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平成２８年度第３回笠岡市上下水道事業運営審議会会議録 

 

○平成２８年度第３回笠岡市上下水道事業運営審議会 

１．日 時  平成２８年１０月４日（火）１０：００～１１：５３ 

２．場 所  上下水道部庁舎 ２階会議室 

３．出席者 

委 員 堤会長，西村副会長，橋本委員，吉岡委員，藤井委員，淺野委員， 

    小寺委員，東山委員，齋藤委員 

    （欠席：山本委員，北村委員，高橋委員） 

事務局 三縞上下水道部長， 

    笠原課長，仁科課長補佐，瀬良田係長，鳥井技師，小西主事補 

傍聴人  ３名 

４．議事次第 

１）開会 

２）委員の交代について 

３）前回会議録の取扱いについて 

４）審議会の公開について 

５）配布資料の確認 

６）会議録署名委員の選任 

７）議題 

（１）財政収支の見通しについて 

（２）笠岡市上下水道運営審議会の開催予定について 

５．配布資料 

１）第３回笠岡市上下水道事業運営審議会次第 

２）笠岡市上下水道事業運営審議会委員名簿 

３）第３回上下水道事業運営審議会資料 

４）第２回会議録 暫定版 

 

６．笠岡市上下水道事業運営審議会会議録 

１）開会 

笠原課長：皆様，おはようございます。 

笠岡市上下水道事業運営審議会条例第６条第２項第３項の規定では，「審議会は，委員

の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない」となっております。 
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現在，４名の委員の方がお見えになっていません。山本委員からは本日欠席の連絡をい

ただいています。まだお見えでない方がいらっしゃいますが，委員の半数以上の出席はあ

りますので，開催の要件は満たしております。 

それでは，ただいまから平成２８年度第３回笠岡市上下水道事業運営審議会を開催いた

します。まず，堤会長から開催のご挨拶をいただきます。 

 

堤会長：現在３名の方が遅れておられますが，第３回の審議会を始めさせていただきます。

前回の審議会では，アセットマネジメントということで，将来の投資計画のようなものを

皆様と議論いただきました。今日は，経営の状況について将来予測を含めてお話しいただ

くことで，皆様よろしくお願いします。 

 

笠原課長：ありがとうございました。 

 

２）委員の交代について 

笠原課長：委員の交代がありましたのでご連絡いたします。 

 笠岡市上下水道事業運営審議会条例第３条第２項第３号に規定する「その他市長が適当

と認める者」として委員をつとめた笠岡市副市長兼政策部長事務取扱 岡本裕也は，笠岡

市の１０月１日付け人事異動により，政策部長事務取扱を免ぜられ，同日，政策部長に就

任した高橋文子が委員を引き継ぎます。高橋委員はまだ到着していませんが，報告といた

します。 

 ここからは堤会長に議事の進行をお願いします。 

 

堤会長：それでは，高橋委員は到着してから，一言挨拶をいただくということで議事を進

めさせていただきます。 

 

３）前回会議録の取扱いについて 

堤会長：前回の議事録の取扱いについて事務局から説明があります。 

 

笠原課長：前回の会議録作成に際し，録音に不備がありました。会議内容の録音が不十分

であったため，事務局内で会議録の作成及び内容確認に時間を要しました。今回，お手元

の会議録は暫定版としております。改めて目を通していただき，委員の皆様においては，

記載の発言内容を確認していただき，修正や不備等があれば事務局にお知らせ願います。

その作業によって会議録を調整し，改めてお示ししたいと思います。 
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堤会長：皆様よろしいでしょうか。 

 

４）審議会の公開について 

堤会長：次に，審議会の公開についてお諮りします。今回の審議会およびその会議録を公

開するということで，皆様異議がなければ，公開ということでいかがでしょうか。よろし

ければ，公開とさせていただきます。 

 

委員：（異議なし） 

 

５）配布資料の確認 

堤会長：議事に入る前に，事務局の方から配布資料の確認をお願いします。 

 

