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平成３０年度 第３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７月１３日（金） 午後２時００分～３時５０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） 適正な水道料金等のあり方について 

① 現経営計画について 
② 次期経営計画の試算 
③ 水道料金等の方向性 

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 

竹内 信仁（愛知学院大学総合政策学部教授） 

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） 

鈴木 誠美（豊田森林組合代表理事組合長） 

成瀬 修司（豊田市小中学校長会） 

西山 良博（区長会理事） 

近藤 信子（足助地域会議委員） 

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） 

須賀 博之（公募委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ─ 2 ─ 

     ＜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） 

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） 

大沼 宏太郎（上下水道局経営管理課主事） 

 

 

【欠席者】＜委 員＞ 伊藤 健一（連合愛知豊田地域協議会） 

深見 友和（稲武地域会議会長） 

梅森 美佐惠（ＪＡあいち豊田女性部部長） 

安藤 みさ子（公募委員） 

 

 

【傍聴者】      なし 
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【議事等の摘要】 

 

１ 会長あいさつ 

・今回は次第にありますように、適正な水道料金等のあり方について審議をいただき
たいと思っております。 

・委員の皆様には、まず、前回の答申内容、現在の経営計画や会計の仕組みなどのお
さらいをしていただきながら、次期経営計画の試算がどうされているか、ポイント
を含めて説明をいただいた上で、平成３１年度からの４年間の次期水道料金算定に
ついて審議をいただくことになっています。 

・よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 議事 

 ＜第２回上下水道事業審議会における動議について＞ 

 ○澤田課長 

  ・前回提案のありました動議について、諮問の内容に「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」という部分があ
り、これについて反対意見をいただいております。 

・前回の説明と重複いたしますが、人口は微増で世帯数は大きく増えている傾向があ
ります。また、水需要の減少要因として考えられる節水型機器の普及を一つの例と
して、諮問書に記載させていただいております。 

・須賀委員の御指摘とおり、それだけが理由ではないと思います。最近では飲み水を
水道水ではなく、購入するという人もいらっしゃいますし、先回、御説明したとお
り基本料金と従量制の関係など、様々な要因が考えられます。 

・これらの因果関係まではわかりませんが、人口１人当たりで見たところ、１日平均
の有収水量は減っています。これが事実です。 

・もう少し見ていきますと、生活用水は確かに減少しており、合併後のピークである
平成１９年度から、有収水量は約１００万立方メートル減少しております。 

・これらのことから料金収入の大幅な増加は、期待できないと想定されますが、本日
の議題の経営計画の試算において、傾向なども含めお話させていただきたいと思っ
ております。 

・なお、諮問書の内容は市長が審議会に諮問させていただいたものですので、諮問の
表現や表記について変更はいたしません。御了承いただきたいと思います。 

・この後の議題となっております「適正な水道料金等のあり方について」で、皆様に
御審議いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○白井会長 

・当審議会では、ただいまの説明を認め、今回の動議については採用いたしませんの
で委員の皆様には御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 
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（１） 適正な水道料金等のあり方について 

① 現経営計画について 

○経営管理課播磨主査 

 ・資料に基づいて説明 

② 次期経営計画の試算 

○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 

・資料１－３まで見させていただき、事前に疑問点について質問し、回答をいただき
ました。まず１点目の質問は、平成２８年度決算の出資金６億円が記載漏れという
ことでした。 

・２点目は、資料１－３の平成２９年度のところに補正予算が記載されていますが、
これについては、既に決算の数値が出ているので、決算額を記載すべきではないか
という質問をしました。この回答は、決算額では事業実態を正確に反映できないと
いうことでした。 

・３点目は、減価償却累計額を平成２６年度から解析してみたところ、前年度に対し
て次年度の減価償却累計額がマイナスになる部分があり理由を聞きました。回答は、
固定資産が除却されることで減価償却累計額が減少するためということでした。そ
のようなことがあるのでしょうか。 

・４点目は、内部留保資金について、損益計算書や貸借対照表のどの数字を見て計算
すればよいか聞きました。回答をいただき、とりあえず解りましたが、内部留保資
金のその他の計算方法のところで、その他は、退職給付引当金と繰延収益の一部で
ある繰越工事資金１億９千５百万円を足して算出されるということですが、繰越工
事資金というのは負債の部の繰延収益の一部ということならば、ここに記載できな
いでしょうか。 

・いろいろ質問しましたが、１番の疑問点は減価償却費で、回答の中に固定資産を除
却するということが書いてありましたが、償却期間内は最低そこまで使用するのが、
企業努力だと思いますが、質問に対して、答えていただければありがたいです。 

