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会 議 録

会議の名称 平成２７年度第３回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２７年８月２５日（火） 午後３時～４時３０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、長友委員、島内委員、清家委員、南部委員、平田委

員、梅田委員、仁田脇委員、田之上委員、小倉委員、酒井委員、池谷委員、

黒木委員（計１４名）

欠席者氏名

（委員）
鈴木委員

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、財務課長補佐、料金課長補佐、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 ０名、報道関係者 １名

議事

（１）料金改定における基本方針について

（２）料金水準の検討について

（３）口径別の料金設定の考え方について

（４）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１３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、遅れてみえ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）料金改定における基本方針について】

それでは、議事（１）の料金改定における基本方針について、事務局よ

り説明をお願いします。

事務局 議事（１）料金改定における基本方針について説明（資料１）

会長 ただいま、事務局から今後の宮崎市の基本方針について説明がありまし

た。将来の世代に負担の先送りをしないために、企業債の残高を減らし

ていくことを今後の事業経営の方針とするとのことです。今回の料金改

定における料金水準については、この方針に基づいて検討していくこと

となります。この方針案に関しまして、何かご意見やご質問等がござい

ましたら、お願い申し上げます。

委員 資料１の P５に浄水場の耐震化の状況とありますが、清武町に３箇所の水
源地があり、第１、第２水源地は耐震化が必要であるとなっていますが、

このあたりの耐震化が不要であるとの話は出てこなかったのでしょう
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か。

参考までにお聞かせいただきたいと思います。

事務局 清武町域に関しましては、現在３箇所の水源地がございますけれども、

約１５，０００トンの水が必要でございます。ですから、３箇所の水源

地が必要で、耐震化の必要があると考えております。

会長 他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

会長 【議事（２）料金水準の検討について】

【議事（３）口径別の料金設定の考え方について】

それでは、次の議事（２）と議事（３）は議事（１）の方針に基づいて

整理をしているようでございます。関連して議論すべき内容もあると思

いますので、議事３の説明の後に再度議事（１）までを含めてご意見を

いただきたいと思います。

事務局より説明をお願いします。

事務局 議事（２）料金水準の検討について、議事（３）口径別の料金設定の考

え方について説明（資料２、資料３、スライド）

会長 ただ今事務局から、財政計画のシミュレーションの結果を踏まえ、料金

水準を確保するために必要な改定率の説明がありました。

改定率については高い方がいいが、市民生活への影響を考えると、定期

的な見直しを条件としながら、改定幅を抑えた補正案が消費増税を控え

た今回の改定では適しているのではないかとの提案です。

また、影響面での判断材料として、仮に改定率を２０％として試算をし

た場合の料金表についての具体例での説明もありました。

料金設定の方法には一定の基準があるとのことであり、事務局でも十分

に配慮され、提案されるものとは思いますが、水道料金は市民生活や事

業活動に非常に影響が大きいため、偏った負担や急激な値上げとならな

いように配慮して設定する必要があるようです。

改定率についての提案、その他、ただ今の事務局の説明について、何か

ご意見やご質問はございませんでしょうか。
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委員 資料１の P４にて経年化管路率、管路更新率という数字が出ていますが、
これらが料金改定によりどのような形で進んでいくのか。

