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平成２９年度第６回袖ケ浦市水道事業運営委員会 

 

１ 開催日時  平成３０年３月５日 午後１時３０分開会 

２ 開催場所  市役所７階会議室 

３ 出席委員 

会 長 島田 健彦 

副会長 萩野 秀 

委 員 増田 勉 

委 員 山本 正範 

委 員 塚本 易子 

委 員 柳井 優子 

委 員 粕谷 要 

委 員 藤城 光代 

 ４ 出席職員 

水道局長 渡邉 仁 

水道局次長 根本 正雄 

副参事(工務班長) 星野 誠 

副参事(給水･施設班長) 茂木 隆宏 

主幹(業務班長) 塩谷 晃雄 

主幹(庶務班長) 徳田 恵子 

副主幹 門脇 紀 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

６ 会議次第 

(１) 開会 

(２) 会長あいさつ 

(３) 局長あいさつ 

(４) 議事 

    議題１ 消滅時効の期間を経過した水道料金債権の放棄について 
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議題２ 今後の財政収支見込について 

(５) その他 

(６) 閉会 

７ 議 事 

 

【会長あいさつ】 

本日はお忙しい中、運営委員会に出席いただきありがとうございます。恒例

により簡単にあいさつさせていただきます。 

本日の議題は二つありますけれども、メインは「今後の財政収支見込みつい

て」です。１０年後の統一料金に移行できるよう、その間に適切な料金改定を

することであります。水道料金改定の検討は市民からの関心も高いことなので、

今回は各委員からの意見を多くいただきたいと思っております。 

もう一点は水道事業の統合広域化が円滑に実施できるように、諸手続きや事

務処理などに引き続き万全を期していただきたいと思っています。 

はなはだ簡単ですが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

【局長あいさつ】 

本日は、委員の皆様には、公私共にお忙しい中、ご出席いただきましてあり

がとうございます。 

ここ数日は、４月、５月の陽気を思わせる暖かさですが、まだすぐには春到

来とはならないと感じております。 

寒暖の差が激しいと体調を崩しがちですので、委員の皆様もご自愛くださる

ようお願い申し上げます。 

さて本日の議題は、議題 1 として、消滅時効の期間を経過した水道料金債権
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の放棄について、議題２として、今後の財政収支見込についてとなっておりま

す。 

議題２につきましては、前回、１月２５日の運営委員会で、皆様からいただ

いたご意見を反映した資料とさせていただいております。 

詳細につきましては、この後、担当より説明させていただきます。 

以上、はなはだ簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

 

【（４）議事】 

島田会長 それでは、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしく

お願いいたします。議題１、「消滅時効の期間を経過した水道料金債権

の放棄について」を議題といたします。事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局（塩谷主幹）【消滅時効の期間を経過した水道料金債権の放棄についての

説明】 

 

島田会長 議題１について、事務局から説明がございましたが、何か質問はご

ざいますか。 

 

柳井委員 １ページですけれども、平成２２年度、２３年度と比較して、平成

２４年度が所在不明分５９件と増えているのですが、何か理由がある

のですか。 

 

事務局（塩谷主幹） ５年経過した消滅時効の対象の年度が、平成２４年度分

になります。平成２２年度、２３年度は、本来であれば昨年度債権放

棄で処理するべきだったのですが、転居先が判明しているなど、交渉

できたので債権放棄しなかったものが若干あります。そういった分が

２２年度と２３年度のものになります。今年度、主に処理する分が

２４年度のため、多くなっております。 

 

柳井委員 平成２４年度がこれだけ一気に増えているということは、その前の

平成２２年度、２３年度の分は、昨年度に処理しているということで
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すか。 

 

事務局（塩谷主幹） はい、昨年度多く処理しています。 

 

柳井委員 それ以降の分が、ここに全部載っているというということですか。 

 

