定しています。
※２ 用途別（公衆浴場用，臨時用）は水道料金算定要領で算定方法が示されていないため，一律の改定としています。



４ 水道料金算定要領に基づく料金体系案（パターン②）

４．６ 水道料金算定要領に基づく料金体系案の特徴
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水道料金算定要領に基づく料金体系案と現行の料金体系を比較すると，比較的小さい口径を中心に，

少量使用者の負担が大きくなっています。一方，多量使用者ほど負担が小さくなっており，使用量に

よって，改定率の差が大きく異なる状況となっています。

• 基本料金の改定率は全体的に高く，かつ口径毎の基本料金の改定率の差が大きい（＋43％～＋177％）。
• 多量使用ほど，現行対比，改定率は低下（使用量によってはマイナス）。

基本料金割合が高いため，料金収入は安定化する一方，小口径を中心に現行対比，少量使用者の負担が
大きく，多量使用者の負担が小さい体系。

【口径別・使用量別の料金改定率】 （％）

【算定要領に基づく料金体系案の主な特徴】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

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



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．１ 料金体系案の検討概要①
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検討項目
算定要領に基づく料金体系案
（パターン②）の課題等

課題を踏まえた体系検討

①基本料金収入と従量料金収
入の割合の設定

• 現行対比，基本料金収入の割合が
大幅に上昇し，少量使用者の負担が
大幅に増加する。

• 少量使用者の負担を配慮し，基本
料金収入の割合を高める幅を抑制
する。なお，水道料金算定要領でも，
基本料金の軽減措置は認められて
いる。

②基本水量の設定
• 付与する料金体系の場合は，漸進的

に解消するものとされ，算定方法は
示されていない。

• 設定しない。

③口径別基本料金単価の設定
• 現行対比，口径毎の料金改定幅が

大きく（＋43％～＋177％），特定の
口径の負担が大幅に増加する。

• ①で調整した基本料金の割合に基
づき，口径別の基本料金体系を設
定。

• 口径毎の単価改定率が過度に広
がらないように抑制する。

前述の通り，水道料算定要領に基づいた料金体系案の場合，基本料金の割合が高く，少量使用者の

負担割合が高いほか，口径毎の負担割合の差が大きいため，理論のみでなく，現状を踏まえた体系案

を検討します。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．１ 料金体系案の検討概要②
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検討項目
算定要領に基づく料金体系案
（パターン②）の課題等

課題を踏まえた体系検討

④従量料金の逓増度の設定（最
低従量単価）

• 単一型を設定した場合，少量使用
時の従量料金単価が大幅に増加す
る。

少量使用者の負担を配慮し，以下を検
討する。
• 逓増型の維持を検討する。
• また，少量使用者基本料金の割合

が高まる中，水量区画を細分化し，
最低従量料金単価の引き下げを検
討する。

⑤従量料金の水量区画の設定 • 設定なし（単一型のため）

⑥口径別の従量料金の設定
• 算定要領では算定方法が示されて

いない。
• 現行の料金体系でも設定していない

ため，設定しない。

⑦用途別料金の設定
• 使用形態に応じて例外的な設定を

することも認められている。なお，算
定方法は示されていない。

• 公衆浴場と臨時用については，用途
の内容に鑑み，現行の料金体系を
基に改定率を検討する。

水道料算定要領に基づいた料金体系案の場合，従量料金は単一単価で，少量使用者の負担が大き

いため，少量使用者の負担を配慮し，逓増型の維持を検討するとともに，最低従量料金の引き下げを

検討します。また，公衆浴場等の用途別の料金体系は，現行の料金体系を基に改定率を検討します。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．２ 基本料金と従量料金の割合

26

基本料金収入の割合を高めると，企業経営が安定する一方，少量使用者の負担が重くなります。水道

料金算定要領に基づいた場合，基本料金収入の割合は41％で，平均負担増は現行対比1.9倍と過度

に大きいため，少量使用者の負担に配慮し，30％（従量料金収入の割合は70％）で検討します。

• 基本料金収入の比率を高めることは，水需要の増減に収入が影響されない体系となり，企業経営を安定的に行いやすくなる。
• ただし，少量使用者の負担が重くなるというデメリットがある

