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 平成２８年７月１１日付け浜上水第１４０号で諮問のあった小浜市上水道

事業料金制度について、４回にわたり審議会を開催し協議を重ねた結果、別紙
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はじめに 

 

上水道は、公営企業としてその経営は独立採算制を原則とし、効率的な

経営のもとにおいて、適正な料金体系で健全な経営に努める必要がありま

す。 

 また、上水道は市民生活に欠くことのできない重要なライフラインとし

て、その役割はより一層強くなっています。 

 小浜市の水道事業は昭和３４年の創設以来、給水区域の拡張と安定供給

を図るため施設の拡充を行ってきました。そして公営企業としてより良い

サービスの提供と、将来にわたって健全で安定した経営を続けるとともに、

今後、老朽化を迎える施設の更新や耐震化、簡易水道等の上水道への統合

などを計画的に進めていく使命を負っています。 

 前回の水道料金制度審議会は、平成２３年度に開催され、答申では水道

料金の値上げとともに、３年から５年ごとに料金制度そのものを見直す機

会を設け、健全経営について検討することなどが提言されました。 

 このようなことから、平成２８年７月１１日、本審議会に松崎市長より

「小浜市上水道事業水道料金のあり方」について諮問がなされました。 

 今回の審議会では、前回の水道料金制度審議会から５年が経過した現状

と、今後５年間の事業計画に基づく経営状況、水道料金制度について検証

し、慎重に議論を重ねた結果、意見が集約されたのでここに答申をいたし

ます。 
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 答申内容 

 

