
第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ア．算出根拠について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　14.8パーセントの改定率の数字的根拠が示されていないよ

うに思います。現行の料金のままの財政見通しが示され、何

費にいくら必要となり、これでは全体でいくら不足するた

め、何パーセントの改定をする、という説明がなかったの

で、14.8パーセントの改定が妥当なのかどうか判断できませ

ん。

　平成30年度末に策定した「静岡市上下水道事業経営戦略（水道編）」でお示し

している、持続可能な水道事業の実現を目指して加速させて実施する老朽化・耐

震化対策事業を計画どおり進めていくために、収益的収支が赤字にならず、資本

的収支の不足額に充てる補てん財源が枯渇しないという条件のもと、令和２年度

から５年度までの４年間の料金算定期間に必要となる水道料金収入の総額を複数

シミュレーションしました。

　その結果、水道料金収入が４年間で402億円必要となり、料金改定しない場合

の収入総額350億円との差額の52億円（14.8％増）を料金改定で確保しようとす

るものです。

　

　

　※料金改定前と料金改定後の「令和２年度～令和５年度　静岡市水道事業『 投

資・財政計画（収支計画）』（平成30年度決算額　反映後）」は 別紙 資料３－

３ のとおりです
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改定率＝
52億円（  ＝ 402億円 － 350億円  ）

350億円
× 100 =  14.8％

資料 ３－１
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ア．算出根拠について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　総括原価の固定費を準備料金と水量料金に配分する際の費

用内訳及び配分基準（負荷率、施設利用率）をご教示いただ

きたい。

　今回の料金算定期間（令和２～５年度）の総括原価と固定費の費用内訳は次のとおりです。

　総括原価　40,198,043千円（①+②+③）

　　①需要家費　3,719,009千円（ 9.25％）

　　②固定費　 33,608,581千円（83.61％）

　　③変動費　   2,870,453千円（ 7.14％）

　固定費　　33,608,581千円（④+⑤+⑥+⑦）

　　④維持管理経費　13,963,751千円

　　⑤減価償却費等　14,866,111千円

　　⑥支払利息　　　  2,804,110千円

　　⑦資産維持費　　  1,974,609千円

　日本水道協会の「水道料金算定要領」では、 固定費を準備料金（基本料金）と水量料金（従

量料金）に配分する際の配分基準は、『負荷率』『施設利用率』『最大稼働率』『配給水部門

費』の４つが示されています。

　このうち、料金改定案のＢ案は『施設利用率』を採用し、準備料金（基本料金）へ35.0％、

水量料金（従量料金）へ65.0％配分しており、これが、本来あるべき姿となります。

　一方、Ｃ案は、上記４つの配分基準によるものではなく、広く使用者の皆さんに支えていただ

ける体系となるように水量料金（従量料金）は現行のまま据え置き、かつ、本来あるべき『施設

利用率』を採用して配分した数字に近づけるために料金値上げ分の全てを準備料金（基本料金）

で賄うようにした結果、準備料金へ23.9％、水量料金へ76.1％の配分となったものです。

　準備料金＝固定費（33,608,581千円）× 23.9％ ＝   8,032,451千円

　水量料金＝固定費（33,608,581千円）× 76.1％ ＝ 25,576,130千円
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　イ．料金体系について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　料金が引き上げになりますと消費者はますます節水や雨水

利用などをして料金収入が見込みより減少すると思います

が、使用料減等は考慮しているのでしょうか。

　市全体の人口減少や近年の節水型生活様式の定着等の影響により、水道料金収

入の減少傾向が既に始まっていた平成21年度から30年度までの10年間の決算値を

基に、令和元年度以降の水道料金収入を推計しているため、これまでの節水等に

よる水道料金収入の減少傾向は折り込んでおります。

　ただし、料金値上げをした後の、さらなる節水等による水道料金収入の減少分

は推測できないため考慮しておりません。

回答課：水道総務課

　資料３－１　２（４）製造単価について・・・C案で料金値

上げした場合、製造原価割れはなくなるのですか。

　口径13㎜や20㎜、あるいは使用水量が11～20㎜、21～50㎜の使用帯の部分に

ついては、料金改定案のＣ案で料金値上げをした場合、現状よりも販売単価が製

造単価に近づくことが期待されます。

　しかし、水道料金算定要領を用いて算出したＢ案よりも基本料金を安価に設定

していることや、生活用水主体の小口径や少量使用帯に配慮した逓増型を採用し

ていることから、原価割れする階層は出ます。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　イ．料金体系について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　基本料金は現行に抑えてやるA案では大口が大変になるで

