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答 申 

 

 水道は、市民の暮らしに欠かせない社会資本として、市民社会に受け入れら

れてきました。このことは、これまでの水道の仕組みに合理性があり、水道サ

ービスの提供者とそのサービスを享受する市民との間に一定の信頼関係が構築

されていることを示しています。安全、安心の水道水を供給するという水道サ

ービスは笠岡市の責任において、その持続性が確保されています。安定した水

道サービスの提供には事業運営の健全性・安定性が不可欠です。 

笠岡市の新しい水道ビジョン（以下「新水道ビジョン」）の策定に際し、水道

事業が独立採算という健全な財政基盤に依拠しながら将来にわたって安定に水

道を継続できるように、以下の２点が本審議会に諮問されました。 

１．健全な水道事業の運営について 

２．水道料金のあり方について 

上記諮問事項について慎重かつ詳細に審議した結果、次のとおり意見が集約さ

れたので、委員の総意をもってこれを答申します。 

 

１．健全な水道事業の運営について 

 今後の健全な水道事業の運営の指針となる「新水道ビジョン」の策定におい

ては、以下の事項に留意されたい。 

（１）アセットマネジメントについて 

   更新需要の検討に際しては、部分的であってもタイプ３（標準型）を取

り入れることを検討されたい。また、新水道ビジョンにおいては、基礎

データ等の整備状況に応じて適切な検討手法を選択し実践することによ

り、中長期の更新需要及び財政収支見通しを定量的に把握し示されたい。 

（２）更新シナリオの選定と更新需要について 

   施設の更新時期を法定耐用年数の１．５倍と想定する更新シナリオを基

本に検討されたい。また、適切な施設の維持管理を行った場合の更新時

期と更新需要を示されたい。 

（３）水需要予測について 

   人口推計にあたっては、楽観的かつ過大な予測値とならないように、市

の上位計画と整合を図るとともに、本審議会で示された推計から予測さ

れる水需要も適宜見直しを行いながら水道事業の継続を図られたい。 

（４）財政収支の見通しについて 

   現状の経営状況を維持しながら、企業債の借入が避けられない場合につ

いては、将来世代に過度の負担を残さないように、各事業年度において

収支の状況を見ながら慎重に検討した上で企業債の借入額等を決定する
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こととされたい。 

（５）その他 

業務の遂行に最低限必要な適正数の職員を確保しつつ、民間への委託可

能な業務の検討や水道事業の広域連携の検討を行い、事業の経営のさら

なる効率化を進め、さらに経費の節減等に取り組むことが望ましい。 

 

２．水道料金のあり方について 

（１）水道事業を将来にわたって安定に経営するためには、人口減少による水

道料金収入の減少と施設の更新に必要な費用を考慮し、中長期的視点を

基盤とした料金設定を検討されたい。 

（２）安全・安心・強靭・持続可能な水道を維持するとともに、将来の世代に

過度な負担を強いない、かつ、我々の世代を含めて均等な負担のあり方

を考慮した水道料金のあり方の検討をされたい。 

（３）料金設定については十分に将来の水道事業経営予測の情報を住民に提供

し、今後の料金適正化の取り組みについて検討されたい。また、その取

り組みについては、新水道ビジョンにおいて明確に示されたい。 

 

新水道ビジョン策定において考慮すべき意見等として審議会で取り上げられ

た意見等を以下の審議概要に付して答申の補足とします。 

１．水道事業の現状 

 笠岡市の水道は、平成２７年度末には行政区域内人口５０，８９７人に対し

て給水人口５０，１８４人となり、人口普及率では９８．６％に達し、市民の

生活の基盤として必要不可欠なものとなっている。水道の普及を支える施設の

整備は長期の事業期間と多額の事業費によって担われてきた。その一方で水道

事業は新たな事業運営環境のもとで解決すべき課題を抱えている。 

 昭和５４年（１９７９年）度を建設投資額の頂点とし、その前後の年度で整

備した水道施設・管路の法定耐用年数が順次到来することにより、水道施設に

おいては建設からの経過年数が法定耐用年数以内である健全施設・健全管路の

占める割合は平成２７年（２０１５年）度末には７２．６％であったものが、

更新を怠った場合には平成４２年（２０３０年）度末には３８．２％までに低

下する。これらの法定耐用年数を経過する施設・管路の計画的な更新への対応

が望まれる。 

 「笠岡市人口ビジョン」（平成２７年８月２４日策定）は笠岡市の人口推移の

現状分析から見えてくる課題として人口減少問題への対応を挙げている。水道

事業は、施設の更新・再構築の時期を迎えようとしているが、人口減少に伴い

水需要は減少すると予想し、給水量の減少は直接水道料金収入の減少に繋がり、
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老朽化する施設の更新に対応するための資金確保等の経営状況への影響が懸念

