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会 議 録

会議の名称 平成２８年度第２回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２９年３月２３日（木） 午後１時５５分～午後３時３５分

開催場所 宮崎市上下水道局４階 大会議室（宮崎市鶴島3丁目252番地）

会長氏名 鈴木 祥広

出席者氏名

（委員）

鈴木会長、濵田委員、島内委員、平田委員、梅田委員、田之上委員、荒武

委員、酒井委員、池谷委員、黒木委員（計１０名）

欠席者氏名

（委員）
長友委員、清家委員、豊島委員、仁田脇委員、南部委員（計５名）

事務局

上下水道局長、管理部長、水道部長、下水道部長、総務課長、財務課長、

料金課課長補佐、給排水設備課長、水道整備課長、配水管理課長、浄水課

長、営業所工務課長、下水道整備課長、下水道施設課長、経営戦略室長、

西村主査、渡部主査、谷元主任主事

傍聴者 一般傍聴者１名

議事

（１）平成２９年度当初予算の概要について

（２）報告

・経営比較分析表の公表について

・経営戦略の策定について

（３）その他
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（会議の経過）

発言者 議題・発言内容・決定事項

事務局 【開会】

開会を宣言。

【新委員の委嘱について】

【委員出欠状況報告】

本日は委員１５名中１０名にご出席いただいております。

宮崎市上下水道事業経営審議会条例第５条第３項により、半数以上の委

員が出席されておりますので、本会議が成立することを報告します。

事務局 【会長選出】

倉掛前会長が任期途中での退任となりましたので、会長を選出していた

だく必要がございます。

選出までの間、このまま事務局で進行させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

委員 異議なし。

事務局 それでは引き続き事務局で進めさせていただきます。

本審議会の会長は、条例第４条の規定により、会長を委員の互選により

選出することとなっております。

会長を選出したいと思いますが、立候補、あるいはご推薦がありました

ら、お願いいたします。

委員 倉掛前会長が推されていました鈴木委員がよろしいのではないでしょう

か。
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事務局 鈴木委員の推薦がございましたが、他にございませんか。

他にないようですので、鈴木委員に会長をお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

委員 異議なし。

事務局 ご異議もないようですので、鈴木委員に会長をお願いしたいと思います。

会長 【会長あいさつ】

事務局 【配布資料の確認】

【議長選出】

条例第５条第２項の規定に基づき、会長に議長をお願いしたいと思いま

す。

会長 それでは、早速議事を進行したいと思います。

会議次第の４番、平成２９年度当初予算の概要について、事務局から説

明をお願いします。

事務局 平成２９年度当初予算の概要資料に沿って説明

会長 ただいまの説明について、何か質問はございませんか。

会長

私の方から教えていただきたいのですが、業務委託について平成２８年

度から業務委託してるんですけど、２８年度よりか予算がちょっとずつ

増えていってるのは、素人的に考えると業務委託の間は同じ金額でいく

のかなあと考えるんですけど、年度毎に予算が上がっていくというのは、

業務委託の契約の時に必要に応じて予算を組むということになるのでし

ょうか。
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事務局 ただ今説明いたしました業務委託、例えば上下水道局料金センターの業

