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平成２８年度第４回笠岡市上下水道事業運営審議会会議録 

 

１．日 時  平成２８年１１月２２日（火）１０：００～１２：０７ 

２．場 所  上下水道部庁舎 ２階会議室 

３．出席者   

委 員 堤会長，橋本委員，吉岡委員，藤井委員，淺野委員， 

    小寺委員，東山委員，北村委員，高橋委員 

    （欠席：西村副会長，山本委員，齋藤委員） 

事務局 三縞上下水道部長， 

    笠原課長，藤井参事，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）前回会議録及び前々回会議録について 

３）審議会の公開について 

４）配布資料の確認 

５）会議録署名委員の選任 

６）議事 

（１）更新需要の見直しと財政収支の見通しについて 

（２）水道料金のあり方について 

（３）笠岡市上下水道運営審議会の予定について 

５．配布資料 

１）第４回笠岡市上下水道事業運営審議会資料 

２）平成２７年度笠岡市水道事業決算報告書 笠岡市上下水道部 

３）平成２７年度笠岡市公営企業会計決算審査意見書 笠岡市監査委員 

４）水道料金算定要領 平成２７年２月 公益社団法人日本水道協会 

５）水道事業の維持・向上に関する専門委員会（第５回・第６回）資料から 

水道料金の適正化について 厚生労働省 水道課 

６）第３回会議録（案） 

７）第２回会議録（案） 

 

ｓ６．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。ご連絡していました会議の開始時間になりました。

笠岡市上下水道事業運営審議会条例第６条第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。本日ご欠席の連絡を
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いただいている委員の方は，西村副会長と山本委員です。藤井委員と齋藤委員がまだお見え

になっていませんが，本日の出席者は８名で委員の半数以上の出席となっており，開催の要

件は満たしています。 

ただいまから，平成２８年度 第４回笠岡市上下水道事業運営審議会を開催いたします。 

では，堤会長から開会のあいさつをいただきます。 

 

堤会長：おはようございます。お忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。今日

は第４回運営審議会，これが最後の審議会とお聞きしていますので，今日は最後ということ

なので，いろいろなご意見を出していただいて，答申の作成に入りたいと思っております。

どうぞ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。 

 前回ご連絡した委員の交代について，あらためてご紹介をいたします。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，よろしくお願いします。それでは，簡単に自己紹介をお願いします。 

 

高橋委員：１０月１日付で政策部長となりました高橋文子です。前回の会議は申し訳ござい

ません，所用がございまして欠席させていただきました。まだ就任して間もないので，何か

とわからないことも多いですが，どうぞよろしくお願いします。 

 

笠原課長：ここからは議事の進行を堤会長にお願いいたします。 

 

堤会長：まず，前回・前々回の会議録について事務局からお願いします。 

 

２）前回会議録及び前々回会議録について 

笠原課長：前回及び前々回の会議録案を郵送いたしました。委員の皆様において,会議録

案の記載発言内容をご確認いただいていると思いますが，修正等があれば，今ここでお聞

きしますが，何かございますか。 

 

（修正なし） 

 

笠原課長：それでは，後ほど署名委員の方に署名をいただくこととします。 
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３）審議会の公開について 

堤会長：それでは，審議会の公開についてお諮りさせていただきます。会議と会議録の公

開について，前回，前々回同様今回も公開としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

堤会長：それでは，公開とさせていただきます。 

 

４）配布資料の確認 

堤会長：それでは，議事に入る前に事務局から配布資料の確認をお願いします。 

 

笠原課長：それでは，お手元の配布資料を確認いたします。第４回笠岡市上下水道事業運

営審議会資料，平成２７年度笠岡市水道事業決算報告書，平成２７年度笠岡市公営企業会

計決算審査意見書，水道料金算定要領，水道事業の維持・向上に関する専門委員会（第５

回・第６回）資料からの抜粋，第３回会議録案，第２回会議録案，以上です。 

 

堤会長：資料はみなさんお揃いでしょうか。 

 

５）会議録署名委員の選任 

堤会長：今回の審議会の会議録署名委員の方を，北村委員，高橋委員お願いします。 

 

６）議事 

（１）更新需要の見直しと財政収支の見通しについて 

堤会長：それでは進めさせていただきます。 

今回，更新需要の見直しと財政収支の見通しについてということで，議題を上げさせて

いただいているのですが，前回財政収支の見通しについての中でいろいろとご指摘をいた

だいて，企業債の発行について，資金繰りを示すということで，更新需要を一部見直した

シナリオで事務局に作成をしていただいているので，前回借り入れをしない形でどうなる

のかということでご議論いただいたのですが，企業債を借り入れた場合にはどうなるのか

というのを今回検討いただいているので，それについて事務局の方からお願いいたしま

す。 

 

笠原課長：（資料１ 第４回笠岡市上下水道事業運営審議会資料に沿って説明） 

 

堤会長：ありがとうございます。前回，企業債を借り入れしない条件で資料を示していた

だいて，今回は２０％の借り入れの場合，それからもう一つは，更新シナリオで，管路の
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枝管を漏水調査による対応ということで，少し更新費用が下がるということで検討いただ

いたのが，今回の資料となっています。料金は現行の料金ということです。 

いかがでしょうか。借り入れをしても利息部分だけが毎回上乗せになるということなの

で，あまり大きく変わっていないのですが，企業債を借り入れることによって，企業債残

高は増えていくということをご説明いただいたと思います。資金残高は企業債を借り入れ

るということで，借り入れなければ平成３９年ごろに１０億を切るということですが，企

業債を借り入れて更新等経営をしていけば，平成４７年辺りでも今とほぼ同等の資金残高

があるということです。その代わり，借金をしていくわけですから，どこかでこの借金は

返さないといけないということになる，というような予測をしていただいて，それをベー

スに，前回と今回の検討を踏まえて，ご議論いただきたいということです。何かご意見あ

りますでしょうか。 

人口が減っていくことによって収入が減っていく，更新需要は一定の更新費用が必要に

なってくる，という中でのバランスをどのように考えるのかということになってくると思

います。 

 