【水道料金算定要領に従った場合】

（現行）24％：（理論値）41％＝1:1.7

料金改定率（12.5％）を加味した基本料金の負担増＝1.7×1.125

＝1.9倍

【基本料金に配分される割合】
（現行）24％：（理論値調整）30％＝1:1.25

料金改定率（12.5％）を加味した基本料金の負担増＝1.25×1.125

＝1.4倍

少量使用者の負担が過度に大きくなるため，基本料
金の負担増の割合を調整

【基本料金収入割合の検討】

総務省「第４回公営企業の経営戦略の策定支援と活用等に関する研究会」 資料６「料金の検討」について（平成27年2月）

【基本料金収入割合に関する考え方】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．３ 口径別基本料金単価

口径

料金（円/２か月）税抜き

現行
理論値

（パターン②）
理論と現状を
踏まえた体系案 現行比（％） 理論値比（％）

13mm 1,100 1,800 1,700 +54.5 ▲5.6

20mm 1,800 4,000 2,500 +38.9 ▲37.5

25mm 2,200 6,100 3,700 +68.2 ▲39.3

40mm 10,400 16,500 14,700 +41.3 ▲10.9

50mm 19,000 27,200 26,900 +41.6 ▲1.1

75mm 37,800 62,800 53,400 +41.3 ▲15.0

100mm 74,000 113,200 104,000 +40.5 ▲8.1

150mm 144,000 269,400 197,000 +36.8 ▲26.9

200mm 270,000 489,600 347,000 +28.5 ▲29.1

300mm 624,000 913,500 777,000 +24.5 ▲14.9

27

前述の通り，基本料金収入の割合を30％とした場合の口径毎の基本料金案は以下の通りとします。

水道料金算定要領に基づく体系案（パターン②）の理論値と比較して，改定率は＋24.5％～68.2％と

全体的に改定率が緩和されました。

（基本料金案の設定の考え方）

• 原則，「４．３」で示した考え方に基づき，理論流量比と断面積比の範囲内に比率が収まるように設定。また，現行比を加味。ただし，
20，25口径については，理論値とした場合，負担増加率が大きくなるため，補正を実施。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．４ 従量料金単価設定①

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について28

水道料金算定要領に基づく体系案（パターン②）の従量料金単価（理論値）は，単一単価となりますが，

少量使用者の負担が現行対比，大きくなります。このため，少量使用者の負担を緩和すべく，従量料金

は，現行の料金体系通り，逓増型で検討します。

使用水量（㎥） 現行（円）
理論値（円）
（パターン②）

現行差（円） 現行比（％）

1~20 60 100 +40 +66.7

21~40 110 100 ▲10 ▲9.1

41～60 150 100 ▲50 ▲33.3

61～100 170 100 ▲70 ▲41.2

101～200 190 100 ▲90 ▲47.4

201～ 205 100 ▲105 ▲51.2

【算定要領に基づく従量料金単価（理論値）】

• 1～20㎥の従量料金単価は現行対比約1.7倍と負担が大きくなり，少量使用者の負
担が大きくなる。

• このため，従量料金については，現行同様，逓増型の単価設定を検討する。



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．４ 従量料金単価設定②

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について29

逓増型については，区画毎の改定率は概ね同程度とする一方，基本料金の改定率が大きく，相対的に

少量使用者の負担が大きくなるため，1~20㎥の水量区画を1~10㎥，11～20㎥に細分化し， 1～10㎥に

ついては，従量料金単価の引き下げを検討します。

• 従量料金は本来に均一に設定されるため，逓増型を維持する場合，各区画は同程度の改定率で
検討。

• ただし，現行料金と比較して，基本料金の改定率が大きいため，全ての従量料金区画を一律に改
定すると，少量使用者の負担が相対的に大きくなるため，少量区画の従量料金については，使用
者に配慮した単価の設定が必要。

• もっとも，鈴鹿市の現状の従量料金単価毎の使用水量をみると，1～20㎥の区画の使用量が全体
の35％を占めるため，同区画を全て低価格に設定すると，他の水量区画の負担が大きくなる可能
性あり。

