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会 議 録

会議の名称 平成２９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３０年３月２７日（火） 午後２時２０分～午後４時１０分

開催場所
宮崎市下北方浄水場 管理棟３階 会議室

（宮崎市下北方町寺ヶ迫５４３７番地）

会長氏名 鈴木 祥広

出席者氏名

（委員）

鈴木会長、邊木園委員、長友委員、清家委員、南部委員、平田委員、梅田

委員、仁田脇委員、荒武委員、酒井委員、池谷委員、黒木委員（計１２名）

欠席者氏名

（委員）
甲斐委員、豊島委員、田之上委員（計３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、給排水設備課長（代理）、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、財務課長補

佐、吉田主任主事

傍聴者 なし

次第

報告事項

（１）平成３０年度当初予算の概要について

（２）経営比較分析表の公表について

（３）経営戦略策定スケジュールについて

現地視察

下北方浄水場新系浄水施設整備事業
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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。

【委員出欠状況報告】

本日の審議会には、委員１５名中１２名の委員の皆様にご出席いただい

ておりますので、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、会議が成立していることをご報告申し上げます。

【配付資料の確認】

本日の会議資料を確認。

それでは、ここからの会議の進行は、条例第５条第２項の規定に基づき、

鈴木会長に議長をお願いしたいと思います。鈴木会長よろしくお願いい

たします。

会長 【会長あいさつ】

【報告事項（１）平成３０年度当初予算の概要について】

それでは、さっそく会議を進行します。

会次第第２「報告事項」の（１）平成３０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３０年度当初予算の概要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でしょうか。

会長 予算は前年度とほぼ同額ということと、前年度に少し収益があった分は、

建設改良積立金の方にも工夫し企業債を少し絞るということが大きなポ

イントだと理解しています。水道事業で約４７億、公共下水で約５０億

ということでトータルで約１００億近い事業を計画しているということ

になります。

資料を確認していただいて、もしご質問等あれば確認していきたいと思

います。委員の皆様方よろしくお願いいたします。

会長 【報告事項（２）経営比較分析表の公表について】

それでは無いようですので、次に進みたいと思います。

次に、（２）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。
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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