笠原課長：お手元の配布資料を確認いたします。まず，第３回笠岡市上下水道事業運営審

議会次第，次に笠岡市上下水道事業運営審議会委員名簿，第３回笠岡市上下水道事業運営

審議会資料，その他として，資料内の図を拡大したもの，そして，第２回会議録の暫定版

です。 

なお，本日お配りしている，第３回笠岡市上下水道事業運営審議会資料は，先日郵送し

たものより，内容を少なくしております。限られた時間内での説明とご意見をいただくた

め，まず，現状の水道事業の運営で将来の収支を予測をした資料を作成しております。 

 

堤会長：ありがとうございます。資料の方はよろしいでしょうか。よろしければ進めさせ

ていただきます。 

 

６）会議録署名委員の選任 

堤会長：それでは，本日の会議については，会議録署名委員を小寺委員と東山委員にお願

いいたします。 

 

７）議事 

堤会長：それでは，議事に入らせていただきます。今回のメインの議題は「財政収支の見

通しについて」ということで，前回の「アセットマネジメントについて」の質疑も，時間

の制約もあって十分に回答できてなかった部分もあったかと思いますので，その点も含め

て事務局の方から説明します。 
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笠原課長：前回の会議では，アセットマネジメントの結果が施設の更新計画になるような

議論で時間が終了いたしました。審議会では，健全な水道事業運営について意見をいただ

くわけですが，水道事業の運営の今後１０年間の基本構想としての新水道ビジョン策定に

際し，取り上げる項目等についても意見をいただきたいと考えております。 

そのため，個別の項目で詳細な内容を検討する議論までは時間的な制約もあるため難し

いので，まずは現状から導かれる将来予測について議論の前提条件等のご理解に努めてい

ただきながらご意見をいただきたいと思います。 

ここでお示しした資料がそのまま実行されるというわけではなく，更新事業においては，

新水道ビジョン策定後はこのビジョンに基づいて中長期の更新計画を策定し，この計画に

基づいて年度実施計画を策定します。 

いただいたご質問，ご意見で示せるものにつきましては，財政収支の説明の後にまとめ

て資料等をお示ししたいと思います。限られた時間での会議ということでご理解をいただ

きたいと思います。 

 

堤会長：前回宿題をいただいている部分については，示せるものについては後日示してい

ただいて，今日は財政収支をご説明いただくのですが,今回はある決められた条件の中で，

財政収支を作っていただいたということで，それでは財政収支の見通しについてご説明を

お願いします。 

 

笠原課長：それでは，資料，笠岡市上下水道事業運営審議会をご覧ください。 

（資料「平成２８年度第３回笠岡市上下水道事業運営審議会」に沿って説明） 

 

堤会長：ありがとうございます。なかなかついていけない話だと思いますので，少しずつ

噛み砕いて話を進めていく中でご理解をいただきながら，ご意見をいただくという形で進

めさせていただきたいと思います。 

まず私の方から確認をして，皆さんと共有したいと思います。財政収支の見通しを出し

ていただいたのですが，その計算の前提として，まずは現行の料金が据え置きという設定

で，将来人口が減っていくわけですから収入も減っていく，ということをベースに財政を

見ていくというのが一点。そして，更新の需用費の条件の見方として，シナリオ③で進め

た結果であるということ。それから，算定条件について，前回ご意見をいただいて，機械

電気施設の更新が耐用年数の１．０倍というのが現状とはかけ離れていて，もう少し延命

させながら使用しているのではないかと指摘を受けたということで，今回は耐用年数の１．
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５倍で算定しているということです。 

確認なのですが，３ページ目の中ほど，財政収支の確認で健全か健全ではないかという

のは，ここでは企業債残高と資金残高の推移をもって評価をするということが書かれてい

ます。その下に書かれている２点が今回の概要結果ということでよろしいですか。 

 

笠原課長：これは，財政状況が健全であると評価するにはこの２点が望ましいということ

で，今回の収支予測の結果ではありません。 

 

堤会長：ということはこれは結論ではなく，評価としてこういった内容が望ましいという

ことですね。 

そして，もう一つの大きな条件として，企業債，つまり借金をこれからしないで経営を

していくという前提での計算がされているということです。最後のところで書かれている

のですが，経営を見ていくと，企業債の充当がゼロでは資金不足が発生するということな

ので，企業債をどれだけ発行するのかを今後ビジョンを作る中で，あるいは年度計画を立

てていく中で検討していくということでよろしいでしょうか。 

そして，その結果収益的収支について，収入を支出が上回り赤字になってしまうという

のが平成３７年度にきてしまうということが一つ。そして６ページの資金残高の推移につ

いて，何か起こった時のために一定の資金を持っていないといけないというのが資金残高

です。平成２７年度は約１３億６千万円ですが，これが企業債を発行しないと，更新と人

口減少による収入の減を考慮しながら検討すると，平成４１年くらいに残高が無くなって

しまう。ゼロになってしまうのは経営上問題があるので，どれくらいのところで資金残高

を担保しておくのかが判断の基準となるのですが，その点はいかがでしょうか。 

 