事務局（塩谷主幹） ３ページ目をご覧ください。下の段、平成２８年度、昨

年度の実績ですけれども、平成２３年度７１件２１万５千円となって

おります。この残りと言いますか、債権放棄しなかった分として今年

度処理しています。その前の平成２７年度分になりますと、同じよう

に平成２２年度分で８６件、約３０万円となっております。 

 

柳井委員 そうしますと、平成２４年度まで全部処理をして、その後は平成

２５年度からになるということですか。 

 

事務局（塩谷主幹） 来年度は主に平成２５年度分を処理することになります。 

 

柳井委員 そういうことですか、わかりました。 

 

萩野副会長 まだ平成２４年度で債権放棄をしていないものが、何件かあると

いうことですか。 

 

事務局（塩谷主幹） 実は１件ほど残っているものがあります。会社は倒産状

態なのですけれども、債務の整理がまだ終わっていなくて、もう少し

回収の見込みがありますので、それは残しております。 

 

島田会長 金額と件数を見たときに、いくらでもない金額のために、調べる労

務費の方が高くならないですかね。１件で５千円、２件で１万円のた

めに、二人で行っているのならば、放棄できるものは、思い切って統

合前に放棄した方がいいのではないですか。 

 

事務局（塩谷主幹） 企業会計なので費用対効果という部分は重要だとは思い

ますけれども、水道料金と下水道料金を一緒に徴収しておりますので、

３年目、４年目に水道は納めなくてもいいですけれども、下水道は納

めてもらうというのも整合性が取れなくなりますので、このような形

を取っております。 
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島田会長 そういうことですか。後は特に質問がないようですので次の議題に

移ります。 

     議題２は資料が多いので、事務局で区切りのいいところで、いった

ん質疑の時間を設けてもらって、続きの説明の後に議題２の全体とし

ての意見を伺うようにしたいと思います。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（星野副参事） 説明の前に資料の訂正をさせてください。前回、１月

２５日の第５回の運営委員会では、財政収支見込みについての資料の

中で基幹管路の耐震適合率が、目標を８６．１％、平成２８年度末の

実績を３５．９％としておりました。前回の資料では、厚生労働省の

統計数値を使用しておりまして、その中には休止資産の延長も含まれ

ており、国からの交付金の対象となる延長と捉え方が違いましたので、

今回基幹管路の耐震適合率の目標を８１．３％、平成２８年度末実績

についても２０．２％に訂正させていただきます。 

 

島田会長 要約すると、今日配布された資料の２ページ目は正しいのですが、

前回の運営委員会の資料の基幹管路の耐震適合率が間違っていました

ということですね。 

 

事務局（渡邉局長） 間違っていたというか、数字の捉え方が違っておりまし

た。前回、示させていただいた数字は、厚生労働省が毎年行っている

統計の数字を書かせていただきました。今回内容を再検討しましたと

ころ、統合してから、基幹管路の耐震化を行う延長とは合致しないと

いうことだったので、その延長を今回出すこととして、平成２８年度

末で耐震化されているものは２０．２％、１０年後には８１．３％を

目指すことになりました。今回、資料説明の前に修正をさせていただ

きました。ご理解いただければと思います。 

 

島田会長 どちらも正しいんだけれども、取り方が違うということですね。 

 

事務局（渡邉局長） そうですね。前回の平成２８年度末実績の３５％という

のは、延長の中に今は使っていない基幹管路も含まれておりました。

その使っていない分を引けば、分母が小さくなりますので、耐震化率

は高くなるんですけれども、これとはまた逆に、基幹管路から給水管



 6 

を取り出している管は、統計では基幹管路に含めておりませんでした。

今後、この給水管を取り出ししている管も基幹管路の耐震化事業とし

て交付金の対象になりますので、その部分の延長も新たに加えたため、

総延長が増え、耐震化率は２０．２％になり、前回よりも下がること

になったため、修正させていただきます。 

 

島田会長 わかりました。分母と分子が変わったということですね。これから

は、この考え方で行くということですね。 

 

事務局（渡邉局長） そうです。 

 

島田会長 県とか、他のところも同じような考え方なのですか。 

 