黒木委員からの事前質問（水道事業過去５年間の企業債の推移と今後の

借入額について、資料２ １ページ目より）に対する回答

別紙追加資料の水道事業財政計画に沿って説明

会長 ただいまの説明について何か質問はございませんでしょうか。

会長 ２ページの⑤経費回収率で、公共下水道事業について収益率が非常に低

く、ご説明がありましたように下水道の料金を改定が必要ということで

すが、宮崎市は具体的にどういう計画で将来的に料金の値上げ等の検討

を予定をしているのですか。

事務局 下水道使用料につきましては、みやざき水ビジョン２０１０の当初版の

中で、公共下水道事業の財政収支の見通しをお示ししておりました。当

初案の中では、２通りの下水道使用料の改定案を掲載しておりまして、

平成２４年度と平成２９年度で２回に分けて下水道使用料を改定する案

と、もう１つは、１回で改定をする見通し案を掲載しておりました。実

際には、平成２４年度に平均改定率１０％で、下水道使用料を改定して

おります。ただ、そのやり方で行くと平成２９年度に下水道使用料を一

部改定をしなければなりませんでしたが、ご存じのとおり、水道料金を

十数年ぶりに改定をさせていただきましたので、下水道使用料の改定は

一旦見送りました。平成２７年度のこの審議会におきまして料金改定の

審議をお願いしたときに、平成３２年度以降に改定の必要性も含めて見

直しを行い、その際には、下水道使用料についても併せて検討を行うと

今のところしておりますので、早くても平成３２年度以降にしか下水道

使用料は改定は出来ないのかなという見通してございます。ただ、毎年

の事業運営につきましては、現在のところ、総務省が繰り出し基準を定

めている一般会計からの繰入金について、基準通りにするのが本当なの

ですが、今のところそれ以外に収支不足分の繰入をいただいております

ので、当面は運営自体に問題はありません。ただ、将来的には使用料の

改定は是非必要になるかなという見通しでございます。

会長 ありがとうございます。他に委員の皆様方はよろしいでしょうか。

委員 同じ表を見ての違う質問になります。宮崎市の場合、値上げしており８

５％から９０％前後で推移してきているというのは分かりましたが、類

似団体は１００％に近づいてきているわけですが、類似団体の傾向とい

うか、どういうところから改善に向かっているのかを答えていただけま

すでしょうか。

事務局 ２ページ目の公共下水道⑤経費回収率のことでよろしいでしょうか。
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事務局 ご覧いただくとお分かりのように、宮崎市の推移はほぼ横ばいで推移し

ていおります。この原因は、先程申し上げた収支不足分を繰入金でプラ

スマイナスゼロで予算を組んでいるため、横ばいになっている状況でご

ざいます。それに対しまして、類似団体の推移でございますけれども要

因といたしましては、もちろん全国の公共下水道の事業が成熟していっ

て料金のレベルも次第に追いついてきているという状況に加え、平成２

５年度から平成２６年度に上がっているのがお分かりかと思いますが、

平成２６年度は地方公営企業法の改正が行われました。この法改正によ

り、みなし償却制度が廃止となりました。宮崎市はみなし償却制度を採

用しておりましたけれども、みなし償却の廃止によって満額で減価償却

費を計上することになった場合に、もともとみなし償却をしていなかっ

た事業体については、長期前受金戻入益という収益を計上することが出

来るように制度が変わっております。宮崎市の場合はみなし償却を採用

しており、減価償却費を総額で計上するのではなく、補助金等で賄った

部分については減価償却費を計上しないという会計でございましたの

で、法改正による影響をほとんど受けておりません。みなし償却をして

いない事業体については、満額で減価償却費を計上していて赤字だった

ものが、法改正によって長期前受金戻入益という収益を計上することが

出来るようになってその分改善したのではないかなと、あくまでも推測

でございますがこのグラフの動きを見るとそうといえるのではないかと

思います。ただし、平成２７年度から平成２８年度に少しずつ上がって

きておりますので、この辺はやはり事業が成熟していくに従って、使用

料のレベルも追いついてきていると思っております。

委員 今の長期前受金を他の類似団体では計上していたというのは、他のとこ

ろではその分を返さなくて良くなったということでしょうか。

事務局 みなし償却というのは、例えば１００万円で固定資産を作って４０万円

財源として補助金を国からもらう場合には、耐用年数が１０年であった

場合にみなし償却を採用していると、１００万円から補助金相当分の４

０万円を引いた６０万円を１０年に渡って償却していきますので、毎年

減価償却費６万円として計上していきます。みなし償却制度を採用して

いない事業体はその計算をしませんので、１００万円満額で償却をし、

毎年１０万円ずつ減価償却費を計上していきます。法改正によって償却

制度が統一されましたので、今申し上げたケースだと、減価償却費は毎

年１０万円ずつ計上しなさい、ただし、財源となった４０万円を耐用年

数にあわせて、この場合４万円ずつ収益を計上しなさいということにな

ります。損益ベースでいくと、６万円ということになるのですけれども、

今まで１０万円費用を計上していたところが、６万円の計上で済むこと

になります。みなし償却をしていたところは、ずっと６万円ですので影

響はしないという違いがあります。
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委員 過年度経過措置分が一気に平成２６年度に入ったからグラフが上昇して

