
 -1-

第２回鈴鹿市上下水道事業経営審議会 議事録 

 

○日   時：平成２９年１月１３日（金） １３：３０～１６：００ 

 

○場   所：鈴鹿市上下水道局 本館３階 第４会議室 

 

○出席者： ・委員９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（味の素ゼネラルフーヅ㈱ 取締役専務執行役員）  

  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） 

吉島 隆子（みえ市民活動ボランティアセンター） 

手平 規矩夫（公募委員） 

  森川 美和子（公募委員） 

※欠席１名 

  木村 好己（公認会計士 木村好己事務所） 

   

   ・事務局 

  上下水道局次長（技術） 川村 茂樹 

上下水道局次長（事務） 松上 昇司 

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ＧＬ 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 永田 圭 

上下水道総務課総務グループ 岩井 佑樹 

水道工務課長 小林 晋一 

水道工務課計画グループリーダー 岡田 匡人 
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下水道工務課長 竹嶋 昇 

下水道工務課計画グループリーダー 小牧 孝充 

下水道工務課計画グループ 川口 仁志 

水道施設課長 林 宏 

給排水課長 矢野 浩之 

営業課長 砂原 宗幸 

経理課長 鈴木 佳明 

有限責任監査法人トーマツ（３名） 

        株式会社日水コン（２名） 

 

○傍 聴 者：１名 

 

○内   容：下記のとおり 

 

１ 開 会 

【事務局】    

開会の挨拶 

 

２ 会長挨拶 

【柴会長】   

 前回は第１回目ということでございましたので、上水道事業、公共下水道事業、農業集

落排水事業の管路及び施設の状況、現状分析、投資と財政の課題に関して概要としての説

明がございました。 

 また、本日の施設視察会では、上水道施設、下水道施設、また下水道の工事現場を視察

し、施設の概要や工事の進め方について説明がございました。本日は第２回目ということ

でございますので、先ほどのご案内にもありましたように、各事業の投資試算についての

審議に入ります。その中で今回は各事業の投資の現状や今後の方針、また、投資の目標に

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。 

 また、会議時間が２時間程度と限られておりますので、議事が円滑に進みますようにご

協力方お願いいたします。 
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３ 議  事 

（１） 審議会スケジュール 

事務局から「資料１ 審議会スケジュール」について説明がなされ，会長が質疑・意見

を求めたが，意見等は特になかった。 

 

（２） 鈴鹿市上水道事業の投資試算 

事務局から「資料２ 鈴鹿市上水道事業の投資試算」について説明がなされ，会長が質

疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【手平委員】   

今のご説明の中で、（資料２の）３ページにございます投資の課題というのは、第１回

のときに課題３の中に規模の適正化や有効利用について検討が必要であるということで、

ここでは自己水源や送水場等の施設を複数有しているため、規模の適正化や有効利用につ

いて検討が必要であるということで課題を挙げておられまして、今のご説明の中でそこら

辺の具体的な提案は第３回のときに私どもにここへご提示いただくということですね。 

 

【柴会長】   

一応確認ですね、今まず。 

 

【手平委員】   

そうですね。それで、課題をご提示いただくときにちょっと質問をさせていただきたい

のが、今日見学させていただいたところの配水池やらを見まして、送水というのは鈴鹿市

は１日６万６,０００立米ぐらいだということでデータをとっていますね。（水道事業年報 

平成２７年度 ４４ページより） 

 配水というのは貯水している一環も兼ねておると思うんですけれども、そこら辺を見ま

すと住吉とか道伯とか高岡等々を含めますと大体（合計）３万から４万立米ぐらいの貯水

池がありまして（水道事業年報 平成２７年度 ３４ページから３８ページより）、１日

の水の需要の６割か７割ぐらいは水を貯水しているという、見方を変えればそういう感じ
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になろうかと思うんですけれども。 

 それで、ここでちょっと思いますのは、１つの配水池がだめになると分配しておるとこ

ろが断水しますね。今の加圧云々のところでもおっしゃられましたように、加圧ポンプが

だめになるとそのエリアが断水しちゃうということでお話があったんですが、１つの方法

として、配水、送水は別なんですけれども、送水は配水へ数カ所から配水池へ行っておる

ということで、１つの送水がだめになってもバックアップで違うところの送水場から行く

ようなシステムになっているように見ているんですが。 

 一方、市民から見ると、送水よりも配水池がキープできるのが供給を受けている市民に

とっては一番重要なことだと思っているんですが、今言ったように配水池に対して送水設

備は複数のところから来ていると。配水池については個々の配水池は全く連携されていな

いんですか。 

 といいますのは、配水池を、高岡にあるところなりが連携を、配管を持っていると１つ

の配水池でポンプが故障してもよその配水池から供給できれば、配水池は住民に対してパ

ラランじゃなくてループ式のようなことをして、それで断水率の低下とか、あるいは地震

等のセキュリティー、いわゆる水が配水池は１カ所じゃなくてよその配水池から配水池へ

も供給できるようなことは今回の検討の中には入っていませんか。 

 

【柴会長】   

ちょっと３つぐらい質問されていますので、段階を追って答えてもらいますね。最初の

段階では送水と配水についての能力の説明でしたが、その説明、質問の前の委員ご自身に

よる説明は合っているのかどうかをまず確認したい。配水の能力、送水の能力ということ

を数字を挙げて言われたけど、それが正しいかどうか。 

 それで、ギャップがあるはずだから、どうするのかという２番目になって、それで配水

のほうが重要じゃないかというふうに言われました。それについて、今の配水のほうの能

力が非常に脆弱なのかどうなのかということをまず２番目に確認したいと。 

 ３番目は、これは新しい案ですが、送水じゃなくて配水のほうをループにしてつないだ

らどうかという、これは提案ですから、これについてはどうなのかという３つほど言われ

たので、１個ずつお願いします。そういう質問ですね。３つほど。 

 

【事務局】   
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 まず、初めの配水管の能力ですけれども、配水池の大きさを決める段階で、１日２４時

間なんですけれども、１２時間もつような大きさで配水池の大きさを決めております。と

いうことで、１日に２回配水池の水が入れかわるのが理想的な大きさということで設定を

しております。 

【柴会長】   

先ほど質問の前に数字を具体的に上げられたので、質問の前段階の数字は合っているの

かどうかも確認したいんです。 

 