事務局（根本次長） 厚生労働省の考え方は考え方で、統計調査は行っていき

ます。実際の耐震化適合率は、実延長でやっていきますから差異が生

じます。 

 

事務局（渡邉局長） 前回の耐震化率では、使っていない管の延長も含めてし

まっておりますので、その捉え方では、１００％になりません。 

 

島田会長 使っていない管を含めて、世間一般的に耐震化率と言いますかね。

役所だから、そう言うのでしょうか。使っていないものは、耐震化率

には入らないのではないですか。 

 

事務局（渡邉局長） 実際、私もそう思いましたので、今回修正させていただ

きました。 

 

島田会長 わかりました。それでは説明をお願い致します。 

 

事務局（根本次長）【今後の財政収支見込についての説明】 

 

事務局（根本次長） 前半部分の説明として、ここでいったん区切らせていた

だいて、質疑をお受けしたいと思います。 

 

島田会長 ここまでのところで、何か質問はありますか。 
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（質疑なし） 

 

島田会長 では、ここで委員の皆さんから順にご意見をいただきたいと思いま

す。萩野副会長、お願いします。 

 

萩野副会長 一般会計から補助金というのは、ずっと見込まれるのですか。独

立採算制なので、本来であれば補助金なしというのが一番いいのでし

ょうけれども、その辺の行政との関わり合い、今までずっと補助して

もらっていたものが、今回、一気に料金に跳ね返ってくるとかなり大

きいと思います。行政の方は、どういうふうに考えているのでしょう

か。 

 

事務局（根本次長） それにつきましては、前回の運営委員会において委員の

方から意見をいただきまして、財政部局及び市長に説明を申し上げま

して、今回の運営委員会の参考資料の１６ページをお開き願えればと

思うのですけれども、今まで年間１億５千万円を一般会計からいただ

いていたわけですけれども、平成３１年の統合でいきなり、なくなる

のはいかがなものかという意見もございまして、今回のシミュレーシ

ョンにつきましては、平成３１年度から３５年度までの５年間につき

まして、５千万円ずつ、一般会計からの補助を受けた場合の料金改定

のシミュレーションをやってみました。これは５千万円いただいた場

合の改定率でございますけれども、１０．６３％の料金値上げになり

まして、供給単価につきましては２３４．９５円、平成３６年度から

平成４０年度につきましては一般会計からの補助金はなくなりまして、

改定率は８．８４％で、供給単価は２５５．７２円になります。補助

金なしの場合が、前半が１４．２７％、後半５．７％で、補助金を入

れた場合、前半が１０．６３％、後半が８．１４％、値上げ率につき

ましては平準化が図れております。 

 

事務局（渡邉局長） 補助金を入れた資料を作成しましたが、市長がこう決め

たというわけではございません。ただ前回の運営委員会では、補助金

を入れた資料もないと検討できないというご意見が出ましたので、市

長と財政部局と協議しまして、今回の資料に入れさせていただきまし

た。本日、委員の皆さんからご意見を伺って、その内容を市長にお伝

えしたいと思います。 
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島田会長 増田委員、どうですか。 

 

増田委員 ５千万円の補助金はあった方がいいのですけれども、平成３６年度

からの料金改定率が８．１４％ですが、補助金なしで１４．２７％の

場合と、５千万円の補助金をもらった場合と、平成３６年度からは同

じ収入にしか見えない。こんなに違うのですか。 

 

事務局（門脇副主幹） 補助金５千万円が入った場合の平成３６年度以降の供

給単価と、補助金がない場合の平成３６年度以降の供給単価は、同じ

金額です。最初の平成３１年から３５年までの金額が、高いか、低い

かによって、平成３６年度の改定率が高かったり、低かったりします。 

 

増田委員 よくわからないんですけれども、同じ金額なんですよね。それで改

定率が違う。 

 

事務局（門脇副主幹） 平成３５年度に対しての改定率になります。 

 

増田委員 そういう意味ですか。通期でここから見た１０年じゃなくて、５年

後のということですか。わかりました。 

 

