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会 議 録

会議の名称 平成２７年度第４回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２７年９月２５日（金） 午後１時５５分～３時３５分

開催場所 宮崎市上下水道局４階 大会議室（宮崎市鶴島3丁目252番地）

会長氏名 倉掛正志

出席者氏名

（委員）

倉掛会長、濵田委員、鈴木委員、長友委員、島内委員、南部委員、梅田委

員、田之上委員、小倉委員、酒井委員、池谷委員、黒木委員（計１２名）

欠席者氏名

（委員）
清家委員、平田委員、仁田脇委員

事務局

上下水道局長、管理部長、水道部長、下水道部長、総務課長、財務課長、

料金課長、給排水設備課長、水道整備課長、配水管理課長、浄水課長、営

業所工務課長、総務課長補佐、経営企画係長、坂本主査、冨永主任主事、

渡部主任主事、谷元主任主事

傍聴者 一般傍聴者 １名、報道関係者 ３名

議事

（１）委員からの質問とその回答について

（２）事業計画の目標値について

（３）料金算定の方法について

（４）改定料金表（案）について

（５）その他
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（会議の経過）

発言者 議題・発言内容・決定事項

事務局 【開会】

開会を宣言。

【委員出欠状況報告】

本日は現時点では委員１５名中１１名にご出席いただいております。

宮崎市上下水道事業経営審議会条例第５条第３項により、半数以上の委

員が出席されておりますので、本会議が成立することを報告します。

なお、１名につきましては、遅れて出席されるとの連絡をいただいてお

ります。

事務局 【議長選出】

条例第５条第２項の規定に基づき、会長に議長をお願いしたいと思いま

す。

会長 【会長あいさつ】

会長 【議事（１）委員からの質問とその回答について】

それでは、議事（１）の委員からの質問とその回答について、事務局よ

り説明をお願いします。

事務局 議事（１）委員からの質問とその回答について説明（資料４）

会長 ただいま、事務局より委員からの質問とその回答について説明がありま

したが、事務局から説明のあった事項について何か質問や意見はござい

ませんか。

（質問等なし）

会長 【議事（２）事業計画の目標値について】

それでは、議事（２）事業計画の目標値について事務局より説明をお願

いします。
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事務局 議事（２）事業計画の目標値について説明（資料１）

会長 ただ今事務局から、事業計画の目標値について説明がありました。

前回の審議会での意見を踏まえ、今後審議を予定している、水ビジョン

の中間見直しの中で目標値をわかりやすく整理していきたいとのことで

す。

今回決定する事項ではありませんが、何か意見や質問はございませんか。

委員 整理したいことなのですが、収入が減少し、支出が増えているというと

ころで、料金を改定する必要があるということで現在議論していると思

うのですけれども、支出が増えている原因は経年化と耐震化に対応する

というところだと思うのですが、最終的な目標としては経年化、耐震化

の対応としましては、１００％の更新を目標とされているということで、

持続的にこれから何十年もこういった支出が必要になるということでよ

ろしいのでしょうか。

事務局 おっしゃるように、目標値の修正は行いますが、私どもの検討の中で必

要な金額というのは、前回お示しした３年半で１５２億円という数字で

ございまして、この金額が必要な額であると捉えていただきまして、そ

れを踏まえまして、改定率等の検討をしていただければと思います。

委員 現段階ではそういった金額が必要になってくるのでどう認識していくか

ということですね。

分かりました。ありがとうございます。

委員 法定耐用年数や経年化年数、減価償却期間、長寿命化計画について教え

ていただきたいのですが、経年化設備率や経年化管路率の耐用年数は減

価償却期間と同じと考えていいのでしょうか。

公共施設や社会的インフラについて、国・地方において長寿命化対策と

いうことがあげられていると思いますけれども、局においてはそのよう

な長寿命化対策というのはとられているのでしょうか。

２点について教えていただきたいと思います。
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事務局 耐用年数につきましては、経年化管路率の管路の耐用年数は４０年でご