しょうが、そのほうが一般市民は納得しやすいのでは。

　本市の水道料金は、「基本料金」と、使用水量に応じて課金される「従量料

金」で構成されております。

　日本水道協会の水道料金算定要領によれば、使用水量にかかわらず必要となる

施設の維持にかかる固定費の一部などは「基本料金」で賄うこととされており、

本市の経営状況におけるあるべき姿は、「基本料金」が約４割、「従量料金」が

約６割という構成になります。

　しかしながら現状は、「基本料金」が約２割、「従量料金」が約８割となって

おり、使用水量の増減に水道料金収入が大きく左右されてしまう体系であり、人

口減少などに伴い使用水量が減っていく時代の中で、将来の更新需要の高まりを

支える体系としては課題があります。

　料金改定案のＡ案は、単に、現行の料金体系に一律14.8％値上げしたもので、

現行の料金体系の「基本料金が約２割、従量料金が約８割」という状況は変わら

ず、「使用水量の増減に水道料金収入が影響されやすい」という課題が改善され

ません。

　これに比べ、Ｃ案は、14.8％の料金値上げ分を「基本料金」のみで賄うこと

で、本来のあるべき姿（「基本料金」が約４割、「従量料金」が約６割）へ近づ

くとともに、広く使用者の皆さんに支えていただく体系となります。

　なお、「従量料金」については、生活用水主体の小口径や少量使用帯に、より

安い単価を適用する「逓増型」を従来のまま残す考えです。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　イ．料金体系について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　C案は全ての人に負担額が増し公平感があるようにも感じら

れて良い気がする一方で、逓増型料金体系で従量料金から基

本料金不足を補おうとしても、今年のように学校事業のプー

ル中止が多かったり、工場、病院などの大口の水道需要が

減っている実情や今後もあるであろう異常気象による諸問題

などを考慮すると、従量料金に頼るだけでは収入は増えない

気がします。

　顕著に収益を伸ばそうとすればB案くらいの基本料金上げが

必要ではないでしょうか。見通しは大丈夫なのでしょうか。

　例えば、以前住んでいた彦根市では、基本料金が上水道20

㎥まで2000円、下水道20㎥まで特定排水も含め2560円が徴

収されます。少量使用者に配慮することも大切ですが、一滴

の清潔で安全な水を飲むのに必要な設備は同じですと彦根市

職員に説明され、たった1時間開栓してもらっただけで消費税

含み4924円支払ったことがあります。できるだけ早くに設備

を整え稼働させるには痛みを必要と考え、基本料金をもう少

し上げるべきではないでしょうか。使用量分は等しく払う方

が良い気がします。

　料金改定案のＢ案は、基本料金割合が37.8％と高く、生活用水主体の小口径や

少量使用帯の負担増が大きいことや、逆に、料金値上げをするにもかかわらず負

担の減る層が出てくるなど、負担の公平性が得られにくいなどのデメリットがあ

ります。

　一方、Ｃ案は、小口径や少量使用帯の料金値上げ額をＢ案より低く抑えたこと

で、基本料金割合は29.2％と低くなるものの、基本料金を上げ、従量料金は現行

どおりとすることにより、すべての使用者が負担増となり、負担の公平性が得ら

れます。

　これにより、不足する財源（52億円）を賄えるものと見込んでおります。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　イ．料金体系について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　別冊資料５の32ページ以降の総括原価の分解から配賦まで