• このため，従量料金単価については，現行の1～20㎥の少量区画を1~10㎥，11～20㎥に細分化し，
1～10㎥については，少量使用者に配慮して従量料金単価の引き下げに努める一方，11～20㎥に
ついては，他の区画と概ね同程度の改定率で検討。

【従量料金設定の考え方】

水量区画 使用量全体に占める区画単価の割合

1～20㎥ 35.3％

うち1～10㎥ 19.0％



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．４ 従量料金単価設定③

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について30

以上より，従量料金は1～10㎥は単価を10円とし，基本料金の改定率の負担を緩和する設定とした一方，

11㎥以上は，現行対比＋8～10％程度の改定案とします。

使用水量（㎥） 従量料金単価（円）
現行差
（円）

現行比
（％）

1~10 10 ▲50 ▲83.3

11～20 65 +5 +8.3

21~40 120 +10 +9.1

41～60 165 +15 +10.0

61～100 185 +15 +8.8

101～200 210 +20 +10.5

201～ 225 +20 +9.8

【少量使用者への配慮による従量料金案】



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．５ 用途別料金体系の設定
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用途別料金の改定率については，全体の改定率と同様12.5％とし，基本料金と従量料金は一律での

改定案とします。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

平成8年1月 平成17年1月 平成20年7月 平成26年11月 改定率

入浴料金
(大人）

300円 350円 380円 400円
33.3％

（除く消費税：
29.4％）

公衆浴場の入浴料金は，三重県が省令に基づき設定するため，設定状況を考慮する必要があるが，前回の水
道料金の改定時から現在までの入浴料金の改定率（除く消費税：29.4％）は，今回の水道料金の改定率を上
回っており，他の使用者との公平性を保つことを考慮して，全体の改定率と同程度する。

用途 口径 基本料金 現行差 従量料金単価（/㎥）（現行差）

公衆浴場用 200㎥まで 9,000円 ＋1,000円 201㎥以上 125円（＋15円）

臨時用 20㎥まで 10,800円 ＋1,200円 21㎥以上 485円（＋55円）

【公衆浴場の料金体系について】

【用途別の料金体系案】

前回水道料金改定（平成10年度）

（２か月当たり）



用途 口径 基本料金 現行差 従量料金単価（/㎥）（現行差）

専用栓

13mm 1,700円 +600円

10円 （ 1～10㎥：▲50円）
65円 （ ～20㎥ ： ＋5円）

120円 （ 21～40㎥ ： ＋10円）
165円 （ 41～60㎥ ： ＋15円）
185円 （ 61～100㎥ ： ＋15円）
210円 （101～200㎥ ： ＋20円）
225円 （ 201㎥～ ：＋20円）

20mm 2,500円 +700円

25mm 3,700円 +1,500円

40mm 14,700円 +4,300円

50mm 26,900円 +7,900円

75mm 53,400円 +15,600円

100mm 104,000円 +30,000円

150mm 197,000円 +53,000円

200mm 347,000円 +77,000円

300mm 777,000円 +153,000円

公衆浴場用 200㎥まで 9,000円 ＋1,000円 201㎥以上 125円（＋15円）

臨時用 20㎥まで 10,800円 ＋1,200円 21㎥以上 485円（＋55円）

５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．６ 料金体系表

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について32

（２か月当たり）

料金体系表は以下の通りとなります。基本料金収入の割合が高まったため，いずれの口径も現行料金

対比，基本料金が高くなっています。一方，従量料金は１～10㎥の最小区画の料金単価は大きく減少し

ています。

※基本料金は100円単位，従量料金は5円単位で設定しています。



５ 理論と現状を踏まえた料金体系案（パターン③）
５．７ 理論と現状を踏まえた料金体系案の特徴
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理論と現状を踏まえた料金体系案と現行の料金体系を比較すると，小口径については，少量使用者を