島田会長 山本委員さん、どうですか。 

 

山本委員 先程の一般会計からの補助金というのが、どうも引っかかってかな

わないのですけれども。個人的に言えば、一般会計も借入れを起こし

ているので、補助金をもらう必要はないと思います。どこかで借金を

しているのですから、同じことだと思います。私の個人的な意見です

が、この際ですから補助金はやめて料金に反映して、市民全員で負担

すればいいと思います。 

 

島田会長 粕谷委員、どうですか。 

 

粕谷委員 どうしても生きていく上で、水はなければいけないものです。山本

委員から、補助金がなくてもというお話がありましたが、補助金を今

１億５千万円いただいていますが、一般的な市民生活から言えば、商

売ではないと思います。その辺はどういうふうに考えているのか。行

政も補助金を少しは考えていただいて、山本委員が言われたように、
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現在節水が進んでいる状況の中で、やはり使わなくなった分、単価を

あげなければという考えは当然のことだと思います。ですから補助金

をいただいて、少しでも市民の負担を少ない方向に持っていければ、

その金額が何％になるのかはっきり私も分かりませんけれども、そう

いう方向で持っていってもらいたいなというのが私の考えです。 

 

島田会長 次に塚本委員、どうですか。 

 

塚本委員 補助金をいただいているということは、すごくプラスになっている

ような気がします。だから今までいただいていたのをなくすのではな

くて、３分の１いただけるのであれば、少しは生活にプラスになるん

じゃないのかなと思います。 

 

島田会長 柳井委員、どうぞ。 

 

柳井委員 私は山本委員の意見に同じです。以上です。 

 

島田会長 藤代委員、どうぞ。 

 

藤代委員 補助金の残り１億円はどこに行ったのかな、一般会計は楽になるの

かな、と最初に思いました。 

 

事務局（徳田主幹） １億５千万円のうち、１億円ですけれども、統合するこ

とによって、１０年間で約１０億円を出資金という形で出すことにな

っています。一般会計からすると、水道事業に出しているお金は、料

金改定で５千万円を入れるとしたら、変わらないことになります。あ

とは、この５千万円をどこまで続けるのか。昨年の９月の議会で債務

負担行為を各市起こしているのですが、袖ケ浦市の場合は１０年間で

約１０億円ということで、統合事業のために一般会計から出資をいた

だいて事業に取り組んでいきます。基本計画の中では、四市料金統一

は平成４１年度を目標にするとなっていますので、４１年度以降は、

出資をしようとしても、受け入れる先がなくなってしまいます。ただ、

仮に１０年間補助金を入れたとすれば、料金統一のときに、かなりの

改定率としなければなりません。前回の運営委員会でいただいたご意

見は、市長と財政部局には話をしてありますので、料金改定幅抑制と

いうところで、今後、現段階で補助金継続ということは申し上げるこ



 10 

とはできませんので、ご了承いただければと思います。 

 

藤代委員 ありがとうございました。 

 

島田会長 ２ページの４（２）②についてですが、繰越留保資金の考え方をも

う少し詳しく教えてください。平成２７年度決算の４割となっていま

すが、２８年度決算が出ているので、直近の決算を使った方がいいの

ではないですか。なぜ平成２７年度のままなのか。決まった数字を使

うなら、平成２８年度の決算の数字がもう出ています。平成２７年度

の４０％の７億円というのは、どういう根拠なのですか。 

 

事務局（徳田主幹） 平成２７年度決算の数字を使っているということですが、

こちらは統合基本計画の中で、平成２７年度の決算値を使っておりま

す。この基本計画の中で、各市出資金額を算定する際に様々な検証を

しています。その中で、２７年度決算の収益的支出の４０％の繰越資

金があれば、経営はしていけると見込み、基本計画を策定しておりま

す。出資金額の基礎として、平成２７年度決算を使い、袖ケ浦市は

７億円という金額が出ております。基本計画の各市の金額は、木更津

市１４億円、君津市につきましては８億円、富津市については６億円

になります。この他に富津市は拡張事業の３億６千万円がありまして、

その分は、６億円には含まれておりません。各市、この基本計画の金

額を下回らないようにいたしましょうということになっております。 

 

