
第２回 森町上下水道事業の料金等審議会議事録 

 

期 日 令和 3 年 11 月 22 日(月) 14 時～15 時 

場 所 森町役場町民生活センター 2 階 集会室 

出席者 委員：佐藤和美、加藤久幸、川岸和花子、鈴木康之、鈴木寿一、山

本玲子、岡田スミエ、梅下博光、大原直幸（委員名簿順によ

る 出席者 9 名） 

    町 ：課長、課長補佐、水道課(2 名) 

コンサル：大場上下水道設計(2 名) 

 

1 開 会 

 

2 会長挨拶 

森町の水道料金は改定が長いこと行われていなく、ほぼ初めての改定と

なり、大変難しい協議となるかと思いますが、皆様方のご高閲を賜りまし

て有意義な会議としていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

3 上下水道課長挨拶 

森町の水道事業におきましても、今年度の管路の更新工事等、予定して

いたものはすべて発注が完了しており、工事も遅滞なく進捗している状況

です。また、本日も活発なご意見等を頂きながら進めていければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

4 前回審議会質問の回答 

第 1 回資料 5 ページ中の有効率の目標値について、令和 2 年度末 81.7％か

ら 20 年後の令和 22 年度末に 90％を目標としています。 

 

5 審議 

(1) 議題 1 

事務局より「財政収支見通しと料金改定率について（資料 1）」を説明 

 