三縞部長：資金残高はこれ以上なくてはならないといったものは示されてはおりません。

ただ，一般的に公営企業では一年間の収益，水道では給水収益に相当する額以上は持って

いるのが望ましいと言われています。 

 

堤会長：そのような基準がベースにあるということを踏まえると，資金残高は１０億前後，

グラフでいうと平成３５年あたりの数字は持っていたいということになりますね。 

そういう内容のご説明をしていただいたということで，何かご意見・ご質問はあるでしょ

うか。 

 

三縞部長：補足させてください。５ページに資本的収支差額と収益的収支差額という言葉
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がありますが，これが皆様には分かりづらいのではないかと思いますので，簡単に説明さ

せていただきます。公営企業においては２つの会計をします。収益的収支というのは水道

の水を売ってお金をいただく，一般の会社でいう営業活動に関する収入と支出の部分です。

資本的収支は水道事業を運営するための管路や配水池といった施設をつくったり更新した

りする設備に関しての収入と支出の部分です。１）のグラフでは例えば平成２９年度は３

億３千９百万円のマイナスが出ていますが，これを補てんするのが収益的収支のプラス部

分です。この結果，資金残高が減っていくのを表したのが６ページのグラフです。 

 

齋藤委員：図 5.4 を見ていただくと，資金残高が平成３４年の１３億６千万円から，平成

４２年にゼロになっています。つまり１年ごとに１億８千百万円減っています。というこ

とは１年に１億８千百万円給水収益を増やさなければいけない。給水収益が約１０億円な

ので，平成３４年から水道料金を約２割上げると資金残高がほぼ横ばいになるという理解

でいいでしょうか。 

 

三縞部長：企業債を発行しないという条件での予測なのに，なぜ図 5.3 のグラフに企業債

が出ているのかについて説明します。これは昭和４０年代から平成１０年ごろまで，笠岡

市が事業を拡張した際に発行した企業債で，最近は企業債を発行していませんが，以前の

企業債を返済しているということです。 

 

淺野委員：資料を見ると，安心・安全を守りつつの水道料金の値下げは厳しく見えますが，

企業債を利用することによってどうなるのか教えてください。 

 

笠原課長：お金を借りずにやっていくと資金残高が減っていきます。資金残高を残そうと

思えば，残したい分お金を借りれば残すことができます。その代わり，いずれ利息を含め

て返さなければいけません。そのためには返すための収益の確保の見通しが必要です。一

般的に言われる人口減，水需要の減少の中でどうやって給水収益を確保していくかという

ことも今後のビジョンの中で示していかなければなりませんので，その点についても皆様

から意見があればお聞かせいただきたいと思います。今回はあくまでも現状から一定の条

件で予測するとこうなるというものです。笠岡市としてこのようにしたいというものを出

す前に，まずは皆様の意見や質問をいただきたいと考えています。 

 

堤会長：将来の収益の増加が難しい中で，安心・安全を担保するために更新の費用も削れ

ない，その中でどういった経営をしていくか，こういった点について忌憚のない意見をい
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ただければと思います。 

 

笠原課長：質問のありました水道料金についてですが，我々が企業体として内部でどれだ

け節減できるかについては当然考えて参ります。そういった水道事業の運営についても御

意見・御質問いただければと考えています。 

 

堤会長：人口減によって収益が減っていく予測があり，水道事業の中でいろいろな取り組

みによりコスト削減に努めるという大前提の下でのお話だと思います。 

 

藤井委員：結論から言うと水道料金は安くできないということでしょうか。 

 