【事務局】   

今現在の数字としては合っております。 

 

【事務局】   

配水量ですね。配水量が６万６,０００トンございまして、うちの能力としましては１

日当たり９万何がしの能力を持っておるんですけれども、現在の給水実績からいきますと

６万５，６千トンということです。 

 

【柴会長】   

だから、先ほど質問の前段で６万６,０００と３万から４万を言われましたけど、それ

は送水と配水の別個の能力を言われたんですね。 

 

【事務局】 

個々の高岡の配水池のことをおっしゃられておったかと思いますけれども、配水池は市

内に数カ所ございまして、それに配水池の送水場も大体１対であったりするんですけれど

も、本日見ていただきました高岡に送る場合は河田の送水場から送っておるところなんで

すけれども、河田の送水場の能力とか、高岡の配水池の能力、高岡の配水池は１万トンと

いうのを見ていただいたりとか、あと住吉が１万５,０００トンとか、全ての配水池を足

していって何トンという形にはなっております。だから、１カ所で６万トンということは

ございませんので、今日の高岡の配水池で事務局から６万トンの話をさせていただいたと

ころのご質問だったのかなと思ったんですけど、そこと違いますか。 
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【手平委員】   

そうじゃなくて、いわゆる今この資料でみんな調べてお話しさせていただいておるもの

で、高岡が１万で住吉が１万５,０００で、容量が、道伯が５,０００とか、ずっとほかの

細かいのを入れると４万というぐらいの配水容量があるんでしょうということを言ってい

るんです。 

 

【柴会長】   

済みません。皆さん、その黄色い冊子（水道事業年報 平成２７年度）を持っておられ

ないように思うので、何に基づいてか正確に。 

 

【手平委員】   

これは市の資料をいただいたやつです。 

 

【柴会長】   

今持っておられませんので、どの資料の何ページかちょっと言っておいてください。 

 

【手平委員】   

資料（水道事業年報 平成２７年度）の３４ページに載っていますので。 

 

【鈴木委員】   

今おっしゃってみえるのは配水池のマックスの容量の話ですね。だから、稼働率１０

０％だとしたらこんなに要らへんのと違うのという話ですよね。 

 

【手平委員】   

いわゆるそういうことなんですよ。今、鈴木委員がおっしゃられたように、能力はほか

の送水場、例えば送水場を見ても４０％しか使っていないところと、能力の、それと１０

０％使っておるところということでばらばらなものですから、それを均等化すれば設備劣

化更新のときに更新しなくていいとか、また１つの設備を、今そんな４０％運転しておる

ところと１００％運転しておるのであれば、それを平均６０％にするなり、またはとめた

りすると動力がものすごく減ると思うんですよ。 
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 そのためには今配水池がパラランになっているとそういうことがある需要の多いところ

では配水池はいっぱい使わないかんし、こっちは使わんでいいということになっているか

ら、配水池を１つのタンクみたいにループをやると非常に設備が安く動力も安くなるんじ

ゃないかというイメージがあるもので、そこら辺は検討に、今具体的じゃなくて、そうい

うようなものが検討に、今度第３回にご提示いただいたときにそういう観点の検討事項は

入っているんですかということで……。 

 

【柴会長】   

ですから、それはそれでいいんですけど、前半下がるかもしれないと思うということで

すから、私が回答を求めたのは下がるんですかってまず確認してくださいと。そして、下

がるんだったらそれは検討してほしいという提案があるので、そういうのはどうですかと

分けて聞いていますので、全部ワンセットだと答えにくいですね。 

 能力の問題は済んだとして、今言われたようにばらばらに使っている施設をつなげたら

コストが下がるんじゃないかという意見があると。それについてはいかがですか。 

 

【事務局】   

高岡を今日見ていただいたんですけれども、高岡配水池と住吉・道伯配水池というのは

基本的に同じぐらいの高さに配水池が設定されております。管も全部つながっておりまし

て、どれかがもしだめになってもそちらから配水管で水が回るような構造にはなっており

ます。ただ、ふだんは完全に仕切り弁でとめてありますので、あけたときにきれいな水が

流れるかというと一旦濁った水しか流れないような状態にはなります。 

 

【柴会長】   

今の回答ですと、委員の質問、あるいは提案はそちらの側としては考慮済みですという

回答でいいんですか。 

 

【事務局】   

そうです。 

 

【柴会長】   
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ということだそうです。それで反論があればどうぞ。 

 

【手平委員】   

そうすると、なぜ送水場の稼働率がこんなにばらばらなんですか。送水場の能力は片や

１００％利用しておるところと、（水道事業年報 平成２７年度）４４ページの送水量の

推移を見ていますと、平田水系では一番新しい設備、平成２５年につくったやつが能力に

対して４０％しか利用していないし、あるいは平野系でなると６３、今日見せていただい

た河田系は九十何％の稼働率でやっているわけなんですよ。（水道事業年報 平成２７年

度 ２２ページから２５ページより） 

 やっぱり一番新しい設備は４０％で古い設備は９０％というこのアンバランスというの

は何をすれば解消して、遊休設備は大分あるんじゃないかというような気がするもので、

しかも新しい設備は４０％しか稼動していないという問題点というのは何が問題で……。 

 

【鈴木委員】   

多分の今の配水池というのは物理的に近いからつながっていますよということやと思う

んですけれども、今、鈴鹿市にある配水池全てが例えば管路でもって水の融通のし合いと

いうのはできるんですか。 

 

【事務局】   

配水池自体はできません。 

 

【鈴木委員】   

できないですよね。例えばそれを管でつなげることによってある程度余力のあるところ

から余力のなくなったところへ水をやるための管をつないで、送水管を新たに全てつなご

うと思うと多分非常に莫大な経費がかかると思うんですけれども、新たな井戸をつくって

配水池をつくるよりもお金がかからんのか、どちらが安いのかというふうな検討はする必

要があるんじゃないですかというふうなこと、もしくはもうする必要は全くないぐらい経

費が違いますということになるのか。 

 

【事務局】   
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配水池同士を管路でつなぐということは、同じ高さの配水池をつなぐということは管路