１．小浜市水道ビジョンの改訂と小浜平野地下水調査 

  小浜市の水道事業は、平成２２年３月に策定された「小浜市水道ビ 

ジョン」の「安心・安定・持続を約束するおばましの水道」を基本理 

念とし、将来にわたり、安心でおいしい水道水を安定して供給し続け 

ることを目標に事業に取り組んでいます。 

 小浜市の上水道は、すべて地下水を水源としていますが、以前から 

地下水の水位低下や沿岸部での塩水化などによる水質悪化の恐れが 

あると言われており、「小浜市水道ビジョン」においても将来にわた 

って地下水を水源とすることへの懸念が示されています。 

 このことから、上水道水源として利用している小浜平野の地下水の

現状を科学的に把握する必要があるとして、平成２５年度から平成２

７年度の３年間で「小浜平野地下水調査」が行われました。 

その結果、小浜平野の地下水環境は概ね健全な状態ですが、既存の

水道水源の安全性を維持していくには、現状程度の揚水量を持続させ

ることが望ましいとの報告がなされました。 

 そのため、「小浜平野地下水調査」の結果を反映させるとともに、予

想を超える人口減少による給水量、給水収益の減少などの社会情勢の

変化を前提にして、今後、老朽化を迎える施設の更新や耐震化対策な

どにも対応するため、「小浜市水道ビジョン」の改訂を平成２８年度か

ら平成２９年度の２年間で行う予定とされています。 

 今回の審議会は、「小浜市水道ビジョン」の改訂を控えた時期ではあ

りますが、前回の審議会から５年目になることを受けての開催となり

ました。 

 このような状況から、本審議会が答申する提言につきましては、「小

浜市水道ビジョン」の改訂後に、再度審議会において協議していただ

かなければならない内容も含まれていることをご理解いただきたいと

思います。 
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２．収支計画 

  小浜市の上水道事業の収支計画について、その自主財源の根幹とな 

 る水道料金は、平成２３年度の水道料金制度審議会の答申を受け、平 

 成２４年１０月に改定を行ったものです。 

  収益的収支において、主な営業収益である給水収益の今後の見通し 

 は、平成２８年度において３億７千３百万円余りを見込んでいますが、 

人口減少による給水人口の減少や節水機器の普及等による使用水量の 

減少が進み、５年後の平成３３年度には３億４千万円余りにまで減少 

すると予想されます。 

 営業費用の今後の見通しは、安全な水道水を安定して供給するため 

の水質検査委託料や修繕費、動力費などの経費は継続的に必要となり 

ますが、大きな割合を占める減価償却費等が減少していくものと予想 

されます。 

 一方、資本的収支においては、現在の「小浜市水道ビジョン」に基 

づく、簡易水道の上水道への統合や老朽管の更新などの建設改良工事 

は続きますが、企業債償還額が以前と比較し減少していることから、 

財源的に賄える見込みです。 

 水道事業の経営状況を示す指標となる給水原価（支出）と供給単価 

（収入）の関係については、平成７年度から給水原価（支出）が供給 

単価（収入）を上回る逆ざやが続いてきましたが、減価償却費や企業 

債支払利息の減少から平成２９年度には改善が図られる見込みとなっ 

ています。 

  また、水道事業会計の資金期末残高についても今後５年間は増加し 

ていく見込みとなっています。 

 

  このことから、現状では今後５年間は現行の水道料金で、概ね健全 

 な経営を維持することが可能であると考えられます。 
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３．具体的答申内容 

（１）現行の水道料金の据え置き 

   小浜市の水道事業は、収支計画において、現状では経営は安定し、

「安心・安定・持続した運営」ができる見込みと考えられます。 

   また現在、平成２８年度から平成２９年度の２年間で「小浜市水

道ビジョン」の改訂が進められており、新たな事業計画が示される

予定です。 

   このことから、今後、人口減少による給水収益の減少が見込まれ

ることなどを理由にした値上げや、また、ここ数年は安定した経営

ができることを理由に、市民の負担軽減を図るための値下げを行っ

た場合、「小浜市水道ビジョン」の改訂後に再度料金の見直しが必

要となることも考えられ、市民の混乱を招くことになることから、

今回は「現行の水道料金の据え置き」を提言します。 

 

   ただし、今後、給水収益の減少が進むなか、年々老朽化が進む施

設の更新や耐震化対策などを更に計画的に進めていく必要がある

と考えられることから、「小浜市水道ビジョン」の改訂がなされた

後、適当な時期に、水道料金制度審議会を開催し、新たな収支計画

において水道料金改定について協議していただくことが妥当であ

ると考えます。 

 

（２）料金体系の見直し 

   小浜市の料金体系は、基本料金と超過料金からなり、基本料金は

８㎥までを基本水量として、使用してもしなくても料金をいただく

部分と、超過料金として８㎥を超える部分については、使用量に応

じて４段階に料金単価を設定し、使用水量が多くなるほど料金単価

が高くなる「逓増制」としています。 

   これは、家庭用などの比較的使用水量が少ない使用者の負担を抑

え、使用量が多い使用者からの負担を多く求めるという考え方で、

全国の多くの水道事業で採用されています。 

   前回の審議会の答申において、基本水量の低減、従量制の導入な
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ど節水意識を高めることにつながる料金体系への転換と、どの使用

水量でも基本的に同じ料金となるような、わかりやすい料金体系の

仕組みづくりの検討について提言をいただいています。 

   今回の審議会では、「現行の水道料金の据え置き」を提言するこ

とから、次回以降の審議会で料金改定と合わせて料金体系について

も協議することが妥当であると考えます。 

 

（３）経営の健全化 

   現状では今後５年間は現行の水道料金で、概ね健全な経営を維持

することが可能であると考えられます。 

   しかし、水道事業の財源の根幹である給水収益の減少が続くこと

が見込まれるなか、更なる経営の効率化による健全化に努めていた

だきたいと考えます。 

 

   ①徴収率の向上 

    水道事業は公営企業として、その経営は独立採算制を原則とし、

利用者の皆様からお支払いいただく水道料金で運営しています。 

    本来、水道を利用するすべての利用者からご負担いただく経費

について未納があると、正しくお支払いいただいた利用者の水道

料金だけで賄うことになり、不公平が生じてしまいます。 

    年々、給水収益の減少が見込まれるなか、滞納者に対しては従

来からの電話、訪問などの催告はもとより関係部局との連携を図

り、特に悪質な滞納者に対しては「給水停止」などの毅然とした

法的措置を講じることが必要です。 

    昨年度からのアウトソーシング導入による民間活力を生かし、

徴収率の目標を前年度以上として、更なる向上を目指していただ

きたいと考えます。 
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   ②有収率の向上 

    水道水は経費をかけて作られるもので、有収率の向上は水道事

業経営の改善にもつながることから、漏水を防止し損失の抑制を 

図り、経費の回収に努めることが大切です。 

    小浜市の有収率は、概ね９０パーセントを超えていますが、

年々給水収益の減少が見込まれるなか、絶えず配水量と有収量を

確認し必要に応じて漏水調査や補修等を適切に行い、今後も高い

レベルの維持と更なる向上を目指していただきたいと考えます。 

    