の図表は実数イメージではなく、単に総括イメージ（理想

論）で捉えるものでいいのでしょうか。

　６月21日開催の「第２回静岡市上下水道事業経営協議会」で配付しました別冊

資料５の32ページから36ページに記載されている、総括原価の分解から配賦まで

の図表は、配賦までの流れを段階的に示したものです。

回答課：水道総務課

　前に質問であがっていた気がしますが、原価割れしている

世帯数、その家族構成や年齢、就職(日中の不在時間平均）な

どの数と増額率の負担の増減についての想定、検証はできて

いるのでしょうか。

　家族構成や年齢などの個人情報については、上下水道局で把握できるものでは

ないため、想定や検証ができません。

　なお、８月23日開催の「第３回静岡市上下水道事業経営協議会」で配付しまし

た資料３－１の２（４）に記載されている原価割れの図表につきましては、口径

13㎜や20㎜、あるいは使用水量が11～20㎜、21～50㎜の使用者は上下水道局で

把握しているため、それらの使用者における原価割れの状況を算出し、その結果

を図表として示させていただきました。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　イ．料金体系について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　次期水道料金改定案について、資料3-2|A案|⑧配慮すべき

事項への対処|イ.経営環境の変化に対応(経営的な視点)|の項

目が×である詳細を、B案とC案が○であることを交えて説明

をお願いします。

　本市の水道料金は、「基本料金」と、使用水量に応じて課金される「従量料

金」で構成されております。

　日本水道協会の水道料金算定要領によれば、使用水量にかかわらず必要となる

施設の維持にかかる固定費の一部などは「基本料金」で賄うこととされており、

本市の経営状況におけるあるべき姿は、「基本料金」が約４割、「従量料金」が

約６割という構成になります。

　しかしながら現状は、「基本料金」が約２割、「従量料金」が約８割となって

おり、使用水量の増減に水道料金収入が大きく左右されてしまう体系であり、人

口減少などに伴い使用水量が減っていく時代の中で、将来の更新需要の高まりを

支える体系としては課題があります。

　従いまして、「経営環境の変化に対応（経営的な視点）」とは、「使用水量の

増減による水道料金収入の影響」を指します。

　料金改定案のＡ案は、単に、現行の料金体系に一律14.8％の料金値上げをした

もので、現行の料金体系の「基本料金が約２割、従量料金が約８割」という状況

は変わらず、「使用水量の増減に水道料金収入が影響されやすい」という課題が

改善されないため、「イ．経営環境の変化に対応（経営的な視点）」の項目は×と

しました。

　一方、基本料金収入割合がＢ案は37.8％、Ｃ案は29.2％となり、現行の18.8％

から改善され、「使用水量の増減に水道料金収入が影響されにくくなる」ことか

ら、Ｂ案及びＣ案は○としました。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ウ．市民への周知・広報活動について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　以前、ラジオ番組で、市内の自治会長さんが、自分たちの

地域のアピールや取り組みについて話したり、高校生や地域

の活動団体の主催者が、通っている学校や自分たちの活動内

容についてアピールしたりしているのを聞いたことがあるの

ですが、ラジオやテレビを通して、水道料金値上げに関する

説明や広報活動をすることは可能なのでしょうか？

　ラジオやテレビをとおして、水道料金値上げに関する市民の皆さんへの説明や

広報活動には、積極的に取り組んでいきたいと考えております。

　また、民間広報誌（リビング静岡等）へも掲載依頼をして周知を図るなど、今

後も、効果的な広報を実施してまいります。

　なお、８月23日の「第３回静岡市上下水道事業経営協議会」開催後、水道料金

値上げの必要性について、テレビではＮＨＫ静岡放送や静岡あさひテレビ、静岡

第一テレビの３社で放映され、新聞では、静岡新聞、中日新聞、日本経済新聞、

産業経済新聞、水道産業新聞の５社で記事が掲載されました。

　特にテレビ放映では、水道管の更新工事を担当する職員が、清水区興津地内の

工事現場で取材を受け、老朽化した水道管の現状や更新の必要性及び、水道料金

改定の必要性を伝えることができました。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ウ．市民への周知・広報活動について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　14.8％値上げという表現だけでは、日々の値上げ攻勢、消