を新設せなあかんということと、あとポンプが必要になるということでの投資は必要にな

ります。 

 

【鈴木委員】   

だから、その投資というのは非常に高くて、新たな配水池を設ける、設置するよりも高

い経費がかかっちゃうというふうなことになってしまうのかなと思ってしまうんですけれ

ども、そうなんですかね。 

 

【手平委員】   

だから、そういうランニングコストの関係で、多方面の検討を次回のときに検討項目と

してお考えになっておられるかなということをご質問しただけであって、それはおっしゃ

られたような結果からいくと、そうじゃなくてこれだよということであれば申しわけない

けど、無駄なことを言ったことになりますけど、我々の過去のいろんな企業の経験からい

くと非常にこれはちょっとあまり合理的に考えられないと。シリーズになったってパララ

ンという思想から言ってということでちょっとご質問させていただいたので。 

 

【鈴木委員】   

つなげることが不合理ですよというふうな結論に今どうしてもなってしまって、何も検

討せんでも、あるいは昔に検討した結果として、標高が違うので加圧をして、新たに低い

ところにあるところからは管をつなぐだけじゃなくてポンプをつくらんと水がそこへ上が

っていかないとか、そういうふうなことを考えるともう検討の余地が全くないぐらいの状

態。 

 それと、物理的には配水池って非常に鈴鹿市に点在しておるわけですよね。鈴鹿川沿い

とは思いますけれども、非常に遠い距離の中で管をつなぐことによってその管に維持管理

もしていかなきゃいけない。そういったことを考えたときに新たなものを設けたほうが、

余裕がなくなったときにはいいのかなという。 

 

【事務局】   

そうですね。おっしゃるとおりお金に余裕ができて何十年か先になれば、配水池同士を
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つないで高い配水池から下の低い配水池に順次落としてくるような施設ができれば、それ

を補完することはできるとは思いますけれども、それでも老朽管が解消されて老朽施設も

なくなってというような余力が出てこんことにはちょっとそこに手を出すことは無理かな

とは思います。 

 

【鈴木委員】   

ここの（資料２）１７ページに書いてもらってある、例えば自己水源の適正な運用とい

うふうなことで下から５行目ぐらいですかね。西冨田水源、井田川水源については揚水能

力に余裕が生じておって適正な運用について検討していくというふうな中に、例えば配水

池同士それをつなげることによって、それぞれを融通し合うというふうなことを検討して

いく必要があるのではないのかというふうなご意見を今いただいておると思うんですけれ

ども、そういったものについては検討をしていく余地はあるんでしょうか。 

 

【事務局】   

先ほど説明させていただいたと思うんですけれども、高岡の中に今ポンプで加圧してお

るエリアがあるわけですよね。それを解消するには、それより高いところに配水池をつく

って高いところから水を落とす必要があるということで、高塚のほうが高いところに配水

池がありますので、そちらのブロックに切りかえてそちらから自然流下に変えるというよ

うなことをあわせて、今のブロックを再編するような形にはなるんですけれども、そうい

うことも今後の課題として考えていかないかんというのはあります。 

 

【鈴木委員】   

ここで言っておるのは、加圧ブロックというふうなものを解消するために、高塚という

高いところにある水源を活用しようというふうなことでここに記載をしていただいておる

ということですか。 

 

【事務局】   

そういうことです。そういうことも含めて考えていかなけれいけないというようなこと

です。 
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【手平委員】   

ちょっとくどいんですけれども、高岡の水ということはそこの加圧の水源、動力の云々

というレベルで全然考えていなかったんですが、いわゆる市民の緊急時の水確保からいけ

ば、やっぱりそういう配水池の連携で、高岡だったら１万しかないのが連携することによ

ってよそから供給できるわけですよ。 

 だから、それはセキュリティーの問題といろんな断水の問題と、それで加圧ポンプのお

金のそんな単味の話だけでこれを提案というか、ちょっとご質問するわけじゃなくて、セ

キュリティーの問題とそういうことをやることによって、設備の送水の均等化をすること

において、稼動の均等化をすることによって日常的な費用の削減ができるはずですから。

できるはずだと僕は思っているんですよ、今までの経験から。 

 だから、そういうマクロ的なご検討をしていただくというか、された中で検討されてい

る。今はないような感じですからわかりました。 

 

【柴会長】   

ちょっといいですか。コストの関係から今聞いていると矛盾していることを主張されて

いるように思いましたけれども、緊急時だったらコストを考えずに緊急時に耐えられる状

況をつくりなさいという一方で、稼働率のアンバランスがあってそれを均等化して無駄を

なくせって両方矛盾する意見に聞こえたんですが、それは即座に答えられないと思うんで

すよね。どのように工事をすればどのように平均化できるかというのは即答はできないと

思いますので、そういう意見がありましたということで、必要であれば第３回に答えても

らうということでいかがでしょうか。 

 

【石川委員】   

それはちょっと切り離して議論してもらったらいいと思いますよ。稼働率の違いは違い

で、何でそうなのかという話をちゃんと確認するべきであって、それをさっきも会長もお

っしゃったようにくっつけるとややこしいですよ。 

 

【手平委員】   

いや、今検討されているんですかと聞いたんですよ。 
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【石川委員】   

質問を切ってください。今の稼働率が高い問題と低い問題というのはなぜそうなってい

るんですかをまず聞くべきですよ。僕はそっちのほうが大事だと思いますよ。なぜそうな

ったんですか。過去の背景ですか、それとも・・・、そこが大事じゃないですか。そうい

う投資であえてやったのがなぜだと、考えが合っていないとおっしゃるのであれば、そう

いう話。 

 

【柴会長】   

わかりました。だから、今言われたように話が３つほどつながっていてどんどん展開し

て質問されるので、１個ずつ聞いたほうがいいいですよということなんです。 

 

【石川委員】   

１つずつ切らないとわからなくなるじゃないですか。それで、全然矛盾して最後にはＢ

ＣＰ対策みたいなことを言われておるわけで、そうでしょう。もし緊急のときにどうする、

つなぐんですかという話になる。それは投資の話ですよ、また別途。そうなんですよ。だ

から、それはバランスをとりなさいという話で全く違いますよ、さっきの話とは。 

 