小寺委員：９ページの図３.８は，平成４８年以降はマイナスに転じるということですよ

ね。 

 

堤会長：平成４７年度までは給水収益より資金残高がやや多めになっていますが，年度を

重ねていくとずっと下がっていくということです。 

 

小寺委員：そうすると，またそこで企業債を借りるというパターンになるのでしょうか。 

 

三縞部長：９ページにお示ししているものについて補足しますと，赤い線が少しずつ減っ

ていると思います。この赤い線というのは年間の料金の収入を示しています。水道事業に

おきましては，これくらいの金額を目安として資金運営をするというのがおおむねの目安

となっています。今お尋ねのように，パターン⑤－２の方では，一つの想定として毎年定

率で企業債を借りた場合がこの図のようになるということですから，このまま下がってい

くと思われます。ただ，２０年間は赤い線より上にありますので，資金的には少し余裕が

あるということです。 

 

堤会長：当然，企業債を借りればどこかで返さないといけないということになるので，借

り続ける，増やし続けるということは経営としてありえない。料金収入が下がってくると

どこかで料金の見直しというのは必要になってくるのですが，将来に借金を先延ばしにす

るという話ですので，基本的には，企業債２０％で今回計算していただいてますが，実際

にはこのような運営はたぶんされない，目安としてということです。 
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北村委員：９ページのパターン⑤－１の場合で，企業債を借り入れない場合は年利がかか

らないので，この図となるのはわかるのですが，図３.７で平成３９年を目処に，資金残

高が給水収益を下回って，最終的に平成４６年に０になっていると思うんですが，この場

合，給水収益を下回った時点で，また見直しをし続けるということですか。 

 

三縞部長：資金がなくなったままでの経営はできませんので，どこかの時点で料金も含

め，事業の運営も含め，全体見直しという時期になります。 

 

北村委員：料金をどうするかや，配管をどうするか，というのはまた９年後や１０年後に

案を出し直すということですか。 

 

三縞部長：昔もそういったようにしていました。経営が苦しくなると料金を上げる，少し

余裕ができると下げるということはやっています。後ほど料金のことについてふれます

が，概ね５年を単位に見直すというのが一般的です。昔は将来どのようなものが更新とな

るかなどがあまりわからないまま見直しをしていたのですが，今後は古い施設が増えると

いったことも頭に入れて，施設の運営，事業の運営，料金のことも含め考えてくださいと

いうことで今のようなことをしているわけです。ですから，定期ではありませんが，状況

を見ながら料金のことなどについては今後継続的に見直していきます。それから，企業債

につきましても，先ほどお示ししたように，定率で２０％借りるということは通常しませ

ん。毎年予算を立てる中で，３年から５年程度将来の予測をしながら，どれくらい企業債

を借りるべきかを予測しながら，予算立てをしますので，定率で借りるということはしま

せん。ここでは一つの例として，こういうことになるということをお示ししているとご理

解いただければと思います。 

 

堤会長：ほかに何かありますか。 

なければ，水道料金のあり方に少し時間をとって，ご議論いただきたいと思いますの

で，次の議題に入らせていただいてよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

（２）水道料金のあり方について 

堤会長：それでは，水道料金のあり方についてということで，今日準備していただいてい

る資料を事務局の方からご説明よろしくお願いします。 

 

笠原課長：水道料金のあり方を考えるにあたって，現在，厚生労働省の方でも，水道事業
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の維持・向上に関する専門委員会というものが開催されておりまして，そこでも資料等が