務委託、あるいは浄水場の運転管理業務委託。説明が不足しておりまし

たが、平成２８年度に契約のみを行いまして、平成２９年４月１日から

別契約となるものでございます。ですので、この資料の事業費の欄に括

弧書きで前年度の事業費を載せておりますけれども、その前の契約にお

ける２８年度分という意味でございますので、２９年度と前年度との差

というのはですね、契約自体が変わっているというのがまず１つござい

ます。

例えば、料金センターにおきましては、先ほど触れましたけれども、新

たに業務を追加して委託をするもので、その他の委託につきましてもそ

れぞれ今回の契約にあたりまして、内容の見直し等を行っておりますの

で、事業費の変動ということにつきましては、そういう理由によるもで

あると考えております。

委員 ３ページの幹線配水管路更新・耐震化事業ですが、口径３５０㎜以上の

幹線配水管路を耐震管に整備しますと、この耐震化整備する市内の範囲、

これは旧宮崎市内なのか、その範囲とですね、後何年ぐらいでこの耐震

化の整備ができるのか教えていただきたいと思います。

事務局 幹線管路耐震化事業は、平成２２年度から平成３１年度まで、市内中心

部の約１８．７㎞を整備します。平和ヶ丘の下の方から、東の方に行き

まして、大島通線、昭和通線、赤江大橋を通って、城ヶ崎通線から月見

ヶ丘の中を通りまして、生目台配水池までする計画です。

市内中心部の幹線を平成３１年度までに整備するというものでございま

す。

後で地図をお持ちしますので、その際にまた説明したいと思います。

会長 平成３１年度までに３５０㎜以上の幹線を耐震化整備するということで

すが、旧宮崎市内で何割ぐらい耐震化できるということになるんでしょ

うか。

事務局 先ほどおおよその、下北から大島通線を通ってとありましたが、後で地

図で説明はしますが、約１８．７㎞を平成３１年度までに幹線管路を整

備することで、その幹線管路の中で宮崎市の人口のおおよそ６０％の

方々がこの耐震管路の範囲に入ります。その中に枝線とか小さい管路が

ありますので、順次整備していくということで、今説明しましたのは、
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まず第１期計画というふうに捉えていただくとよろしいかと思います。

会長 ３１年度までに市の大体６割の管路について整備できるということです

か。

事務局 ６割というのは延長ではなくてですね、その中で給水を受ける方の人口

です。

委員 教えていただきたいのですが、私だけ理解していないのかもしれません

が、１ページの公共下水道事業と農業集落排水事業の支出予算額の２２，

８２３百万円と１，１３１百万円とあるのは６ページと７ページにある

数字とリンクしてて分かるんですけど、２ページ目の２７億というのは、

１ページ目のどことリンクしているのか教えてください。

事務局 資料の作りといたしまして、これは議会に提出します当初予算案の概要

から抜粋してきた資料というのがまず１つございます。

公共下水道事業と農業集落排水事業につきましては、支出予算額の総額

を事業費として表すということをずっと行ってきておりましたので、そ

れを引き続き表しています。水道事業につきましては、事業の中身を資

料の中で細かく表していくという経緯がございました。総額と合う、そ

のものズバリ出てくる資料というのは、今回お配りしております資料の

中には出てきません。

例えば、２ページの上水道施設の整備費２，７８４，１３４千円はどこ

に入るかと申しますと、水道事業の網掛けの部分の資本的収支の支出の

欄、６,５６７と書いてあると思いますが、この一部、この中に含まれて
おります。この次のページの幹線配水管路等更新・耐震化事業、これに

つきましても同様に、資本的支出の６,５６７の中に含まれております。
４ページ以降の、例えば料金センターの業務委託であるとか、配水管の

修繕であるとか、浄水場の委託であるとか、こういった事業費につきま

しては、これは通常のランニングコストと言いますか、維持管理に相当

するものでございますので、これは収益的収支の支出、この資料でいき

ますと、７,６３０と表示しております予算額、この中の一部ということ
でございます。ですので、個別の事業費が直接出てくるというのは、公

共下水道と農業集落排水事業は特殊な表し方をしているとご理解いただ

ければと思います。

会長 他にありませんか。
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ご質問等がないようですので、それでは、会議次第の５の報告の１番目、