管路更新率については０．７０％とのことで、全て更新するには１３０

年かかるということですが、例えば２０％５年ごとに料金改定した場合

に、これがどの程度更新されていくのかというところをお聞きしたいと

思います。

また、喫緊の課題としましては、耐震化の問題ですが、現在８分の１

の耐震化率（管路）ということなのですけれど、これをどの程度の期間

で全てを耐震化する計画なのかお尋ねします。

事務局 料金改定によってどの程度経年管の更新率が進むのかということでござ

いますけれど、資料２の P７の事業計画にもありますように、現在の整備
に対する投資額をこの先も継続していくという計画でございます。これ

でいきますと、経年管路につきましては、第１回の資料で今後どの程度

経年管が増えていくかとの資料がありましたが、その数値には到底及ば

ない状況で、それを行うとすると相当の改定も必要ですが、また、一方

では事業者の対応能力にも限りがございますので、今のところ現在の工

事費を継続していくという計画でございまして、経年化率というのはな

かなか改善できないという状況です。

幹線管路の耐震化、特に３５０㎜につきましては平成３１年までに人口

の６０％のエリアを進めて行くという計画でございます。

今後経年管が増えていく状況の中で、今の投資額で更新を行いましても

改善は進まないという状況ですが、投資を増やすと相当の料金改定が避

けられないというジレンマで今後４０億という金額で投資していくとい

う提案でございます。

委員 資料１の P６にて、経年化への対応ということで、更新を先送りすること
は、将来のリスクを増大させることになる、施設の健全性を確保する必

要がある。ですので更新・耐震化を進めるということですが、今のお話

ですと、これからリスクは減ることはなく、増えていく一方ではないか

というようにうかがえたのですが、そういう理解でよろしいですか。

事務局 先ほども申しましたように、企業債を抑制するためには投資額を抑えて

いくという方法もありますけれども、最低でもこれぐらいはやらないと

耐震化が進まないということで、４０億という金額を出させていただい

たわけでございます。

管路についてはなかなか進んでいきませんが、浄水場の施設等は現在進

めているところでございまして、施設と管路全体での耐震化というのは
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進んでいるという状況でございます。

委員 改定率２０％での数字を出していただいたのですが、２５％でしたら

先々安定して黒字化になるけれども、２０％でしたらおよそ５年ごとに

改定しないといけないということですが、定期的にどれ程の改定を予想

されて先ほどの結論になったのかというところを教えていただきたいと

思います。

事務局 資料２の P１０をご覧ください。
２０％の場合は平成３２年度までは黒字が確保出来ます。

２５％改定した場合も、平成３４年度までは黒字ですが、平成３５年度

には赤字になってくるという状況の中で、いずれにせよ次の１０年間の

中で料金改定が必要になってくるだろうということです。

改定の間の期間をあまり延ばしますと、改定率も高くなるということも

ありまして、１回の改定率を出来るだけ抑制し、定期的に見直す必要が

あるということで定期的な改定・見直しを提案させていただいたところ

です。

資料にあります５年後、１０年後の改定率というのはあくまでも目安で

ございまして、今後の経営状況、収支の状況に応じ、その都度考えてい

くことになろうかと思います。

現段階では今後の具体的な改定率を決めているという話ではなく、定期

的に見直しをしていく必要があるであろうということをお示ししている

ものでございます。

委員 資料２の P１４にて、改定率２０％の補正案として設定した場合とのこと
でございますけれども、３８億円の資金残高の確保というところから考

えますと、例えば半端な数字で１８％等のシミュレーションも可能であ

ると思うのですが、いかがでしょうか。

事務局 細かく言えば１８％、１９％といった数字は推定できると思いますが、

今回提案させていただいた２０％が決定というわけでなく、２０％程度

ということで考えさせていただいて、今後具体的な料金表を設定する中

で改定率というのは若干変更があると思いますので、２０％程度とご理

解いただければと思います。

委員 資料２の P１４、ケース４について教えていただきたいのですが、このケ
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ース４を用いると、資金残高は２５％の場合よりも平成３２年度におい