費税UP  の中で一般市民は即受け入れられないと思います。

　受け入れてもらうための何か施策はありますか。

12

　料金値上げは致し方ないところですが、致し方ないことを

理解していただく努力が必要です。

　もう４年前から分割でやってもよかったと思えますが、今

から分割は難しいでしょうね。

13

　温暖化で雨量が減って渇水問題を考慮して毎日節水してい

る友人から、逆にどんどん水を使って水道料金を沢山払いな

さいということですか？そうしないと工事が進まない？と尋

ねられましたが、高齢市民のお友達にこたえる良い回答を教

えてください。

　今回の料金改定案は、水道基盤を強化するために老朽化・耐震化対策を加速さ

せ、子どもたち、孫たちの世代に健全で強靭な水道を引き継ぎ、現在の水道サー

ビスの水準を維持できる、持続可能な水道事業を実現するためのものです。

　生活用水を無駄に使うことを奨励するものではありません。

　今回の14.8％値上げの料金改定案は、口径20㎜の給水管をお使いの一般的なご

家庭では、税抜きで、月約320円、１日あたり約10円の値上げとなります。

　これは、経営努力による経費削減で賄えない部分について、使用者の皆さんに

ご負担をお願いするものです。

　ご理解いただくようお願い申し上げます。
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ウ．市民への周知・広報活動について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　小口径・少量使用者の料金改定率が高いため、一部の使用

者は料金値上げに対する負担感を感じるかと考えられるた

め、丁寧かつ細やかな住民及び議員等への説明を行っていた

だきたい。

　料金改定率は、使用水量が０～15㎥程度のいわゆる「小口径や少量使用帯」で高くなります

が、使用水量が月20㎥程度の一般的なご家庭と比較しますと、料金値上げ額は同じ金額とな

り、税抜きで、月約320円、１日あたり約10円の値上げとなります。

　これは、今回の料金改定案で、14.8％の料金値上げ分を「基本料金」のみで賄おうとするた

めです。

　使用水量に応じて課金される「従量料金」では「逓増型」をそのまま残し、生活用水主体の小

口径や少量使用帯に対する負担を抑えております。

　広く使用者の皆さんに支えていただく料金体系となることなどをご理解いただけるよう、丁寧

な説明を行ってまいります。

回答課：水道総務課

　今般の料金改定は、計画期間に不足する額を基本料金で賄

うということで、水道事業として安定的な財源を確保するこ

とができ、事業基盤の強化に資するものと考えられますが、

住民及び議員等によっては、大幅な料金値上げを一律基本料

金に転嫁することに嫌悪感を抱くことも想定されますので、

他事業体との比較や静岡市の今後の事業計画等を十分に説明

することにご留意いただきたい。

　日本水道協会の水道料金算定要領によれば、使用水量にかかわらず必要となる施設の維持にか

かる固定費の一部などは「基本料金」で賄うこととされており、本市の経営状況におけるあるべ

き姿は、「基本料金」が約４割、「従量料金」が約６割という構成です。

　現在は、「基本料金」が約２割、「従量料金」が約８割となっており、使用水量の増減に大き

く左右されてしまう体系であり、人口減少などに伴い使用水量が減っていく時代の中で、将来の

更新需要の高まりを支える体系としては課題があります。

　広く使用者の皆さんに支えていただく料金体系になることなどをご理解いただけるよう、水道

料金に関連する他事業体との比較や、本市の今後の事業計画等についても十分に説明してまいり

ます。

　事業計画等につきましては、平成30年度末に策定した「静岡市上下水道事業経営戦略（水道

編）」に示しており、その内容につきましても、静岡市上下水道局の広報紙『くらしと水（平成

31年４月１日臨時号）』で市内全戸に配布し、周知を図ったところです。

　また、事業計画の進捗につきましては、「第４次静岡市上下水道事業中期経営計画（令和元年

度～４年度）」にも登載しており、今後、静岡市上下水道事業経営協議会に報告し、評価してい

ただくとともに、その結果はホームページ等で公表してまいります。

　※他事業体（他都市）との様々な比較については 別紙 資料３－４ のとおりです

14

15

10 / 22 ページ



第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ウ．市民への周知・広報活動について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　10月1日から消費税が８％→１０％に上がります。そんな