経営比較分析表の公表について、事務局から説明をお願いします。

事務局 経営比較分析表の公表についての資料に沿って説明

会長 ただ今の説明について何か質問はございませんか。

委員 確認をさせていただきたいのですが、先ほどの説明の中で類似団体とい

う言葉がしきりに出てきたんですが、そもそも類似団体というのが何か

分からなくてですね、類似団体の平均値というのが、市の水道、下水道

をするうえでですね、目標となっている数値なのか、それとも宮崎市は

全国平均値が直接あてはまるのかあてはまらないのかですね、都市部の

マンションの多いところもあるでしょうし、戸建てが多いところもある

と、そういうところでは数字の変化というのは統計の取り方で随分違う

んじゃないかな、最終的に宮崎市としてはどの辺が目標なのかというの

が分かりにくかったんです。

事務局 この経営比較分析表がこのような作りになっているということに関しま

しては、主に２つの目的がございます。まず１つは、よそはどうなって

るんだろう、よその状況はどうなんだろうという他団体との比較、全国

の中で本市はどのような位置、レベルにあるのかというのを図るという

のが１つ。もう１つは本市の内部の中でどういった経年変化をしてきて

いるか、どう数値が動いているのかというのを内部的な検討の１つの要

素として表すということで５年間示しているということでございます。

各指標につきまして、どの程度が妥当なのかというところは正直難しい

面がございます。例えば、経常収支比率、１００％以上が妥当だと申し

上げましたが、じゃあ、１５０％でも２００％でもいいのか、となりま

すと、あくまでも公営企業でございますので、その場合、料金取り過ぎ

じゃないのというような事がでてきます。だったら料金安くしてくださ

いよと、これは公営企業が民間とちょっと違うところでございまして、

目標をここに置きますというのは、短期的あるいは中期的な目標として

は、今後設定していく必要があろうかとも思いますが、今のところ具体

的な数値としては、平成２７年度に見直しの答申していただきました水

ビジョンに載せた重点指標と業務指標、これに基づき３１年度まではや

っていこうと、後ほど説明いたしますが、経営比較分析表は経営戦略の

策定の参考資料となるものでございますので、その中である程度お示し

ができればいいのかなというふうに考えております。各指標の説明につ
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きましては、資料の後ろにそれぞれの指標の説明をつけているかと思い

ます。指標の意味であるとか、分析にあたっての基本的な考え方を参考

資料として載せておりますので、こちらを参照していただければと思い

ます。

一番最後のページをお開きください。こちらに類似団体の考え方が載っ

ております。末端給水事業、水道事業の場合、この区分に応じてそれぞ

れ平均値を取っており、人口規模等が同一であれば、ほぼほぼ似たよう

な課題を抱えているというような、財政規模もおそらく似たようなとこ

ろが多いのではないか、というところもございますので、こういった区

分にされているということでございます。

会長 類似団体というのが、３０万人以上ということですけど、委員の方から、

多分宮崎の３０万と例えば大阪の近くの３０万と東京の３０万と、北海

道みたいなところの３０万とだと、本当に平均してしまって、宮崎のい

わゆる経営比較が出来るかどうかというのが目安としてあると思うんで

すけど、そういうところも含めて大体３０万人のところで平均すると、

宮崎の上下水道の事業と同じと判断して良いものか。

事務局 概ねの傾向といたしましては、この３０万人以上のところで概略の判

断・分析ができるかと思います。ただ先ほど会長がおっしゃいましたよ

うに、例えば面積が異常に広いところの３０万と、ぎゅっと密集したと

ころの３０万とでは、当然、投資例えば水道管１本ひくのにも金額が変

わってまいりますし、そういった市状況の相違というのは当然ございま

す。この経営比較分析表は、全国の公営企業を運営する事業体が作成す

るということになっておりますので、この基礎的なデータの人口密度や

面積等もございますので、そこから抽出をして照会をかけていくとより

詳細な分析まで一応できるような分析表になっているというのは申し添

えたいと思います。

会長 この比較分析表について、私の見た感じだと水道の方は料金改定もして、

新設も始まってるので何とか乗り切っていきそうな感じなんですけど、

下水道の方を見ますと、かなり厳しい状況に今あるということで、上下

水道事業とすると今度は下水道の方を何らかしていかないといけないよ

うな分析でよろしいんでしょうか。

事務局 基本的な考え方としては、そのようなことになろうかと思います。ただ、

下水道事業と農業集落排水事業につきましては、市長部局からの一般会

計の方と、地方公営企業法を適用するために取り決めをしておりまして、
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当分の間、収支不足分は繰入金でみますよと、ただし経営努力してくだ