される。 

このような状況下で、笠岡市は将来を見据えた水道の理想像を明示し、この

理想像を具現化するために、当面の間に取り組むべき事項や方策、関係者の役

割分担を具体的に示す「新水道ビジョン」の策定に取り組んでいる。「新水道ビ

ジョン」の策定に際し、水道の安定供給を担うという、市民生活、社会の経済

活動にとっては欠くべからざる社会基盤である水道事業が、独立採算という健

全な財政基盤に依拠しながら、将来にわたって安定に水道を継続できるように、

今後の水道事業経営について、水道料金のあり方を含めて本審議会に意見が求

められた。 

 

２．アセットマネジメントについて 

 次世代に健全な水道を引き継ぐためには、水道施設のライフサイクルを意識

して、中長期的な視点をもって施設更新のために適切な投資を行うことが必要

不可欠であり、それはアセットマネジメント（資産管理）を実践することによ

って、計画的な更新投資並びに資産確保を行うことで、将来にわたって施設並

びに財政面の双方で健全性が維持され、持続可能な水道事業運営の達成が期待

される。 

笠岡市は水道事業における過去の建設投資総額を現在価値に直して約４１０

億円程度と算定している。 

これらの投資に関する更新需要の把握及び財政収支見通しの算出に際して、

厚生労働省の手引きで示されたマクロマネジメントの検討手法の中から、更新

需要の検討手法は、固定資産台帳等はあるが更新工事との整合が取れない場合

の検討手法（タイプ２（簡略型））とし、一方の財政収支の検討手法については

簡易な財政シミュレーションを行う検討手法（タイプＣ（標準型））として、合

わせての検討手法はタイプ２Ｃが審議会で示された。 

更新需要の検討に際しては、法定耐用年数や経過年数（供用年数）などを参

考にしながら、重要度に応じた更新時期を設定し、更新需要を算定すること（時

間計画性）や、さらには、機能診断や耐震診断結果等に基づき、個別施設ごと

に耐震化等の考慮や補修等による更新時期の最適化（供用期間の短縮又は延長

（延命化））を検討して、更新需要を算定すること（状態監視保全）による検討

手法（タイプ３（標準型））を用いることが望ましい。よって、部分的であって

もタイプ３（標準型）を取り入れることを検討されたい。また、新水道ビジョ

ンにおいては、基礎データ等の整備状況に応じて適切な検討手法を選択し実践

することにより、中長期の更新需要及び財政収支見通しを定量的に把握し示さ

れたい。 



4 

３．更新シナリオの選定と更新需要について 

 水道施設について今後２０年間に見込まれる投資額（更新需要）から、望ま

しい更新シナリオの選定については、資産の将来見通しとして、資産の健全度

が平成２７年（２０１５年）度から平成１２２年（２１１０年）までの９５年

間の変化について、資産を健全資産（経過年数が法定耐用年数以内の施設及び

管路）、経年化資産（経過年数が法定耐用年数の１．０～１．５倍までの施設及

び管路）、老朽化資産（経過年数が法定耐用年数の１．５倍を超えた施設及び管

路）に区分した場合のそれぞれの割合の推移から、更新時期を機械電気施設は

法定耐用年数のとおりとして、これを除く施設・管路を法定耐用年数の１．５

倍とするとした場合のシミュレーションが示された。審議会では、機械電気施

設においても、これまでの施設の維持管理及び修繕の実績から法定耐用年数ど

おりの更新を実施しなくても、適切な維持管理及び修繕のもとでは法定耐用年

数を超えての使用は可能であるとして、機械電気施設においても法定耐用年数

の１．５倍の期間での使用を想定することとして審議した。 

また、更新需要の抑制策として示された、重要施設（土木施設、建築施設、

機械電気施設、管路（重要管路））は更新対象とし、配水枝管は事故時の断水規

模が比較的小規模であり復旧も容易であることから、計画的な更新を行わない

もの（事後保全）とする想定では、更新対象となる資産総額は全施設を対象と

した約４１０億円から約２２５億円へと低減する。この場合の今後２０年間の

年平均投資額は約５億４千万円（総投資額約１０８億円）との試算が示された。 

新水道ビジョン策定においては、施設の更新時期を法定耐用年数の１．５倍

と想定する更新シナリオを基本に検討されたい。また、適切な施設の維持管理

を行った場合の更新時期と更新需要を示されたい。 

 

