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会 議 録

会議の名称 平成２９年度第１回宮崎市上下水道事業経営審議会

開催日時 平成２９年１０月１３日（金） 午後１時５５分～午後３時４０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、甲斐委員、邊木園委員、南部委員、平田委員、梅田委員、豊島

委員、仁田脇委員、田之上委員、荒武委員、酒井委員、池谷委員、黒木委

員（計１３名）

欠席者氏名

（委員）
清家委員、長友委員（計２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、総務課長補佐、

財務課長補佐、西村主査、谷元主任主事、吉田主任主事

傍聴者 無し

次第

議事

（１）平成２８年度決算報告について

（２）経営戦略の策定について

～総論及び現状と課題（中間報告）～

報告

（１）第五次宮崎市総合計画の重要指標（ＫＰＩ）について

（２）下北方浄水場新系浄水施設整備事業の進捗状況について
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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。

【委嘱状の交付】

委嘱状を交付。

【局長あいさつ】

【委員出欠状況報告】

本日の審議会には、委員１５名中１３名の委員の皆様にご出席いただい

ております。

お手元に配布しておりますが、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申し上げます。

【委員の紹介】

順次、委員を紹介。

【配付資料の確認】

本日の会議資料を確認。

事務局 【会長選出】

新たな任期となりましたので、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。
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委員 引き続き鈴木委員にお願いできたらと思います。鈴木委員を推薦します。

事務局 鈴木委員の推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。

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 【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 【会長代理の指名】

議事に入る前に、会長代理を決める必要がございます。条例によります

と私が指名することになっているようですので、指名させていただきま

す。宮崎市自治会連合会会長の南部委員にお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

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２８年度決算報告について、事務局から説明をお

願いします。

事務局 平成２８年度決算報告資料に沿って説明

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 7 ページの旧宮崎の主な事業にあるストックマネジメント計画策定業務

委託について内容と費用を教えていただきたい。
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事務局 ストックマネジメント計画そのものから説明いたします。先程鈴木会長

からもありましたが、それぞれの施設が老朽化している状況がございま

す。下水道処理場につきましても老朽化しており、現在、改修・更新を

長寿命化計画に基づき行っているわけですが、国がストックマネジメン

ト計画を策定しなさいということで、平成２８年度から３年間掛けて、

現在計画策定中で今年が２年目ということになります。通常の長寿命化

計画との違いにつきましてご説明いたしますと、通常長寿命化計画とい

うのは施設ごとに、最適な台数・コストの縮減を考慮しながら、計画を

策定し、工事を行いますが、ストックマネジメント計画というのは、点

検・調査・修繕・改築を一体的にとらえて計画的にかつ効率的に持続可

能な下水道事業の実現をし、施設が止まることなく管理していけるよう

な新たな計画となります。今回、平成２８年度に入れております計画策

定というのは、宮崎処理場、大淀処理場、木花処理場、青島浄化センタ

ーの旧宮崎市におけるかなり古い４つの公共下水道のそれぞれの計画策

定業務を業者へ委託して１年目の状況にあります。

事業費につきましては、時間をいただいて後ほどご報告したいと思いま

す。以上です。

会長 他にはありますでしょうか。

私の方から確認と質問ですが、今回は２ページにあるように、精査をさ

れながら削減で節約されたところもあると思いますが、給水の収益約４

億があがったということで少し黒字になっており、年度末残高は非常に

大きく、今の水道事業のトータルよりも大きいぐらいとなっている。頑

張って約４億の収益をあげることに協力していただいたということです

けれども、この後の議事にもあると思いますが、今後の見通しを教えて

いただきたい。

もう１つは、マイナスのところは調整をして補填をしながら実際の事業

は進められていると思いますが、上下水道事業でどのくらいまでであれ

ば、マイナスは問題が無いのか。その方が委員の方もだいたい分かるか

なと思いますので、大まかで良いのでご説明いただければと思います。

事務局 まず、１点目の当年度純利益と企業債残高の推移の今後の見通しという

ことでございます。会長のごあいさつにありましたとおり、老朽施設の

今後の更新が増えていくという状況の中で、料金改定をさせていただき

ました。平成２８年度は１０月から半期分しか反映されておりませんの

で、料金改定の効果が全体として見えてくるのが、２９年度の決算にな

ろうかと思います。２８年度は想定よりも費用の削減であるとか、漏水

工事などが少なかったという要因もございまして、想定よりも多く利益
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事務局