島田会長 上の人口と水量の見込みは直近の数字を使っていて、繰越留保資金

は平成２７年度の数字を使っていたので、わかりにくかったので質問

しました。 

 

事務局（徳田主幹） 人口や水量については、基本計画の方がかなりシビアに

計算をしております。開発人口を見込まずに、平成２７年度決算値を

使って計算をしております。料金改定につきましては、基本計画を基

にしておりますが、直近の実績を考慮して、給水人口や水量を見込ん

でいます。 

 

島田会長 人口とか水量を厳しく見ているのは悪くないけど、自分のイメージ

では向こう１０年間に６万１千人を切らないのかなと思っていた。 

また質問を受けることにしますので、引き続き説明をお願いできま
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すか。 

 

事務局（根本次長）【今後の財政収支見込についての説明】 

 

島田会長 またこの件につきまして、各委員から質問を受けたいと思います。 

 

増田委員 最終のカラーのページを、全部比較するのはすごく難しいので、木

更津市、君津市、富津市と折れ線グラフで作ったものがありますよね。

案１だとこうやって上がっていく、案２だとこうやって上がっていく、

案３だというものに、四市のものがあるような資料はありませんか。 

 

事務局（徳田主幹） この後、説明をしようと思っていたのですが、本日お配

りした参考資料４で、グラフにしたものがあります。供給単価は案に

よって、差がないように作っていることもあります。ご説明させてい

ただいた案１から４、案５と６は補助金有りの場合で、いろんなパタ

ーンが想定できます。本日６パターンを示しておりますが、小数点第

２位まで出すと差は出てきます。「料金改定と統合の効果」の中段に、

供給単価の推移を記載しておりますが、平成２９年度袖ケ浦の供給単

価としましては小数点第二位まで出すと、２１２．３９円、これは見

込みとなっております。料金改定を案１から案６まで小数点第２位ま

で出すと、０．１円ずれるかどうかとなります。平成３６年度も同じ

ような結果となり、それ程大きな差はない状態となります。それをグ

ラフにお示ししましたのが右側の折れ線グラフとなります。色がかな

りかぶって見づらいのですが、黄色の点線が基本計画の値となってお

ります。その黄色い点線とかぶるように、実は案１から案４までが後

ろに隠れています。平成３１年度、平成３６年度の料金改定をしたと

しましても、供給単価としては大きな差はないということになります。

その下に青い線に黄色い丸印を付いたものが案６が表に出てきており

ますが、こちらが補助金がある場合です。補助金があれば、当然差が

出てくるということになりますが、供給単価としてはさほど差はない

ということになります。 

 

島田会長 山本委員、どうぞ。 

 

山本委員 現行の料金体系は、いつからですか。 
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事務局（徳田主幹） 平成２２年度からになります。 

 

山本委員 １４ページに、県内の番付みたいなのが出ていました。袖ケ浦市で

現行１３ｍｍは２５番の３,３２６円となっています。１４番に木更津

市が４,２１２円と書いてあります。木更津市４,２１２円も、現行と

いうことですか。 

 

事務局（徳田主幹） 現行です。 

 

山本委員 ここで９００円ぐらい差が出ています。ということは基本料金の分

がそっくり差に出ているということです。９００円を１千円として計

算すると、１３ｍｍが８,８０４件あると書いてありますから、２ヶ月

に１回なので、年６回あるということですね。 

そうしたら８,８００件で１千円違ったら８８０万円になります。６

回でしたら５千万円くらい違います。なぜこういう状態になっている

のですか、他市に合わせずに。 

 

事務局（徳田主幹） なぜ低いのかということでしょうか。 

 

山本委員 この収入は本来なら、基本料金として当てにすべきではないですか。 

 

