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平成３０年度 第２回豊田市上下水道事業審議会 会議録（概要版） 

 

【日時】 平成３０年６月２６日（火） 午後２時００分～３時４４分  

 

【場所】 豊田市役所 南５１会議室 

 

【次第】 １ 会長あいさつ 

 ２ 議事 

（１） 決算等について 

① 平成２９年度水道事業会計決算について 
② 平成２９年度水道水源保全事業特別会計決算について 
③ 平成２９年度下水道事業会計決算について 

（２） 豊田市における水道料金等の現状 

３ その他連絡事項等 

４ 事業管理者あいさつ 

 

【出席者】＜委 員＞ 白井 正敏（中京大学経済学部教授） ※会長 

南  龍久（愛知大学名誉教授）   ※副会長 

石橋 博文（豊田加茂薬剤師会監事） 

鈴木 弘美（下山地域会議委員） 

深見 友和（稲武地域会議会長） 

鈴木 誠美（豊田森林組合代表理事組合長） 

西山 良博（区長会理事） 

近藤 信子（足助地域会議委員） 

梅森 美佐惠（ＪＡあいち豊田女性部部長） 

杉本 敦子（商工会議所女性会会長） 

近藤 恭弘（商工会議所第一工業部会部会長） 

安藤 みさ子（公募委員） 

須賀 博之（公募委員） 
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     ＜事務局＞ 今井 弘明（豊田市事業管理者） 

伊藤 裕二（上下水道局局長） 

杉本 尚久（上下水道局副局長） 

水谷 隆治（上下水道局総務課長） 

澤田 亜紀（上下水道局経営管理課長） 

成瀬 光明（上下水道局企画課長） 

岡部 年朗（上下水道局料金課長） 

堀江 荘平（上下水道局水道整備課長） 

神谷 憲秀（上下水道局水道維持課長） 

丹羽 勝彦（上下水道局上水運用センター所長） 

山口 正美（上下水道局下水道施設課長） 

野口 朝司（上下水道局下水道建設課長） 

畑田 彦（上下水道局経営管理課副課長） 

八木 衣絵（上下水道局経営管理課担当長） 

池田 浩司（上下水道局経営管理課担当長） 

土屋 宅央（上下水道局経営管理課担当長） 

播磨 有希子（上下水道局経営管理課主査） 

古田 ひろこ（上下水道局経営管理課主査） 

 

 

 

【欠席者】＜委 員＞ 竹内 信仁（愛知学院大学総合政策学部教授） 

伊藤 健一（連合愛知豊田地域協議会） 

成瀬 修司（豊田市小中学校長会） 

 

【傍聴者】      なし 
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【議事等の摘要】 

 

１ 会長あいさつ 

・本日は次第にありますように、平成２９年度決算報告と豊田市における水道料金な
どの現状が議題となっております。 

・先回、市長より適正な水道料金のあり方について諮問をいただいております。 

・本日は、豊田市の水道料金の現状を説明いただきますので、前回の豊田市の水道事
業の概要を含め、皆様にも御理解いただき御審議いただきたいと思います。 

・よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 議事 

 ＜諮問内容について（動議）＞ 

○須賀委員 

・先回、諮問内容について、若干、認識の違いがある思い発言しましたが、それにつ
いて、資料を事務局に提出しました。諮問書の文面は、事実認識が違い、これを基
に検討することは、問題があると思います。 

○澤田課長 

  ・先ほどは、貴重な資料ありがとうございました。 

・確かにいただいた資料にあることも事実ですが、私どもの調べた単身世帯の増加と
いうのも事実でございます。 

・それぞれの事実を踏まえた上で、料金の見直しについて検討し、最後答申の中で整
理したいと思いますので、諮問については、そのまま変更せずに行こうと思います。 

○須賀委員 

  ・私が、動議を出しました事項について簡単に説明しますと、諮問書の本文のところ
で、「一方で、単身世帯の増加等による世帯構成の変化や、節水型機器の普及による
水需要の減少等が見られ」という認識ですが、私がデータを解析したところ、ほと
んどこの世帯数が変わっても、有収水量に変わりがなく、ほとんど変化もなく、減
少とかは全くこの１０年はないと思います。 