ざいます。電気・機械に関しましても耐用年数がございます。

長寿命化対策につきましては、管路については１００年鉄管等がござい

まして、我々としまして法定４０年を過ぎてすぐ布設替えを行うという

ことではなくて、管路の状況等を把握しながら７０，８０年という布設

替えの年数を独自に制定していくというところでございます。

事務局 耐用年数イコール減価償却期間であるかとの質問でしたが、厳密に言う

と若干ずれもあるのですが、ほぼ同じと考えていただければいいと思い

ます。

会長 今回の水道料金の改定によって、使用者の負担が増える中で、その使い

道について、局としてしっかり説明していくことがこれまで以上に求め

られると思いますので、事務局はそのあたりをしっかりやっていただく

ようお願いいたします。

会長 【議事（３）料金算定の方法について】

【議事（４）改定料金表（案）について】

それでは、次に議事（３）料金算定の方法について、議事（４）改定料

金表（案）についてはそれぞれ関連があるようです。

事務局より説明をお願いします。

事務局 議事（３）料金算定の方法について説明（資料２）

議事（４）改定料金表（案）について説明（資料３）

会長 ただ今事務局から料金の算定方法と、その結果として、改定率を２０％

と２５％の２つのケースで算定した料金表の説明がありました。

事務局においては、偏った負担や急激な値上げとならないようにできる

限り配慮して設定をされたとのことです。

それぞれ影響範囲などについての説明もありましたが、前回の改定から

長期間見直しをしていなかったことに加えて、これまで経過措置として

合併前の料金制度を適用してきた清武町では特に改定率が大きくなるほ

ど市民生活並びに事業活動への影響は大きいとのことであります。

料金算定の方法、料金表の案など、ただいまの事務局説明について、何
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か意見や質問はございませんか。

委員 資料３の P６の下の表、清武町と宮崎市の一世帯あたりの平均使用水量の
データが無いということで東京都のデータを使われていますが、それが

どれぐらい宮崎市に当てはめても妥当なのかというのが、多分他の地域

のデータが無いところは東京都のデータを使っていると思いますが、う

ちは４人家族ですけれど、この表の倍ぐらいいつも使っているのですが、

それを考えますと、この数値が宮崎市としてどれぐらいの妥当性がある

か、１０％程度の誤差だと用いることができると思いますが、これが５

０％の場合は増減額、増減率に影響が出てくると思うのですけれども、

東京都のデータを宮崎市に当てはめる妥当性はどれぐらいでしょうか。

ほとんど同じで見ていいということでしょうか。それとも結構幅がある

のでしょうか。

また、清武も宮崎市もそうなのですが、１３mmや２０mmは影響があ
まり無いのですが、口径が大きいところでは非常に負担が多くなる。口

径が大きいところというのは、工場等の産業だと思いますので、そのよ

うなところには配慮するということでしたけれども、割合としては数％

なのですが、影響が出て問題が生じる可能性があると思うのですが、ど

のような形でどのようなスパンで対応していくのでしょうか。

２点についてお願いします。

事務局 １点目の東京都のデータを用いる妥当性についてでございますが、他に

データがございませんでしたので、このデータを用いたというのが正直

なところでございます。感覚として誤差が少ないと思いまして使ってい

るところなのですけれども、使用水量は世帯によって、例えば４人世帯

を２５㎥で設定しておりますが、実際は３５㎥使っている世帯もあるか

もしれませんが、そういった世帯がどうなるかといいますと、P6の同じ
表にありますように、１７．５％の増加率になるということでございま

して、それほど差はないかと思います。P8の円グラフにて、９２．２％
の世帯は口径１３mmを使っておりますが、折れ線グラフにありますよ
うに、増加率は１９．４％が上限でございます。