(2) 質疑 

委員 

資料 4 ページの中の基本計画の中で、配管整備工事の中で「配水系再編」

と書いてありますが、この「配水系再編」というのは今とは違う水系にする

ということでしょうか。 



コンサル 

使用水量の増減がありますので、例えば今南部から配っているところを北

部に変える、北部から配っているところを西部に変えるといった、より効率

的な水運用ができるような形で配水系の組み替えをするような事業になり

ます。またそれに伴う配水管の布設替えになります。 

委員 

それは使用する水の量によって変わっていくということですか。 

コンサル 

そうです。あとは水源の効率化で廃止する水源もありますので、それに伴

う水量の増減に対する配水系の見直しということになります。 

委員 

同じく資料 4 ページの事業計画についてお尋ねします。 

このグラフを見ると令和 5 年、令和 7 年と大きく伸びているのは、この基

本計画の令和 4 年・5 年の耐震化工事、令和 6 年・7 年の耐震化工事というこ

とだと思います。これは北部・南部の配水地の耐震化工事ですが、ほかの配

水池は耐震化の必要はないのでしょうか。 

また、アセットマネジメントということは資産を計算するということかと

思いますが、その言葉からどういう風に導いているのかということをお聞き

したいです。 

事務局 

令和 4 年度から 7 年度までの事業費が大きいのは、北部と南部の配水池関

係の工事ですので、その通りです。 

今現在、陣屋峠の上に北部配水池が、葛城ゴルフ場北の丸の手前に南部配

水池があります。もうひとつ、広域農道沿いの元ハマネツさんの南側に西部

配水池という 3 つの配水池が森町にはあります。 

配水池というのは、きれいにした水を一旦そこに貯めておいて、そこから

皆さまのご家庭へ水を配っていくための、池のようなものです。3 つの配水

池について平成 23 年に耐震診断を行い、その結果、西部配水池については 1

番新しい配水池ですので、耐震の健全度において OK という判断がされてい

ます。北部と南部につきましては屋根部分のみ耐震が必要と言う診断結果が

出ました。それを受けての耐震化ということになります。 

資料 4 ページ、「耐震化」の前に「増設」と書いてあります。配水池の増設

がなぜ必要かということですが、配水池には、配水系統に配る水の 12 時間分

の量を貯めておきなさいという決まり事があります。現在それが 2 時間ほど

足りてない状況です。その部分を一緒に改修するということと、なおかつ新

しい配水池を作れば、屋根の改修をするときに全戸断水をかけなくても機能



を維持したまま工事ができるという意味合いがありますので、増設と耐震化

を進めていくことになっています。 

アセットマネジメントとは資産管理ですので、森町の水道事業が保有して

いる資産の状態・健全度を把握しまして、適切な診断・評価を実施した上で

更新の計画を立てていくということです。 

委員 

昭和 49 年に水道管が布設されてから 50 年経っているということで更新は

必要だとは思うんですが、把握されてない水道管もありますか。 

それ以前から使用されている水道管の存在やその現状が分かるものがあ

りますか。 

事務局 

基本的に上水道の区域の中はすべて台帳の方で管理しており、過去の情報

も台帳に入れているため、使っている、使っていないというのはそこで判断

ができます。けれども、5・6 軒が共同で使っている水道や、個人が井戸を掘

って個人の住宅に供給しているといったような共同水道まではこちらでは

把握しておりません。あくまでも公共で布設したものは把握しておりますが、

それ以外のものは把握していないというのが現状です。 

委員 

全国で既存の水道管の中で耐用年数が過ぎているものが全体の 17%だとい

う報道を見ました。しかし補修をしているものが、耐用年数が過ぎているも

のの中の 1%以下だそうです。森町の場合は、耐用年数を過ぎた管路がどのぐ

らいなのか教えていただければと思います。 

宮城県ではコンセッション方式を導入したということなんですが、森町と

しても導入できるのかどうなのか、教えていただければと思います。 

事務局 

今、手元の方に正確な資料がありませんので、概算の数字になってしまう

のですけれども、およそ 2 割程度が耐用年数を超過していたかと思います。

正確な数字は次回お話させていただければと思います。 

コンセッション方式の導入のことについてですが、国の方から方式として

こういうものがありますと示されてはいます。しかし、全国でもまだ 1 つ目

の自治体が始めたというような状況で、自分たちの運営している規模やその

人員体制から考えると、積極的に手を上げるというのはなかなか難しい状況

なのかなと考えています。 

委員 

コンセッション方式とは、簡単に言うとどういうことでしょうか。 

事務局 



経営の一部について民間企業の方におまかせするといった方式です。その

資料も次回準備させていただきます。 

委員 

家事をやる者としては毎日水との闘いです。節水を心掛けてきたのですが、

節水をする分、水道の使用量が少なくなって値上げをするっていうのはなん

か変じゃない？と感じてしまいます。令和 5 年に 30%上がるというと、ええ！

となってしまいます。 

前回「広報森町」に掲載していただいたおかげで、料金上がるんだねって

声をかけてくれた方がいました。もっと町民のところに届くような方法を考

えていだだければと思います。 

事務局 

現在「広報」以外にも森町のホームページに掲載してございます。ほかの

方法につきましては、今後の課題として考えさせていただきたいと思います。 

委員 

資料 3 ページに、今後 20 年間で約 2,500 人の減少が見込まれると書いて

あります。この減少が水道料金に関わってくるのかなと思いますが、この

2,500 人というのは、どこからどういう計算で出ているのかなと思います。 

資料を見る限りにおいて、やはり値上げしなきゃなんないんだろうなと思

いますが、やはり思うところがあります。単純な比較はできないでしょうが、

近隣の市町村はどのくらいの料金なのか知りたいなと思います。 

事務局 

給水人口の推計は、給水普及率を設定した上で給水区域内人口に乗じて算

出しております。給水区域内人口については過去の傾向、今までどうだった

かというのを一定の推定式に当てはめて予測した値を計算するという、時系

列傾向分析というやり方になるんですけれども、代わって説明させていただ

きます。 

コンサル 

過去 10 年の人口の増減から、今後 10 年または 20 年の増減を推定する式

が何種類かあります。それぞれの式で推計した結果と現状の推移を比較して

最も適当な、過去の傾向と近い傾向の式を選定しています。 

事務局 

近隣の自治体の水道料金については、表としてまとめたものを次回までに

お渡しさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

委員 

資料 7 ページに給水原価と供給単価とあるんですが、給水原価というのは

天竜水系からの水の買取価格ということでしょうか。これが年々上がってい



るように書いてあるんですけども、この給水原価の値上がり予想はどういっ

た根拠で書いてあるのか教えてください。 

コンサル 