中、水道料金が１４．８％の値上げが必要と言われた時の市

民の反応はどうでしょう。　数値だけがクローズクアップさ

れると反感も大きくなります。水道基盤の強化についての理

解を十分に図る手立て（広報活動も含め）をきちんと取りた

いものです。

17

　改定案（Ａ・Ｂ・Ｃ）については専門的な分野の方々が十

分な検討のもと打ち出してくれたものと思います。

　一般家庭・学校・病院・工場・企業等々対象も様々な中、

どの案がよいかの判断は難しいですが、値上げが必要なこと

は十分に承知をしています。市民の理解を得る方策を万全に

したいものです。

　今回の料金改定案は、水道基盤を強化するために老朽化・耐震化対策を加速さ

せ、子どもたち、孫たちの世代に健全で強靭な水道を引き継ぎ、現在の水道サー

ビスの水準を維持できる、持続可能な水道事業を実現するためのものです。

　水道基盤の強化についての理解が十分に図れるよう、今後、報道機関などへの

情報提供に努めるとともに、民間広報誌への掲載など、効果的な広報を実施して

まいります。

16
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　ウ．市民への周知・広報活動について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　静岡市の水道料金が、他の自治体に比べ相対的に安価であ

ることがわかりましたが、一般家庭においては、他市との比

較などしないと思います。

　今後周知を図っていく際に、一般の家計支出の中で水道料

金が何パーセントを占めているのか、電気料金、ガス料金、

電話料金との比較のほうが、安さが際立つと思います。

　総務省統計局『家計調査年報（会計収支編）平成30年』の「１世帯当たり１か

月間の支出割合（２人以上の世帯）」において、静岡市における平成30年の１か

月あたりの消費支出合計額（306,942円）に対し、水道料金の支出（2,400円）

が占める割合が0.78％であることや、通信費（14,301円　4.70％）、電気料金

（11,337円　3.70％）、ガス料金（5,824円　1.90％）などと比較して、水道料

金が安いことについても周知してまいります。

（参考：静岡市と政令市（東京都も含む）の平均との比較）

　　　　　                  静岡市　　　　　　政令市（東京都も含む）の平均

消費支出合計額　　306,942円　　　　　　　　　293,925円

　水道料金支出　　　2,400円（0.78％）　　          2,960円（1.01％）

　通信費支出　　　 14,301円（4.70％）　　         13,017円（4.40％）

　電気料金支出　　 11,337円（3.70％）　　　　   10,445円（3.60％）

　ガス料金支出　　   5,824円（1.90％）　　　　　  5,348円（1.80％）

18
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　エ．事業計画・財政計画について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　経営戦略（水道編）Ｐ52　投資・財政計画（３）企業債残

高について、地方債充当率 70％ の積算根拠を知りたい。

　『地方債充当率』とは、建設事業の事業費の財源について、国庫補助金などの

特定財源を除いた地方負担額のうち、「地方債で充当してもよいとする比率」の

ことです。

　総務省の「地方債同意等基準」における水道事業への地方債充当率が100％で

あるところを、静岡市上下水道局水道部では、これまで充当率を70％程度として

おり、この数値を経営戦略（水道編）の投資・財政計画に反映させました。

　充当率を70％程度としてきた理由は、70％程度の充当率でも経営の健全化が保

たれてきた実績があること、企業債残高の増加を抑制することや将来世代の負担

を軽減すること、などのためです。

　なお、主な他都市の充当率の状況ですが、川崎市90％程度、広島市80％程度、

浜松市60％程度、名古屋市50％程度です。

19
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　エ．事業計画・財政計画について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　資料３－１の水道管の現状に危機感を覚えつつも、なぜこ