さいねという約束になっております。そういったところから、下水道使

用料におきましては、平成１５年度、１９年度、２４年度と定期的に段

階的に少しずつ適正化を図ってきたところでございます。先ほど申し上

げましたように水道料金の改定がありましたことによりまして、若干、

後ろに下水道についてはなろうかと思いますので、この辺は一般会計、

市長部局との交渉と言いますか、協議によって諸般の事情、経済状況等

を考慮しながら進めていくということになろうかと思います。

会長 もう１つですけれども、給水原価、汚水処理原価で、特に汚水処理原価

は他の類似団体と比べると非常に低く、非常に効率良く、私も処理場に

行くと苦労されていると感じるんですけども、これは宮崎市が処理や維

持管理をうまくやっているとか、優れた技術者がいるとかということで

しょうか。

事務局 この汚水処理原価の部分で、経営努力によって低く抑えられているとい

うのは、当然私どもとしましては経営努力してますよと、例えば処理場

の運転管理等も早い時期から委託をしたりとか、上下水道の統合あるい

は、法適用につきましても努力してきたという経緯はあります。ただ、

この汚水処理原価のデータ、ご覧いただくと分かるとおりずっと１５０．

００で並んでます。これはからくりと言いますか、からくりではないん

ですけど、事情がございまして、一般会計の繰入金につきましては総務

省が繰出金というのを定めております。これは、こういった経費につい

ては一般会計が当然みるべきものですよね、というものを列記したもの

でございますが、先ほど説明した収支不足分を補填してもらってるとい

う部分はこの操出基準にはございません。繰出基準の中で分流式下水道

に要する経費というのがございます。これは何かと申しますと、適正な

使用料を徴収してもなお賄えない経費については、一般会計で面倒見な

さい、税金で面倒見なさいということになっておりまして、じゃあ、適

正な使用料とは何かというと、これは事業体によって若干バラツキがあ

ります。本市につきましては、総務省によります高資本費対策の基準と

なっております、トン当たり１５０円、これを超えると高資本費ですよ

というような目安があるんですけれども、これを採用いたしまして、決

算時に有収水量×１５０円で計算した額については使用料で面倒をみる

分、それを超える分については一般会計だということで、基準内の繰入

金対象経費、ですから、これは１５０円で頭打ちになってるということ

でございます。ですから、取り扱いによって事業体のバラツキがあるも

のではないかと思っております。

会長 他にありませんか。
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それでは、先ほど委員から質問がありました、３５０㎜以上の整備につ

いて説明をお願いします。

事務局 （ホワイトボードに整備状況を示した地図に基づき説明）

委員 近い将来、南海トラフ大地震が起こりそうと言われてますが、この幹線

配水管の耐震化を整備した時にですね、この南海トラフ大地震が来たと

きに、例えば震度６とか７とか来たときにはこの耐震管は壊れないんで

すか。

事務局 今布設しております耐震管といわれる管はですね、熊本地震とかでも漏

水とか起こってないという実績でございます。

会長 ただ今の説明に関してはよろしいですか。

着々とメインの管路は耐震化が進んでいて、熊本で起きたような地震が

あっても大丈夫で非常に強いんですね。

それでは、報告の２番目、経営戦略の策定について事務局から説明をお

願いします。

事務局 経営戦略の策定についての資料に沿って説明

会長 ただいまの説明について、何か質問はございませんか。

委員 言葉の説明をお願いできるとありがたいと思います。

２ページの効率化・経営健全化の取組の中で、広域化、民間の資金・ノ

ウハウの活用というのがありまして、その後の５ページの投資試算の再

検討の中に民間資金・ノウハウ等の活用とございます。その後の PPP,PFI
の導入とございますが、この説明をしていただけるとありがたいです。

事務局 PPP,PFIというのは、PFIというのを良く聞かれるかと思いますが、今、
手元に詳しい資料がございませんので、若干簡単に説明させていただく

と、これは通常、例えば下北方浄水場を今改修しておりますけれども、

改修の資金というのは上下水道局が調達する。料金で調達するのか、内
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部留保資金で充てるのか、あるいは企業債を借金して充てるのか、そう

いった資金の調達については、局、公が行う、官が行うというものでご

ざいます。例えば PFIにおきましては、その資金調達、整備について民
間が資金調達をし整備をするというものでございます。ある程度期間を

区切って、民間ノウハウを活用して効果的な整備を行う、当然民間のノ

ウハウを活用して事業費を圧縮したりとか、期間を短くしたりとか、そ

ういうメリットがあるということにされております。

PPPについては資料が手元にございませんので、後ほど、もし間に合え
ば補足で説明をさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょう

か。

会長 PPPというのは、Public Private Partnership ということで、Publicが
公、Privateが民、を一緒にパートナーシップを組んでいきましょうとい
うことで、公と民を一緒に連携していって、上手く財源をやりくりして