示されております。水道料金の算定について，まず，基本的な考え方を厚生労働省の資料

でお示しします。 

第５回水道事業の維持・向上に関する専門委員会資料２－２の２ページに水道料金に関

する基本的な考え方が示されております。 

「水道事業者は，供給規定を定めなければならず，水道料金は，能率的な経営の下にお

ける適正な原価に照らし公正妥当なものであること等の要件に適合している必要がある。」 

「水道法第１４条 水道事業者は，料金，給水装置工事の費用の負担区分その他の供給

条件について，供給規定を定めなければならない。」 

とされております。笠岡市では，第１回審議会の資料でお付けした笠岡市水道条例がこれ

にあたるものです。 

そして，「水道料金は，総括原価により算定される必要がある。」「総括原価は，水道事

業が公益事業としてなすべき正常な努力を行った上で必要な営業上の費用（原価）に加え

て，健全な経営を維持するために必要な資本費用を含むもの」とされております。 

そして，水道の供給にあたっては，「なお，水道法第１条の目的規定においては，豊富

低廉な水の供給がうたわれている。」とされております。３ページに入りますと，「地方公

共団体が水道事業を経営する場合には，水道料金を議会の議決を経た条例で定めなければ

ならない，独立採算制を採用しなければならない」，とされております。 

一般的に水道料金を考えるにあたっては，独立採算制ということが地方公営企業における

やり方です。 

９ページでは，水道事業の経営状況として，１２７９事業体について，料金回収率が示

されております。料金回収率というのは，供給単価を給水原価で割ったものとなっており

ますが，決算書２５ページに笠岡市の供給単価と給水原価が示されております。給水原価

とは，年間の給水収益を年間の有収水量で割ったもの，笠岡市の場合は２２８円２８銭，

そして給水原価は１９５円４７銭となっておりますので，料金回収率は，平成２７年度で

笠岡市は１１７パーセントとなって，１００パーセントを上回っております。そして累積

欠損金比率，これは毎年の営業収益で赤字のあったものの積み重ねを示すものですが，笠

岡市は累積欠損金はかつてはあったのですが，平成２３年度で解消して，現在はありませ

ん。ここに示す経営状況，料金回収率の表，人口５万人から１０万人と示された棒グラフ

の中でも，笠岡市は料金回収率も１００パーセントを上回り，累積欠損金も０という経営

状況です。 

 次の１０ページでは，給水収益における将来の投資費用確保の現状ということで示され

ているのですが，笠岡市の２７年度決算で言いますと，αと示された数値は３．３円とな

り，プラスの数値となっています。この数値は給水収益から人件費，薬品費，減価償却費

等の営業費用と支払利息を差し引き有収水量で割り戻した数値と水道料金との関係という

ことで，実際には１㎥あたり３．３円，再投資されるべき額ということで確保できている



7 

という数値です。 

 続きまして第６回の専門委員会の資料では，３ページで，水道料金の適正化において，

持続可能な水道を保つためには資産維持費等を見込むことが議論されております。資産維

持費としましては，７ページに，「資産維持費は総括原価への算入が認められているもの

であり」，どの程度を見込むのかといいますと，水道料金算定要領等では３パーセントを

標準というように示されておりますが，これはそれぞれの経営事業体において，更新計

画，事業計画等を立てながら算定していくものです。笠岡市においても現在策定している

新水道ビジョン策定の中でこの資産維持率等を検討して参ります。具体的に料金算定につ

きましては，水道料金算定要領というものを資料でお配りしています。これは日本水道協

会が水道料金の算定のしかたとして示しているものです。この中でも，要は水道料金は総

括原価方式ということで，料金算定のポイントはどのような経費等を含むかということが

示されております。水道料金の基本的な考え方としては，説明は以上です。 

 

 堤会長：ありがとうございます。水道料金のあり方を議論していただくということで，

水道料金の考え方についてをご説明いただいたのと，これからの水道料金のあり方という

ことで，今厚生労働省で議論されている，水道事業の維持・向上に関する専門委員会の資

料の中で，これからの水道料金のあり方についても議論されているので，少しご説明いた

だいたということです。笠岡市の現状から言うと，先ほどの２７年度の決算報告書では，

供給単価と給水原価の比率でいうと，実際に作るのにかかった費用よりも少し高めで今は

経営が推移できているということですね。将来，更新需要も出てくるので，それを踏まえ

た料金のあり方というのがどうあるべきかというのを答申に向けて少し議論していこうと

思います。将来どうなっていくかというのは前回と今回で少しご説明をいただいた，更新

にどれくらいかかるか，今の資産が，企業債を借りれば，また，借りなければどうなって

いくのかというようなことを説明いただいて，水道料金のあり方というものに関する皆さ

んのご意見を出していただければと思います。先ほどのご説明の中で，第６回の専門委員

会の資料の２ページで，料金に関する現状というところで少し説明があったと思うのです

が，十分な更新費用を総括原価に見込んでない場合が多いと考えられ，このままでは老朽

化の進行により，将来急激な水道料金の引き上げを招く恐れがある。このため，中長期の

更新需要と財政収支の見通しの把握に基づいた適正な料金改定により，引き上げの抑制，

世代間標準化を図る必要がある。というふうに指摘をしていることが，考え方のベースと

してあるということです。このような中で，笠岡市の水道料金をどう考えるか皆さんから

お聞きしたいところです。 

 

東山委員：母親たちの会話の中で水道料金を下げてほしいという声は上がるのですが，こ

の会議に参加して，これから更新の費用もかかってくるだろうし，値下げは厳しいのでは

ないかと思うのと，料金に関して，前回堤会長が話された，所得に応じての料金設定があ
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ったと思います。一市民としては，値上げは厳しいと思いながら，ごみ袋の有料化の話も

あるので，そことの兼ね合いで，ごみ袋も有料化になって，水道料金も上がるとなると，

住みづらい市と思われてしまうのかなと思ってしまうのですが，値下げは厳しいのかなと

思います。 

 

堤会長：ありがとうございます。料金を下げると確かに今の人たちは助かるのですが，将

来の人の料金が上がる，もしくは借金を返していくとなると，少しどうかなということで

すね。 

  

吉岡委員：私もそのような感じがします。人口が減って水の需要が減っていく中で料金を

下げるということになると，収入が更に少なくなるし，借金も返していかないといけない

となると難しいのかなと。下げるのではなく，現状を維持しながら方策を出していくしか

ないという気がします。 

 

堤会長：ありがとうございます。前回もご議論いただいたのですが，安心・安全・持続と

いうことは最低限守っていただくというベースの下での議論ということでいうと，あまり

下げても，というご意見ですね。 

 

淺野委員：例えば水道料金は現状維持という形でしていくとしても，安くするのは難しい

というのは会議に出てよくわかったんですが，現状維持であったとしても，市民の方は値

下げがあるという感覚を持っている部分があるので，そういったところに対してもしっか

りとした説明をしていかないと市民の皆さんも納得いかないのではないかと思います。私

たちは会議に出席していろいろなことが分かったので，値下げが厳しいというのもわかっ

てきたのですが，一般の市民の方はそういったことは知らないので，ごみ袋と同じように

説明はしていかなければいけないというのは思います。 

 

北村委員：質問なのですが，１回目の会議の時に県の各市町村の水道料金の表があったと

思うんですが，笠岡市は８㎥までが基本料金部分で８㎥以降が従量料金部分だったと思う

のですが，たとえば岡山市などは基本料金は別にあって，１㎥から使ったらいくらという

見直しの仕方をしていたと思います。見え方の問題とは思うのですが，基本料金が安くな

れば，１㎥当たり単価いくらというやり方にすれば，実質下がってはなくても見え方とし

ては下がっているように見えるのではないかと思うので，そういう方法もあるのではない

かと思います。 

 

堤会長：ありがとうございます。料金の決め方というところの議論，そういうことも含め

て検討をする必要があるという意見ということです。 
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北村委員：先ほども言われたとおり，市長が料金ことを推して言われていたので，みんな

水道料金は下がるというふうに認識していて，それで下がらなかったら，というふうにな

るので，実情８㎥使わないという人もいるかもしれないので，１㎥使ったらいくらという

ふうにしていった方がいいのかなと思います。 

 

小寺委員：質問なのですが，市長の公約に沿って値下げをすることになれば，どういうふ

うに値下げをするのでしょうか。 

 