【柴会長】   

それと稼働率の場合だったら、稼働率に余裕があるのはどういう目的で余裕があるんで

すかという質問に変えてもらっても結構ですが、こちらは全て１００％で動かしているわ

けじゃないと。施設によって稼働率が違うというのはなぜですかと、そこで一旦切っても

らわないと全部議論がつながっちゃうと難しいんです。 

 

【事務局】   

手平委員、稼働率のお話は水道事業年報の何ページをごらんいただいて今ご質問いただ

いていますか。 

 

【手平委員】   

これは（水道事業年報 平成２７年度）４０ページですね。 
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【事務局】   

公称能力に対しまして１日平均配水量の差があるので、それが稼働率というふうに捉え

てみえるということですか。 

 

【手平委員】   

そうです。分母を公称能力にして、実績がこの（水道事業年報 平成２７年度）４４ペ

ージの送水量の推移ね。１日の。 

 

【柴会長】   

それは稼働率と捉えて非効率の指標と捉えるのか、余裕率と見て非常時のための備えと

見るのかは意見が分かれますので、単純にそういう意見の前提になった答え、解釈になる

かどうかはわからないんですね。 

 

【事務局】   

そうですね。 

 

【柴会長】   

だから、一応今の最初の質問はわかったとして、それの後はそれを踏まえた、先ほど言

ったＢＣＰにつながるような質問だったので、それは非常時についてはどういう対策をと

られていますかという質問に置きかえられるということですね。 

 

【事務局】   

配水池のループを最終的には今どう考えておるかということですね。 

 

【柴会長】   

そうですね。 

 

【手平委員】   

今の段階では。 
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【事務局】   

配水池間をループするコストを考えたときに、今現在はそのコストが非常に高価になる

ため考えてはおりません。 

 

【柴会長】   

という回答でした。 

 

【事務局】   

その前に今現在進めております配水池の耐震化、またはそこへ送る送水場の耐震化をす

ることによりまして配水池できちっと市民の皆さんに水を提供できるように、対策を今ま

でも優先的に進めさせていただいてきたというところでございます。 

 

【柴会長】   

というお答えでよろしいですか。 

 

【手平委員】   

はい。いいですよ。 

 

【柴会長】   

じゃ、ほかにご質問はございますでしょうか。 

 

【鈴木委員】   

済みません。課題１、（資料２）３ページですけれども、ここで管の耐震化というふう

なことで、管の更新と耐震化とをあわせてやっていくというふうな中で、この８７０億円

というふうな金額の算定ですけれども、これは全て新管を布設して旧管はもう撤去しよう

という、そういうふうな考え方でこれははじき出した数字ということになるんですかね。 

 

【事務局】   

水道管は老朽管というようなことで、古くなれば新しい管に入れかえるというような費

用です。 
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【鈴木委員】   

これは全て新管にかえたほうがいいという。例えば最近どこかで聞いたことがあるんで

すけれども、中の管、ライニングというか、何かするようなことによって寿命を伸ばそう

というふうな、そういうふうなこともあるかと思うんですけれども、そういうふうなこと

は考えていない。それをすることによって耐震化というふうなことで、耐震管の布設がで

きやんことになってしまうと思うんですけれども。 

 

【事務局】   

軌道の下とか布設するのに費用のかかる部分についてはそういうライニングというよう

な工法を選択しておる場所はあります。何をどういうことでそういう工法を選択するかと

いうとやっぱり費用ですね。かかる費用が安いほうを選択して工事をして布設替えをして

おるというようなことになります。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

だから、全ての管路を更新するのではなくて、一部工夫して長寿命化しながら全体とし

てコストを下げたいというお答えですね。 

 

【事務局】   

そうです。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。 

 

【柴会長】   

ほかに質問はございますか。 

 私、質問してもいいんですか。いいですか。投資の試算とそれから財源の表が全てにつ
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いて何回も出てきて、今回ないしは次回も出てくるんです。その方針について聞きたいん

ですが、２つの財源試算と投資試算のギャップは、ギャップがあるから埋めるというふう

に絵では描いてあるんです。どの案件についても。そのときに投資試算をベースにして、

言い方を変えたら投資試算に財源試算が制約を受けるのか、財源試算が制約要因となって

投資試算が決まってくるのかどっちですかという。 

 つまり、計画が優先でそれに合わせて何とかお金を集めてくるのか、集まったお金、予

想される資金調達財源の中で更新投資をするのかどっちですかというようなことなんです

よね。それはあまりギャップの埋め方を書いていないように思ったんですけど。 

 

【事務局】   

ギャップを埋めるときに、今の収益がこのまま予想していきますと収益については財源

としてはずっと下がる基調にあります。ただ、一方、管路の耐震化というものを進めてい

く中には投資費用はますます伸びるというようなことになります。 

 じゃ、今の下がっていく状況の中で投資が全てやっていけるのかといいますと、やはり

安定した水の供給には限界が来るときがあると思いますので、投資のある程度の財源につ

いても受益と負担のあり方というような言い方になるかもわかりませんけれども、この投

資をしていくためにはこれぐらいの試算、まずは理想的な投資の試算をしまして、それに

必要な財源はこれだけだと出ますね。 

 ただ、そのときに今の財源の試算でいけばかなりのギャップが出ますので、じゃ、この

財源のギャップについてどうしようかということにつきましては、今後財源試算したとき

にこの投資はある程度進めなければならないと考えたときにどのようにするべきなのかを

検討させていただいてご提案させていただこうと思います。それで、考えた財源のあり方

で、要は最終的には財源が全てになってまいりますので、財源で投資は決まると思います。

まずは投資の全ての理想を出させていただいてという形です。 

 

【柴会長】   

議事進行の会長がなぜ質問したかというと、市民の目からいざ何かがあった、お金の問

題じゃないでしょうと言いかけられた質問は最後回答を求めなかったので、そうなると財

源優先で最終的に決まると言って、そこで考えられる以上は非常時のことは考えないとい

うことなんでしょうかと。先ほどそういうような質問だったと思ったんですけど。今のと
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ころ考えられない。 

 