中心に改定率が相対的に抑制されており，負担を配慮した体系案となっています。一方，多量使用者

の改定率は概ね10～20％台と，やや負担割合が高くなっています。

• 基本料金の改定率は全体的に高いが，理論値対比では抑制（改定率：＋25％～＋68％）。
• 一般家庭での使用が多い13口径，20口径を中心に使用者負担割合を軽減。
• 多量使用時も，現行対比，一定程度の負担増が発生。

基本料金の割合を幾分高め，料金収入について一定程度安定化を図るとともに，小口径を中心に少量使用者
への負担を配慮した料金体系案。また，主に家庭向けの小口径（13,20口径）のボリュームゾーンの改定率は，
10％未満，それ以外の口径のボリュームゾーンの改定率は概ね10～20％台と，小口径に幾分配慮した体系案と
なっています。

【口径別・使用量別の料金改定率】 （％）

【理論と現状を踏まえた料金体系案の主な特徴】

※緑色の部分は，口径毎のボリュームゾーン。
鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

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 各料金体系案の比較
６．１ 各料金体系案の概要
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概要 改定率
基本料金
収入割合

基本料金※

（20口径
/２か月）

従量料金
（最高単価，
最低単価）

現行料金 現行料金体系 0% 24% 1,800円
最高：205円
最低：60円

パターン①
現行体系を維持した体系案
基本料金単価，従量料金単価を全て一律改定

12.5% 24% 2,000円
最高：230円
最低：70円

パターン②
水道料金算定要領に基づいた体系案
・基本料金の改定率は＋43％～＋177％に設定
・従量料金は単一型の料金

12.5% 41% 4,000円
100円
（単一）

パターン③

理論と現状を踏まえた体系案
・パターン②の考え方に，使用者の現状（少量使
用者への配慮等）を加味して設定
・基本料金の改定率は改定幅を緩和し，＋25％～
＋64％に設定
・従量料金は逓増型を維持したほか，少量区画を
細分化し，最低単価を引き下げ

12.5 % 30% 2,500円
最高：225円
最低：10円

新しく示した各料金体系案の概要は以下の通りです。各体系案の特徴の比較を次項以降で行います。

※調定件数が最も多い20口径を代表例として掲載。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



６ 各料金体系案の比較
６．２ 水道事業者への影響①（料金の適正化①）

35

パターン① パターン② パターン③

基本原則に基
づいた料金の
適正化

適正化不十分 適正化 一定程度適正化

現行体系に基づいており，水道料
金算定要領の考え方は反映して
いない

水道料金算定要領の考え方を反
映して料金体系案を設定

基本料金を中心に，水道料金算
定要領の考え方を一定程度加味。

• 事業の能率的経営を前提とする原価が基礎になっていること
• 総括原価は，単に既存の水道施設を維持するためのものばかりでなく，水道施設の拡充強化のための原価を
も含むものであること

• 料金負担の公平の見地から，各使用者の料金は個別原価に基づき算定されているものであること

上記原則を基に水道料金の具体的算定方法について検討した結論が「水道料金算定要領」

【水道料金の基本原則】

料金の適正化の観点をみると，水道料金算定要領に基づいたパターン②が最も考慮した料金体系案であ

り，このほか，パターン③も一定程度適正化に努めた体系案となっています。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



６ 各料金体系案の比較
６．２ 水道事業者への影響①（料金の適正化②）（参考）

各料金体系案パターンの設定概要は以下の通りです。

パターン① パターン② パターン③

基本料金と従量料金の
割合

• 費用項目に応じた基本
料金と従量料金の割合
になっていない。

• 費用項目に応じた基本
料金と従量料金の割合
となっている。

• 費用項目を一定程度加
味した基本料金と従量
料金の割合となってい
る。

口径別の基本料金

• 口径毎の基本料金の
負担は異なるが，理論
値に基づいた負担とは
なっていない。

• 口径毎の負担割合に基
づいて，口径別の基本
料金を設定。

• 口径毎の負担割合に基
づいて，口径別の基本
料金を設定。ただし，急
激な負担増を避けるた
め，幾分調整を実施。

従量料金単価 • 逓増型を維持。
• 算定要領の原則の考え

に従い単一型を採用。 • 逓増型を維持。

36 鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



６ 各料金体系案の比較
６．３ 使用者への影響①（少量使用者）
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パターン① パターン② パターン③