三縞部長：まだ検討中ですので，明確なお答えはできませんが，皆様のこういった意見を

参考にしながら，市長のそういった方向の指示はいただいていますので，そういった方向

で検討していますが，具体的にどういう形でということまではまだ，踏み込んで議論でき

ていません。今後の課題です。 

 

淺野委員：市長はそう言っていたとしても，現実的にどういうふうにというのがちょっと

想像がつかないという状況じゃないかと思うのですが。 

 

三縞部長：これまでの審議会でパターンをいくつかお示ししましたが，一番厳しい状況を

想定して，皆さんに認識していただきたく，作りました。生温い予測をしますと，将来水

道事業が危険ですから，一番厳しい状況での想定をしています。ですから，どんどん資金

残高も下がる表をお出ししました。これがそういう厳しい状況での議論ということになり

ます。現状で言いますと，水道料金につきましては，決算でもありましたとおり，皆さん

にお売りしている供給単価は２２８円，市が水を作る経費は１９５円ですから，約３０円

は，今は，儲かっている状況です。累積の赤字もございません。私たちの認識では，安定

した経営ができている優良企業だと思っています。ただ，将来のことが心配ですからそう

いったことも加味して，いろいろと考えなさいというのが，国の指導です。笠岡市は今ま

でもそうしてきましたが，より具体的にしなさいというのが，今回ご議論していただいて

いるところです。笠岡市はすでに耐震化や更新は近隣自治体よりも進んでいます。それは

昔から水で苦労した経験がありますから，水道だけは絶対に安心・安全でいこうというこ

とで，全国でも平均のところまでいっています。更新につきましても，すべて更新する

と，今後２０年で平準化して約６億円かかると申し上げましたが，今回は末端の枝管につ

いては，漏水調査をして，補修します。もしも事故があったら大変な被害が出るようなと

ころは更新をします。ただし,末端の小さいパイプなどは壊れたら直しますし，漏水調査

も笠岡市は継続的にしていますので，それで予防的に保全をしています。それに現在２億

５千万円から３億円ほどはかけています。その投資もありながら現在は運営しています。

その中でもう少し費用がかかるかもしれないということで，一番厳しい状態のものを出し
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ているので，簡単に言うとその中間で運営していくことになります。今日出しました資料

の３ページでは，このまま行くと老朽化施設は今後５年でなくなりますから，もう少しペ

ースを落としてもいいのではないかと思っています。どういうふうにするかといいます

と，今回は財産の部分だけでしていますから来年度に現地で老朽施設の調査をするなどと

いう詳細な計画は来年立てる予定にしています。あくまでも今回しているのはある程度の

目安を示すためです。 

 

堤会長：現状及びこれまでの取組みと今後の取組みの基本的な考え方をお示しいただいて

いるんですけれども，数字はあくまでも基本的にこれからこれくらい必要なお金が出てき

ます，収入はこういうふうに想定できます，そのバランスの中でこういうことをしていき

たいという長いスパンでの見込みですので，当然これから人口も減っていく，収入も減っ

ていく，そのシミュレーションも今の数字はできるだけ減り方を抑えるという方針の下で

の人口の予測をしていただいているということで，更新も将来の料金収入のあり方も少し

是正を毎回していくことになろうかと思うのですが，全体の方向性は大きく変わらないの

ではないかと思います。全体の方向性というのは，料金収入は減っていく，更新費用は一

定の額必要となる，その中でどのように考えていくかというのを，皆さんに長いスパンで

の御意見をこの審議会ではいただきたいと思います。方向性をこの審議会では示せればい

いかなと思っていますので，忌憚のない御意見を出していただければと思います。 

 

藤井委員：水道課としては現状では水道料金は下げられないということだと思うので，私

たちのように戦後水道から濁った水が出るといったことを経験している者からすれば，料

金が安い方がいいのはわかりますけれども，とにかくおいしい良い水を供給していただけ

れば，私の考えでは，水道事業が円滑にいくような方法でやっていただければいいと思い

ます。 

 

北村委員：決算報告書の２５ページで，供給単価の中の給水原価の割合が８５パーセント

くらいで，残りの１５パーセントが利益の部分だというふうに認識しているのですが，１

５パーセントの利益の部分は今は貯蓄として確保し続けている状態ということですか。 

 

三縞部長：今は積立金などの形で貯蓄している状態です。 

 

北村委員：今回のシミュレーションの中にその積立金は含まれていますか。 

 

三縞部長：資料の中の９ページの表にあります。平成２７年度はそれも含めて１３億６千

１百万円あるという数字です。 
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堤会長：借り入れをしないで更新をしていくと，パターン⑤-１のようにある，資金残高

を食いつぶしていくようになります。今は収入が見かけ上あるのですが，将来人口が減っ

ていくと，その部分も考慮しながらこのシミュレーションは作られているはずですので，

借りないと食いつぶしていくことになるということです。そのため，利益がずっと確保さ

れるということはないということです。今あるものを切り崩しながら更新していく，そう

すると企業債を借り入れなければ資金残高は平成４６年ごろに０になってしまう。目安と

して，給水収益と同じくらいは資金残高を持っていたいということが一般的ということで

あれば，平成３９年くらいのところに，今の収益で考えるとなります。 

 

北村委員：給水収益を資金残高が下回ってはいけないという基準があるのですか。 

 

三縞部長：基準はありません。それを目標に経営をするのが望ましいということです。笠

岡市でもかつては資金残高が数億円だったこともあります。先ほど言いました累積欠損金

が積み重なってしんどかった時期もあります。それを解消したのが平成２３年です。今は

赤字の部分はありません。 

 

堤会長：どれくらいなければいけないというのがないんです。そのため，各都市でかなり

違います。笠岡市の中でも多かったり少なかったりしていると思うので，要は何かあった

時に使えるお金というふうに考えていただければいいかなと思います。 

 

三縞部長：積立金の中でも借金の返済が急激に増える時のための減債積立金というのもあ

りますし，どうしても例年以上に改良費が必要な時に資金の変動を減らす目的の建設改良

積立金があります。 

 

