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会 議 録

※構成のため、事務局にて内容を一部修正しております。

会議の名称 平成２７年度第２回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２７年７月１７日（金） 午後２時５５分～４時４５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、清家委員、平田委員、梅田委

員、仁田脇委員、田之上委員、酒井委員、黒木委員（計１１名）

欠席者氏名

（委員）
島内委員、南部委員、小倉委員、池谷委員

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、総

務課長補佐、財務課長補佐、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 ２名、報道関係者 １名

議事

（１）委員からの質問とその回答について

（２）宮崎市における現行料金制度と課題

①清武町との１市２制度について

②基本水量制について

③支払い方法について

（３）水道料金の算定方法等について

①水道料金の構成と算定方法について

②水道料金の算定期間について

③料金水準設定の課題整理について

（４）その他



2

（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。

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７）

会長 ただいまの事務局の説明に関しまして、何かご質問等がございましたら、

お願い申し上げます。

委員 施設の老朽化については、利用者負担は当然だと思いますし、公平に負

担することは合理的であると思いますが、災害時、緊急時には水道は命

に関わります。そのため、水道事業について一般会計からの繰入が出来

ないということに質問させていただきました。

事務局 私も以前、一般会計におりまして、繰り出す方におりました。下水道

の方へは一定程度の繰り出しを毎年しておりますが、一般会計の方も非

常に厳しい状況であります。
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（ご質問の財源確保については、国の補助金に頼らざるを得ないとこ

ろですが、）下水道は国土交通省、水道は厚生労働省となっており、厚生

労働省は補助金が非常に少ないということもあって、全国の水道協会の

方から毎年いろいろと要望をしている状況でございます。

特に今回の南海トラフ、あるいは東日本大震災やそれに伴う災害復旧な

どいろいろなことがございますので、我々としても、（財源確保の観点か

ら、）厚生労働省の方に要望をしている状況でございますので、ご理解い

ただきたいと思います。

会長 他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

会長 今後も事前質問票については有効に活用していただけたらと思います。

【議事（２）宮崎市における現行料金制度と課題】

それでは、議事（２）宮崎市における現行料金制度と課題について、事

務局より説明をお願いします。

事務局 議事（２）宮崎市における現行料金制度と課題については、項目を①清

武町との１市２制度、②基本水量制、③支払い方法の３項目にわけ、資

料もそれぞれご準備させていただいておりますが、１項目ごとに説明を

行い、ご審議いただくこととして進めたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。

会長 ただいま提案があった進め方で進めてもらってよいですか。

（委員了承）

それでは、議事（２）の①清武町との１市２制度について事務局より説

明をお願いします。

事務局 議事（２）①清武町との１市２制度について説明（資料１）

会長 事務局より今回の料金改定と併せて制度の統一を図りたいとの提案があ
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りました。ただいまの事務局の説明に関しまして、何かご質問等がござ

いましたら、お願い申し上げます。

委員 今の説明、提案は料金が改定となることを前提に話されていると思いま

すが、もし料金改定を行わなかった場合は統一されないと考えてよろし

いのでしょうか。

事務局 調整方針の文言を見ますと、次回の料金改定の時期までは清武町の制度

を適用するという方針でございますので、料金改定を行わない場合に清

武町の料金制度の統一のみ行うかということは、検討しなければならな

い問題かと思います。

会長 合併後５年間を経過しており、特例として清武町の料金制度を認めてい

たことを考えますと、私としては見直す時期に来てるのではなかろうか

と感じております。

他にございませんでしょうか。

（質問等なし）

では、ただいま事務局より提案がありましたことについて、この方向性

でよろしいでしょうか。

（委員了承）

それでは、議事（２）の②基本水量制について事務局より説明をお願い

します。

事務局 議事（２）②基本水量制について説明（資料２）

会長 ただいま事務局から今回の料金改定で基本水量の廃止を検討すること、

これと併せて、日割り計算の導入を図りたいとの提案がありました。

このことについて、質問、ご意見等がございましたらお願い申し上げま

す。
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委員 資料２の５の基本汚水量の内容を教えていただけないでしょうか。