事務局（徳田主幹） 袖ケ浦市は１３ｍｍの基本料金がずっと低い状態でござ

いまして、前回の料金改定のときも、木更津市に合わせるという考え

方はありませんでした。今回、ここで調整をしたいと考えております。 

 

山本委員 それ以前に合わそうということはなかったのですか。 

 

事務局（徳田主幹） なかったと思われます。 

 

事務局（渡邉局長） それまでは県水に合わせるという考え方をしていました。 

 

山本委員 でも千葉県は、全体ですよね。ここはいつも四市とおっしゃいます

よね。 

 

事務局（渡邉局長） 近隣市と比較することが多いです。 
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山本委員 今回は、木更津に合わせるとおっしゃっているのですけれども、ど

うして以前から木更津市に合っていないのか、疑問です。そうしたら

年間５千万円くらい収入が違いますよ。相当大きな金額です。その辺

は、どうだったのでしょう。全体で考えると、件数で２万５千件くら

い、３５％くらいあります。 

 

事務局（渡邉局長） 参考資料２に割合を載せた資料があります。 

 

山本委員 ３５％というのは、相当なパーセンテージを占めています。そうし

たら金額的にかなり大きいと思います。以前からこの問題は出なかっ

たのでしょうか、単純な疑問なのですけれども。 

 

事務局（渡邉局長） 統合に関しては、そのころは、まだ話は出ていませんで

したので。 

 

山本委員 統合は平成２６年度くらいからではなかったのですか。先ほど平成

２２年度に料金改定をして、３・４年後に統合の話が出てきて、今は

平成３０年です。半分経ったときに話が出てきて、それから半分、４

年間、そのままになっていたと。 

 

事務局（徳田主幹） 本来であれば、平成２６年度に料金改定をする予定でし

たが、その時点ではまだ統合の時期が具体化しておらず、統合を検討

している段階だったので、料金改定の方も先送りしたという経緯があ

ります。市の監査委員からは、統合が具体化してからになりますが、

格差の解消について、検討した方がいいのではというご意見をいただ

きました。使用している方に、ご理解をいただけるような対応も必要

になると思います。 

 

山本委員 ありがとうございます。 

 

島田会長 私は当時委員でいたけれども、トータルの料金では、木更津や君津

と比較したけれども口径別まではちょっと比較していませんでしたね。 

 

山本委員 今こうして見せていただいたから、なぜこんなことになっているの

かなと疑問だった。 
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島田会長 当時の委員としては反省しております。 

 

山本委員 すみません、ありがとうございました。 

 

島田会長 粕谷委員、何かありますか。 

 

粕谷委員 結論から言えば、市民側に立てば、もし補助金がいただけけるので

あればありがたいなと。ただ山本委員がおっしゃるように、上がって

も払えないことはないと思いますけれども、やっぱり今までやってき

た経緯があるので、お願いしたい。市民側に立てば、そういう意見が

多数を占めると思います。 

 

島田委員 萩野副会長、どうですか。 

 

萩野副会長 同じですね。補助金が出れば、そのままいただいて、最終的に平

成４１年度にこのグラフにあるように料金単価２８２円になればいい

と思います。四市のうち三市が全体的に上がって、富津だけ下がると。 

 

山本委員 いいですか、ひとつ。 

 

島田会長 どうぞ。 

 

山本委員 この間、富津のために袖ケ浦は水道料金を上げるのかと、人に聞か

れました。金額だけ見たらそう言われてしまいます。こういう内容を

見せていただければ分かると思いますが。 

 

事務局（徳田主幹） 単独で行っても料金改定をしていかなければいけないで

すが、その点も統合のための料金改定とご意見が出ると想定されます。

基本計画をご覧になった方は、供給単価の推移についてもご存じかと

思いますので、その辺りの説明は丁寧にしていきたいと思います。 

 

島田会長 山本委員の意見、確かに参考資料２を見ると素直に市民はそう思い

ますよね。塚本委員、何かありますか。 

 

塚本委員 特にありません。 
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島田会長 では柳井委員どうぞ。 