堤会長：料金の値下げの話が出ていたので，７ページの図３.３，収益的支出が収益的収

入を超えてしまうのが平成３７年ごろというのを示しています。これが値上げをすれば右

に動き，値下げをすれば左に動くということを読み取れます。全体の流れから言うと，収

益が上がることはない。その中での経営をどうするのかというのを審議会の中でご意見を

いただきたいということです。 

 

高橋委員：資料９ページの資金残高の推移が企業債借り入れなしの場合には平成３９年度

から４０年度には１０億円を割り込んで１年度の給水収益を下回っていくということなの

ですが，このシミュレーションが先ほどの説明では最も厳しい状況で試算をしているとい

うことです。実際にはこれよりも少し緩やかな状況で推移をするのかなと思うのですが，

そうした場合でもこのカーブはやはり下がっていって，この試算では平成４６年ごろに０

になっていますが，これが若干延びるだけで，このカーブが変わることはないという理解
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でいいんですよね。これが厳しいシミュレーションだから実際は平行をたどるということ

はないんですよね。 

 

三縞部長：先ほど言いましたとおり，現在２億５千万円から３億円，将来のために更新な

ど投資をしていますが，概ねそれを維持するとこれが平行状態になると思われます。収入

が減るので少し下降気味になるかもしれませんが。必ず急激に下がるということではあり

ません。これが概ね平行となる経営も可能ですが，それは老朽化施設が増えないようにし

ないといけませんから，調査しながら計画的に更新をしていかないといけませんから，来

年する予定になっています。 

 

堤会長：アセットマネジメントをして，今後資産をどのように維持，管理していくかとい

うことをアセットで出してそれをベースに出したものがこの資料です。経営努力の中で少

しでも今のアセットマネジメントをする条件を伸ばして，安心・安全を守りながら運転を

していくと，もう少し傾きが変わるのではないかというご説明だと理解していただければ

と思います。 

 

高橋委員：今の更新費用のまま横ばいにするというのは現実にはできないということです

か。 

 

三縞部長：いろいろとシミュレーションしてみないといけないので即答はしかねます。 

 

堤会長：アセットマネジメントをしたということは基本的にはこれくらいの資産が将来必

要になってくるということなので，横ばいのままというのは難しいのではないかと思いま

す。施設更新をする期間を１．５倍でなく２倍にするなどすれば，全体のコストはもう少

し下がると思います。現実に運転・管理・運営されている上下水道部さんが努力をして少

し先延ばしにするということはされると思います。ただ，ずっと今の運営ができるかとい

うと，その前提は厳しいのではないかというのはこれまでの資料からうかがえると思いま

す。もちろん努力をして少しでも先伸ばしにできるような形で運営はされると思います。

それはおそらく３年，５年のスパンで経営を見直していかれる中で取り組まれることでな

いかと思います。この審議会では長いスパンの中で水道事業の運営・経営をどういうふう

に考えていけばいいかというのを審議していただく場なので，ここで明示していただいた

ものをベースにご意見をうかがって答申を出させていただければと思います。市長の提案

の話が出ていますが，あくまでもそれは政治的なご判断で，この審議会では，この資料を

見てご意見をうかがって，答申に反映させていただきたいと，私は考えています。 

 

淺野委員：９ページの表を見比べてみますと，企業債を２０パーセント充てた場合との変
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化が１０年しかないということですか。 

 

三縞部長：上の表では約１０年後に資金残高が１０億円，下の表では約２０年後に１０億

円程度に資産残高がなるという今のご指摘で結構だと思います。 

 

吉岡委員：企業債はできるだけなしという形で独立採算制でずっといければそれが一番の

ことだと思うのですが，更新やいろいろな点検をして，それで安心な水の供給をしていた

だかないといけないとなると，最低限の企業債の借り入れというのが２０パーセントなの

かなと思うのですが，それで借金を返済しながら安全・安心な水の供給がしていただける

というような運営をしていただけるのであればそれが一番やむを得ないことかなと思いま

した。いろいろな話を聞きながら，水道料金の値下げというのは，人口減もある中で難し

いことなのかなと思いながら聞かせていただきました。 

 

堤会長：水道は安心・安全・持続を担保できる形で進めていただきたいというのが皆さん

共通のベース，そしてもう一つは，将来に過度な負担を残さないというのも御意見として

あったと思います。厚生労働省の方でも各世代間で大きな負担の違いが出るというのはい

けないという指摘もされています。この辺を考慮しながら将来のことを考えるということ

です。 

 

北村委員：決算報告書の２８ページに掲載されているものは全部入札ですよね。 

 

三縞部長：はい。 

 

北村委員：ここに全部外注しているという認識でいいですよね。 

 

三縞部長：そうです。 

 

北村委員：金額を見ていって，同じ改良工事でも金額が全く違うと思ったので，どういう

ふうに委託をかけているのかと思いました。 

 

堤会長：工事の内容が複雑であったり高度であったりということだと思いますが，いかが

でしょうか。 

 

三縞部長：金額の差は，例えば工事の規模にもよります。そして，堤会長のおっしゃった

とおり，難易度の差も合わさって金額の差が出ています。 
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北村委員：資料の１２ページに民間委託の話が出ていたので，これ以上どこを委託するの

だろうと思い，お聞きしました。 

 