２点目につきましては、資料３の P2に基本料金の表を載せていますが、
清武町は口径にかかわらず、現行１，１５０円でございます。宮崎で７

５mmでしたら、１４，０００円なのですが、清武では１，１５０円い
ただいているところです。これが右側の表の新料金になりますと、１７，

２７０円になります。つまり、現在１，１５０円の基本料金が１７，２

７０円にあがるということで、口径がさらに大きくなれば基本料金の差

も大きくなるということで、増加率はかなり上がり、負担が大きくなる

ことは間違いありません。４０mm以上の清武の件数は、８５件程度と



6

把握しております。件数が少ないのからよいということでは決してあり

ませんが、合併後今まで経過措置をさせていただいてきたということも

ございまして、宮崎市に統一するということを丁寧に説明させていただ

きまして、ご理解いただくということを考えております。

会長 ただ今事務局から２０％と２５％の２つのケースの提案があり、前回の

会議では２５％上げてもいいのではないかとのご意見もありましたけれ

ども、このことに関してご意見等ございましたらお願いします。

委員 ２５％の資料を作成していただき、ありがとうございました。

基本料金は若干上がるという感覚で受け取れるのですが、従量料金の方

も単価のみ見るとさほど大きいとは感じないのですが、２０％改定の場

合は定期見直しが条件だったと思うのですが、定期見直しの場合、２５％

に近い負担が出てきてしまうのかなという懸念があります。

また、質問なのですが、下水道の洗浄水はこの水道料金とリンクするの

でしょうか。独立採算でしょうか。

事務局 質問の趣旨は、２０％で定期見直しを行えば、結局２５％と同じになる

ということでよろしいでしょうか。

委員 はい。

事務局 ２０％で改定しましても、やはり５年程度で見直しを行わなければいけ

ないとの将来推計をしております。前回、グラフでお示ししたかと思い

ますが、では、２５％で改定した場合はどうなるのかといいますと、５

年後の改定が１，２年遅くなるとは思うのですが、同じく定期的な見直

しは避けられないとの推計をしております。２５％で改定した場合も次

回の改定が１，２年遅くなるということで、２０％と２５％の改定では、

それほど大きな差はないという推計をしているところでございます。

事務局 ２点目の下水道料金の件ですけれども、下水道の使用料も水道の使用量

に応じて単価が決められていますので、その使用水量から計算されるこ

とになっております。基本は使った水道の量に応じて下水道料金が計算

されるということです。
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委員 ２０％と２５％の改定は市民の受け取り方として拒絶感もあると思われ

ますので、参考までに他の事業体での改定率等を教えていただければと

思います。

事務局 他の自治体の例なのですが、改定率はばらばらでございます。

高いところは３５％というところもありますし、低いところは数％、場

合によっては料金を下げている自治体もございます。改定率は１％代か

ら３５％と大きな幅があります。自治体の経営状況によって変わってく

るということです。何年ぶりの改定かによってももちろん改定率は変わ

ってきます。

委員 ２０％でも２５％でも他自治体と比べて改定率が高いということではな

いということですね。

事務局 平均するとおそらく２０％を切るぐらいになると思いますので、２５％

となると全国的にあまり件数は見当たらないですね。２５％を超すとこ

は、最近の例ではあまりありません。

会長 宮崎市は１５年ぶりの改定ということで高い改定率になっていると私は

思うのですが、他の自治体は５年や１０年で定期的に改定を行っている

ところもあるのでしょうか。

事務局 最近改定した自治体では、定期的な見直しを条件付けて改定していると

ころもございます。長いところは宮崎市と同じように十数年上げてない

ところもあれば、毎年見直しをしているところもございます。

答申の中で定期的な見直しを含めている自治体もございます。

委員 前回の改定から１５年を経過して今回行うとのことですが、この１５年

間改定しなかった主な理由は、やはり委託が一番大きな理由なのでしょ

うか。

人口が減少してきて高齢者率が高くなる、推測ですけれども１人あたり

の市民所得も減っていくのではないかと思いますけれども、そういった

将来を考えますと、支払能力の面から見てどうなのかなという気がする

のですが、いかがでしょうか。
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事務局 １５年間改定を行わなかった理由としましては、経営努力という面もご