○池田担当 

・平成２９年度の決算数値を載せていないのはなぜかということですが、議会で決算
の認定を受けていないということのほか、平成２９年度に事業が終わらずに繰越し
となっている事業が多くあり、多額の事業費を繰り越しています。 

・これは、２９年度予算の事業がまだ完了していないということで、２９年度決算に
は、繰越事業の数字が反映されません。 

・２９年度予算として計上した事業は、２９年度の収入で実施することになりますの
で、繰越事業に対しての収入は２９年度の収入に計上されていて３０年度の収入に
は計上されません。 
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・繰越事業は、２９年度の予算で実施する事業ということになりますので、その事業
も実施されれば、２９年度相当分の内部留保資金も減少することになりますが、決
算値では、その数字が反映されないことになります。 

・そうなると必要以上に内部留保資金が膨らむことになるため、繰越事業を反映した
数字として、最も近い数字になる補正予算を計上しております。 

 ○須賀委員 

  ・繰越事業が多い理由は何ですか。 

○池田担当長 

  ・水道事業は、下水道事業や道路整備、区画整理事業など、他の事業の進捗に合わせ
て実施しなければならない事業が多くあり、結果として繰越事業が増えました。 

  ・次に、内部留保資金と減価償却累計額の計算ですが、減価償却は、用途や材質によ
って耐用年数が決まっており、毎年、償却率に応じ計算しています。 

・固定資産をシステムに登録し、計算していますが、償却は毎年償却をしても５％の
価値を残しておくことになっているため、償却を続けても、最終的に５％の価値は
残ることになります。 

・古い施設を取り壊すと減価償却累計額は減少しますが、新しい施設の減価償却は翌
年度から始まりますので、減価償却累計額だけが減少することはあります。 

 ○須賀委員 

  ・減価償却累計額から試算すると減価償却費は３０億円から４０億円ぐらいだと思う
のですが、経営計画の減価償却費は５０億円ぐらいになっていると思います。 

  ・３０億円から４０億円という数値と５０億円という数値がダブルスタンダードみた
いでおかしいと思います。１千億円の資産があり内部留保資金も１４０億円という
前提として、今の説明で数字が違ってくるのがよくわかりません。 

 ○池田担当長 

  ・長期前受金戻入という収入があります。長期前受金戻入とは国庫補助金や工事負担
金など工事に対する財源ですが、その財源を毎年固定資産の耐用年数に合わせて収
益化します。 

・長期前受金戻入は、補助金等は既に受け取っていますが、収益の金額は耐用年数に
応じて計上していきます。 

・減価償却費と同様にお金の動きのない収入で、減価償却費から長期前受金戻入を控
除した額とその年度に使用した差額が内部留保資金に貯まっていくことになります。 

 ○須賀委員 

・長期前受金戻入が５億円ぐらいあるのですか。 

 ○池田担当長 

  ・長期前受金戻入は、１３億円ぐらいあります。 

 ○須賀委員 

  ・減価償却費というのは支出の中では非常に大きい金額で、これが内部留保資金に貯
められていきますので、減価償却費と内部留保資金のバランスが物凄く大事だと思
い、その根拠をはっきり示して欲しいと思い質問しました。 
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・このバランスをどう維持しているかということが料金の見直しに大きく関わってく
ると思います。 

 ○池田担当長 

  ・おっしゃるとおり、内部留保資金が極めて大切なものになってきます。実際、固定
資産や減価償却費に対しどれぐらいの内部留保資金が適切か、他の自治体などに問
い合わせても、答えが出ないということもあります。 

 ○須賀委員 

  ・豊田市は１４０億円もあるということで、このバランスが非常に問われると思いま
す。 

○池田担当長 

 ・豊田市の場合は市域が広いこともあって、施設がかなり多いという事情があります。
その関係で減価償却費が高くなっている実情もあり、減価償却費が費用面で大きく
なっています。 

 ○須賀委員 

  ・内部留保資金が１４０億円ぐらいありますが、継続的にこの２、３年で大幅に使っ
てしまいますが、その考え方をお聞きしたいのですが。 

 ○池田担当長 

  ・上下水道局としても枯渇しないように、いろいろなバランスを考えていく必要があ
ると思っています。 

・現在、進めているストックマネジメントで資産をしっかり把握し、計画的な更新を
図っていけば、こうした状況も、改善の方向に向かっていくと考えており、その構
築を喫緊の課題として進めているところです。 