【事務局】   

まず、やはり管路の耐震化、施設の耐震化というのが第１だと思います。管路も水道事

業につきましては昭和２２年から給水を開始してちょうど高度経済成長のときに、３０年

後半、４０年から５０年にかけての管路がもうそろそろ耐用年数を迎えてきておると。耐

用年数が来たら全てかえるのかというのではなく、使える間はずっと使うという部分があ

りますけれども、それを替えないとやはり予期せぬ漏水が起こったりとかして、市民の皆

さんがいつも水をひねったときに出ないという状況になってはいかんので、まずはそうい

うものをかえていくというのが第１だという形で、管路の耐震化が第１。 

 それから、それと同時にやはり施設を守っていく。一番大もとが配水池だとか送水場に

なりますので、そういったところをまず第１に耐震化を進めていくというような形になろ

うかと思います。そういった部分の費用を優先していったときに財源がどうなるのかとい

う検討になってきますので、手平委員がおっしゃられた配水池同士のループというのは現

在の計画の中には入っていませんので、そういったものについてはおそらくしようと思い

ますとそこまで市民の皆様に、利用の方々に料金負担、利用者負担を求めるのかという議

論になろうかと思います。 

 

【柴会長】   

議論を整理していただくためにわざと質問したんですけどね。ここで最終的には戦略を

議論するという、策定するということでしたから、基本方針はどういうお考えかというの

を確認したまでです。時間をとりまして済みません。 

 それでは、ほかにありますか。ないですか。それでは、２つ目の議題につきましては以

上で議論が尽きたかどうか、一応は質問に対するお答えをいただいたので、ちょっとまと

めさせていただきます。 

 今までいろいろご説明がありましたように、上水道事業については次の事業計画を策定

中のため、現時点で想定される投資の方針についてという限定でご説明がありました。 

 １つ目は復習になりますが、管路の耐震化については計画的かつ継続的に実施する必要

があるという点が確認されました。 

 ２つ目は、地震などの大規模災害時にも安定的に給水できるように送水場や配水池の耐
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震化を進める必要があるということは説明されました。それぞれの拠点をループでつなぐ

かどうかというところまでは今まだ想定されていませんというお答えでした。 

 ３つ目は、水需要の予測に基づく施設規模の適正化等や施設運用上の問題を解消する必

要があるということもご説明がありました。 

 また、これらの方針に基づいて事業計画や概算事業費を取りまとめて、投資試算として

第３回審議会で提示する予定ということでしたので、事務局のほうではそれらのご対応を

お願いします。 

 なお、この後公共下水道事業、農業集落排水事業の投資試算についても事務局より説明

がありますので、そちらのほうでも同じくご意見を頂戴したいと思います。 

 

（ 休  憩 ） 

 

（３）鈴鹿市公共下水道事業の投資試算 

事務局から「資料３ 鈴鹿市公共下水道事業の投資試算」について説明がなされ，会長

が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【石川委員】   

説明をありがとうございました。ちょっとわかりにくいので、質問は確認だけです。ヘ

クタールと言われていていろいろ複雑な整備、いろんな区域をやっているんですけど、こ

れって何か埋設する配管の長さで言って大体それの延長距離で例えば投資と連動させると

かという、そういう評価ができないものかなという。 

 大体どのくらい、結局これはヘクタールでどのくらいやったかというのと普及率ってく

くっているじゃないですか。密集地だったらもっと上がるし、やらないと下がるじゃない

ですか。だから、それってやっぱり投資額とかを見るときは、ひょっとしたら配管距離と

投資との比例するような見方をするとかってないのかなとちょっと話を聞いていて思った

んですけど、いかがなものでしょうかというか。 

 ヘクタールは確かにどこがやっていったってわかりやすいんですけど、でも工事の内容

って全然違うじゃないですか。場所によって。だったら配管延長距離で言ったら、結局鉄

道なんかのときはそういう話をするじゃないですか。延長距離はどれだけでどのくらいの
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投資がかかりそうだとか。 

 

【事務局】   

１つはヘクタールでご説明させていただいておりますのが、下水道の整備を計画すると

きに道に管を入れていくわけですけれども、面積の割り方、区域の考え方が道と挟まれた

ときで亀の甲のようにどんどん上がっていくんですね。家が張りついていないところとか

という部分は亀の甲が大きくなったりするので、一般的には整備面積はヘクタールで言い

まして、管渠延長につきましても鈴鹿市の場合はまずは整備の目標として考えております

のが１ヘクタール当たりにたくさん人が住んでいる人口密集地域を中心的にと考えており

ますので、管渠の延長で費用というのは積算はされないというような形です。 

 

【石川委員】   

小さいますを数えているという考え方なんですか。 

 

【事務局】   

そうですね。 

 

【石川委員】   

そういうことですか。 

そうやって細かく見てヘクタールでいけるんですか、ちゃんと。 

 

【事務局】   

はい。 

 

【石川委員】   

なるほど。わかりました。 

 

【事務局】   

いいですか。 
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【石川委員】   

いいです。投資額と比例しているんだったらいいんです。普及率は絶対違いますからね。 

 

【柴会長】   

ほかにご質問はありますでしょうか。 

 なければちょっと追加的な今のような確認と同じ説明をしてほしいんですが、１０年概

成を前提に好機と捉え、その間に弾力的に一気に整備するんだと。そのように言ったかど

うかは別として、それで目標が下水道の普及率が７０％という数字を示された絵もありま

した。図もありました。何となくそれだけ見ると７０％とこう思っちゃうんですが、その

普及率７０％についてもうちょっと理解がしやすいように説明していただければと思いま

すが。 

 

【事務局】   

 先ほどの説明をさせていただいた中に、生活排水処理として、鈴鹿市の方法として公共

下水道、農業集落排水事業、それから合併浄化槽の３つの処理方法がございます。そのう

ち公共下水道が担う部分というのが８３.８％、要は全人口に対する割合でそれぞれの割

合を出しております。 

 そのうちの約７割（下水道普及率 約７０％）をこの１０年間で一生懸命やろうという

ことでお示しをさせていただいたと。残りあと１３.８％ほどの部分については、確かに

この１０年の投資の中ではどうしても処理ができないということは発生しております。そ

の中でも今国が示しておる１０年概成の中で、短期でやる部分とそれから中長期について

は手法の見直しを検討しなさいというような扱いがありますので、その中で今後検討させ

ていただこうということを示させていただいております。（※） 

 