ては残高が高くなると。おそらく企業債の返済を遅らせるようなイメー

ジなのでしょうか。

事務局 資料２の P１５を見ていただきますと、プライマリーバランス黒字化のた
めの企業債充当率の均衡が５４％以下ということですが、この補正案は、

最初の段階では充当率を５４％よりも高く見込んで、それによって資金

残高を確保しようとしています。次の５年程度でまた料金改定を行うと

いうことで、段階的に充当率を下げていこうという考えの下で行ってい

ます。

そういったことで資金残高を確保でき、収支の不足も解消でき、プライ

マリーバランスも黒字化できる。この３つの前提条件をクリアできると

いうことで提案させていただいたところでございます。

委員 今後、定期的に料金改定を行うということでございますが、今後の人口

推移を私なりに考えますと、少子高齢化でだんだん子どもの数も減り、

高齢者世帯が増えてくる。そうなると、世帯の所得というのはどうして

も低くなってくると思うのですが、定期的に改定を行うと、支払能力の

面でどうかなと思います。赤字にはできませんが高齢者の支払能力を考

えますと、建設改良費を少しずつでも減らしていかないと、定期的な料

金改定は出来なくなってくると思うのですけれども、そのことについて

はどうなのでしょうか。

事務局 建設改良費を減らすことによって今後の負担ないしプライマリーバラン

スの黒字化というのを確保できるというのもございますが、やはり、経

年管の更新、耐震化を考えますと一定の投資というのは必要になってく

るであろうと思います。逆に経年管の更新を遅らせることによって、漏

水事故は多発するようになります。他市の例ですけれども、投資がなか

なか出来なくなって、水は１００作るけれども、一般家庭には７０しか

行かず、３０％は漏水してしまうという状況になり、結局は収益率が下

がってくるという状況にもなりかねないので、一定の投資は必要という

ことで４０億は必要ではなかろうかということで提案させていただいて

おります。料金改定も平成１２年以来の１６年ぶりの改定ということで、

２０％ということで提案させていただきますが、今後定期的に見直しを

行う中で、改定率をある程度、例えば１０％以内に抑えられると考えて

おります。

今回の２０％の改定でも口径１３㎜の２０㎥使用したときの料金表試案

がでてたと思いますけれども、これでいきますと２０㎥使用したときの
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旧宮崎市が一月あたり約４４０円程度の料金値上げということで、今後

高齢化も進み家庭の負担も大変になってくると思いますけれども、安定

的に水を供給させていただくためには必要な料金改定であると思ってお

ります。

今後料金改定を１回で大幅に上げることを抑えるためにも、定期的な料

金の見直しが必要であります。定期的な見直しを行い、その都度改定の

必要性を検討するということでございます。

委員 大体分かりましたけれども、幹線管路の耐震化もまだ半分程度という状

況で、幹線については早急に行う必要があると思いますが、例えば極端

な話、限界集落のようなところにも同じような耐震化を行うのかという

線引きは難しいと思うのですけれども、線引きをし、なるべく建設改良

費を減らすという考え方は既にされているのでしょうか。

事務局 口径３５０㎜以上の幹線管路ですが、この耐震化につきましては平成３

１年度で約３５％でございます。今後の１０年間で４００億投資した場

合、約４５％になります。幹線管路というのは街の中心部を巡らす大き

い管でございまして、まずここを耐震化する。また、おっしゃったとお

り限界集落のようなところにつきましては、漏水が発生した際に漏水を

止めるという対応をやっていく。この２通りの方法でやっていくことが、

限られた財源の中でやっていく方法だと考えております。

ですので、まずどこを耐震化するかという優先順位をつけ、幹線は大動

脈ですので優先し、口径が小さい配水管につきましては、優先順位を考

慮しながら耐震化していくという方法で現在行っております。

委員 シミュレーションの方法なのですが、資料２の P８にて①は平成３２年度
までの算定で、②は平成３１年度という期間の使い分けというのはどう

いった意味が含まれているのでしょうか。

事務局 平成３２年度から次のマスタープランの計画期間になります。そうする

と、次のマスタープランの中で料金改定を検討するということになりま

して、平成３２年度の料金改定は難しいであろうということで、平成３

２年度まではどうにか黒字を確保した上で、平成３３年度以降の料金改

定を検討していくということで、平成３２年度としております。

資金残高については、算定期間が平成３１年度までですので、その算定

期間の中で、平成３１年度末の資金残高を３８億円確保していくという

ことで、平成３１年度末としているところでございます。
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委員 資料２の P１１で、平成３１年度末の資金残高を３８億円確保というとこ
ろで、改定率を２５％程度上げたときに、平成３１年度で資金残高が３