 ○須賀委員 

  ・しっかりやっていただきたいと思います。 

  ・それから今日、説明を受けた資料１の１０ページ、収益的収支の給水収益の中で豊
田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業を見込んでいると書いてありますが、どう
いう具合に見込んでいますか。以前、平成３８年からという資料をいただきました
が、今回、関係するのですか。 

 ○池田担当長 

  ・豊田・岡崎地区研究開発施設は、現在整備を進めており、平成３６年ごろからの給
水を見込んでいます。 

  ・３１年から３５年については、造成事業などに伴う水需要を若干見込んでいます。 

 ○須賀委員 

  ・次の１２ページの他会計補助金６億円は、資本的収支の出資金６億円と関係してい
ると思いますが、出資金６億円がなくなるので、収益的収支の補助金として６億円
を入れたということですか。 

 ○池田担当長 

  ・平成２８年度までは、建設事業にかかる体質強化、資本強化ということで、出資金
として一般会計から６億円を繰り入れていましたが、簡易水道統合によって事業を
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圧迫する可能性があり、出資金から補助金に切りかえた経緯があります。 

 ○須賀委員 

  ・他都市の場合で、水道事業に補助金として６億円もの額を出している例はどこかに
資料としてありますか。 

 ○池田担当長 

  ・簡易水道をここまで大規模に統合しているところはおそらくないと思いますので、
他都市の事例として、合致するようなところはないと思います。 

 ○須賀委員 

  ・一般会計から６億円もの補助金を受けるというのをどう思いますか。 

○池田担当長 

  ・地方公営企業というのは独立採算というのが建前でありますので、こういった補助
金等は、できるだけ削減するというのが本来だと思います。 

・６億円を削減するとなると市民生活への影響が非常に大きいということもあります。
また、簡易水道統合によって豊田市の水道事業を一体として経営できることになり、
市域を一つとして管路再編の計画といったこともできるようになると思いますので、
今後の状況をみて検討していきたいと思います。 

 ○須賀委員 

  ・後ほど改正水道法に触れようと思いましたが、水道事業民営化になると一般会計か
らの補助金はなくなり、その分水道料金が値上げされる可能性が十分あると思いま
すので、水道事業の民営化については慎重にやっていただかなくてはならない。す
ごく心配な部分です。 

 ○池田担当長 

  ・水道事業の民営化については、慎重に検討していかなければいけないと思っていま
す。 

 ○須賀委員 

  ・次に、資料１の２０ページ新規給水負担金ですが、豊田・岡崎地区研究開発施設が
口径１５０ミリで給水するということで、現行の負担金ですと２千万円ほどになり
ますが、あそこまで水道を引く距離が新規給水負担金には考慮されてないと思いま
すがどうなっていますか。 

 ○池田担当長 

  ・豊田・岡崎地区研究開発施設については、相応の工事負担金をいただくことになり
ます。開発に伴う工事に対しては、事業費等を勘案し計算した額を負担していただ
きます。 

 ○須賀委員 

  ・やはり平成２９年度決算額が、経営計画に書かれていないのはおかしいと思います
がいかがですか。 

 ○池田担当長 

  ・決算額だと、繰越事業が反映されておらず内部留保資金が、まだ減少してない状態
となってしまうので、補正予算としています。 
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・それから繰越工事資金の貸借対照表への表示についてですが、繰越工事資金は貸借
対照表の項目にはなく、あくまで工事負担金ということになるため、貸借対照表に
記載するのは難しいです。 

 ○石橋委員 

  ・内部留保資金が確保できることになっていますが、基本的に資本的収支の不足額を
内部留保資金で補っていくと思います。１６ページのところの平成３４年度は、内
部留保資金が４６億円で資本的収支の不足額が４８億円ということは、確保できな
いということではないのですか。 

 ○池田担当長 

  ・一番下の内部留保資金は不足額を補てんした後の結果ですので、補てんした残りの
額が記載してあります。 

 

② 水道料金等の方向性 

○経営管理課播磨主査 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

○西山委員 

 ・水道料金、給水負担金及びメーター負担金は、据え置きということで、一市民とし
てはありがたいと思っております。 

・内部留保資金が年々減ってきますので今後、ストックマネジメントで計画的にやら
れていくそうですけれども、少し心配な面もあります。 

・未曾有の災害、大阪で起きた地震、西日本の豪雨などで、水道施設が破壊されとき
に、これが水道料金にはねかえってくるのかどうか心配していますが、そのあたり
をお聞かせいただければと思います。 