こまでの状態になってしまったのか残念に思います。もっと

もっと前から計画的な基盤強化に取り組んで来たら…。

　質問票にもありましたが、過去23年度、27年度に水道料金

の改定について検討した時期には現行の水道料金をもって水

道事業経営が確保可能と判断されたとありますが、当時には

今問題になっていることは話題にも上らなかったのでしょう

か。

　静岡市では、昭和７年の給水開始以降、安全でおいしい水を安定的に供給する

という水道事業の使命を果たすため、給水区域を広げる事業に注力してきまし

た。

　併せて、老朽化・耐震化対策にも取り組んではきましたが、市町村合併に伴う

課題や懸案事項とされていた旧静岡市と旧清水市を結ぶ南部ルート・北部ルート

の水の相互運用事業、さらには老朽化の著しかった蒲原第１浄水場、由比第１浄

水場などの更新工事へ優先的に投資してきたところです。

　平成31年３月末に「静岡市上下水道事業経営戦略（水道編）」を策定し、その

結果、水道管の更新が追いついていない状況や、地震に対する配水池の脆弱性が

明らかとなりました。

　そこで、これら本市水道のいわば弱みを早期に解消していくため、維持更新事

業をこれまで以上に取り組んでいくこととしました。

　今後は、水道管をはじめとする水道施設の老朽化・耐震化に重点的に投資し、

持続可能な水道事業の実現のため、老朽化・耐震化対策を加速させて実施してま

いります。

20
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　エ．事業計画・財政計画について

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　不足する１８３億のうち４年間で５２億を投資することに

なりますが、その後８年後、１２年後の見通しも気になると

ころです。

22

　8月23日の会議についての一部の報道で「来年度のほか2回

の料金改定(値上げ)が行われる」旨のものがありました。

　次期中期経営計画の収支計画では確かに2回の料金改定が想

定されているようですが、来年度以外の料金改定は決定事項

ではないものの実施の可能性は高いと考えてよいのでしょう

か。

　令和２年度から５年度までの４年間で必要となる費用を賄うために水道料金の

値上げを検討しておりますが、その後の令和６年度以降の料金値上げにつきまし

ては、今後の決算状況などにより変動するため、料金算定期間ごとに直前の決算

状況や収支バランスを踏まえたうえで検討してまいります。

21
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　オ．その他

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　諸物価の値上がりの中、厳しい状況になりますが、何より

もインフラ整備の遅れによる被害を心配する方が怖いです。

致し方ないと思います。

　使用者の皆さんにはご負担となりますが、安全でおいしい水を安定的に供給す

るという、水道事業の使命を果たすべく、持続可能な水道事業の実現のために、

老朽化・耐震化対策を加速させて実施してまいります。

回答課：水道企画課

　8月23日の会議で、水道管更新計画の実現のために様々な工

夫がされていることについて口頭で説明がありましたが、説

明資料は用意されているのでしょうか。

　説明の内容は設計や実施計画での工夫が主であったように

記憶していますが、近年、建設現場で働く労働者の確保が困

難になってきているといわれており、人員の確保に不安が残

ります。人員確保の見通しについてご説明お願いいたしま

す。

　管路更新率の向上についての説明資料は、別紙 資料３－６ のとおり配付させて

いただきます。

　