ざいまして、前回、全国における宮崎市の人件費等をお示ししましたが、

少ない人数で水を作っているという経営効率を表す指標では、水を買っ

ている団体を除きますと、全国の中核市で少ない方から３番目でござい

ます。その背景としましては、おっしゃるとおり料金センターや、浄水

場の運転管理の委託を行っており、両方の委託を行っている団体はかな

り少ないとの自負があります。そういったことで何とかやりくりをして

１５年間今まで保ってきたと考えているところでございます。

世帯の負担でございますが、資料３の P６をご覧いただきますと、特に清
武町は宮崎市の料金と統一した上で、料金改定するということでござい

まして、２０％の場合でも世帯員が増えると増減率が３０％を超えると

いうことを考えますと、負担の影響があるということを把握しておりま

して、２０％改定でも清武町域の負担を考えますと、説明をしっかり行

い、ご理解をいただくのに十分努力しないといけないと考えているとこ

ろでございます。

委員 ２０％改定で決まるとした場合、市民目線で見ると、どのような形で市

民の方達に納得していただけるような周知を行うのかを教えていただき

たいです。

事務局 周知・広報活動に尽きるのですが、市が持っております各種の媒体を利

用し、周知をしていきたいと考えております。

「せせらぎ」という局の広報誌を年２回全使用者に配布しておりますが、

８月に配布しましたせせらぎでは、料金改定の諮問について掲載したと

ころですが、料金改定については、臨時増刊号を発行し、その中で説明

するということを考えております。

また、特に清武町域につきましては、地域の集会等を利用させていただ

きまして、具体的な周知を行いたいと考えております。

委員 確認ですけれども、事務局側からは、今回は２０％が説明もしやすいと

いうことと、清武町域の方のことを考えると２０％の改定でも３０％の

増減率を超える場合もあるので、実際は２０％と２５％でそこまで差は

ないのだけれども、５年ごとに改定することを考えれば、今回は２０％

が妥当であるというのが事務局の提案と認識してよろしいでしょうか。
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事務局 はい。

委員 お願いなのですが、宮崎の場合は１５年で２０％なのですが、あるとこ

ろは毎年検討しながら、少しずつ改定しながら、１５年目の上げ率は低

いけれども、トータルの上げ率はもっと上がっているところはたくさん

あり、特に水を使うところや困っているところはありますので、評価す

る際に、例えば九州の中で１５年間での改定率というようなデータも説

明していただけると、非常に理解しやすいかなと思います。

宮崎市の場合は料金を据え置けていた理由として正職員が少ないという

ことですが、実は非常に脆弱であり、プロが少ないということもあり、

災害に備えて、やはり定期的に人材ということも含めて少しでも脆弱な

部分を強靱に改善していくというビジョンを作るために、まず、２０％、

５年後に改定することを含めてお願いしたいと思います。

会長 ありがたいご意見をいただきました。

他市との比較の際に１５年のスパンを１つの基準にして比較表みたいな

ものを付けていただくとありがたいということでございます。

事務局 九州内で前回改定から今回改定したところを見てみますと、件数は多く

ないのですが、長崎県の島原市は前回平成２２年９月に改定を行い、平

成２６年４月の４年弱で３２．７％の改定。平戸市は平成２１年４月か

ら平成２６年４月で８．８％。大分県の日田市は平成１４年５月から平

成２４年１０月で２．７％。期間が短いので改定率が低いとは一概には

言えないのですけれども、基本的に長くなればその分改定率は高くなる

と考えていただければと思います。

委員 確認になるのですが、赤字を回収するには収入を増やして支出をどう減

らすかというところをどう設定するかが指針として必要かなと思いま

す。資料１でお示しいただきましたように、支出に関して、経年化や災

害対策にどう対応していくかというところで、支出がやむを得ないとい

うところをこの資料で示されているのかなと思うのですが、やはり５年

後に見直す時に災害対策や経年化の課題をどうしていくかというところ

で支出がどれだけ増えていくかが決まってくると思いますので、例えば

耐震化率は１００％にしないといけないが、経年化は３０％程度でも何

とか運用出来るというところが明らかになれば、今後の支出の見通しも

立つのかなと思うのですが、どうお考えでしょうか。
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事務局 今後の整備の方向なのですが、資料１を見ていただくとご理解いただけ

ると思いますが、経年化についてはなかなか追いついていかない。一方

で１５０mm以上の耐震化については計画通り以上に進んでいるという
ことで、管路の耐震化については計画以上に進んでいるということで、

どこに重点を置くか、選択をするかという方向で今後進めていかなくて

はと思います。経年化につきましては、２，５７９㎞の管路をすべて替

えるということは不可能に近いですので、特に幹線をまず耐震化し、耐

震化することによって経年化も防げ減災にもなるということで、重点的

にやっていくことをしばらく続けていく必要があるのかなと考えます。

整備を行うために最低でも４０億円程度は必要ということで、試算して

いるところでございます。

委員 一番としては、耐震化、配水池等に支出をしていくということでしょう

か。

事務局 耐震につきましては、３５０mmの幹線管路、１５０mm以上の管路に
優先度を付けて整備をしていくということで考えております。

配水池につきましては、耐震診断を行いまして、耐震性が弱いところに

つきましては今後検討を行っていくということで考えております。

事務局 耐震化というのは揺れに強い管を布設したりということで替えられるの

ですが、経年化につきましては、全ての管を替えたとしても、耐用年数

が来ますので、耐用年数と予算が追いつくかといいますと、なかなか追

いつきません。したがって、やってもやっても終わりがない、エンドレ

スな整備ということになりますので、エリアや大きな管路を選択し、重

点的にメリハリをつけていかないと、インセンティブな目標になってこ

ないということがございますので、これからの水ビジョンの見直しの中

で議論をさせていただけたらと思っております。

今の指標でいくと、目に見えて成果が出てこない指標になってくるもの

ですから、そのようなことを考慮いただけたらと思います。

委員 耐震化については、本市だけではなく全国どこも同じだとは思うのです

けれども、耐震管が技術向上により安価で入手できるということは無い

のでしょうか。
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事務局 管につきましては、接合部がございまして、作業員が入って作業を行い