いきましょう。要するに民間を入れた方が経営とかいう点で効率化は非

常に民間の方が上手というのもありまして、公と民が一緒にやっていき

ましょうということが PPP、で一部では宮崎市でも民間の方が入ったり
していまして PPPと略しています。PFIというのは、Private Finance
Initiantive ということで、民間の予算を積極的に取り入れて、民間のお
金で少し効率化を図っていこう、民間は当然儲からなきゃやらないです

から、そういうところで上手くお金を経営していこうということで、今、

国ではどの事業もPPPとかPFIで上手く経営戦略をたてていきなさいと
いうのが言われているので、この水道の事業についてもそういうことに

基づいてやりなさいというのが大枠だと思います。実際に水道事業でど

ういうふうに、この PPP,PFIを導入していくのかというのは、しっかり
と検討していかないといけないと思うんですが、枠としては民間を上手

く活用をして、技術も予算もしていこうというのが国のこれから施策の

目玉になる、そういうことかと思います。

事務局 補足をさせていただきたいと思うんですけれども、PFIにつきましては
宮崎市が本年度から取り組んでおりまして、合併処理浄化槽ですね、こ

れの PFI事業というのを始めております。これはいわゆる民間資金を調
達をさせていただいて、民間の資金で公設という合併処理浄化槽の設置

をやっていきましょう。で、１０年間だったでしょうか、１０年間のス

パンで PFI事業を立ち上げまして、公募をして、宮崎市の会社が手を挙
げていただいて決まったわけですが、国交省あたりも２０億以上の工事

だったり、そういうのは基本的に PFI導入が出来ないのかというところ
で、今、縛りをかけておりますので、例えばうちが市営住宅等も建設を

しておりますけれども、２０億を超える市営住宅を設置するとなると、
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この PFIが活用できないかということで民間の活力を活用していくとい
うような方向が今後加速をしてまいります。この上下水道では例えば、

SPCという特別の企業体を作っていただいて、浄水場の維持管理から管
路の管理、いわゆる全てですね、そしてこの上下水道の中には企業会計

の管理まで全てを民間に委託していくという方向もですね、先駆的に展

開をしつつありますので、そういう民間活力を使ってはどうですかとい

うことで国が示した指針であります。

会長 確認ですが、３０年度に宮崎の経営戦略を策定して、国に提出して予算

をもらうということと、６ページのところで２７年度にみやざき水ビジ

ョンを改訂見直しをしたところでございますが、経営戦略を３０年度に

作るということは、次期みやざき水ビジョンを３０年度に作らないと多

分、国はウンと言わないような気がするんですが、経営戦略と次期みや

ざき水ビジョンの関係と言うんですか、目標と言うんですか、どういう

計画でおられるんですか。

事務局 現在動いております、みやざき水ビジョン 2010の計画期間は平成３１年
度まででございます。次期みやざき水ビジョンは、通常であれば平成３

２年度から平成４１年度までの１０年間となる見込みでございます。経

営戦略について、例えば平成３０年度に策定をするということになれば、

当然、１年ズレるということがございます。この点につきましてはです

ね、水ビジョンと経営戦略、先ほど所管の省庁を申し上げましたけれど

も、水ビジョンは厚生労働省の所管、経営戦略は総務省の所管でござい

まして、例えば公営企業も上下水道事業以外にも交通事業であるとか、

鉄道事業であるとか、バス事業であるとか、そういった事業もございま

す。ですので、これらの公営企業で実施している分については、将来的

に経営戦略を立てなさいという流れになってる、ですから水ビジョンが

ないと経営戦略とは認められない、ということでもないかなと思ってお

りまして、うちが平成３０年度としたのは、先ほどの特別交付税措置、

もし経費がいっぱい掛かるのであれば国からお金がもらえるということ

もありまして、平成３０年度までに策定しましょうという予定にしてい

いるところでございますので、もしお金が掛からない、自前でできるん

だよということであれば、そこには拘らずにということも可能でござい

ます。そうなれば、ズレたりすると水ビジョンとサイクルが一緒になり

ますので、その場合にはリンクさせながら作るということになろうかと

思っております。

会長 まずは、３０年度までに経営戦略を策定して総務省の方に出して、そこ
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で予算を出してもらって、その後で次期水ビジョンを作っていっても上