事務局 資料２の宮崎市水道料金表を見ていただき、この水量を汚水量に置き換

えていただいたら分かりやすいかと思います。

見直し前は、基本料金の中に下水の方も基本汚水量が含まれておりまし

た。それを廃止し、基本料金と汚水量に応じた従量料金に変更したとい

うのが下水道料金でございます。

委員 下水道と同じ扱いを今後して行くということでしょうか。

事務局 はい。

会長 委員よろしいでしょうか。

委員 はい。

会長 他にございませんでしょうか。

委員 基本水量制を廃止にすることは、世帯にとっては公平性があると思いま

すが、経営上も利点があるのでしょうか。

事務局 経営上は基本水量制を用いた方が良いのですが、これからの高齢社会を

考えますと、世帯の使用水量は減少し、１０㎥に満たない世帯も多くな

ると思います。そのことに対応するために、下水道も基本汚水量を廃止

したところでございまして、上水道も同じ考えでいくべきだと考えてお

ります。基本水量を廃止しましても基本料金は残りますので、基本料金

をいくらに設定するのか、従量料金をいくらに設定するのかとういとこ

ろで基本水量の役割をまかなっていく形になると思います。

会長 他にございますか。
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委員 基本水量や基本料金は最低限のライフラインを維持するために設定され

ている部分もあるのかと思いましたので、廃止にすると、収入の見込み

が立ちにくいというところもあるでしょうし、経営としてどうなのかな

というところが疑問に思った点なのですが。

事務局 ライフラインの維持という点に関しましては、基本水量を廃止にした場

合も、基本料金としては継続して頂くかたちになります。

基本料金の中の基本水量を外すというかたちになります。

資料２の宮崎市水道料金表内の赤枠の基本水量の部分はなくなります

が、基本料金自体は残ります。

ライフラインの基本的な設定料金という概念は残るかたちになります。

委員 分かりました。

会長 他にございませんか。

（質問等なし）

意見や質問を聞いておりますと、反対というかたちではないと思います。

事務局提案のとおりとしてよろしいでしょうか。

（委員了承）

それでは、議事（２）の③支払い方法について事務局より説明をお願い

します。

事務局 議事（２）③支払い方法について説明（資料３）

会長 ただいま事務局より、今回の改定に際して、口座振替の希望者に毎月請

求の導入を検討するとの提案がありました。

この提案に対して、質問やご意見はございませんか。

委員 今ありました提案は、結局口座振替の使用者を増やすという目的なので

しょうか。
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メリットがあまり感じられないのですが。

納付書払いの使用者を口座振替に取り込むということでしょうか。

事務局 意図しているところは今おっしゃったところでありまして、毎月振替を

希望する方は口座振替にしてくださいという意味合いもございます。

そこで、口座振替のうちの希望者の方のみやらせていただこうと考えて

いるところでございます。

委員 資料３のＰ２の（１）収納コストについて、これは（２）の手数料の金

額でしょうか。

事務局 おっしゃるとおりでございます。

現在２ヶ月に１回の請求でございますが、毎月請求にするということは

経費が２倍かかるということでご理解願います。

委員 人件費やシステム改修費は除くと書いてありますが、試算はされている

のでしょうか。

事務局 システム改修に関しましては、毎月請求等を含め、料金改定の全体的な

改修として試算しているところでございます。

委員 毎月請求の希望というのは宮崎市内で多くあるのでしょうか。

事務局 アンケート調査をマスタープラン改定に際して行いました。

その中で、何名かの方から毎月請求ができないかとの要望を受けている

ところでございます。

委員 希望者のみが毎月請求になるということですね。

事務局 そういうことになります。

現在全体の８割の方が口座振替でございますが、その中の希望される方

のみ毎月請求になるということでございます。
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会長 隔月請求の割高感が、毎月請求ですと少しでも解消出来るのではという

事務局の考えだと思います。

委員 検針は２ヶ月に１回で、請求が毎月になると、混乱される方がいらっし

ゃるのではと思うのですが。

事務局 支払う場合に平準化して支払うということは経営、家計にはいいのかな

と思います。

毎月請求により平準化されると家計にも優しく、極端に料金が多くなる

ことも有りませんので、計画的に支払が出来ることになると思います。

事務局 加えて申し上げますと、利用者の方が希望を出されるとその後は自動的

に引き落とされますので、手間はかからないということになります。

委員 毎月請求は希望者のみと理解していいんですね。

事務局 希望者のみ対象でございます。

委員 資料３（１）ⅳ）の導入している４自治体は徴収率の向上につながった

のかどうか。また、現在の宮崎市の徴収率はどれぐらいなのかをお聞か

せいただきたいと思います。

事務局 まず、現在の収納率をお答えいたします。平成２７年３月末現在で、

90.26％でございます。平成２７年６月末現在の平成２６年度の収納率は
99.28％となっております。
平成２６年度の内訳では口座振替が 78.61％であり、毎月請求の導入によ
り口座振替の率も上がってくるのではと期待をしております。