ますので、堀削が広くなってしまうのですけれども、接合部の小さな管

材の採用により堀幅を小さくしてメーター当たりの工事費用を抑える等

の工夫は行っております。

その一方で、管材等に関しましては、現在価格が少しずつ上がってきて

いる状態でございます。人件費につきましても上がってきている状態で

ございます。

委員 料金の値上げというのは市民の方にしっかりと説明しなくてはいけない

と思いますけれども、耐震化等の機械的な部分だけではなく、水の大切

さ、安全、安心といったものを守るために料金改定が必要だという主張

も必要じゃないかと思います。

事務局 大変ありがたいご意見でございます。基本的に日本ではどこでも安全で

安心な水が供給が出来ており、これを維持するためには相当な設備が必

要であるということもあわせまして、市民の方には説明していこうと思

っております。

会長 これまでの審議や料金表の案を含めて考えますと、２０％の改定案とす

ることが妥当と思われます。これまでも重ねて申してあげてきましたが、

料金改定に当たっては、使用者の理解が不可欠であります。

また、本日の審議において各委員より、それぞれの視点から意見をいた

だきました。当局におかれましては、今回の料金改定の実施に当たり、

こうしたさまざまな意見があることを十分に認識していただき、料金改

定の必要性と内容について、使用者に対して十分な周知･広報に努められ

ることを審議会の意見としてお願いすることを付け加えまして審議会と

して２０％の改定を適当と認めることとしてはどうかと考えますが、よ

ろしいですか。

（委員了承）

それでは、料金改定の必要性と内容について、使用者に対して十分な周

知･広報に努められることを審議会からの意見として付け加えまして２

０％改定の料金表を当審議会として妥当と認めることとします。

会長 【議事（４）その他】
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議事の４にその他とありますが、事務局の方から何かありますか。

事務局 これまでご審議いただきました内容を、事務局にて答申書としてまとめ

ていきたいと思います。答申書につきましては、次回の第 5回審議会の
ほうで具体的にご審議をいただくことを予定しておりますが、とりまと

めの作業を円滑に進めていくため、本日、答申案のとりまとめの内容に

ついて委員の皆様に予めご確認をいただくために答申書の素案を準備い

たしております。現時点での答申書の素案を議事として追加して説明し

てもよろしいでしょうか。

会長 事務局から追加の議案の提案がありましたが、引き続き説明を受けるこ

ととしてよろしいですか。

（委員了承）

それでは、異議ないようですので事務局からの説明をお願いします。

事務局 資料５「答申書（案）」について説明

会長 ただ今素案の説明がありました。

次の審議会で固めるということでよろしいでしょうか。

それとも今回である程度ご意見いただきますか。

事務局 もし今回ご意見をいただければ次回までに修正を加えます。

先ほどの会長からいただきました、市民への周知ということについては

附帯事項の中に加えていきたいと思います。

会長 周知徹底の部分と、十分な理解を得るための形を附帯事項の中に含めて

いかないと不十分だと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

ただ今の素案につきましてご意見等ございましたらお願いいたします。

委員 ２番目に清武町の料金体系の統一と出てきていますので、住民への周知

という観点からしたときに、清武町域の住人への説明には特に配慮して

いただきたいと思います。
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事務局 清武町域に関しましては、特に料金も大幅に変わりますので、十分な説

明をしていこうと考えております。

また、事業者の方につきましても、口径別の基本料金が導入されるとい

うことで、年間で数十万円の値上がりとなる事業者もたくさんいらっし

ゃいます。それに関しましても、十分な説明が必要と考えております。

会長 他にございませんか。

（質問等なし）

事務局は、本日の意見を参考にして答申書の案について、次回とりまと

めをお願いします。

これで議事進行を終了したいと思います。

事務局にお返しします。

事務局 【局長あいさつ】

【閉会】