 

柳井委員 同じです。 

 

増田委員 財政収支見込みの計画表が、どうも引っかかってしまいます。前回

もそうだったのですが、この資料で議会を通るのかと思います。まず

最初に、支払利息は企業債残高で計算していて、それ以外の支払利息

はないのですよね。 

 

事務局（門脇副主幹） ありません。 

 

増田委員 企業債残高、５ページにある計画では、平成３０年度の残高が約

６６億円。平成３５年の予定残高が約６２億円ということで４億円減

っています。支払利息は平成３０年度分の元金だとすると、３１年度

を見た方がいいのか、どちらでもいいのですが、６６億円に対して、

１億１,４００万円から１億１,１００万円程度です。平成３５年、

３６年あたりをみると、平成３５年が１億１千万円、３６年が

１億１,５００万円ということで、４億円減った効果が支払利息に全然

反映されていません。 

この間、元利均等だから云々という話がありましたが、あくまでも

元利均等じゃなくて支払利息なので、残高から算定するので、このシ

ミュレーションだと元金そのものが３６年から４０年まで、毎年１億

円ずつぐらい減っている。それなのに支払利息が１億１,５００万円程

度でずっと行く。 

細かすぎて申し訳ないのですが、残高が数億円減るのに、支払利息

が減っていかないというのは、シミュレーションのときに、例えば５

年経ったら利息がちょっと上がるということを想定しているのか、何

かそういうところがきちんと説明がない限り、この支払利息を見ると、

議会で通らないと思います。収益的マイナスを埋めるために料金を上

げてくれって話なのですから、ここの根拠が崩れてしまったら、計画

がきちんとなってないのではないかと言われたら、太刀打ちできない

と思います。 

 

事務局（門脇副主幹） 支払利息ですけれども、前回、利率についてお話しな

かったんですけれども、金利を２．５％で見込んでおります。今の状

況からすると少し高いなと思われるかもしれませんけれども、現在、
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０．６％から０．８％で借りることができますので。 

 

増田委員 現行平均でいくと１％ぐらいという説明、前回ありませんでしたか。 

 

事務局（門脇副主幹） 前回の運営委員会では、利率について申し上げていな

いと思います。平成３１年度から借り入れているものにつきましては、

２．５％で利息の計算をしております。 

 

増田委員 おおむね１．５％くらい上げたというイメージでいいわけですか。 

 

事務局（門脇副主幹） 統合の基本計画の財政シミュレーションでも、２．５％

で見込んでおりますので、そこに揃えております。 

 

増田委員 そういうことなら、理解しました。金利が倍ぐらいになっているの

に支払利息が減ってない、逆に増えているというイメージになってし

まいます。その辺のシミュレーションの根拠を最初に言わないと、も

っと黒字になるのではないか、もっと支払いは少なくて済むのではな

いかという誤解が生じるような気がしました。 

 

島田会長 藤代さん意見はありませんか。 

 

藤代委員 いえ、ありません。 

 

島田会長 増田委員が言われたとおり、前提条件をしっかりしていただいて、

それとあと補助金があるか、ないかということですね。それと、

１３ｍｍの基本料金を木更津に合わせるのを、２回の料金改定にする

か、３回の料金改定にするか。この辺、皆さんはどうですか。山本委

員が言っていたように、それだけの差額があるのならば、我々の意見

としては２回というのがいいところですか、３回というよりも。２回

で、あとは補助金の有り無し。意見としては有りの方が多いと思いま

すけどね、渡邉局長には頑張っていただきたいです。 

 

事務局（渡邉局長） 本日のご意見を市長に報告させていただきます。 

 

島田会長 事務局から説明していただいたのですが、家庭の伝票から見ると具

体的にいくらぐらい上がりますか。だいたい、どの案も同じくらいで
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すが。 

 

事務局（徳田主幹） 今日お配りした資料の説明をさせていただきます。 

 

島田会長 ２ヶ月の税込で見ればいいんですか。 

 