以上でございます。

委員 既に導入している４市では収納率の向上があったのかを教えていただき

たいと思います。
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事務局 本市においては、平成２６年度の収納率が 99.28％ですので、直接的には
収納率の向上には繋がらないと思いますが、納付書払いの方が口座振替

に変更するとした場合、納付書の発送等の経費を削減できるという見込

みもございます。

加えて、使用者の負担感の平準化、解消を図りたいという考えから、提

案を行ったところでございます。

会長 ２ヶ月分の検針の水量を、機械的に１月分に分けられるのでしょうか。

事務局 ２ヶ月毎に検針した水量を単純に２で割り、１月分として請求するとい

うことになります。

委員 上水道の請求方法等が変更になった場合、下水道の徴収方法等の制度も

連動して変更になるのか、また、徴収費用等に関して、上水道と下水道

をまとめた試算といったような、上水道と下水道の関係性を教えていた

だきたいと思います。

事務局 こちらに記載してあります費用に関しましては、１件あたりということ

でございますので、水道と下水道の両方をお使いの方はこの金額になり

ます。水道のみ使用の方については、１件あたりになりますので同額に

なります。水道料金と下水道料金を一緒にお支払いになる方については、

会計の中で、その費用をそれぞれ半分ずつ負担するかたちで按分をして、

負担をしております。

会長 口座振替の希望者に毎月請求の導入を検討するという提案について、こ

の方向で進めて行くということでよろしいでしょうか。

委員 提案のとおりでよいと思うのですが、この資料が非常にまじめで丁寧な

んですけれども、基本的には水道事業として、お客様に出来るだけサー

ビスをしていこうということであります。２ヶ月に１回の方が費用は少

ないのに、１ヶ月に１回の請求を希望する方がいるかもしれないという

ことで、オプションを多くしますよということで、資料にありますよう

に、年間４５０万円費用が掛かるけれど、お客様のニーズに応えるため

に多様な支払い方法を準備するというのが基本的な考え方で、それが今
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回の提案の背景にあります。資料では抜けてしまっていますが。これぐ

らいの費用ならばサービスをしていきますよというのが今回の提案で、

あわよくば、口座振替の方が手続きも楽で、負担感も軽くなるという毎

月請求というオプションをつけたことで、納付書払いの方も口座振替に

してもらえないだろうかという事務局の考えがあります。基本的な考え

方はサービスの多様化をしていきますよという提案なので、市民にとっ

ては悪いところはなく、よく検討された良い提案であると補足して説明

をさせていただきます。

会長 市民への説明の際にも、サービス向上という項目を加えられるといいの

かなと感じました。

それでは、事務局の提案どおりでよろしいでしょうか。

（委員了承）

【議事（３）水道料金の算定方法等について】

それでは、議事（３）の水道料金の算定方法について、まずは①水道料

金の構成と算定方法について事務局より説明をお願いします。

事務局 ①水道料金の構成と算定方法についてと、次の②水道料金の算定期間に

ついては関連性がありますので、この２つを一括して説明させていただ

き、ご意見をいただきたいと考えております。

議事（３）①水道料金の構成と算定方法について（資料４）

②水道料金の算定期間について説明 （資料５）

会長 ただいま事務局より料金を算定する際に収入や費用を計算する期間とし

て、３．５ヶ年として作業を進めるとの提案がございました。

作業期間とのことですので、必ずしも改定時期の決定ではございません

が、収支的に厳しい状況の中で、出来るだけ早く改定を行うことが必要

とのことです。

この提案に対して、意見や質問等はございませんか。

委員 資産維持費の対象資産とは何でしょうか。

事務局 減価償却の対象となる固定資産です。



11

委員 配管も含むのでしょうか。

事務局 はい。

委員 別途積立金のイメージで、積み上がっていると考えてよろしいでしょう

か。

事務局 本来ならば、減価償却費が更新費用となるものでありますが、社会状況

等に応じて整備が必要な状況であれば、その分の内部留保が必要であり、

出来るだけ黒字を出して内部留保を増やしていくべきです。一定の内部

留保を確保していくということでございます。

委員 現状はないということでしょうか。

事務局 現状では内部留保を増やしていく状況にはないです。

ないという訳ではないが、厳しい状況です。

委員 営業費用の中に減価償却費が含まれていますが、加えて資産維持費を積

み上げていくということは、将来耐用年数が切れたあとに、本来であれ

ば減価償却費の分だけ内部留保されているはずなのですが、それ以上に

資産維持費という科目の中で、資産を積んでいくというイメージでよろ

しいでしょうか。

事務局 そういうことになります。

会長 ほかに質問等もないようですので、事務局の提案のとおり進めてよろし

いですか。

（委員了承）

それでは、③料金水準設定の課題整理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 ③料金水準設定の課題整理について説明（資料６）