少量使用者への影響
（料金改定率）

平均並 相当程度大きい 相対的に小さい

・基本料金，従量料金とも一律で
改定しているため，改定率は概
ね平均並。

・基本料金が高めに設定されて
いるほか，従量料金は単一型
のため，少量区画の単価が
高い。このため，少量使用者
の負担は現行対比，相当大き
くなる。

・基本料金が高い一方，従量
料金の最小区画（1～10㎥）
の単価を10円に抑制したため，
13口径を中心に改定率は抑
制されている。

少量使用者への影響をみると，パターン③は最小区画の従量料金単価を低めに設定していることもあり，

改定率が相対的に小さくなっています。一方，パターン②は改定率が大きくなっています。

【料金改定率】

※１ 平均改定率より＋５％以上の場合は赤字，▲５％以下の場合は青字としています。また，料金は税抜きとしています。（以下，同じ）
※２ 少量使用者（0～40㎥）が多い13口径，20口径で比較

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

13口径 20口径

使用量
（２か月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

10㎥ 1,700円 1,900円
+11.8％

2,800円
+64.7％

1,800円
+5.9％

2,400円 2,700円
+12.5％

5,000円
+108.3％

2,600円
+8.3％

20㎥ 2,300円 2,600円
+13.0％

3,800円
+65.2％

2,450円
+6.5％

3,000円 3,400円
+13.3％

6,000円
+100.0％

3,250円
+8.3％



６ 各料金体系案の比較
６．３ 使用者への影響②（一般使用者）
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パターン① パターン② パターン③

一般使用者への影響
（料金改定率）

平均並 相対的に大きい 相対的に小さい

・基本料金，従量料金とも一律
で改定しているため，改定率
は概ね平均並。

・基本料金が高めに設定されて
いるため，負担は現行対比，
相当大きくなる。
・ただし，従量料金単価は一定
のため，使用量が増加するほ
ど，改定率は低下する。

・基本料金が高い一方，従量料
金の最小区画（1～10㎥）の単
価を10円に抑制したため，改
定率は抑制されている。

一般使用者への影響をみると，パターン③は最小区画の従量料金単価を低めに設定していることもあり，

改定率が相対的に小さくなっています。一方，パターン②は改定率が相対的に大きくなっています。

13口径 20口径

使用量
（２か月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

40㎥ 4,500円 5,100円
+13.3％

5,800円
+28.9％

4,850円
+7.8％

5,200円 5,900円
+13.5％

8,000円
+53.8％

5,650円
+8.7％

60㎥ 7,500円 8,500円
+13.3％

7,800円
+4.0％

8,150円
+8.7％

8,200円 9,300円
+13.4％

10,000円
+22.0％

8,950円
+9.1％

【料金改定率】

※調定件数が最も多い区画（21～40㎥）と次いで多い区画（41～60㎥）の中で，特に使用者が多い13口径，20口径で比較

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について



６ 各料金体系案の比較
６．３ 使用者への影響③（多量使用者）
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パターン① パターン② パターン③

多量使用者への影響
（料金改定率）

平均並 小さい（値下げ） 相対的に大きい

・基本料金，従量料金とも一律で
改定しているため，改定率は概
ね平均並。

・従量料金が単一型のため，多
量区画での従量料金単価は低
く，この結果，改定率は小さい
ほか，一定以上の使用であれ
ば値下げに転じることとなる。

・従量料金単価が相対的に高い
ため，多量区画の負担は幾分
大きくなっている。

多量使用者への影響をみると，パターン②は従量料金が単一型のため，一定以上の使用で値下げに転じ

る一方，パターン③は従量料金単価が相対的に高いため，改定率が幾分大きくなっています。

【料金改定率】

※多量使用者（200㎥超）が多い40口径，100口径で比較

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

40口径 100口径

使用量
（２か月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 現行 パターン① パターン② パターン③