【柴会長】   

８３.８％の７割を目指す。その説明はわかったんですが、単純に７割、７０％と書い

ていると少ないなと思っちゃうんですよ。ですから、そうではなくて、例えば１０年概成

で従来に比べてペースを上げて７０％まで持っていくんだというようなことだとそうかな

と思うんですけど、７０という数字単独で単純に読み取れと言われても十分にその感じが

読み取れなかったのです。従来よりペースをアップするんですか。 
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【事務局】   

ペースアップは当然させていただきます。通常今までの平均でいきますと５０ヘクター

ル強で進んできたものをこの１０年間については７０まで、７０近くまで持っていきたい

ということで今回上げさせていただきました。 

 

【柴会長】   

新たな投資の計画を説明するときには、今のような従来のペースだとこの５０数％だけ

ど、７割まで高めると書いていただいたほうがわかりやすいのではないかなというふうに

思いました。今のは補足です。確認なんですが、ほかに質問はありますか。 

 

【齊藤委員】   

今のは私もついでに確認なんですけど、市街化調整区域は下水道を引くというふうに決

まっているわけではないですよね 

。 

【事務局】   

計画区域にある部分もあるということです。 

 

【齊藤委員】   

それは鈴鹿市だけですか。 

 

【事務局】   

一般的な話としまして、下水道は都市計画法という法律がある中で都市施設という位置

づけになっておりまして、市街化区域内は公園とかと同じように下水道施設も整備すると

いう形になっております。市街化調整区域はそういった部分からは整備しなければならな

いような施設ではないという形で、全ての地域、うちだけじゃなくて他の市町村について

も市街化調整区域は全て下水道にするということになっていないと思います。 

 

【齊藤委員】   

それで、都道府県の構想策定マニュアルを出していただいている中で、マニュアルを読
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むと何か選びなさいねと。地域によって選びなさいねという書き方も最初にされているん

ですよね。そこを読んでここに入ると、急に例えば（資料３）５ページから６ページがす

ごく飛躍しているようにも感じると。というのは各種汚水処理施設の整備をすることと言

っているのに、急にもう下水と決めている感じもすごく透けてしまって、ただこれは下水

の資料なのでそれで構わないかなとは思うんですが、市民の方に出されるときにはちょっ

とここがわかりにくいというか、もしくはこのマニュアルがないほうがすらっと読み込め

るのかどうなのかなと。 

 それで、あとまた（資料３）１２ページにはこういうふうに出てくるんですよね。マニ

ュアルに載っている図が引用されていて。なので、その順番とか少しそこら辺もまた考え

てもらうといいかなというふうに思っております。お願いしますということです。 

 以上です。 

 

【安田委員】   

都市計画法の関係で市街化区域が優先的に、税金も結局都市計画税は調整区域が課税さ

れていないわけですから、やっぱりそういう観点からもというのも大いに考えられた上で

の見直しということだと思いますので、そういうことも書かれたほうがより理解しやすい

のかなと思いましたので、意見です。済みません。 

 

【柴会長】   

ありがとうございます。そのほかご意見はありますでしょうか。 

 直接内容に関係ないんですが、（資料３）６ページと１０ページにカラーで書いている

んですが、それは人によって視力にもよるんでしょうけど、１０ページの黄色はまだ見え

るんですけど、６ページの黄色があまりよく見えへんのですよ。何となくわかりますけど、

もし可能だったら色を変えてもらったほうがわかりやすいなと思いました。後に残す資料

ということであれば。 

 もし質問がなければこれで終わりたいと思うんですが、よろしいですか。 

 では、公共下水道事業については、国が示す汚水処理施設整備の１０年概成を目指すた

め、１０年後に下水道普及率を約７０％とするという目標を立て、新規整備を集中的に行

う予定であるとの説明がありました。私が追加的に確認を求めましたので、７０％という

のは下水対応の８３.２％（下水道普及率の最終目標値）の７０％（１０年後の下水道普
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及率の目標値）であるということでしたね。それに伴う投資試算についての説明もありま

した。 

 また、汚水量の増加にあわせて現在整備中である南部浄化センター等の流域下水道施設、

これの整備や維持管理にかかわる負担金についての説明があり、投資試算の見通しについ

ての説明もありました。さらに中長期な投資試算についても説明がありましたが、市街化

調整区域等については下水道の整備計画区域の見直し等も検討していく予定であるという

説明がありました。ただし、ご納得いただくためには、市街化調整区域について２人から

確認ないしコメントがありましたので、その辺も考慮されたらいいのかと思います。 

 整備計画区域の見直しについては、中長期な投資試算や公共下水道事業の経営に与える

影響が大きい検討課題ですが、これらについて何かご意見はございますか。一応ご意見は

出尽くしているのかもしれませんが、もう一度言いますと整備計画区域の見直し等という

ような対応方法があったと思うんですが、中長期的な投資試算や公共下水道事業の経営に

与える影響が大きいそういった課題だと思いますが、何かご意見はございますでしょうか。 

 区域を調整するという、見直してみるという、最後のご意見ではそこにもう税金がかか

っているところとかかっていないところがあるという、その線引きを見直すかもしれない

と言っているんですが。 

 

【安田委員】   

見直しの定義の中で都市計画の法律があって、市街化を優先的に整備していくという法

律があるからそうやってしていくんだと。それだけだったらあれやもんで、実際税金も都

市計画税と固定資産税って分かれておるわけですから、そういったことを一般の方はなか

なか理解されていない方も多いものですから、そういうことも踏まえて変えていただける

とより一般の方もわかりやすいのかなと思っただけで。 

 

【柴会長】   

そう思いますね、私も。じゃ、そういうところにも今後そういうのを市民に訴えるとき

にはそういう差があるからということも書いておいてくださいということですね。 

 以上で大体終わったと思いますが、公共下水道事業については１０年概成を目指した１

０年間の集中投資とその後の中長期的な投資を進めていただくことになると思います。 

 ただし、中長期的な投資については、先ほどお示しがあった資料３の１３ページでも説
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明がありましたが、まず第１段階としては市街化調整区域の汚水処理方法の見直しを検討