会長 収支不足を補うために一定の改定が必要であること。さらに、健全な経

営を行うための上乗せの改定が必要であるとの説明がありました。

水道料金は市民生活に非常に影響が大きく、慎重な審議が必要です。

次回以降に長期的な見通しを踏まえた提案があるとのことです。

今回は仕組みや考え方が中心でありましたが、ただいまの説明に関しま

して、ご意見ご質問等がありましたら、お願い申し上げます。

委員 資料６のＰ２の建設改良費について、中核市平均が２５億、宮崎市が３

６億で１０億円程度高いようなのですが、なぜこんなに高いのでしょう

か。

事務局 合併した市町村の整備や耐震化、特に下北方浄水場や富吉浄水場等の大

きな施設が老朽化している状況で、施設の改修費に大きな費用を要して

おります。また、耐震化につきまして、幹線管路の耐震化を積極的に進

めているところでございます。このような面から費用が大きくなってい

る状況でございます。

委員 関連して、企業債の値が 60％と高いなと思いまして、低い料金水準が一
因だということなのですが、前回の資料２等を見ますと、他市よりも料

金が安く設定されているようなのですが、なぜ１５年間も料金を据え置

いていたのかを教えていただければと思います。

事務局 これまで料金改定を行わなかった理由なのですが、これまでは経費の削

減等を行ってきまして、収益的収支をなんとか黒字化出来ていたところ

でございます。そういう面から料金改定になかなか踏み切れなかったと

ころでございます。資本的収支の建設改良費が膨れあがったことにより、

減価償却費が増えてきておりまして、今後赤字が見込まれるという状況

で、改定は待ったなしの状況となっております。

委員 固定資産に占める企業債については、国等が定めた適正な指針があるの

かということ、また、子ども達に借金を残したくないので、そういった

ことを訴えて料金改定を行う方が理解を得やすいのかなという気がして

おります。
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事務局 国が定めている適正な企業債の値というものはございません。

次の世代に負担を先送りしたくないということは皆さん同じだと思いま

すので、安定的に水を供給できるためにも改定が必要だということでご

理解いただきながら、先送りも出来るだけしたくないということで、使

用者の皆様にご理解いただけるように、説明していく必要があると考え

ております。

会長 この案件は非常に重たく慎重に審議する必要があると思っております。

先ほども申しましたように、皆さんの意見も含め、事前に質問を挙げて

いただいて、次回の審議会の中で徹底的に議論をいただきたいと思って

おりますがいかがでしょうか。

委員 改定の算定期間の中で、中核市の建設改良費の２５．６億円という数字

に少しでも近づけられるような見込みというのはＰ７の試算の中に含ま

れているのでしょうか。改定を繰り返しても追いつかないのではないか

と思われますが、見込みというのはあるのでしょうか。

事務局 中核市の平均と比べまして、宮崎市の建設改良費が高い状態がいつまで

続くのかということでございますが、現在大規模な改修工事を下北方浄

水場や富吉浄水場で行っておりますので、今後どれだけ建設改良費が必

要なのかは今後１０年間を見込まないとなんとも言えないところでござ

いますが、逆に言うと押さえることは出来るのですが、押さえてしまう

と耐震化等が進まないということで、万が一大きな地震や災害が発生し

た時に、市民の皆様におおきなご迷惑をかけてしまうということになり

ますので、兼ね合いが非常に難しい部分でありますが、局としては安定

的に水を供給するために必要な投資はしていかなくてはならないのかな

と思っているところでございます。

会長 平成１７年の大水害や東日本大震災等も含め、耐震化の大切さ、ライフ

ラインである水の供給の大切さと料金改定の兼ね合いを今後皆様で協議

しながら進めて行きたいと思いますがいかがでしょうか。

（委員了承）

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。
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事務局 【局長あいさつ】

【閉会】