 ○澤田課長 

・今回のような非常に大きな地震や水害となりますと、水道料金でというよりも、ま
ずはその復旧という視点で動きますので、お金がない場合は、一般会計等から支援
していただけると思います。 

・今後、少しでも災害に強い水道事業ということで、耐震化も進めていかなければい
けないと思っており、今回、この計画の中に、そういった視点の事業も入れており
ますので、皆さんの御心配のないようにしていきたいと思っております。 

 ○須賀委員 

 ・水道料金の事務局案が提案されましたが、以前は提案の前に他都市とのバランスや
いろいろな比較をして、豊田市がどういう位置にあるかという説明を受けたと思い
ますが、今回はそういう説明はないのですか。 

 ○澤田課長 

  ・１回目と２回目の審議会で説明させていただきましたので、須賀さんのおっしゃる
とおり、少し復習しながら進めるべきかとも思いましたが、皆さん、ご覧いただい
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ていることを前提で進めさせていただきました。 

 ○南委員 

  ・細かいことはともかく、全般的なことで申し上げますと、今までの経緯、状況を考
えると、事務局の提案は非常に良いと思います。 

・今のこのような資金的、財政的な状況であれば、ここで見直しを行っていくという
理由としては弱いと思います。もっと明確な、だれが見ても、この４年後は危ない、
あるいは８年後はさらに危なくなるというのが見られないとだめだと思います。 

・そこで私が期待したいのは、先ほどの説明でありました、ストックマネジメントで
す。そこで、行おうとしている方向は平準化という説明がありました。今までは、
でこぼこの山があり、その山を克服できなかったのですが、今度はそれを克服して
平準化に持っていきたいという考え方です。 

・その平準化をやるためには、資産の正確な把握が必要であると思います。正確な資
産を把握することができれば内部留保資金がどれだけあればうまくいくかというこ
ともわかってくるのではないかと思います。 

・そして、財政的な平準化を行っていくという考え方でしょうから、私は、この案で
良いと思います。だから、賛成したいと思います。 

・ただし、２年間たって、先ほどのストックマネジメント計画策定後、この審議会で、
御報告をしていただき、そこで悪いような状況が出てくれば、これは４年間たたな
いうちに見直しをやらなければいけないということが起こってくるわけですが、私
はそういうことが起こらないことを期待したいと思います。 

・これからの事務局の努力に期待をして、私はこの案に賛成したいと思います。 

 

 ＜採決＞ 

 ○白井会長 

・それでは、次期水道料金等について採決いたします。 

・平成３１年度から４年間の水道料金等について、事務局提案どおり据置きで賛成の
方は挙手をお願いします。 

 

  ≪ 全員賛成 ≫ 
 

・ありがとうございます。それでは、全員一致ということで、水道料金等は据置きと
いたします。 

 ○白井会長 

  ・今後に向けて解決していくべき課題等がありましたら、御意見を伺いたいと思いま
す。 

 ○須賀委員 

  ・第１回の審議会で改正水道法の問題について指摘しました。今国会の６月２７日に
厚生労働委員会に提案され２９日と７月４日の２日間、審議されました。審議内容
について全部は把握していませんが、それほどの審議はなかったように思います。 
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  ・附帯決議が議決されて７月５日に衆議院の本会議で与党多数で賛成され、今、参議
院に回っています。 

・あまり世論では、話題に上りませんでしたが、６月３０日の新聞を見られた方もあ
ると思いますが、水道民営化ということでいろいろな問題点が書いてありました。 

・改正案の問題点については、ビデオで本会議の議論のところを用意してきましたの
で見ていただきたいと思いましたが、準備が間に合いませんでしたので、次回見て
いただけたらと思います。 

・先ほどからいろいろ話題になっている、大阪の北部地震や今の水害での水道のイン
フラストラクチャーの重要性というのがますます重要になると思います。 

・水道事業というのは本当にライフラインの中でも一番重要で、行政でも一番重要視
しなければならないと思います。そこが民営化なったらどうなるのか、すごく心配
しているとこです。 

  

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 

 ・委員の皆様には大変暑い中またお忙しい中、審議会に御出席いただきましてまこと
にありがとうございました。 

・また、熱心に御審議をしていただいて、審議会としての据置きという結論を出して
いただき、ありがとうございます。 

・次回は、先ほど来、話が出ていますように、答申書の案について御審議いただきま
す。審議会としての色々な御意見を答申書の中に盛り込んでいただきたいと考えて
おりますので、次回も活発な御意見をお願いしたいと思います。 

・今日は誠にありがとうございました。 
 
午後３時５０分終了 