を上げることが出来ました。この傾向というのは、今後も続けていき、

料金改定の時にお示ししたペースよりも良い方向に向かうように利益を

上げていくことが、今後の経営上考慮すべき事だと思っております。

企業債残高との兼ね合いということでございますが、一番大きいのは建

設改良事業です。更新需要の高まりとともに、建設改良費も財源をどう

するかというと、現状で、企業債の充当率は４７、４８％程度で借入を

行っている状況でございます。この企業債の充当率というのが、他の事

業体に比べて宮崎市は非常に高いという状況で、それを引き下げていく

ということも料金改定の１つの目的であったということでございます。

これは、現在保有している固定資産をつくるときの財源とした借入金で

ございますので、一朝一夕で何十億も一気に減らしていくのはなかなか

厳しいものがあろうかと思います。そのため、５年、１０年、２０年と

いったスパンで、充当率を下げる、あるいは想定よりも多く利益を上げ

ることでそれを投資余力として、企業債の削減へ向けて行くという毎年

毎年の地道な努力が必要かと思います。法定耐用年数を超えたらすぐ更

新するのかといったところも含めてアセットマネジメントの精査をやり

まして、次にご説明いたします経営戦略の策定が、持続可能な４０年、

５０年スパンで建設投資を行った時に果たして今のレベルはどうなのか

ということを検証する投資財政計画でございますので、これを平成３０

年度末までに策定をするということにしております。詳細につきまして

は、その中で１０年程度の見通しについてはお示しできるかなと考えて

おります。

２点目の建設改良費の資本的支出の不足額の補填が、どのくらいかとい

うことでございます。この損益勘定留保資金というのが何かというと、

収益的支出には固定資産の減価償却費というのが含まれております。こ

れは固定資産をつくってその耐用年数に応じて費用化していく。つまり、

１００万円の固定資産が１０年使えるとすると、その１０年に均等に１

０万円ずつ費用として、減価償却費を計上していくということになりま

す。この減価償却費というのは外部に支払いをするような費用ではござ

いませんので、その費用に見合う収益があれば、外部に支払いをしない

ので、手元に現金が残ります。それを資本的収支の不足額に充てるとい

うものでございます。毎年毎年減価償却費相当額については、発生をし

ており、これに当年度純利益を加えたものが、補填財源として使用でき

ます。ちなみに、水道事業の現在の補填財源の２８年度末時点の残高は

運転資金も含めて６０億強保有しております。料金改定の際にもご説明

いたしましたが、大体４０億ぐらいは最低でも運転資金として確保した

いというのがございます。そこまでは若干の余裕がある状況ですが、一

度に使ってしまいますと新たな支出等が出たときに対応が出来ませんの

で、これについても徐々に徐々にという形でバランスを考えながら使用

していきたいと考えております。
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事務局 平成２８年度のストックマネジメント計画について、業務委託総額は約

１億２５００万円ということになります。平成２８年度が基礎調査とい

うことで、施設情報の収集整理を行っておりまして、平成２９年度には

リスク評価、施設管理目標の設定、長期的なシナリオの設定を行いまし

て、平成３０年度には、点検調査計画の策定と実施ということで、最終

的な修理改築計画が実施される予定となっております。以上です。

会長 それでは次に進めさせていただきます。

（２）の経営戦略の策定について、事務局からの説明をお願いします。

事務局 宮崎市上下水道局経営戦略総論及び現状と課題の資料に沿って説明

委員 １４ページと１５ページの企業債残高のことでお伺いしたいと思いま

す。企業債残高を抑制していくという課題を抱えているということです

が、宮崎市が他の市に比べて企業債残高が高いという結果が出ているこ

とは何か原因があって、宮崎は高いのかというところを教えていただけ

ますでしょうか。

事務局 先程の決算の話から出ておりますけれども、昨年度の料金改定の時の審

議でも皆様にご説明したように、宮崎市の企業債残高の状況は高いとい

うことで、これを何とかしないといけないということで昨年は料金改定

をしております。今後につきましては、こういう状況を再度検証した上

で、どのくらいまで企業債残高を保有すべきか等々を検証した上で、今

後の料金改定の必要性等をはかっていく必要があると思っております。

なかなか、過去の起債の状況や、一度にお金があるから返すということ

も出来ませんので、ここについては、今後の起債を借りる目標なり残高

等をこの経営戦略の中で検討していくことを考えております。

事務局 補足をさせていただきますと、やはりこのような借金体制になった大き

な原因は、料金改定を十数年していなかったということが大きいと思い

ます。企業債を借りてなんとか自転車操業で事業を回しておりましたが、

こういう形になりますと、将来に負担を先送りにしていくということに

なりますので、これから経営戦略を基に、どの時期にどういう改定をし

ていかないといけないというのも出していきますので、ここで明らかに
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事務局 して、市民の方々にも訴えていくことにもなろうかと思います。