笠原課長：資料の１１ページ以降について説明します。現在この審議会で，水道ビジョン

策定にあたって，皆さんから意見をお伺いしているところですけれども，第１回の審議会

でお示しした資料の中で，現行の水道ビジョンを付けておきました。そして，ここでは，

今年度策定しようとしている新しい水道ビジョンと現行の水道ビジョンの目次の比較をし

ております。項目として，第６章には推進する実現施策というのは安全，強靭，持続であ

るとか，第７章経営の見通し，第４章笠岡市水道事業の課題を説明した中で，皆様には新

しい水道ビジョンの中にはこういった観点を取り入れてほしい，こういったことを検討し

てほしいという意見をいただいた中で取り組めるものについては取り組もうとしておりま

す。その中で，１２ページ以降，今後笠岡市が水道事業を運営するにあたって目指すべき

方向としまして，改めて持続・安全・強靭という項目で振り分けますと，運営管理の効率

化，強化については，組織体制の効率化・強化，そして，経営の効率化，先ほどご指摘も

ありましたが，今までも委託可能なものは委託して参りましたが，さらに今の事業の運営

の中で，ここにも書いてありますが，組織体制の見直しと合わせ，民間企業の知識・技術

を活用する視点から，民間委託についても検討していこうとしています。そして，水道施

設の更新，これは安全，持続に関すること，水道施設の耐震化，強靭に関すること，安全

な水道水の供給，これは安全に関すること，施設等における規模の適正化，これは持続に

関すること，水道料金の適正化，これも持続に関すること，広域的連携の強化と広域化の

検討，これは安全・持続に関すること，として，笠岡市の水道事業としては，水道ビジョ

ンの中にこういったことを反映させていきたいと考えています。それについて，皆様から

の御意見をいただきたいと思っております。 

 

堤会長：水道料金のあり方の議論の後に議論していただくということでよろしいでしょう

か。 

 

笠原課長：はい。 

 

橋本委員：この資料を見る限りで判断するとなると，料金を下げるのは難しいのではない

かとは思うのですが，政策的な話にはなりますが，市長がおっしゃられているのは何のた

めに料金を下げるのかということだと思います。下げることで人口が増えるという一つの

起爆剤として考えているのであれば，これで，例えば５万人を切った人口が５万人まで回

復するといったようなことがあれば，給水収益も増えると思うので，効果があるとは思う

のですが，ただ単純にこの資料で判断するとなると，下げるのは難しいのかなと。人口が

減らなければ，あるいは増えればという条件があれば，下げても収益が確保できる，企業
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でいえば損益分岐点のようなところが出せれば，そういった考えで判断できるとは思うの

ですが，今のこの資産管理からすると，下げられないという考えになってしまうのかなと

思いました。 

 

高橋委員：市長の値下げという話は，政治的な判断であり，公約であると思うのですが，

先ほど会長がおっしゃったように，この場は水道事業が安全・安心で継続できるか，その

ためにこういった資料を持って判断する場であるというふうに思います。政治的なことは

置いておいていただいて，そちらは政策評価の話になるので，この場とは少し違うのかな

と感じています。この場で御審議いただくのは，提示された資料を基に今後の水道事業を

どのようにして健全に運営していくかということを客観的に判断していただく場ではない

かなというふうに感じています。 

 

堤会長：そういう意味では，今のコメントは，提示された資料からすると値下げは厳しい

のじゃないかという御意見ということだと思います。 

 あくまでもこれまで４回出していただいた資料を基にどうあるべきかという方向性をこ

の審議会で出させていただくということですので，市長のおっしゃられたことに直接，私

の方は触れるつもりはなく，水道事業がどうあるべきかということについて，忌憚のない

御意見を整理させていただくのがこの場だと考えています。その中で上げる，下げるとい

う御意見があったとしても，答申の時には，そこまで書くということはしないつもりなの

で，その辺はみなさん御確認をさせていただきながら，やらせていただくつもりです。 

 

北村委員：実際に人口が５万人を切っていって，損益分岐点はどのくらいになるといった

計算はされているのですか。 

 

笠原課長：資料７ページの収益的収支差額の推移の表が収入と支出を年次的に予測してい

るものですので，水道事業において収入と支出の状態がどのように推移していくのかを表

しています。人口の見込みは算定条件といたしまして，現在の笠岡市の人口ビジョンに基

づいて出していますので，その人口で，４ページの水需要予測の中で，人口予測から見込

まれる年間有収水量に供給単価を掛け合わせて給水収益を出していますので，御質問のあ

りました損益分岐点については，７ページの表において，収入と支出のグラフが逆転する

平成３７年から平成３８年あたりが，損益分岐点として扱っていいのかわかりませんが，

プラスとマイナスが逆転するポイントとなっています。 

 

北村委員：こういう事態がパターン⑤-２でも同じということですよね。 

 

堤会長：パターン⑤-２では利息部分だけが支出に関わってくるということなので，利息
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分としてはそれほど大きくないので，あまり変わらないということになります。何が変わ

るかというと資産残高が変わってくるということになります。 

 

北村委員：ということは，収入と支出が逆転するのは平成３７年から平成３８年の見通し

だけれども，収入の資金源というのは，借り入れをしている方が利息を考えても良いとい

う解釈でいいですか。 

 

堤会長：そういうふうに見えますね。ただ，借金は増えていっているので，いつかその借

金は返さないといけない，それを子や孫の代に負担を強いるということになる可能性があ

るということです。そういった部分も含めて，今の世代は楽になるかもしれないけれど，

将来の世代の負担がかなり増える可能性があるので，平準化をするという意味で，過度な

借り入れはしない，料金の適正なあり方を考えないといけない，といったことが必要にな

ってくる，というふうに考えていただければいいかと思います。 

値下げの議論がありましたので，今の状況で値下げをすると，平成３７年が平成３３年

くらいまで前に来てしまう可能性があると，この資料ではなっています。これが値上げを

すれば右に動き，値下げをすれば左に動くというふうになっています。住民の方に，一時

的に値下げがあっても，またどこかでは値上げが必要になってくるということを理解して

いただきながら，どちらがいいかという話になろうかと思います。 

それから，先ほど本当に大事なことが出ていたんですが，今後のビジョンのところで，

委員の方から，どう住民の方に説明していくかがこれから大事なことだと思います。全国

的にも，どう広報，広聴していくか，今のあり方のままでは十分でないという認識になっ

ているので，そこはしっかりとやらないと，どちらにしてもいけないということです。お

そらく答申のところでも，どういう書き方をするかは別にして，住民の皆さんへきちっと

説明をするということは入れないといけないと思います。いずれこういった話はまた出て

くるので，その度にこういった議論をするとなると，もっと幅広く住民の方に水道の現状

を分かっていただくということが必要になるかと思います。 

 