　受注者側の人員確保につきましては、工事発注方法の工夫として、工事発注時

期の平準化を図るため、債務負担行為を活用することや、工事着手日を一定の範

囲で選択できる方法で発注することで、年間を通じて効率よく工事ができる環境

を整備してまいります。

　その波及効果として、工事業者の人員確保に繋がっていくよう努めます。

24
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　オ．その他

№ 質問 回答

回答課：水道企画課

　工事も今までのスピードをさらに向上させるというのは期

待だけで難しいのではと懸念されます。もっともっと技術者

を増やし無駄を削減して迅速な更新工事に期待できないで

しょうか。

　市民一人一人が水道施設を担う、担っている意識を高めさ

せないと、料金値上げという値上げだけの印象が大きくなる

気がいたします。

　老朽管の更新ペースを加速するために、現在検討している主な方策は次の４つ

です。

　１つ目は、設計書作成業務の委託化です。

　工事費を算出する積算工程を設計会社へ委託することで、職員を、業務内容の

決定から契約に至る内部手続きに集中させます。

　２つ目は、工事発注時期の平準化です。

　複数年度予算で支出されるものを予算化した債務負担行為を活用するなどし

て、受注業者が年間を通じて効率よく工事ができる環境を整備してまいります。

　３つ目は、工事発注規模を大きくします。

　工事規模の大小にかかわらず、職員が行う業務量は大きく変わりません。

　工事発注規模を大きくすることで、限られた時間の中で効率的に業務を行って

まいります。

　４つ目は　他都市でも実施事例のある『概算数量設計方式』の実現に向けた検

討を行います。

　この方式は、発注段階では細部まで決めずに概算数量で発注し、精算時に詳細

な変更設計を行うもので、発注時の負担を減らすことができます。

　さらに、窓口業務などの事務系の仕事を包括外部委託で拡大発注して効率化を

図ることや、組織の見直しにより事務職員を減員する一方で、設計、積算及び監

督業務を担当する技術職員を増員するよう努め、態勢の強化を図ります。

25
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　オ．その他

№ 質問 回答

回答課：水道総務課

　資料3-2の「⑥料金の特色」において、「水道料金算定要領

に基づく」が多用されているが、「公平性を確保する」観点

で言えば、「要領」が全国統一基準であったと仮定すると、B

案が公平と捉えられかねない。よって要領の位置づけを説明

されたい。（費用の分析方法等は参考と私は考えております

ので、地域の実情を勘案して良いと思います）

　よって、⑥欄のC案②は「水道料金算定要領に基づく」では

なく、「要領を参考とした基本料金」または「水道料金算定

要領に基づく基本料金」を削除するほうが良いと思います。

27

　前回の資料で『持続可能な水道事業のためには、安定的に

固定費を回収する視点が重要。そのためには「基本料金」の

割合を高め、「従量料金」の負担割合を抑制する必要があ

る』という市の方針を明確に示した文言がありました。

　今回の資料3-1では、個々の検討事項の結果としてまとめて

みると「・・・料金体系を構築」になりますとの結果的な

ニュアンスで書かれているように見えます。

　やはり、前回資料のように、持続可能な水道事業のための

市の方針を、例えば「３．新しい料金体系の作成」の最初に

明記した方が説得力があって良いと考えます。

　「水道料金算定要領」は公益社団法人日本水道協会が策定しているもので、

『水道料金の具体的算定方法について検討した結論』が記載されており、この要

領の位置づけとしましては「水道事業者の多くが参考にしていますが、あくまで

も参考であって、実際は地域の実情によって勘案されているもの」であるという

ことです。

　従いまして、本市においてもこの要領を参考にしていますが、最終的には本市

の水道事業の実情に合った水道料金の算定方法としております。

　また、８月23日開催の「第３回静岡市上下水道事業経営協議会」で配付しまし

た資料３－１、３－２につきましては、今後、修正して説明させていただきま

す。

26
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　オ．その他

№ 質問 回答

回答課：営業課

　市民からすると、値上げに当たって、例えば話題に出たク

レジットカード決済など、付加価値を付ける考えはないの

か、という意見も出るのではないでしょうか。

　水道料金改定に伴う付加価値の例として挙げられたクレジットカード決済につ

きましては、お客様サービス向上の観点から第４次中期経営計画に登載し、導入

に向けて検討を進めているところです。

　料金収納には手数料コストがかかり、１件当たりの税抜コストは、口座振替10

円、コンビニ収納51円であり、クレジットカード決済では約110円が見込まれて

おります。

　公営企業である水道事業は、税金ではなく、使用者の皆さんからいただく水道

料金収入で運営しており、当然のことながら手数料コストも水道料金収入で賄っ

ております。

　クレジットカード決済は、納付「窓口」まで出向く必要がないという利便性確

保の面では口座振替と変わらないにもかかわらず、上記のとおり手数料は割高で

あり、コスト面からは他の納付方法と格差が大きく、公平性の点で課題があると

認識しております。

　そこで、同決済の導入につきましては、本経営協議会において、委員の皆さん

のご意見をいただいたうえで、今後の方向性を決定していきたいと考えておりま

す。

　なお、電子マネー決済による支払いなど、クレジットカード決済以外の納付方

法の導入につきましても、今後、検討してまいります。

28
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　質問への回答（水道料金改定案について）　オ．その他