いるということでしょうか。

事務局 そうですね。おそらくそういった要因ではないかなと思われます。

委員 過年度分を一気に上げた場合、次の年は過年度益が一気に無くなるため

下がりますよね。

事務局 過年度の分というわけではなく、償却中の場合、引き続き平成２６年度

以前も同じ資産を計上していた場合に、先程申し上げた例では費用を１

０万円としていたものが、平成２６年度から費用が１０万円だが収入は

４万円となるため損益ベースでいくと、１０万円の損失が６万円で済む

ということです。過年度の分については、当年度純利益ではなくて、利

益剰余金として区別して扱うという整理がされましたので、その満額償

却していたところについては、その他未処分利益剰余金変動額という科

目を設定して、資本金に組み入れるか、利益剰余金のままで損失の補て

んにも使えるというふれこみでしたが、実際お金としては使っています

ので、資金としてはほぼ無い利益剰余金のため、資本金にそのまま組み

入れるとした場合、この折れ線グラフには直接は影響していないのでは

ないかと推測されます。

会長 この⑤経費回収率の計算は、割合で出しているので、平成２６年度の値

は、みなし償却をしているところとそうでないところで割合が変わって

きている。平成２８年度も上がっているところを見ると、下水道の設備

が整った後は、ずっと収入を得ているとそこでは利益が上がってきて１

００％に近づいていくというようなことで、成熟した都市で、整備が進

んでいるところが、おそらく多く出てきていて全体としては１００％に

近づいてきている。このように、２つの理由があるのではないかという

ことの説明になるようですが、よろしいでしょうか。

会長 黒木委員からの事前質問に対して事務局説明の中で回答がありましたけ

れども、黒木委員は先程の説明でご理解いただけたということでよろし

いでしょうか。

委員 はい。ありがとうございました。

会長 【報告事項（３）経営戦略策定スケジュールについて】

次は、（３）経営戦略策定スケジュールについて、事務局から説明をお願

いします。

事務局 経営戦略策定スケジュールについての資料に沿って説明
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会長 ただいまの説明についてご質問はありますでしょうか。

会長 経営戦略は国からの指示があり立てないといけないということですが、

資料２の１ページ目、水道事業１．経営の健全性・効率性の④企業債残

高対給水収益比率について、類似団体が３００％ぐらいですが、宮崎市

は、５００％を超えて６００％に近いことになっていて、事前質問にて

黒木委員の方からも企業債について質問がありましたけれども、表の下

に債務残高と書いてあり、経営戦略は非常に経営が厳しい中で、非常に

短時間で、パブリックコメントも含めて策定しなければならないという

ことになっています。この審議会では、最終的に示したものを認めるの

が審議会の役目となりますので、当然事務局は動き始めているのですが、

かなり重要なことをタイトなスケジュールで進めていかなくてはなりま

せん。そのご理解をいただいて、今回は経営戦略とは何かということで

も良いと思いますが、経営戦略について委員の皆様方から何か質問等が

ありますでしょうか。議事はかなり良好に進んでいるので、経営戦略と

はどういうことを国から望まれて策定しなければならないのか、事務局

の方から簡単に説明いただくと、我々も来年度はこう望むのかという気

持ちにもなりますので、とりあえず説明いただけますでしょうか。

事務局 投資財政計画ということになりますが、これにつきましては現在動いて

おります、みやざき水ビジョン２０１０マスタープランにおきましても、

平成２２年度から平成３１年度まで１０年間の財政収支の見通しを策定

しております。経営戦略における投資財政計画と何が違うかといいます

と、この経営戦略で一番重要なのは、公営企業の持続可能性が担保され

ているか、それを事業体が認識しているか、というのが重要なポイント

になっています。そのため、固定資産の更新時期につきましては、当然

アセットマネジメントを考慮したものでなければなりません。ですから、

考える範囲は目先の５年１０年というわけではなく、４０年５０年とい

うスパンで、水道事業でいうと施設とかの固定資産がワンサイクル更新

が全部一巡するぐらいのスパンで、持続可能性が担保されているのかと

いうのを見極め、次の１０年はどうしますというのをあらわすこととな

っています。そのため、単なる事業費の見積もりであるとか、収益の見

積もりだけではなく、ちゃんと今の料金レベルで更新はちゃんと出来る

のか、将来的に持つのか、というところまで考慮します。ですから、投

資と財源に当然ギャップが出る可能性がございます。投資はしなくては

いけないが、収入は少ないという場合には、それをどう埋めるかという

ことを示します。それは２通りの考え方があって、その経費を限りなく

節減していくあるいは、更新については出来るだけ長寿命化を計って耐

用年数よりも長く使う努力をするというのが１つ。もう１つは、料金体

系が今の事業規模に見合ったレベルなのか、というところを検討するこ

と。つまり、料金の改定を考慮する検討も必要だということです。この
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事務局 両面でギャップを埋めて１０年間をお示しする。そのため、今のマスタ