三縞部長：今回の表はあくまでも現行の料金のままで借金をしないという前提での表なの

で，これに捉われてはいけないと私は思っています。水道は公営企業ですので民間企業と

は違います。一番大きい違いは，民間企業は儲けを追求します。それに対して公営企業は

儲けを最小限にして，市民にサービスを提供することを目的とし，その範囲で事業をして

いくこととなっています。資金残高がどんどん大きくなっていけば，それは不適切な経営

ということになります。資金残高が大きくなると，料金を下げればいいということになり

ます。またもう一つの視点としましては，設備投資の点で，つくった設備は当然将来の人

も使いますので，その費用の一部を将来の人にも一部負担してもらうという意味で企業債

を発行します。その考えにも則っていこうと思います。藤井委員がおっしゃったとおり，

この表を見る限りでは水道料金を下げるのは難しく見えるかもしれませんが，まだこれだ

けでは判断がつかないので，また改めてそのような判断ができる資料をお示ししたいと思

っています。まずはその前提として，この資料を出させていただきました。 

 

藤井委員：私個人としては，今の水道の状態は非常にいいと思うので，水道料金を下げて

ほしいという思いは無いのですが，市長選等で水道料金を下げるという問題があったので，

担当課として水道料金を下げる余裕があるのかというのをお聞きしたかったわけです。 

 

堤会長：ありがとうございます。水道料金についてどうまとめるかは，また皆さんで相談

しながら，答申を作っていきたいと思います。今回の資料は企業債をゼロという条件で運

営した資料ですが，先ほどご説明のあった通り，設備は将来の方も使うので，将来の方に

もその負担をしていただくということで企業債を借りながら運営をするということも検討

していいのではないかということです。ただ企業債を借りるということは，将来の人にも
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負担をしてもらうという議論になりますので，水道料金を下げる下げないとは別に，負担

を少し先延ばしにするのか，できるだけ早めに平等な形で負担をしていくのか，更新をす

るにあたってできるだけ早めに更新をしていくという考え方もあるかもしれません，いろ

いろな考え方があると思います。水道料金を下げれば収益的収支が下がるのが早くなりま

す。どこかでそれを修正しなければ，今と同じ計画での更新はできなくなります。という

ことはどこかでまた料金を上げないといけない，というのはどのような経営をしていても

どこかで出てきます。こういった点について，できるだけ正しい現状を知ったうえで，皆

さんのご意見をお聞きしたいと思います。 

 

吉岡委員：企業債は最小限に抑えて発行するのはいいと思いますが，水道料金を下げると

いうことを前提に置いた考え方で進められて，私たちの知らないところで細工されたりす

るのは嫌だと思います。更新などで足りない部分は企業債を発行するという形でなく，資

金残高の部分で充てればいいのではないかと思います。 

 

東山委員：笠岡市が消滅可能性都市と言われる中で，いかに人に住んでもらうか，出てい

かないでもらうかが重要なのはわかりますが，今水道料金が下がったからと言って，後々

そのつけが回ってくるかと思うと自分の子どもに「住んで」とは言いづらいと思います。

今料金を下げなくても，貯蓄をするという形で，安全な水を供給してもらえる方がありが

たいのかなと一母として思います。薬品費は過去３年の平均で一定としていますが，老朽

化等が進んでも大丈夫なのでしょうか。笠岡へ移住してきた人が笠岡の水は臭いというの

を聞いたこともあります。 

 

堤会長：確認ですが，人口予測は，笠岡市の総合計画の中で，人口減をできるだけ抑えよ

うと取り組まれていると思うのですが，その減り具合をできるだけ抑えた形での給水人口

で計算されているということでよろしいでしょうか。 

 

笠原課長：笠岡市が示している計画に合わせたもので作っています。資料によって将来予

測人口が違うというようなことはありません。 

 

三縞部長：一昨年笠岡市が消滅可能性都市と発表されました。その結果笠岡市は人口の減

少速度を遅くするために創生総合戦略を立てました。その創生総合戦略に基づいた数字を

今回の資料で使用しています。そのうえで市長は水道料金を下げれば笠岡が住みやすくな

り，人口減少に歯止めがかかり，収入の面でも貢献できるという方策を立てております。
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料金については次回取り上げますが，そういった考え方で行っております。 

 