東山委員：先日母親クラブという子育て中の母親たちの代表で市長とお話しすることがあ

って，その時市長から水道料金を安くするという言葉をいただきながら，この会議に参加

して，資料を見ていると，本当に大丈夫なのかなと，まず企業誘致ができてからの水道料

金の値下げなのかなと思いつつ，どうなるんだろうと思いながらいるのですが，企業誘致

で多く水を使っていただいて，収益が増えてきて，そこからの値下げということであれ

ば，市民も安心できるのかなと思ったりします。どうしても，運営しながら，資金が減っ

てくるのは，これから更新でお金もかかってくるだろうしということもあるのですけれど

も，企業債は本当に必要な時だけ借りていただいて後々の子どもたちにあまり負担を残す

ことなく，安全な運営をしていただけたら住んでいる市民としても安心かなと思います。 
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堤会長：資料をベースに，そして今まで議論していただいたことをベースに，皆さんの意

見をどう答申に反映していこうかということになろうかと思いますので，今回，前回と出

ていたので，料金のあり方のところで，現状の料金を上げるか，下げるかのようなところ

も，下げるのは難しいという意見が多かったというのをどう触れようかなと考えていると

ころです。今日で審議会は最後ですので，ある程度資料で今後答申の内容についてやり取

りをさせていただかないといけませんので，今日ある程度の内容を承認をいただきながら

お回しした方がいいかなと思います。すなわち、安心，安全，強靭，持続可能な水道を維

持してくださいという方向で進めていただきたいというのが一つ，将来の子や孫たちに過

度な負担を強いない，我々の世代も含めて均等な負担のあり方というのをしっかりと守っ

ていかなければいけない，そして水道料金のあり方については今後検討していかなくては

いけないということなのですが，そこでもう少し，現状からみてどうあるべきかというと

ころまで踏み込むかどうかというところです。今日ご議論いただいた限りでは，現状の維

持をベースに考えていくのがいいのではないかという意見が多かったと思いますが，その

辺をどう答申に反映させていくか，ここで少し出にくいのであれば，お任せをいただい

て，皆さんにお回しして御確認をいただいて，最終案にするという形でよろしいでしょう

か。何らかの形で触れないといけないというふうには思っているのですが，どういう触れ

方にというのは，今日は案を作ってきていませんので，今日の意見を聞いてと思っていた

ので，今日の意見を聞く限り，現状維持でいいのではという意見が多かったので，どうま

とめようかと思っているところです。案を作らせていただいて，皆さんの方にお回しを

し，しっかりと目を通していただいて，事務局とも相談しますが，必要があれば，事務局

の方からも最後に御案内があると思うのですが，もう一度審議会を開くということも考え

ながら，答申を作っていければと思っています。そういう形でよろしいでしょうか。 

 まだ御意見があれば，今日で最後ですので。 

 

橋本委員：算定条件の中で，職員の人数が現在の１８名で横ばいとなっているのですが，

第１回の審議会で技術者不足という話もあったと思うのですが，今後更新などで業務が増

える中で１８名でやっていけるのでしょうか。 

 

三縞部長：先ほど関連の御質問がございましたが，現在工事の部分はほぼ外部委託をして

います。まだ民間業者に委託できる部分があるのではないかと検討中なのですが，その一

つに，例えば漏水があった際には，最初は職員が確認に行きます。そして業者に修繕工事

をしてもらいますが，工事の後どうしても水が濁ってしまうので，水の濁りをとる作業が

あるのですが，これは職員がしています。そういった部分に非常に時間を要していますの

で，その辺りを一部民間の方にお願いするなどして，職員を別の業務に回せるよう工夫し

ながらやっていきたいと思っています。 
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堤会長：上下水道部の方で進めていくべき仕事と民間に出すべき仕事とを区分けをしなが

ら進めていくことになるのではないかと思います。 

 

吉岡委員：それにより支払う委託料は増えていくことになりますよね。 

 

堤会長：ただ，自前でやっているときにもその部分の費用は発生しています。 

 

堤会長：ほかに何かありますか。なければ，水道料金のあり方についてはこれでよろしい

ですか。 

 

（異議なし） 

 

（３）笠岡市水道ビジョンについて 

堤会長：今日の議題のひとつ目と二つ目については，答申に盛り込まないといけない内容

になっていますので，答申案をこれから作成させていただいて，皆さんにご確認いただ

き，最終案とさせていただこうと思います。 

 それでは，事務局の方からまだ説明が残っているものがあればお願いします。 

 

笠原課長：先ほど一緒になってしまいましたが，水道ビジョンについて，皆様から御意見

があればお伺いしたいと思います。資料の１１ページから１３ページにかけて，我々が皆

様の意見を聞いて作ろうとしている新しい水道ビジョンの内容について，こういうことも

取り入れてほしい，こういうことに触れてほしいという意見があればお聞かせいただきた

いと思います。 

 

堤会長：皆さん御理解がしにくいのかなと思うのですが，平成１９年度に笠岡市水道ビジ

ョンというものを策定し，これまで来ているんですが，１０年経ったので，新たに笠岡市

の新水道ビジョンを平成２８年度に作成するということで，１１ページの笠岡市新水道ビ

ジョンの項目で，今も並行して策定中で，年度末に出されるということで，審議会の方の

答申は，これは具体的な項目としては含まれていないのですが，ただ，審議会で更新需要

の見直しと財政収支の見通しについてと水道料金のあり方についてを御議論いただいた中

で，笠岡市の新水道ビジョンに織り込むべき内容で何か皆さん御意見があれば，出してい

ただければと思います。目指すべき方向というのを１２、１３ページで整理していただい

ているということです。 

 これまでにも，組織体制の見直し，人材育成，経営の効率化，水道施設の更新・耐震

化，安全な水道水の供給，施設等における規模の適正化，水道料金の適正化，広域的連携
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の強化と広域化の検討というような大きな項目を目指すべき方向として盛り込んでいくと