委員 冒頭で会長が話をされましたように、昨年の２０％の値上げというのは

市民にとっては、非常に大きかったと思っております。将来子どもたち

に、この負債が被ってこないようにするために、ちょっとみんな頑張り

ましょうという形で、２０％は承認されたのではないかなと思っている

ものですから、是非今のような検討を、きっちりしていただきたいと期

待しております。

事務局 その視点につきましては、この審議会の中で皆様方に十分共通理解をし

ていただいてご議論いただいたと思っております。その効果も含めて、

出来るだけ純利益を出しながら、借金に依存しないような形で事業運営

が出来ないのかなと、２８年度の起債を抑えたり、２９年度もかなり抑

えているつもりでございます。ただ、これから色々な設備関係で大きな

投資をしていかなくてはなりません。そこはどの程度借金していくのか、

起債をどの程度していくのかということについては、また、この審議会

等の中でご相談をさせていただければと思っております。

委員 企業債については、その償還に係る支払い利息の負担があるわけですが、

昔高い利息で借りられた分については、低い利息のものに借り換え等の

努力をされてきております。現在、銀行預金などの利息も最低水準にあ

ると思いますが、企業債残高について、変動利息と固定利息の割合をお

およそで良いので、どれくらいが変動利息で今後利息が上がれば上がっ

ていく格好になっているのかどうか教えていただきたい。

事務局 借入金の利息が、固定金利なのか変動金利なのかについてですが、この

更新需要に対する企業債というのは、宮崎市の場合はほとんど政府資金

いわゆる財政融資資金であるとか地方公共団体金融機構、こういった政

府資金を主に借りているところでございます。過去の現在保有している

資産の借入については、ほとんど固定金利でございます。変動金利、金

利見直し方式で借入を行うようになりましたのは、ここ４、５年程でご

ざいまして、割合としては非常に小さい。特に水道事業では、今のとこ

ろ大きな割合を占めるものではございませんので、今後金利が上昇した

としても水道事業については、負担増加に繋がるものではないと考えて

おります。また、平成１９年度から平成２４年度までの６年間に渡りま

して、公的資金の保証金免除繰上償還という制度が６年間限定でござい

ました。この時に、今では考えられないような利率ですが、５％以上で
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事務局