手くいきそうだ、というような計画で我々は理解してよろしいんでしょ

うか。

事務局 国からお金がくるというのは事業に対してではなくて、経営戦略を作る

直接の費用、例えば今回視察に行っておりますが、その旅費であるとか、

外部にコンサルに委託をして策定をするといった場合には、委託料等が

交付税措置の対象になる、経営戦略に基づく事業について交付税措置が

あるということではございませんので、そこは誤解のないようお願いい

たします。

委員 ５ページの右側の下の方の、投資以外の経費の効率化のところに広域化

の推進というのが入っているんですけれども、昨年だったと思うんです

が、新聞で見た気がするんですが、総務省から水道事業の広域化の推進

が総務省から出た記事があったと思うんですが、高齢化などで景気の先

行きがなかなか見えない中で、非常に、こういった計画を作るのもなか

なか大変だと思うんですけれども、最近、地方銀行が統合・合併が進ん

でいるようですが、同じように水道なんかもこういった推進というのも、

１つの手ではないかと思うんですが、水道管の接続というのはなかなか

大変だと思うんですけども、事務の電算化を共有するという広域化はあ

るのかなという気がするんですが、広域化の推進に関して何か考えてい

らっしゃればお聞かせ下さい。

事務局 広域化の推進がなぜ経費の効率化になるのかというご説明をしたいと思

います。先ほど団体規模というお話がございましたが、今後、水道事業

については全国的な課題として老朽化更新ということがございます。例

えば、財務体質の弱い、規模の小さい事業体については浄水場を全部や

り替えるとか、そういった大がかりな更新が難しいところもございます。

そういったところを踏まえて、広域化によってスケールメリットを生か

して、更新等で住民に迷惑が掛からないように、更新等をスムーズに行

っていくという趣旨から、広域化の推進ということが出てきているとい

うのがまずございます。宮崎県におきましても、水道事業につきまして

は、県を通して広域化について協議しましょうというのが、本年度ござ

いましたが、なかなか具体化しないと言いますか、宮崎市にとってみる

とスケールメリットで面倒をみる側みたいなところもございます。そも

そも、水道につきましてはですね、よその水は飲みたくないというよう

な住民感情もございまして、なかなか具体化しないという状況でござい

ます。ただ、県を通じて協議は何回かあったというところでございます
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が、具体化は難しいんじゃないかと思っております。

会長 他にありませんか。

ご質問もないようですので、次第の６、その他について事務局何かあり

ませんか。

事務局 ２点ほどございます。

倉掛前会長が市長表彰を受けられましたので、まずその報告が総務課か

らございます。

次に、水道整備課の方からマンホールカードの説明をさせていただけれ

ばと思います。

会長 では総務課、報告をお願いします。

事務局 倉掛前会長の市長表彰につきまして、ご報告をさせていただきます。

倉掛前会長におかれましては、この経営審議会の委員を１４年余り、そ

のうち会長を９年余りお勤めいただきました。

申し遅れましたが、資料は特にお配りしておりませんので、口頭で説明

をさせていただきます。

それ以外にも、本市の数々の委員を歴任していただいたところでござい

ます。そこで市政の発展にご尽力をいただいたといたしまして、去る１

月１９日、宮崎市表彰基準に基づきまして、市長表彰をお受けになられ

たところでございます。表彰式の写真等につきまして、上下水道局のホ

ームページに掲載をしておりますので、ぜひご覧をいただきたいと思い

ます。まだ新着情報の方に上がっておりますので、すぐにお分かりいた

だけるかと思います。以上、簡単ではございますが、倉掛前会長の市長

表彰につきましてご報告をいたしました。

会長 続いて、下水道整備課説明をお願いします。

事務局 マンホールカードについて説明

会長 ただ今の説明について、ご質問やご意見はありませんでしょうか。

他にご質問もないようですので、その他、全体を通してどのようなこと
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でも結構ですので、ご意見やご質問等はありませんか。

質問もないようですので、以上をもちまして議案の審議は終了いたしま

した。それでは事務局にお返しいたします。

事務局 【局長あいさつ】

事務局 本年度の審議は今回が最後となります。

委員の皆様におかれましては本当にありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、平成２８年度第２回上下水道事業経営審

議会を終了させていただきます。

ありがとうございました。

【閉会】