   ③支出の削減 

    年々、給水収益の減少が見込まれるなか、今後も更なる経営の

効率化と経費削減に努めていただきたいと考えます。 

 

（４）利用者への情報共有の推進と危機管理体制の強化 

   水道事業は公営企業として、その経営は水道料金で運営している 

ことから、利用者への一層の情報公開と危機管理体制の強化に努め 

なければなりません。 

このことから、安心して水道水をご利用いただくための水質検査 

結果や経営状況が分かる決算報告などを、分かりやすく市の広報誌、 

ホームページなどで公開をしていただきたいと考えます。 

  また、水源地や配水池などの重要施設に対してのセキュリティ対 

策、災害時の応急給水体制や応急復旧体制などの危機管理体制の強 

化に努めていただきたいと考えます。 

 

（５）水道料金制度の見直しの義務付け 

   今後、震災や風水害などによる思わぬ被害対策や予定外の老朽化 

対策により、緊急的な支出の増大など、収支計画が大きく変わる可 

能性もあることから、前回の答申同様、今後も３年から５年ごとに 

水道料金制度を見直す機会を設け、健全経営の検討をしていただき 

たいと考えます。 



平成２８年度小浜市水道料金制度審議会　名簿　(上水道）

番号 代表 地区等 氏名 役職名 備考

1 市議会議員 今井
イマイ

　伸治
シンジ

産業教育常任委員会委員長 第1回～第2回

2 市議会議員 藤田
フジタ

　靖人
ヤスヒト

産業教育常任委員会委員長 第3回～第4回

3 学識経験者 大柳
オオヤナギ

　　茂
シゲル

前若狭健康福祉センター所長 会　長

4 学識経験者 商工関係 新谷
シンタニ

　　匠
タクミ

商工会議所副会頭

5 地区区長会 小浜 平井
ヒライ

　　賢
マサル

清滝区長（小浜地区会長） 副会長

6 〃 雲浜 木戸
キド

　孝一郎
コウイチロウ

一番町区長（雲浜地区会長）

7 〃 遠敷 芝
シバ

﨑
サキ

　末廣
スエヒロ

遠敷九・十丁目区長(遠敷地区会長)

8 〃 今富 森田
モリタ

　　治
オサム

府中区長（今富地区会長）

9 〃 口名田 和田
ワダ

　佳
ヨシ

士
ジ

滝谷区長

10 〃 加斗 岡本
オカモト

　博之
ヒロユキ

鯉川区長（加斗地区副会長）

11 水道使用者 小浜 塩野
シオノ

　弘恵
ヒロエ

（地区女性）

12 〃 雲浜 村松
ムラマツ

　美紀子
ミキコ

　　　〃

13 〃 西津 出口
デグチ

　　恵
メグミ

　　　〃

14 〃 内外海 中島
ナカジマ

　直美
ナオミ

　　　〃

15 〃 松永 永田
ナガタ

　和栄
カズエ

　　　〃

16 〃 今富 水口
ミナクチ

　志
シ

恵
ゲ

乃
ノ

　　　〃

幹　事 産業部長 天谷
アマヤ

　祥
ヨシ

直
ナオ

　

事務局　上下水道課

課　長 青木
アオキ

　英希
ヒデ　ノリ

水道建設管理
グループ

主　幹 上野
ウエノ

　正博
マサヒロ

課長補佐 和久田
ワクダ

　恒義
ツネヨシ

主事 竹内
タケウチ

　彰朗
アキオ

水道普及経営
グループ
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回数 月　日  会場　/ 議題 開始～終了 出席者数 欠席者数