ープランよりも長期的な展望に基づいた１０年間計画と考えていただけ

ればよろしいかと思います。

会長 説明ありがとうございました。今説明していただきましたが、大体委員

の皆様方はよろしいでしょうか。そういうことで、４０年５０年という

かなり長期スパンのギャップを埋めるのは、たぶんどう埋めていくのか

が一番難しいところですごい策というのは無いと思いますが、どのよう

に皆様方が考えて将来負担していくか、ということになると思います。

そのようなことを策定していく第１回目が、６月から７月にかけてとい

うことで、まだそこでは案を出していただけるということになっていま

す。平成３０年度は大きい仕事が我々にも待っているということを、委

員の皆様方にはご理解いただきたいと思いますが、委員の方々から何か

ありますでしょうか。

委員 １点お願いがあります。計画を作ることは大事ですが、最終的には実行

をどうするかについて、長期スパンになればなるほど実行がどこまで出

来るのかというところがあると思うので、例えば計画の５年後にこの審

議会を必ず開いて計画の進捗度合が何パーセントであるとか、パーセン

トという話ではないかもしれませんが、どれくらい到達できているのか

というところの仕組みが大事なのかなと思います。そういったところも、

もちろんある程度入っているとは思いますが、より詳細にしていただけ

ると良いのかなと思いました。もし、今その仕組み作りを考えられてい

るのであれば教えていただきたいと思います。

事務局 現在動いているみやざき水ビジョン２０１０について、経営戦略も策定

いたしますが、平成３２年度以降の１０年間もまた、策定をする予定で

す。それとあわせて、経営戦略の中にも投資と財源の計画があり、水ビ

ジョンの中でも１０年間の計画があります。その中で毎年の予算決算を

見て、プラスに動いているのか、マイナスに動いているのかで、もし計

画よりもプラスに動いているのであれば、次の年の予算編成でそれを反

映させるような形でやっていきます。ただし、毎年のローリングはもち

ろんしていくのですが、どこかで区切ります。委員さんの方からお話が

ありましたけれども、おおむね５年をめどに例えばマスタープランの改

定のような検証を行った上で、財源財政の面が目標としている水道事業

の姿になっているかどうかを併せて検証して見直すということはしたい

なと考えております。経営戦略と水ビジョンが両輪で動くようなイメー

ジです。

委員 分かりました。
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会長 経営戦略の場合には、予算決算でうまくいったかいかないかということ

がもう出てきますがそれも含めて５年間ということで、新しい水ビジョ

ンが平成３２年度からということは、平成３１年度にはもう作り始めな

ければいけないということになります。平成３０年度、平成３１年度と

いうのは、この審議会においても将来の宮崎の４０年５０年を作ってい

かないといけないという重要な年になります。そういう点でご理解いた

だいて、水ビジョンも大きい事業ですので、そのように進めていくと説

明がありましたけれども、委員の皆様方よろしいでしょうか。

（委員同意）

会長 続きまして、会次第３「現地視察」について、初めに事務局から下北方

浄水場新系浄水施設整備事業について説明があるとのことですので、お

願いいたします。

事務局 下北方浄水場新系浄水施設整備事業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すでしょうか。

会長 質問等はないようですので、ここで私の議事進行は終了しまして、この

後は事務局にお任せしますので、よろしくお願いします。

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。それではこの後、

実際の現地視察に移りたいと思いますが、その前に、局長から御挨拶を

申し上げます。

局長 【局長あいさつ】

事務局 それでは、まず隣の中央監視室に行きますので、その後１階の方へ行き

ます。その時に荷物を持って行っていただければと思います。１階に荷

物を預かる場所を設けておりますので、よろしくお願いいたします。

【現地視察 下北方浄水場新系浄水施設整備事業】

○説明者：下北方浄水場長、浄水課長補佐

【閉会】