４．水需要予測について 

 水道は、住民の生活水準の維持向上のために整備されてきた社会資本の１つ

であり、今では、市民の生活には欠かせない重要なライフラインとなっている。

今後も、安心・安全な水を安定して供給し続けるためには、的確な水需要予測

に基づいた整備計画および財政計画の策定が重要であることは、言を俟たない。 

 笠岡市の水道事業では、近年の水需要実績や人口動態・社会動向に加え、「笠

岡市人口ビジョン」の方針を踏まえた将来の水需要の推計から、財政計画の基

礎となる有収水量および整備計画の基準となる計画給水量を決定することとし

ている。推計期間は長期的な水需要の動向を把握するため、算定期間を平成２

８年度からの２０年間として、計画目標年次を平成４７年度としており、行政

区域内人口の推計では、笠岡市人口ビジョン推計値(人口目標値)を適用してい

る。 
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笠岡市人口ビジョンは市の上位計画であり、この中で推計された人口目標値

は、市の行政施策に配慮した推計値である。笠岡市の将来人口展望として、平

成５２年（２０４０年）には約４１，０００人、平成７２年（２０６０年）に

は約３５，５００人まで減少すると予測している。笠岡市の新しい水道ビジョ

ンにおいても、この基本方針を踏襲すべきであり、笠岡市人口ビジョン推計値

を笠岡市の行政区域内人口推計値として採用することは適切であると考える。

過去の笠岡市の種々の事業計画等では計画毎に将来の人口推計が異なっていた

場合がある。 

新水道ビジョンの策定に際し、人口推計にあたっては、楽観的かつ過大な予

測値とならないように、市の上位計画と整合を図るとともに、本審議会で示さ

れた推計から予測される水需要も適宜見直しを行いながら水道事業の継続を図

られたい。 

 

５．財政収支の見通しについて 

財政収支における財務状況の健全性としては、企業債残高の推移においては、

緩やかな減少傾向であること及び、資金残高の推移においては、プラスを維持

しつつ緩やかな増加傾向であることが望ましい。 

現行の水道事業の運営環境での更新需要に沿った平成２８年度から平成４７年

度までの２０年間の財政収支の見通しでは、収益的収支において、平成３７年度ま

では、総収益が総費用を上回り欠損金は生じない。管路・施設の更新に伴い充当率

２０％の想定で企業債の借入を行った場合は、企業債残高および給水収益に対する

企業債残高割合が増加し、平成４７年度には企業債残高約１４７億円、企業債残高

割合は１５２％になる。資金残高は、企業債の借入をしない場合は、平成２８年度

をピークとして徐々に減少し、平成４０年度には１０億円を割り込む。企業債の借

入(充当率２０％)を行う場合は資金残高は漸増し平成３８年度がピークとなり、平

成４７年度には現在と同水準まで緩やかに減少する 

現行料金のもとでは、今後概ね１０年間は健全な事業運営が可能である。しかし、

長期的には水需要の減少が予想されるなか、施設の更新を実施していくとともに、

更新需要費が増大し、その結果、収入と支出のバランスが崩れる。企業債の借入を

しない場合は資金不足が発生することから、事業の健全性を維持しながら施設の更

新を継続するためには、この資金不足を企業債の借入で補うことの必要性が問われ

た。 

新水道ビジョンでは、財政収支の見通しにおいては、現状の経営状況を維持しな

がら、企業債の借入が避けられない場合については、将来世代に過度の負担を残さ

ないように、各事業年度において収支の状況を見ながら慎重に検討した上で企業債

の借入額等を決定することとされたい。 
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６．水道料金のあり方について 

水道料金に関する基本的な考え方は、料金算定方法は総括原価方式とし、経営に

おいては独立採算制の採用である。笠岡市の水道事業では平成２７年度決算におい

て料金回収率は１１７％、また、累積欠損金はない。水道事業を将来にわたって安

定に経営するためには、人口減少による水道料金収入の減少と施設の更新に必要な

費用を考慮し、中長期的視点を基盤とした料金設定を検討されたい。併せて、安全・

安心・強靭・持続可能な水道を維持するとともに、将来の世代に過度な負担を強い

ない、かつ、我々の世代を含めて均等な負担のあり方を考慮した水道料金のあり方

の検討をされたい。さらに、概ね健全な現状の水道事業経営を将来にわたり維持す

るため、今後の人口減少による水道料金収入の減少を踏まえて、事業の経営のさら

なる効率化を進め、経費の節減等に取り組むことが望ましい。その上で、料金設定

については十分に将来の水道事業経営予測の情報を住民に提供し、今後の料金適正

化の取り組みについて検討されたい。また、その取り組みについては、新水道ビジ

ョンにおいて明確に示されたい。 

 