給水原価ですけれども、県の水の購入価格ではなくて、実際に水を供給す

るためにかかる費用を水量で割った単価になっております。単純に支出を給

水量で割った単価になっています。 

表の真ん中あたりにある受水費が遠州広域からの水の購入費用になって

います。表を見ていただくと分かるように、使用水量が減っているため受水

費も減っていきます。 

今後の施設投資や企業債の借入れの関係で支払い利息は減少傾向ですが、

減価償却費は増えていきますので、これに対して使用水量が減っていきます

ので、割戻すとトータル的に給水原価が高くなってくるという推移を示すよ

うな形になります。 

委員 

給水原価は使用量が減る分、単価が高くなっていくということですね。 

資料 4 ページの基本計画で、工事がある関係で令和 4 年から令和 7 年に大

きな支出があるということですが、この工事の具体的な予算を教えてくださ

い。 

事務局 

令和 4 年から 7 年にかけての基本計画の予算内訳も、次回添付資料として

付けさせていただきますので、よろしくお願いします。 

委員 

どこの市町も人口減少していると思います。人口減少と給水人口はおそら

く比例していると思います。20 年間で 2,500 人、16%減少ということで、独

自の推計式があるのか、社人研の人口減少の推計値であるのかお聞きしたい。 

重要なライフラインのなかで電気・ガス・水道ということありますけども、

空き家において、電気・ガスは止めたけど水道だけは止めないというお宅も

かなりあると思うが、現在空き家が何軒あって、水道をまだ止めていないお

宅が何軒あるのか分かれば教えていただきたい。 

コンサル 

推計式ですが「水道施設設計指針」に記載されている推計式を使っており

ますので、社人研のものとは違う出し方をしています。 

委員 

数字的にはほぼ一緒ですか。 

コンサル 

社人研のものは、町全体の行政区域内人口に対して引っ越しされる方や出



生率といったものを加味して計算されています。今回使用している推計式に

ついてはそういった条件を考慮していない状態で、過去の傾向を見て推計を

行っているため、違います。 

委員 

社人研よりも多いということですか。少ないということですか。 

コンサル 

場合によりますけども、感覚的には少なく出ることが多い気がします。た

だ一概には言えないところはあります。 

事務局 

2 つ目の、町にある空き家のうちどの程度水道が通っているかという質問

ですが、水道課単体では空き家であるかどうかの確認が取れないため、そう

いった統計は現在取っていないという回答になります。 

委員 

次回までに資料を準備するという話がありましたので、追加でお願いした

いです。令和 5 年度に 30%、令和 10 年度に 15%の料金改定とのことですが、

そちら側の希望の試算だと思います。使用者側からしますと、少しでも負担

を少なくしたい。参考として、例えば令和 5 年度に半分の 15%、令和 10 年度

に 8%など、負担の少ない料金改定のパターンを示していただきたい。 

水の値段というよりは、老朽化した配水管の修繕、施設設備の更新の費用

だと思います。なるべく町民の皆さんに納得していただいて、生活の負担に

ならないように、運営も継続できる形でないといけないと思います。低い金

額で料金改定をしても、またすぐに値上げせざるを得ない状況になってもど

うかと思いますので、次回示していただきたい。 

委員 

やはり令和 5 年に 30%の値上げが町民の皆さんには衝撃的だろうと思いま

す。試算の根拠になるところの資料 4 ページの令和 5 年度と 7 年度の事業費

が突出しています。この基本計画が具体的にどんなものだろうというところ

を知りたいと思いました。ここが平均化されると急な 30%というのが少し抑

えられるかと思った次第です。 

もう 1 つ 30%を抑えるという意味で、いま値上げをすることによって内部

留保資金をしっかり蓄えて、それを建設の一部分に当てていこうという基本

的な考えかと思うんですが、企業債が令和 13 年に向けて減っています。 

企業債を減らさないで維持しながら料金を抑えるというような建設改良

費への資金の充て方もあるのかなと思った次第です。企業債が令和 13 年に

5,300 万円まで減っていますが、企業債をここまで減らすというのはどうい

った方針で作られたものなのでしょうか。 



事務局 

基本計画というものがどういったものになるのかということですが、一言

でまとめるのが難しいもので、そちらに関しても後日答えてさせていただけ

ればと思います。 

続きまして、表の中で工事請負費に対して企業債の割合が減っていること

に対して、明確な理由や計画があってのことかということですけれども、一

度こちらの方で精査をしてまたお答えさせていただければと思います。 

委員 

有効率や有収率が決して高い数字はないので、漏水が起きていると思いま

す。施設の更新をしっかりとやっていただかなければ、持続可能な水道事業

が破綻してしまう可能性もあります。値上げをせざるを得ないといった場合

に 30%をちょっとずつでも減らせる方法があるのか、この辺を模索してもい

いのかなと思った次第です。 

委員 

内部留保資金の 3 億円程度というのは、料金収入と同等くらいと考えられ

るのですが、そういう考え方でよろしいでしょうか。 

事務局 

およそ 1 年分の収入を目安として、この程度の内部留保を維持していきた

いというのが、資料９・10 ページの料金改定条件の一つとなっております。 

委員 

前回の資料の中に未収金の回収という項目がありましたが、現在、未納分

はどの程度ありますか。 

事務局 

現時点で決算が確定している中で、水道料金を請求したうち、どの程度の

お金が回収できているかを説明させていただければと思います。 

令和 2 年度末での不納欠損、これは回収できなかったお金になりますが

336,200 円となっております。 

これは 平成 27 年度中の水道料金の全体が約 254,000,000 円中の 336,200

円ということになります。割合で言いますとおよそ 99.8%程度の料金回収が

できているといったような状況です。 

今までの累計ということになりますと、今この場で示すことは難しいです。 

委員 

集金できなかった家庭は、水道を止められてしまうのか。 

事務局 

水道料金の滞納が起きた場合ですけれども、所定の条例等の手続きに基づ

きまして、水道を停止するということが主だった対応になります。ただ一概



にこういうことになったら止めるという機械的な判断が難しいところにな

っております。 

また昨今ですと新型コロナウイルスの関係で、そういった機械的な給水停

止に関しては、厚生労働省等から熟慮してほしいとのお願いがきています。 

 

（質疑終了） 

 

(3) 議題 2 

事務局より「その他」を説明 

次回審議会は令和 4 年 1 月中旬を予定、1 週間程度を目安に日程調整表の

提出をお願いしたい。 

(4) その他 

委員 

令和 5 年度に料金改定するとなると、議会等手続きがあると思うが、いつ

ごろまでに決定することになるのか。 

事務局 

令和 5 年度に料金改定するとなると、令和 4 年の 9 月議会に条例案を上程

することになる。 

委員 

1 年ないということですね、分かりました。 

 

6 閉会 

 