・私が提案した文面は、一方のとこからのですけども、「今後の水需要の見通しは、給
水人口については、穏やかな増加傾向が続き、有収水量はほぼ横ばいの傾向にあり」、
ここから同じですが、「給水収益の大幅な増加は見込めない」ということになると思
いますので、検討いただきたいと思います。データなどを調べると、リーマンショ
ックによる影響はかなりあったと思いますが、この１０年ぐらいは節水型機器の影
響は全くないと思います。 

○池田担当長 

 ・１０年ぐらい前の、一番有収水量が多い時期を比べてみると、有収水量の絶対的な
量は減少しており、世帯数の大幅な減少がないにもかかわらず有収水量は、減って
いるという事実がございます。 
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・確かにリーマンショックとか、経済的な情勢といった事情もあると思いますが、世
帯の構造変化で、１人当たりの水の使用量が、減っている傾向が見られると思いま
す。そのことを考えますと、今後、絶対量自体は大幅な増加・減少はしばらくはな
いと思いますが、１人当たりの水の使用量といったデータで考えてみますと減少傾
向が見られると思います。 

○須賀委員 

 ・今日、提出しましたので、すぐに答えられない部分もあると思いますが、一度検討
していただきたいと思います。 

○白井会長 

・事務局で一度検討していただいて、回答をいただくということでお願いします。 

 

 

（１） 決算等について 

① 平成２９年度水道事業会計決算について 

○経営管理課池田担当長 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

○須賀委員 

・損益計算書と貸借対照表ですが、報告書の１ページのところにある収益的収支のと
ころにも同じ項目があります。この項目のところに、損益計算書の見出しの１の営
業収益とか、営業費用といった欄をつくっていただくと、この表との関係がわかり
やすくなると思います。 

・１ページの決算状況は自由につくれる書式ですから、収益的収支のところの項目に
中間項目というのを作ったら、わかりやすいと思います。 

○池田担当長 

  ・ありがとうございます。資料のつくり方も含めまして、来年度以降、考えたいと思
います。 

 ○深見委員 

  ・最後の方で内部留保資金の説明がありましたが、どこに書いてありますか。 

○池田担当長 

・すみません。資料には、記載してありません。 

・計算方法は、貸借対照表の左下の２流動資産の流動資産合計１５４億９千９百万円
余から右側の４流動負債の流動負債合計の３２億７千９百万円余から（１）企業債
１４億４千８百万円余を除いた１８億３千万円余を差し引いた１３６億６千８百万
円余が内部留保資金になります。 
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② 平成２９年度特別会計決算について 

○（上下水）総務課水谷課長 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

○須賀委員 

 ・昨年、お願いした１の水道水源保全基金について（２）の表を見直していただきあ
りがとうございます。非常によくわかるようになったと思います。 

・それから、２の特別会計決算状況のところの括弧は要らないと思います。 

・右のページの（２）の事業実績の⑤水道水源モニタリング事業に１，０００万円ぐ
らい使っていますが、このデータをもとに③の水道水源林間伐事業をやるべきでは
ないかと思います。 

・また、事業費が３，０００万円ぐらいの事業に対して、どうして１，０００万円の
調査費をつけて、１０年もやるのですか。 

○水谷課長 

 ・モニタリング事業は１０年で完結しますが、間伐事業は、その後もずっと続いてい
くと考えています。それを活用する方法はもちろん考えていきたいと思っています。 

○須賀委員 

  ・間伐のやり方について、この調査が生かされている事例はありますか。 

○水谷課長 

  ・今後、生かしていきますが、今は現在までの間伐実施前の状態を調査しており、今
後、間伐実施後の状態の調査を始めるところで、まだこの結果については、生かさ
れてはいないのが現状です。 

○須賀委員 

  ・間伐後といっても、２７年度からやっていますよね。 

 ○水谷課長 

  ・間伐実施後の調査は、間伐実施前の調査をやったあと、下草が生えて地面が整って
から行うために数年かかります。 

 ○須賀委員 

  ・できるだけ、整合が合うようにお願いしたい。 

 

③ 平成２９年度下水道事業会計決算について 

○経営管理課八木担当長 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

 特になし 
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（２） 豊田市における水道料金等の現状 

 ○経営管理課播磨主査 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

 ○須賀委員 

  ・昨年の審議会でいただいた経営戦略の資料の将来の事業環境のところに、給水人口
と水需要の見通しがあり、平成３８年度に開発事業による水需要の増加で、収入が
１億５，０００万円ぐらい増加することが見込まれています。 