借りておりました企業債については、ほとんど繰上償還、つまり安い利

率に借り換えを行って、金利の負担を削減したというところがございま

す。まだ５％以下のものが若干残っておりまして、これも出来れば繰上

償還したいという意思は持っているのですが、政府資金を繰上償還する

際には、将来支払う予定だった利息を保証金という名で全額耳を揃えて

元金と一緒に支払いをしないと繰上償還させて貰えないという制度がご

ざいます。そのため、この保証金を払う、つまり一括で将来の利息も払

うぐらいであれば、今のままで返しておいた方が良いという判断により

まして、繰上償還していないという状況でございます。幸いなことに、

現在、ご存じのとおり金利は非常に安い状況でございます。金利の動向

については、慎重に注視をしていかないといけないと考えているところ

でございます。

会長 他にはありますでしょうか。

宮崎市の人口はなかなか減っていかないですが、それよりも水を使って

お金を儲けるための有収水量は人口の減少よりもかなり早く減ってきて

います。せっかく皆さんで苦労をして、理解をしていただいて水道料金

を２０％上げて、今後また更に検討をしていかないといけないですが、

逆に水を使ってもらわないことによる減収も出てきて非常に難しい。更

に、老朽化して耐震化も含めて考えていかないといけない。委員の中に

は商工会議所専務理事の方とか、農業協同組合の方とか、いわゆる経営

を考えながらされている方がおりますので、是非これを進めていく時に

は、どういうふうに生き残っていけるかという時に、宮崎の現状で何か

良い生き残り案みたいなものがあれば、今後とも是非意見などをお願い

したいのですが、何か商工会議所の方ではありますか。かなり厳しいと

思いますが。

委員 私は初めて今回出席させてもらったのですが、企業債残高をみても非常

に厳しい。そして、人口がどう減少していっても安全安心な水の供給と

いうのがどうしても必要になってくるわけで、数字だけを見せてもらう

と私どもも節水という意識がどうなるかなと、有収水量ですか、これも

ずっと減少してきている。今会長がおっしゃったように、料金を上げて

も結局そういうので純利益にはならないという、こういう数字を見せら

れるとやっぱり厳しいなというところで、局長以下ご苦労が忍ばれるな

という感じがしております。

会長 ありがとうございました。
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会長

私からもう１つお願いです。１６ページで職員数がどんどん減っていっ

ていますが、実際に現場の職員の方もだいぶ減っていて、技術の継承と

かなかなか難しいですけれどもそういった時に、いわゆるＩｏＴとかＩ

ＣＴとかの活用もしていただきたい。今おられるプロフェッショナルの

職員の方の技術をデータベースとかヴィジュアルとかそういったもので

残す様なことも是非検討してただいて、将来２０年後、３０年後も今の

技術が継承出来るような工夫も、この職員数の減少に対応するように、

検討しておくようなものを少し盛り込んでいただきたいと思いますの

で、是非よろしくお願いいたします。

事務局 お願いということでしたが、お答えさせていただきます。技術継承の問

題は１０年ぐらいまえから、プロパーの職員が減ってきているところに

鑑みまして悩ましい問題でございます。何故悩ましいかと言いますと、

その技術が勘と経験によられているので、なかなか紙とか文書で残せな

いというところが最大のネックで、それをなんとか今ＩｏＴとかおっし

ゃるようなものを活用して、もう時代も変わってまいりましたので、少

しでも形にして、見える化して残していくという取組を頑張っていきた

いと考えております。

会長 ありがとうございます。それでは次に進みたいと思います。

続きまして、会次第５「報告」の（１）第五次総合計画の重要指標（Ｋ

ＰＩ）について、事務局から説明をお願いします。

事務局 第五次宮崎市総合計画における重要指標（ＫＰＩ）の資料に沿って説明

会長 ただいまの説明について、何か質問があればお願いいたします。

会長 水道管については従来どおり水ビジョンの時の試算と同じで、下水管き

ょについては延長を今回決めて３５．８６㎞増えていくけれども、それ

を固定して評価するということですね。私どもの大学でもどこでも目標

の数値を設定して、それを達成出来るように努力しなさいということで、

これは達成出来る数値ということで理解してよろしいですよね。これだ

けは達成出来るという数値ですので、だいぶ現状と比べると良くなると

いう数値ですけれども、下水道の重要管きょの改善は非常に進むという

ことでよろしいですよね。
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事務局 今の会長のご質問でございますが、これは達成出来る目標値として掲載

しております。今私どもの事業といたしましては、未普及解消事業、地

震対策、長寿命化対策の３つの事業に取りかかっておりますが、未普及

につきましては、先程の説明にございました清武町域の整備を３１年度

を目標に今進めているところでございます。それ以降につきましては、

地震対策と長寿命化対策が主となってまいりますので、事業費としても

十分確保出来ると考えているところでございます。

会長 ありがとうございます。それでは進めます。

それでは、（２）下北方浄水場新系浄水施設整備事業について、事務局か

ら説明をお願いします。

事務局 パワーポイントの準備をいたしますので、会長は自席の方に戻っていた

だいて少々お待ち下さい。

事務局 下北方浄水場新系浄水施設整備事業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。

会長 それでは、その他全体を通してどのようなことでも構いませんので、ご

意見やご質問等はありませんでしょうか。

会長 特にないようですので、これで議事進行を終了したいと思います。この

後は事務局にお任せいたします。

事務局 鈴木会長には、会議の進行ありがとうございました。

最後に事務局より事務連絡です。次回の会議開催の日程につきましては、

ただいまご説明がありました、下北方浄水場の視察も兼ねて考えており

ます。日程につきましては年明けの２月もしくは３月の開催を予定して

おります。また正式には、後日別途文書によりご案内いたしますが、皆

様方におかれましてはお忙しい中とは存じますが、日程の調整につきま

してお願いしたいと思います。

それでは、以上を持ちまして、平成２９年度第１回宮崎市上下水道事業
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事務局

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】