していただき、次に、第２段階として、１０年概成で整備が完了しない市街化区域は汚水

処理方法を検討していただくようお願いします。今後の審議会でそういうご意見が説明さ

れればと思います。 

 なお、この後農業集落排水事業の投資試算についても事務局よりご説明がありますので、

そちらのほうでも引き続きご意見を頂戴したいと思います。 

 最後の論点になりますが、農業集落排水事業の投資試算について、これを議題といたし

たいと思いますので、事務局のほうからご説明をお願いします。 

 

（４）鈴鹿市農業集落排水事業の投資試算 

事務局から「資料４ 鈴鹿市農業集落排水事業の投資試算」について説明がなされ，会

長が質疑・意見を求めた。 

 

≪質疑・意見≫ 

【石川委員】   

２点だけお願いします。１点は、（資料４）９ページのストックマネジメントの診断を

するというやつなんですけど、これって２年かかる、それってどのくらいかがよくわかっ

ていないのであれなんですけど、このぐらいかかるものなのかどうかって、３年間もかか

るのかどうかという話が１点と。 

 それから、こういうことをやって最適整備構想をつくろうというのに１０年間は固定で

もう当初は考えていくのかというふうに思ったんですけど。 

 

【柴会長】   

いかがでしょうか。 

 

【石川委員】   

３年になったら人がかわっちゃってまた忘れてしまうんじゃないかと。 

 

【事務局】   

まず、１点目の調査策定までに３年間を要するのかということなんですけれども、基本
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的には１８施設ございますので、やはり２年間の調査期間というのは必要になってまいり

ます。調査が終わってから初めてその計画の策定となりますことから、３年間は必要と考

えております。 

 

【柴会長】   

１８全部終わってから考えるということですね。 

 

【石川委員】   

でも、並行してやったら一気に投入するとかということができないかどうかだけの話だ

と思うんですけどね。並行してできるかできないかのね。要するに同じ人数でやっていた

らそれは時間がかかりますけど、投入する人を増やすとかやったらできるんじゃないかと

いう気もするんですけどね。それだけです。短期でやらないのかというそこだけです。お

金はかかると思いますよ。だから、一気にかかるわけですけど、それが同じ金でできると

思いませんけどね、１年間かかるということを短くする努力も必要じゃないかなというふ

うに、２年というのは民間的には非常にこんなのは長いのであり得ないんですけどね。 

 

【柴会長】   

いや、この２年間の準備期間というのが補助金等のひもつきがあったらその２年間をか

けて調査するということもあり得るかもしれませんが、いかがなんですか。 

 

【事務局】   

当然補助の対象として調査をさせていただきますので、今おっしゃられたような補助金

の活用からいくとやはり２年間というのは必要かと考えています。 

 

【柴会長】   

だそうですよ。 

 

【石川委員】   

わかりました。 
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【鈴木委員】   

でも、それだけしかくれないということですから。 

 

【石川委員】   

１年でやっちゃあかん。 

 

【柴会長】   

民間と違うので、金がかかる分を補助するという。 

 

【手平委員】   

上下水道局さんとして、今の上下水道と下水道と農業排水事業ということでご説明いた

だいたんですが、従前こういう３事業において何かどういうような重さというか、そんな

ものは特別に区別はないんですか。 

 といいますのは、この数年前ですと地震対策で非常に上下水道等の対策が推進されてお

るところがあって、それから従来の大きな地震の起こる前はこういう考えでやっておった

けれども、それが起こってからこういう方針で、例えばここにプライオリティーをつけて

やるとか、そういうような何か大きな枠組みというのが、個々はわかったんですけれども、

そこら辺は何かあるんですかね。 

 

【事務局】   

重点ですか。 

 

【手平委員】   

３事業の重さというか。 

 

【事務局】   

まずは水道事業と下水道事業はまるで違うものですので、水道事業と下水道事業の違い

はおわかりいただきたいと思います。我々として、今一番に考えておるのがやはり鈴鹿も

東海・東南海の地震があるという中で、耐震化というのが１つは、市民生活に欠かすこと

のできない施設ですので、耐震化がやっぱり第１番だと思います。 
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 下水道事業については事業年度が新しいものですから、阪神大震災以降にも管を布設し

ていますので、もう耐震化が管の布設時にできていっているという部分で耐震化が進んで

いると。ただ、水道については耐震化が近年非常にクローズアップされておりますけれど

も、そういった部分の中で進んでいないので、水道については耐震化のお話をさせていた

だいたというところです。 

 

【手平委員】   

すぐ限られた予算というか、収支の中でやらなきゃいけないのはよくわかるんですけれ

ども、それと従来のやり方とそういうような今おっしゃられたような中で耐震化を重点的

に、従来よりも重きを置いて上水道をやられる計画なのかなということをちょっとお聞き

したかったんですけど。 

 

【事務局】   

水道施設の耐震化につきましては厚生労働省も水道ビジョンというのを作成しておるん

ですけれども、その中でもやはり強靱という部分の中で耐震化に力を入れると。 

 また、一方、総務省のほうでも耐震化について全国的な、まずは阪神大震災があった後、

次は中越地震がございました。最近では熊本の地震がございました。その間には東北の地

震があったという部分の中で、生活インフラの水道の耐震化がおくれておるという部分の

中で水道施設については耐震化を早期に進めなさいと。重点的に進めてほしいというよう

な国は厚労省も総務省もそうやって言っております。 

 我々も、やはり生活していただくのに水というのは欠かすことができないので、それを

いかに供給することができるかという部分の中で耐震化について考え方を整理しながら、

まずは施設とか、もとが壊れては水道が供給できなくなりますので、まずは大もとのほう

からやっていきましょうということで今まで進めてきたと。今後は施設がまだ残っており

ますけれども、その施設を進めながら管路の耐震化をどんどん進めていきたいというふう

に考えています。 

 

【柴会長】   

今は耐震化が重点だというお答えでしたが、いいですか。 

 ほかにご質問はありますか。 
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【鈴木委員】   

質問ではないんですけれども、単純に知りたいだけなんですけれども、集落排水と公共

下水道と、浄化槽は別にしてそれぞれ料金は違ったりするんですか。使用料金は。 

 