・給水に余裕があるので、それに関連して施設の増強はないと思いますが、管路等に
は問題があると思い、アセスメントの影響書を調べました。 

・この事業を豊田市の水道事業でやるということが書いてあり、給水量が日量６００
㎥で、最大は２，７００㎥と膨大な数字が書いてあります。 

・６００㎥と２，７００㎥を口径で考えると、６００㎥だとだいたい１５０ミリで間
に合うと思いますが、２，７００㎥となると、約３００ミリが必要となります。 

・現在の料金体系は１５０ミリが最高なので、３００ミリとなると、今までの考え方
から大きく乖離するので、審議会でそれを加味した料金改定を検討する必要がある
と思いますが、いかがですか。 

 ○伊藤局長 

・御質問のありました開発事業は、最近の話ではなく、平成２０年ぐらいに申し込み
があり、長年、事業として認識し、対応してきました。 

・費用については、基本的には受益者負担でほとんどを負担していただきますのでイ
ニシャルコストについては、問題ありません。 

・メーターは、１５０ミリが豊田市の最大ですが、施設受水槽方式等により行います
ので、一度にそれだけの水を使う訳ではありません。 

 ○須賀委員 

  ・今のところ１５０ミリで間に合うだろうということですか。 

 ○伊藤局長 

  ・はい、最初に相談があったときから最大１５０ミリということで説明してあります
ので、そういった規模の施設になります。 

 ○須賀委員 

  ・アセスメントを見ると２，７００㎥という数字が出てきますが。 

 ○伊藤局長 

  ・２，７００㎥は、１日の最大水量です。施設は、１日の最大規模で送水できるよう
に例えば上下水道局で受水タンクを作り、また、事業者の施設内にも受水槽を作っ
てもらうといったことで対応していきます。 

 ○須賀委員 

  ・料金については３１１円でやれるということですか。 
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 ○伊藤局長 

  ・今のところそこだけ違う料金ということは考えていません。 

 ○須賀委員 

  ・料金改定の中で、開発事業のことを考慮する必要がありますか。 

 ○池田担当長 

  ・計画としては、開発による事業で使用する水量とか、料金収入の見込みについても
考慮して、審議していただくことを考えております。 

 ○須賀委員 

  ・豊田市の場合、収入もそんなに大幅に変わらず、内部留保資金も莫大な金額があり
ます。開発事業が相当大きく影響しても、値下げは不可能だと思いますが、ほとん
ど料金改定の必要はないというイメージ持っていますが、どうでしょうか。 

 ○池田担当長 

  ・次回以降で試算の数値はお見せしていこうと思っております。それをもとに、検討
していただきたいと思っております。 

 ○須賀委員 

  ・開発事業の水道はどこからもっていきますか。 

 ○伊藤局長 

  ・一番東側の末端に配水場がありますので、そこからもっていこうと思っています。 

 ○須賀委員 

  ・豊田市の中の施設としては、日量６００㎥というのは多い方ですか。一番多いのは、
どれくらいですか。 

 ○伊藤局長 

  ・６００㎥というのは、多い方ですが、工場の方が多いです。この開発事業は、水を
使って何かをする施設ではありませんので、工場と比べると少ないです。 

 ○須賀委員 

  ・日量２，７００㎥が問題になると思っていました。そのようなことで、使わないな
ら何とかできると思います。わかりました。 

 

  

３ その他連絡事項等 

○経営管理課畑田副課長 

・次回の審議会開催予定について説明 

 

 

４ 事業管理者あいさつ 

 ・委員の皆さんには御多忙の中、長時間にわたり、ありがとうございました。 
・今年は雨も多く、豊田市の水がめの矢作ダムも、昨年と比較しますとかなり貯水率
も高く、当分の間は、水の心配はないと考えています。 
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・ただ、これからの時期、豪雨ですとか、それから先週も大阪北部地域で大規模な地
震がございましたし、各地で地震も結構起こっている状況ですから、ともかくこの
地域で、災害が起こることのないように願っています。 

・次回は、今も話が出ましたように、具体の料金をどうしようか、諮問させていただ
いた水道料金をどうしようか、ということについて御審議をしていただくことにな
りますので、よろしくお願いします。 

・今日も、大変暑い日になっておりますけれども、夏本番はこれからでございますの
で、委員の皆さんも、体調を崩されないように気をつけてお過ごしください。 

・本日はどうもありがとうございました。 
 
 
午後3時4４分終了 