７．新水道ビジョンと水道事業が目指すべき方向について 

新水道ビジョンは、上記の意見を踏まえた上で審議会に示された項目（別表 1）

に基づいて策定されたい。 

なお、新水道ビジョンにおいて「安全な水道」・「水道サービスの持続」・「強

靭な水道」を理想像として笠岡市の水道事業が目指すべき方向について示した

下記の項目 

１．運営管理の効率化・強化【持続】 

（１）組織体制の見直し、人材育成 

（２）経営の効率化 

２．水道施設の更新【安全・持続】 

３．水道施設の耐震化【強靭】 

４．安全な水道水の供給【安全】 

５．施設等における規模の適正化【持続】 

６．水道料金の適正化【持続】 

７．広域的連携の強化と広域化の検討【安全・持続】 

（１）広域的連携の強化 

（２）広域化の検討 

に加えて、情報提供、具体的には、施設の更新のためには相応の負担が必要

であることについての情報提供を適切に行っていくことに関する内容について

記述されたい。  



7 

（別表１） 

 

平成 28年度策定  笠岡市新水道事業ビジョン（仮称） 

（基本理念）    市民のための水道を未来へ 

第１章 水道事業ビジョン策定にあたって 

1-1 策定の趣旨 

1-2 笠岡市水道事業ビジョンの位置づけ 

 

第２章 笠岡市の現状評価 

2-1 笠岡市の概要 

2-2 笠岡市水道事業の概要 

2-3 前水道ビジョンの進捗状況 

 

第３章 将来の事業環境 

3-1 人口の見通し 

3-2 水需要の見通し 

3-3 建設投資の実績 

 

第４章 笠岡市水道事業の課題 

 

第５章 理想像と目標設定 

5-1 理想像 

5-2 目標設計 

 

第６章 推進する実現施策 

6-1 基本体系 

6-2 【安全】 

6-3 【強靭】 

6-4 【持続】 

 

第７章 経営の見通し 

7-1 推計の手順 

7-2 耐震化・更新計画の予定 

7-3 経営の見通し 

 

第８章 フォローアップ 

8-1 計画の評価・見直し 

 

第９章 参考資料 

9-1 業務指標（ＰＩ） 

9-2 用語解説 
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（別表２） 

 

平成２８年度笠岡市上下水道事業運営審議会経過 

 

回数 日時・場所 審議事項 

第１回 

平成２８年７月２７日（水） 

１０時～１２時 

笠岡市役所 本庁舎 第１会議

室 

１）笠岡市の水道事業の概要に

ついて 

第２回 

平成２８年８月２３日（火） 

１０時～１２時１３分 

笠岡市上下水道部庁舎 会議室 

１）アセットマネジメントにつ

いて 

第３回 

平成２８年１０月４日（火） 

１０時～１１時５３分 

笠岡市上下水道部庁舎 会議室 

１）財政収支の見通しについて 

第４回 

平成２８年１１月２２日（火） 

１０時～１２時０７分 

笠岡市上下水道部庁舎 会議室 

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 
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（別表３） 

 

笠岡市上下水道事業運営審議会委員名簿 

 

番号 氏 名 所 属 備 考  

１ 堤 行彦 
福山市立大学都市経営学

研究科、同都市経営学部 
識見を有する者 

会長 

（１） 

２ 西村 輝子 笠岡商工会議所 各種団体の推薦する者 
副会長 

（１） 

３ 橋本 雅俊 笠岡青年会議所 〃 （１） 

４ 吉岡 祥子 笠岡市婦人協議会 〃 （１） 

５ 藤井 守 
笠岡市消費生活問題研究

協議会 
〃 （１） 

６ 淺野 ツヤ子 笠岡市愛育委員協議会 〃 （１） 

７ 小寺 英子 笠岡市栄養改善協議会 〃 （１） 

８ 東山 琴子 
かさおか母親クラブ協議

会「かさママねっと」 
〃 （１） 

９ 山本 昇吉 
笠岡市行政協力委員長協

議会 
〃 （１） 

１０ 北村 幸 若者会議 〃 （１） 

１１ 齋藤 岳士 笠岡管工事協同組合 〃 （２） 

１２ 高橋 文子 笠岡市政策部長 
市長が適当と認めるも

の 
（３） 

 
岡本 裕也 

笠岡市副市長兼政策部長

事務取扱 

市長が適当と認めるも

の 

（１） 

（４） 

 

委嘱の日 （１）平成２８年７月２７日、（２）平成２８年８月２２日 

（３）平成２８年１０月１日付け人事異動により前任者から引継 

 

任  期 委嘱の日から審議を終了し答申する日まで 

      （４）平成２８年９月３０日まで 

 