市役所３階　３０２会議室 19:30～21：30 15 0

・委嘱状交付

7月11日(月) ・会長等の選出、諮問

・水道事業の現状について（概要説明）

文化会館４階　大会議室 19：30～21：30 14 1

2  8月18日(木) ・水道事業会計の経営状況について

現地視察 13：30～15：30 9 6

・志積簡水、湯岡水源、湯岡配水池

9月27日(火) 市役所３階 ３０２会議室 15：30～16：00 9 6

・小浜平野地下水調査結果の説明

市役所４階　大会議室 19：30～20：30 13 2

10月24日(月) ・水道料金の改定について

市役所３階　３０２会議室 19：30～20：30 12 3

11月28日(月) ・水道料金制度答申書（案）について

1

3

4

現地
視察

平成２８年度　小浜市水道料金制度審議会　開催記録
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●水道料金算出表　　　（口径別料金　　基本・超過料金併用）

メーター口径 基本料金 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
(8㎥まで) 9～10㎥ 11～30㎥ 31～100㎥ 101㎥～

13ｍｍ 800
20ｍｍ 1,100
25ｍｍ 1,400
40ｍｍ 2,700
50ｍｍ 3,700
75ｍｍ 7,800

※消費税は別途いただきます。
※1円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。

≪参考≫水道料金早見表 (消費税込)
口径13ｍｍ・20ｍｍ　使用水量51㎥まで表示 （単位：円)

使用水量 使用水量
（㎥） （㎥）

0 864 1,188 26 3,175 3,499
1 864 1,188 27 3,304 3,628
2 864 1,188 28 3,434 3,758
3 864 1,188 29 3,564 3,888
4 864 1,188 30 3,693 4,017
5 864 1,188 31 3,834 4,158
6 864 1,188 32 3,974 4,298
7 864 1,188 33 4,114 4,438
8 864 1,188 34 4,255 4,579
9 982 1,306 35 4,395 4,719
10 1,101 1,425 36 4,536 4,860
11 1,231 1,555 37 4,676 5,000
12 1,360 1,684 38 4,816 5,140
13 1,490 1,814 39 4,957 5,281
14 1,620 1,944 40 5,097 5,421
15 1,749 2,073 41 5,238 5,562
16 1,879 2,203 42 5,378 5,702
17 2,008 2,332 43 5,518 5,842
18 2,138 2,462 44 5,659 5,983
19 2,268 2,592 45 5,799 6,123
20 2,397 2,721 46 5,940 6,264
21 2,527 2,851 47 6,080 6,404
22 2,656 2,980 48 6,220 6,544
23 2,786 3,110 49 6,361 6,685
24 2,916 3,240 50 6,501 6,825
25 3,045 3,369 51 6,642 6,966

●料金の算出方法
（例）口径13ｍｍで月20㎥使用した場合

基本料金 800円 …8㎥までの料金
第1超過料金 220円
第2超過料金 1,200円

合計 2,220円
消費税 177円
請求額 2,397円

　　　（単位：円）　　（消費税抜）
超過料金（1㎥につき）

110 120 130 140

（＠120円×10㎥）…11㎥から20㎥までの料金

口径13ｍｍ 口径20ｍｍ 口径13ｍｍ 口径20ｍｍ

（＠110円×  2㎥）… 9㎥から10㎥までの料金
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○小浜市水道料金等制度審議会設置条例 

平成元年９月３０日 

条例第３５号 

改正 平成２年３月２８日条例第１２号 

平成５年３月２５日条例第２号 

平成１４年３月２５日条例第４号 

平成２１年３月３０日条例第３号 

（設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、水道料金制度および下水道料金制度に関する事項

を調査、審議するため、小浜市水道料金等制度審議会（以下「審議会」とい

う。）を設置する。 

（委員） 

第２条 審議会は、委員１５人以内をもつて組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験者 

(3) 公共団体の代表者および水道使用者または下水道使用者 

(4) その他市長が必要と認めた者 

３ 委員は、当該諮問に係る事項の審議が終了したときは、委嘱を解かれるも

のとする。 

（会長） 

第３条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指

定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は、会長が招集する。 
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２ 審議会は、委員の３分の２以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（幹事） 

第５条 審議会に幹事を若干名置き、市職員のうちから市長が任命する。 

２ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、産業部上下水道課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市

長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年３月２８日条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月２５日条例第２号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２５日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日条例第３号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 