西村委員：私は笠岡市のごみ袋の有料化検討の委員もしていたのですが，ごみ袋を有料化

したことによって，委員の人は生活に不自由がないからという声がありました。水道に関

しても，水道料金を下げてもらわないと生活が苦しいという声を多く聞きます。また，水

道料金が高いという理由で笠岡から出て行った人もいます。水道代が永遠に安くあるため

に市民がどうすればいいのかというのが基本ではないかと思います。市民からは水道料金

を下げてほしいという声が多いので，そういった声を取り入れていくことが必要かと思い

ます。 

 

堤会長：料金のあり方についてはいろいろな考え方があると思います。例えば低所得者に

配慮する料金の体系のあり方もありますので，一律に高い安いという議論だけではないの

かなと思います。 

 

東山委員：北木島の方から基本料金の量まで水を使わない方が多いという話を聞きました。

そういったところから見直すことができればいいのではと思います。 

 

橋本委員：資本的収入と収益的収入についてもう一度説明していただけますか。 

 

笠原課長：資本的収入には項目としては他会計からの出資金，補助金,固定資産の売却代金，

工事負担金などがあります。資本的支出の項目としては，行員に係る費用，企業債の償還

金が主なものです。収益的収入としましては水道料金の収入が主です。収益的支出として

は人件費や原水費等があります。 

 

橋本委員：その中で，収入を増やすには，給水人口が減ると給水収益が減るので，方法と

して水道料金を上げること，企業債を借りること，固定資産の売却，負担金を上げる，と

いった方法くらいしか収益を上げる方法はないのでしょうか。 

 

笠原課長：収入の中でも大きいのは水道料金の収入ですから，それを増やす方法をどう考

えるか，そして今持っている資産についても売却可能かどうかの検討はしています。 

 

堤会長：確認ですが，収入の部分で水道料金の割合が大きく，その他の部分はあまりない

ということですね。 



10 

 

笠原課長：経営努力でどれだけ増やせるかということになります。ただし資産の売却は時

期等が不明確なものなので資料には載せていません。 

 

藤井委員：資産の売却は一時的なものに過ぎないのではないでしょうか。 

 

笠原課長：笠岡市の一般会計でも近年笠岡市の土地で可能なものについては売却してきま

した。同じように水道事業も今後必要のない土地などについては合意が得られれば売却を

検討しようと思っています。 

 

堤会長：支出を減らすという点では，笠岡市は水を買っているので原価を下げる努力が難

しいということがあると思います。 

 

笠原課長：図 5.2 に費用の中で受水費がどれほどの割合を占めているかが示されています。

笠岡市は現在年間約５００万㎥の水を１㎥あたり１０８円で購入しています。 

 

小寺委員：笠岡市の水道料金が周辺の都市と比べて高いのはどうしてでしょうか。受水費

でいえば里庄町も水を買っているのではないでしょうか。 

 

三縞部長：笠岡市は西南水道企業団の浄水した水を買っています。先ほども言いました通

り１㎥あたり１０８円です。それが皆様にお売りする水の料金の半分近くを占めています。

西南水道企業団は浅口市，里庄町，笠岡市の３つの自治体で運営をしています。同じよう

に１０８円で水を売っているのですが，なぜ笠岡市の水道代が高いかといいますと，一番

の理由は笠岡市の市域が非常に広いためです。そのため水を運ぶためのパイプの延長が非

常に長いです。約５００㎞あります。これは浅口市や里庄町とは比べものにもなりません。

そのため設備代が大きくかかり，今も企業債を返済しています。また，笠岡市は平坦地が

少なく，中腹部などへ水を運ぶため，配水池やポンプ室が約８０か所と他の自治体よりか

なり多いです。さらに，島へ水を送るためにも設備が必要です。その設備代と動力費，電

気代といった運転費用，修繕費が大きくなるため，他の自治体に比べ水道料金が高くなる

理由となっています。 

 

小寺委員：設備に係る費用を少しでも安く収めていただければと思います。また，選挙で

水道料金が安くなると言われていたので，多くの人が期待していると思います。資料を見
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ると，水道料金が下がっても一時的なもので，何年か後にはまた水道料金が上がるという

のであれば，それは食い止めてほしいと思います。 

 