【事務局】   

そうですね。第１回の審議会でもお示しさせていただきましたけれども、集落排水事業

のほうが公共下水道よりも料金体系は６％ほど安いようなことになろうかと思います。同

じ従量制は使っておるんですけれども。 

 

【鈴木委員】   

それで、考え方はいろいろあると思うんですけれども、それが違っていいのか、違うべ

きなのか、そこら辺はどうなのかなと思いまして。 

 

【事務局】   

大もとがやはり縦割りになるのかもわかりませんけど、事業の出発が過去は国土交通省

が下水道事業、農林水産省が集落排水と。ウルグアイラウンドという言葉もあったと思い

ますけれども、そういった部分の中で出発が違って、市役所の中でも管轄しておるところ

が違いましたものですから、当初の料金設定のまま今ありますので、料金がちょっと異な

っておるというのが現状です。 

 

【鈴木委員】   

ですよね。それで住民は選べへんというふうなことやと思いますので、ここは公共下水

道の整備区域やし、ここは集落排水で、もう既に終わっておると思うけど、集落排水の整

備区域やし、そこに住んでおる人間はもうそちらのほうというふうなことで、何となしに

納得せいという意味で言うと何かこすいなというふうに思ったりするのかなと。 

 

【事務局】   

昔は水道も、今は簡易水道という施設は鈴鹿にはございませんけれども、簡易水道が平

成１４年度で最終の統合をしたんですけれども、それまではやはり簡易水道の地域と違っ
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た部分が。 

 

【鈴木委員】   

わかりました。比較論を見て言ったらわかりました。 

 

【事務局】   

今後そういったことも検討かなという。 

 

【柴会長】   

ほかに。 

 

【齊藤委員】   

先ほどの国の上げる１０年概成とかのところでキーワードになることって多分広域化っ

てすごくキーワードになっているんですよね。都道府県が音頭をとっていろいろ市町村と

も協議しながらみたいなところが書いてあったりして、多分ほかの地域でも進んでいると

ころなんかがあります。 

 この農業排水に関しては試算とかは十分理解できていますし、また、いろいろ維持管理

のところを指定管理にされたりとか工夫されていて、当初もバランスよく平準化されると

いうことですごくいいものだと思っているんですが、ただ、広域化の話というのはもう検

討されて一本で行くんだぞと言ってこういう試算になっているのか。 

 そこら辺は今後もしかしたら何かどこかと、例えば鈴鹿市の中で言うと下水と農業排水

を接続するということは多分コストは高いかもしれないけど、ほかの地域と接続するなら

もしかしたらコストが安くなるところもあるのかもしれないというときに、この１０年っ

て短いのか長いのかちょっと私も判断できないんですが、広域化の話というのは検討され

ているのか、ちょっと置いているのかというところを教えていただければ。 

 

【事務局】   

今おっしゃられた統合なり効率化という面に関しましては、今、施設自体がまだ２０年

たっていないような施設ですので、できるだけ今の施設はキープしていきたいというふう

な考え方のもとに、将来的には当然できるものなら公共下水道のほうの接続をしていきた
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いというふうには思っていますが、何せ公共下水道のエリアは見ていただくように、鈴鹿

川より東側のエリアが公共下水道のほとんどのエリアで、それを椿という山のほうから全

てこちらに引っ張ってこようとするとかなり高額な費用が発生しますので、そういったも

のについては違うやり方を考えていかなければいけない。 

 今のままの施設の維持というのは必要になってきますが、効率的に公共下水道に接続で

きるようなところについてはできるだけ検討していきたいということで、見通しとしては

まだもう少し今の施設を使っていきたい。今まだつくったばかりですので、すぐにやめて

しまうということはできませんので、そういうふうな考え方で今進めております。 

 

【齊藤委員】   

メニューにはなっていないけど、そのままリストというか、選択肢の１つには入ってい

るのかなという。 

 

【事務局】   

入ります。 

 

【齊藤委員】   

ありがとうございます。 

 

【柴会長】   

じゃ、もうそろそろ意見も出尽くしたようですので、この議題についてもまとめたいと

思いますが、農業集落排水事業については全ての地区の整備が完了しているというお話で

した。維持管理の段階に入ったため、今後１０年間の処理施設及び管渠の維持管理にかか

わる投資試算についてのご説明があったということだと思います。 

 個人的には意見もあるんですが、何でそこのライフサイクルコストの維持管理に入ると

ころだけストックマネジメントというのかなというのがよくわからへんのですが、新規投

資からストックマネジメントやと思うんですけれども、とりあえず今の資料を見るとスト

ックマネジメントの導入により平成３０年度、３１年度に機能診断調査を実施し、これが

長いのと違うかという意見もございましたが、２年間かけて実施し、３２年度に最適整備

構想を策定する予定とのことでしたね。それで、既設施設の長寿命化に向けて早期策定に
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努めていただきたいというのがまとめになるかと思います。 

 

４ その他 

（１）第３回鈴鹿市上下水道事業経営審議会の日程 

【事務局】   

第３回の審議会は下記のとおり開催予定 

日時 平成２９年３月１７日（金） 午後１時半から２時間程度 

場所 本館３階第４会議室（第２回と同じ） 

 

── 了 ── 

 

※ 事務局 補足説明 

平成２７年度末現在の下水道普及率は５４．３％ですが，１０年後（平成３８年度）の

下水道普及率の目標値は約７０％であり，最終（平成６７年度）目標値は８３．８％です。 

 なお，下水道普及率は総人口に対する下水道を処理することができる区域の人口（下水

道処理区域内人口）の割合であり，下記のとおり算出します。 

・下水道普及率（％）＝（下水道処理区域内人口／総人口）×１００ 

また，下水道処理区域内人口に農業集落排水施設を処理することができる区域の人口

（農業集落排水施設処理区域内人口），合併処理浄化槽による処理人口を加えた割合であ

る汚水処理人口普及率は下記のとおり算出します。 

・汚水処理人口普及率（％）＝（（下水道処理区域内人口＋農業集落排水施設処理区域内

人口＋合併処理浄化槽処理人口）／総人口）×１００ 

平成２７年度末現在の汚水処理人口普及率は９１．９％ですが，１０年後（平成３８年

度）の汚水処理人口普及率の目標値は約９５％であり，最終（平成６７年度）目標値は１

００％です。 