№ 質問 回答

回答課：下水道総務課

　NHKニュースでは、大口の利用客減少での静岡市立静岡病

院の伏流水の活用を報道されていましたが、災害時の救急指

定第1拠点においては、人工透析など生死に直面する場面での

渇水や停電はあってはならないものです。工場などの施設と

は別格に扱うべきだし、報道もその辺りをしっかりと区別し

広報しなければならないと考えます。この度の報道ではそこ

が抜け落ちていて誤解も招きかねないと感じました。

　個人や大口利用者など井戸水使用者の下水道使用料の基本

料金の体系見直しも大切ではないでしょうか。

　水道水を使った時の下水道使用料は、その使用水量を下水の排水量とみなして

算定されます。

　また、井戸水を使った時は、世帯の人数構成により下水の排水量を決定し算定

されます。

　いずれの場合も同じ料金表を基に使用料が算定されます。

　下水道使用料については、経営戦略の中で今後12年間は現行の体系と水準を維

持できるとしておりますが、４年間を算定期間としているため、今後もその算定

期間ごとに体系及び水準を検討してまいります。

29
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第３回静岡市上下水道事業経営協議会　各委員からの 意見 （水道料金改定案について）

№

1

2

3

意見

　確かに、局が作成した資料、説明からＣ案が料金改定についてはベストだと思う。

　料金は、シビアに、詳細に、極力 煮詰めて決定されることが最善だと思う。

　Ｃ案のデメリットを具体的に市民に丁寧にＰＲしていくことが大切だと思います。（わかりやすい言葉を使うとしたら「標準的な家庭では○○

○円の値上げ、大体、ソフトドリンク○○杯分です。」 ※経営戦略（水道編）2019～2030　P51の記載は分かりやすい表現です。）

　その意味で、第３回の会議の様子がＮＨＫ、第一テレビ等メディアに取り上げてもらえたことは、大きな意義がありました。

　次長の説明もわかりやすかったです。今後も機会あるごとにこまめに努力して下さい。

　第３回協議会終了後、テレビで放映されてから料金値上げのことを近所の方から聞かれました。

　管などの老朽化の話や一般家庭で１日10円程度１ヶ月で300円ほどと説明しましたら、大きな値上げではなくその位ならと納得したようでし

た。

　市民には分かり易く説明するのがよいと思いました。

　水道料金値上げに関しては、この協議会に出席させて頂き、値上げの背景について説明を受けたことで、「なぜ値上げ？」「なぜもっと早く少しずつ値上げを

してこなかったのか？」という疑問が解消されました。

　市民の皆さんも同じような疑問を持たれるのではないかと思います。

　値上げに関しては、

①値上げが必要となった背景（上下水道に関する市の実情、 人口減少、市町の統合など）

②上下水道局として、コスト面で努力していること（自然エネルギーの活用など）

③静岡では、今までいかに「安全でおいしい水」を「安く」提供されてきたか

について、市民に知らせていくことが重要だと思いました。

　市民にとって「知ること」が理解と納得の第一歩となります。

　できるだけ多くの人に知ってもらうためには、細かく、難しい説明だけでなく、わかりやすい情報を、目につきやすい場所で、シンプルな形でアピールするこ

とが大事かと思います。また、値上げの直前、直後だけでなく、値上げ後も継続的に、上下水道局の取り組みや市の実情について、丁寧に広報していくことが、

長いスパンで見たときに、より多くの市民の理解に繋がっていくのではないかと思いました。
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　質問ではありませんが、本協議会の様子をテレビでみた友人から、「静岡市の水道料金は東京の半分以下だから、少しくらい高くなっても当然

だと思う」とのメールをもらいました。

　協議会でも意見がありましたが、今回の水道料金の改定について、市が出向いて地区ごとに説明会を（例えば、生涯学習センターの教養講座の

一環として）開催するなど、確かな情報を直接、市の言葉として伝えた方が、後々のためにも良いと考えます。

意見

　３案比較の中ではＣ案がバランスがとれている。
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