200㎥ 42,600円 48,100円
+12.9％

36,500円
▲14.3％

49,550円
+16.3％

106,200円 119,700円
+12.7％

133,200円
+25.4％

138,850円
+30.7％

1,000㎥ 206,600円 232,100円
+12.3％

116,500円
▲43.6％

229,550円
+11.1％

270,200円 303,700円
+12.4％

213,200円
▲21.1％

318,850円
+18.0％

2,000㎥ 411,600円 462,100円
+12.3％

216,500円
▲47.4％

454,550円
+10.4％

475,200円 533,700円
+12.3％

313,200円
▲34.1％

543,850円
+14.4％



６ 各料金体系案の比較
６．４ 総括
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料金体系案 概要

パターン①
（現行体系を

維持した体系案）

 水道料金算定要領に基づいておらず，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よらず概ね同水準。
 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。

以上より，パターン①～パターン③を比較すると，パターン③が水道事業者（市）の視点（経営の安定化）と

使用者（市民）の視点（少量使用者への配慮）の両面で，一定程度対応した料金体系案となっており，同パ

ターンで新料金体系を設定することが望ましいと考えられます。

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について
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使用水量（㎥/2か月）
現行 パターン① パターン② パターン③ 桑名市
四日市市 亀山市 津市 伊勢市 松阪市
小牧市 安城市 春日井市 豊川市

（参考） 各料金体系案の他団体比較（少量使用者①）
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使用水量20㎥以下/2か月，13口径の料金について，他団体と比較すると，パターン③は改定後も他団体

と概ね同水準である一方，パターン②は他団体と比較しても相当程度高めに推移しています。また，パター

ン①は11～20㎥/2か月では，他団体比高めで推移しています。

【料金体系グラフ（13口径） 】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

料金体系 10㎥ 20㎥

現行 1,700 2,300

パターン① 1,900 2,600

パターン② 2,800 3,800

パターン③ 1,800 2,450

他団体平均 1,664 2,081

（円/２か月，税抜）



鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について42

【従量料金（最低単価）の比較】
基本水量制を採用していない団体
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現行の従量料金の最低従量単価は他団体平均（基本水量なし）と比較すると，高めの設定になっていま

した。この点，使用料改定によって，パターン①，パターン②は同単価は引き上がった一方，パターン③

は単価を引き下げたため，他団体平均比低めとなり，少量使用者に配慮した単価となっています。

（参考） 各料金体系案の他団体比較（少量使用者②）
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使用水量（㎥/2ヶ月）

現行 パターン① パターン② パターン③ 桑名市

四日市市 亀山市 津市 伊勢市 松阪市

小牧市 安城市 春日井市 豊川市
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ボリュームゾーンである使用水量21～60㎥ /2か月，20口径の料金について，他団体と比較すると，パター

ン①，パターン③は改定後もやや高めの水準に止まる一方，パターン②は他団体と比較しても相当程度高

めに推移しています。ただし，使用量が多くなるほど，その差は縮小していきます。

【料金体系グラフ（20口径）】

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

料金体系 40㎥ 60㎥

現行 5,200 8,200

パターン① 5,900 9,300

パターン② 8,000 10,000

パターン③ 5,650 8,950

他団体平均 4,974 7,800

（円/２か月，税抜）

（参考） 各料金体系案の他団体比較（一般使用者）
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使用水量200㎥以上/2か月の使用者が多い 40口径の料金について，他団体と比較すると，パターン②は

相当程度低い水準で推移しています。一方，パターン①，パターン③は他団体と比較して幾分高めの水準

で推移しています。

【料金体系グラフ（40口径） 】
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使用水量（㎥/2ヶ月）現行 パターン① パターン② パターン③ 桑名市

四日市市 亀山市 津市 伊勢市 松阪市

小牧市 安城市 春日井市 豊川市

鈴鹿市上水道事業の新料金体系案について

料金体系 200㎥ 1,000㎥ 2,000㎥

現行 42,600 206,600 411,600

パターン① 48,100 232,100 462,100

パターン② 36,500 116,500 216,500

パターン③ 49,550 229,550 454,550

他団体
平均

45,311 218,571 437,451

（円/２か月，税抜）

（参考） 各料金体系案の他団体比較（多量使用者）