いうことです。その中で何か意見があればということです。答申のベースとなるところの

話がかなり入ってきています。 

 先ほど委員の方からありました民間とのかかわりという点はどのあたりに反映されるの

でしょうか。 

 

笠原課長：１２ページの運営管理の効率化・強化の中の部分です。先ほど御質問のありま

した，人員の問題は組織体制の見直しと合わせて，現在の１８名で事業を実施するに際し

ては，先ほど説明しましたように，民間企業の技術を活用する視点から，我々が今，直接

行ってる事業について，民間への委託が可能なものについては検討していくということ

で，経営の効率化を図ろうというものです。 

 

堤会長：運営管理の効率化・強化というところで，民間とのかかわりというのを考えてい

くということです。もちろん，すべて民間にというわけにはいかず，水道課自身がやらな

いといけない仕事，そうでなくてもいい仕事というのを整理し，区分けをして，民間でや

っていただけるものについては民間にお願いしていくというようなことをこれから目指す

方向として検討していかれるかと思います。それから，安心・安全・強靭ということで，

施設の更新もきちっとしていきます，耐震化もきちっとしていきます，もちろんお金が必

要になってきますので，アセットマネジメントをベースとした管理の中で進めていきます

ということをなされていくということです。７番目の広域的連携の強化と広域化の検討，

これも笠岡市独自でこれから水道をやっていくということが難しくなる可能性もあるの

で，もう少し広域的に連携を取りながら，災害などは特にですが，対応する体制をさらに

整えていきたい，そして事業の運営についても，管理の一体化などをすることで，経営と

してプラスになるようなことがあれば，そうすることで支出も減るだろう，というような

ことを考え取り組んでいきます，その中で料金の適正化を考えていくということを明確に

示すというのが新たなビジョンになるかと思います。水道料金のところまで行く前に，や

れることはやっていくというのが大事なので，それを明示されているのがビジョンという

ことです。 

 

北村委員：１３ページの広域化の検討の部分なのですが，実情として他の地域との一体化

などは可能なのですか。 

 

三縞部長：具体的なところまではまだ入っていませんが，高梁川流域の関係で一つ，連携

協議をしており，その中で検討を始めた段階です。また，備後圏域の中でもどのようなこ

とができるかと検討を始めています。どちらも検討を始めた段階で，スタートをしたとい

う状況です。 
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高橋委員：目指すべき方向が書いてあると思うのですが，これを受けて新水道ビジョンと

なった時にはこれが第６章のところへ入るということでよろしいのでしょうか。第６章の

推進する実現施策のところへこの考え方が反映された形で，施策事業がここへ上がってい

くというイメージでよろしいでしょうか。 

 

三縞部長：６章，７章へ具体的に入っていくと思います。 

 

高橋委員：目指すべき方向性というのはビジョンの中のどこかへ固まって書かれるのでは

なく，６章，７章へ入り，考え方として反映されるということですか。 

 

三縞部長：基本的な考え方はお示ししたとおり，こういうことでいきます，ということで

皆さんに何か意見がありますかと投げかけたのですが，具体的にはまだ細かい部分へ入っ

ていきます。 

 

堤会長：ビジョンの中では，今回アセットをしていただいたりしたものがベースとして入

ってくるということでよろしいですね。 

 今回お示しいただいたいろいろな資料というのが，水道ビジョンの中に入っていくとい

うことなので，それがベースの議論だったということです。 

 

（４）笠岡市水道事業運営審議会の予定について 

堤会長：ほかに何かありますか。 

（意見はなし） 

堤会長：もし何かお気づきの点があれば，審議会の中でなくてもよろしいので，直接お伝

えいただいて，すべてが反映できるかわかりませんが，参考にしていただき，ビジョンを

まとめていただくということでよろしくお願いいたします。 

 これで審議会の審議を終了ということにさせていただきたいと思います。先ほどもお話

ししましたとおり，これから答申案をまとめて，それを皆さんに確認いただいて，最終案

を作成していきたいと考えております。その時は，笠岡市水道事業の将来をイメージでき

るような形で答申を出していきたいので，御協力をよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。事務局の方から今後のスケジュールの説明をお願いします。 

 

笠原課長：今回の審議会までにいただいた意見を踏まえて，答申案を作成いたします。予

定としては１２月中旬までに答申案を委員へお示しします。１２月中に答申案の修正を行

い，１月上旬に市長へ答申という予定としております。答申案は委員の皆様へ郵送し，修

正箇所等の意見をいただき，答申を作成いたします。答申案作成の過程で，審議会を開催
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する必要があると判断されれば，日程を調整して審議会を開催したいと思います。答申案

の内容について御自身で自筆したい，原稿を作りたいという要望があれば，御相談いただ

き，委員様からの直接の執筆ということも考えますのでよろしくお願いします。 

 

堤会長：何かスケジュール，予定で御質問はございますか。 

 

（質問なし） 

 

堤会長：無いようですので進行を事務局の方へお返しします。 

 

７）閉会 

笠原課長：閉会に際しまして，本来であれば，西村副会長のごあいさつをいただくところ

ですが，御欠席ですので，閉会のあいさつを堤会長にいただきたいと思います。 

 

堤会長：本審議会，第４回ということで，皆さんにはしっかりとご議論いただけたかなと

思います。御議論いただいた内容を答申にまとめ，皆さんに御確認いただいて提出をした

いと思いますので，この後，もう少しご協力をいただければと思います。忌憚のない意見

をいただいて，まとめないといけない私の立場としては，いろいろとありがたい審議会だ

ったと思っております。繰り返しになりますが，答申案の中身につきましては，しっかり

と御検討いただいて，答申の作成に御協力いただければと思います。どうぞよろしくお願

いします。長い間ありがとうございました。 

 

笠原課長：以上で，第４回笠岡市上下水道事業運営審議会を閉会いたします。堤会長，皆様，

長時間の御審議ありがとうございました。 

 

 