８．９５億円ということで、ここから逆算してきたのかなと思っていた

のですが、リンクしているのでしょうか。

事務局 逆算ということではなく、前提条件をつけてシミュレーションした結果

でございます。

料金改定については平成３３年度以降にいずれの改定率でも必要になっ

てくるということで、市民への周知期間というのを考えますと、３２年

度までは最低でも黒字化は必要であろうということで、３２年度黒字化

という前提でシミュレーションしております。

委員 他の委員の意見を聞いて思ったのですが、将来は人口が減少し、限界集

落のようなところも出てくるということで、先ほど収支のシミュレーシ

ョンでもありましたとおり、およそ５年ごとに改定しても収支が減って

くるというのはそういうことが背景にあると思ったのですが、だとすれ

ば、今が一番人口が多いとすれば、今のこの時期に高い改定率にて改定

を行うといったことも考えていいのではと思います。例えば、将来の子

ども達に負担を残さないために、今はがんばって２５％を改定しましょ

うと、そういったことも訴えれば、もしかしたら理解が得られるのかな

という思いもしましたので、具体的にそうしなさいということでもない

のですが、意見として述べさせていただきます。

会長 事務局としてはうれしい提案だと思うのですが、高齢者の問題や今後想

定されている消費税の問題等を勘案しますと、やはり市民感情としてど

うなのかなというように私の個人的な意見としては思います。

定期的な改定の話が出ておりますが、その時の財政状況を勘案しながら

検討する。今回のような２０％上げますよという話にはならないであろ

うと私は思っておりますが、そのような中で、今回事務局が提案されま

した２０％程度、１９％や２１％といったような数値が今後シミュレー

ションの中で出てくると思います。それに基づき、再度皆様と協議をさ

せていただいて、最終的に決めていき、答申するということになろうか

と思いますが、いかがでしょうか。いい意見もございましたが、やはり

市民の皆様が納得していただけるような数字にしていくということを、

事務局より数字やシミュレーションを出していただき検討するというか

たちになると思います。
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他にご意見等ございませんか。

委員 議論するにあたり、グラフだけみても元々の前提条件等の細かい部分が

見えないので、この時間だけでは理解できないところもあると思うので

すけど、そういったところにもう少し配慮いただけると助かります。

事務局 配慮したいと思います。次回は料金改定について具体的にお示しするこ

とになりますけれども、出来るだけ詳しくご説明したいと考えておりま

す。

会長 料金改定について反対という意見はなかったと思います。

事務局提案の２０％程度とすることを現時点での判断材料というかたち

で次の議論を行うということでご理解いただければと思いますが、いか

がでしょうか。

（委員了承）

それでは最後に、全体を通して何かご意見・ご質問等はありませんでし

ょうか。

なお、審議会として、料金改定の諮問に対して、次回以降には、こうし

た具体的な料金改定の影響などについて事務局から説明を受けながら、

その妥当性について議論していくことになると思います。

今回の説明だけではなく、今後の審議の進め方や審議を進めるために説

明が必要な事項など、また、説明が分かりにくかった点など、どのよう

なことでも結構ですので、ご意見がありましたらお願いします。

委員 せっかく２５％という提案がありましたので、もし時間が許すのであれ

ば、具体的に２５％にした場合の細かい料金表も一度見てみたいと思い

ます。

事務局 ２５％の場合の料金表もご提示したいと思います。

会長 他に質問等ございませんでしょうか。

（質問等なし）
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それでは議事進行を終了したいと思います。この後は事務局にお任せし

ます。

事務局 前回の審議会での質問に対しまして、料金課より補足説明を行います。

事務局 前回の審議会で、日割り計算は１週間使用しないなど、短期間の使用の

場合の中止・開始に応じるのかという趣旨のご質問につきまして、元々

導入にあたりましては、転居による開始・中止、工事等による短期使用

を前提として検討しておりました。

委員の質問の内容は想定しておりませんでしたので、その取り扱いにつ

いては現在検討しております。

検討している中で出ましたのが、短期間の内に中止・開始を繰り返す場

合、現在のシステムではうまく対応できるかという問題も出てきますの

で、そのあたりも含めまして、全てにおいて対象となるのは難しいのか

なということで、何らかの基準が必要ではないかと検討中でございます。

補足をさせていただきました。

委員 あの時私が思ったのは、例えば１週間旅行に行くから止めます、また１

週間後開けてくださいという場合で、開けたり閉めたりの手数料も取ら

ないということでしたので、財政に対する面などもあり質問しました。

事務局 おっしゃるとおり、開始・中止の度に納付書を発行することになります。

ですので、納付書の発行手数料、郵送の手数料、収納手数料により経費

が高くなることになりますので、そのことも考慮して、検討したいと思

います。

事務局 【局長あいさつ】

【閉会】