齋藤委員：現行の水道ビジョンでは平成２８年の給水人口は５万４千６百人のはずでした

が，現在は５万人を切っています。この人口動向の見通しはいろいろな統計の平均値をと

って作ったとされています。今回は上位計画の人口計画があるため，上の方で数値をとっ

ているということをご承知ください。その上で料金をどうするかということになると，コ

ンパクトシティにするかどうかという話が出るのですが，上位計画がそれを採用していな

い以上，水道ビジョンで採用することはできません。人口も給水面積も上位計画に縛られ

た上でビジョンを考えることとなると，企業債をどのレベルで発行し，資金繰りをするの

かのチョイスになると思うのですが，次回はその話なのでしょうか。 

 

堤会長：次回少し踏み込んだ形でお示しできるのではないかと思います。 

 

笠原課長：企業債につきましては，事前にお送りした資料には載せてあったのですが，意

見が発散して十分な議論ができない可能性があったので，今回は企業債をゼロというシン

プルな形で提示をして意見をいただこうと考えました。 

 

堤会長：人口予測が上振れの予測になっている部分もあるのではないかという指摘もあり

ました。 

 

笠原課長：現在，水道ビジョンの見直しを４年後にしようと考えています。２８年度時点

での目標値と現実では乖離が出てくるので，見直しはやっていく予定です。 

 

堤会長：ビジョンはあくまでも長期的な大きな枠組みで，実際は数年で見直しをかけなが

ら実質的な事業経営をしているという PDCA サイクルでやっておられるということですね。 

 

三縞部長：東山委員がおっしゃられたことについて，消費者としては古い管を通った水は

安全でないという心配があると思います。過去に使用していた鉛管はそういった心配があ

りました。しかし，現在笠岡には鉛管はなく，老朽化しても錆ない塩ビ管を使用している

ので，施設が古くなっても水に影響が出ることはありません。 

もう一点，水が臭いという点については，過去には夏場には川に藻が発生し，それが原

因で水が臭うという問題が全国でありましたが，現在は臭みをとる処理を浄水場でしてい
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るので，そういう心配はないと思います。 

 

東山委員：周りでは蛇口から出る水を飲まず，スーパーで無料の水をもらったり，浄水器

をつけたりというのをよく聞くのですが，ほかの自治体でも同じでしょうか。 

 

堤会長：同じだと思います。臭いがあっても安全ではあるのですが，臭いがあることによ

って安全ではないと思ってしまって，水を飲まなくなっているということが，全国で起こ

っています。 

 

東山委員：小学校では蛇口の水を飲んではいけませんと指導しています。 

 

堤会長：小学校や中学校は夏休みなど長期間水道を使わない時期があります。その場合，

受水槽の水から消毒用の塩素が抜けてしまうことがあるので，そういった指導があると思

います。受水槽を設けないようにすればそのような問題は起こらないのですが，小中学校

は広域の避難場所に指定されていることが多いので，受水槽に水がためられていることが

望ましいため，それも難しいということです。 

 

堤会長：議論も出尽くしたようであれば，今日の審議会は終了ということでよろしいでし

ょうか。 

 

堤会長：それでは，次回の審議会の開催予定について，事務局から説明願います。 

 

笠原課長：次回，第４回審議会は１１月２２日火曜日，午前１０時から１２時までの予定

で場所はここ，上下水道部庁舎 ２階会議室で開催いたします。 

 水道料金のあり方についてを議題といたします。 

 

西村副会長：次回は予定が合わないため欠席いたします。 

 

堤会長：事務局に進行をお返しいたします。 

 

笠原課長：閉会に際しまして，西村副会長に閉会のご挨拶をお願いいたします。 

 

西村副会長：皆様上下水道事業運営審議会に最後までご協力いただきましてありがとうご
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ざいます。今日この資料を見せていただきましてなんとなく暗い感じがしております。皆

様のしっかりしたご意見で将来に向かって良い方向でいろいろな意見を聞きまして，本当

にうれしく思います。私は新米で水道のことはわかりませんが，立派な会長がいらっしゃ

いますので，ただついていくのみです。また，専門家の方もいらっしゃいますので，安心

して一つ一つ勉強して参りたいと思います。次は欠席しますが，皆様どうぞよろしくお願

いします。今日は一日ご苦労様でした。 

 

笠原課長：西村副会長ありがとうございました。以上で平成２８年度第３回笠岡市上下水

道事業運営審議会を閉会いたします。皆様，長時間の御審議ありがとうございました。次

回もよろしくお願いします。 