事務局（徳田主幹） そうですね。Ａ４の参考資料３に、案１から案６までの

口径１３ｍｍと２０ｍｍの一般家庭の２ヶ月分の税込みの金額を新旧

で記載しています。 

 

島田会長 急で悪いのですが、１３ｍｍと２０ｍｍ、平均で使用量は何㎥くら

いですか。 

 

事務局（塩谷主幹） １３ｍｍも２０ｍｍも一般家庭ですので、だいたい２ヶ

月で５０㎥でしょうか。 

 

島田会長 ５０㎥の欄を見ると、だいたい１３ｍｍだと１,４３７円くらい、値

上げ前と値上げ後では、そのくらい料金が変わりますよということで

すね。 

 

事務局（塩谷主幹） 厚生労働省の統計調査などでは、１ヶ月で２０㎥、２ヶ

月で４０㎥という統計調査もありますが、もうちょっと上かなと思わ

れます。 

 

島田会長 件数が多いのは１３ｍｍと２０ｍｍなんですね。１３ｍｍが８,００

０件、２０ミリが１５,８００件。口径１３ｍｍだと１,４０５円、２

０ｍｍだと１,１１６円、普段より多い請求書が来ましたというときに、

主婦の感覚としてはどうですか。 

 

山本委員 これに、下水道料金がプラスされて請求が来るのですか。 

 

事務局（渡邉局長） そうです。 

 

事務局（徳田主幹） 下水道料金は、統合しても一緒に請求という形になりま

す。 
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島田会長 このシミュレーションは、補助金なしのシミュレーションですか。 

 

事務局（徳田主幹） ６パターンありまして、９ページから１２ページが補助

金ありの場合になります。 

 

島田会長 少し安くなるわけだね。こんなことはないと思うのですが、１３ｍ

ｍのお客さんと２０ｍｍのお客さんが、たまたま隣同士で、料金改定

の話をして、私の家は１,５００円上がった、私の家は９５０円上がっ

たよとか、そういう話が来るのではないですか。料金改定が

１４．２７％というけれども、おたくと私の家では、私の方が高いと

言う人が増えるんじゃないのかな。前の料金改定のときは、だいたい

率は同じだったけど、今度は１３ｍｍの基本料金を木更津に合わせる

から、かなり１３ｍｍの家庭は上がると思われます。 

 

事務局（渡邉局長） そういうケースは出てくると思います。今まで１３ｍｍ

の基本料金が、他の三市に比べて安かったということを、説明してい

きます。 

 

島田会長 そこのところの想定問答をしっかり作っておいた方がいいです。最

後にトータルして議題２について何かありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

島田会長 四市の広域化について進捗状況について、報告はなかったのですが、

袖ケ浦市をはじめ、各三市も順調に進んでいるのですか。 

 

事務局（根本次長） 統合におきましては、ワーキンググループにて、今細か

いところ、平成３１年４月までに統一できるものと、できないものと

区分けをして、平成３１年４月に統一しないといけないものについて、

一生懸命作業を進めている状況になります。 

 

島田会長 それは順調に進んでいるのですか。何かが遅れているということは

ないですか。 

 

事務局（根本次長） 前回の統合協議会幹事会でも話は出ましたけれども、当

初の予定より調整項目に対して遅れは生じていません。 
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島田会長 水道局の事務局は大変だと思いますけれども、あと１年間よろしく

お願いします。特に意見がないようでしたら、以上をもって本日の議

題はすべて終了いたしました。これで議長の任を解かせていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

【（５）】その他 

事務局（徳田主幹） 事務局から連絡事項です。次回の会議についてですが、

４月２４日火曜日から２７日のゴールデンウイーク前に開催したいと

考えております。皆さま、ご都合はいかがでしょうか。この場で日程

等をご確認できない方もいらっしゃると思います。期間が短くて申し

訳ございませんが、明日までに、ご連絡いただければと助かります 

以上をもちまして、委員会を終了とさせていただきます。本日は、

貴重なご意見、ありがとうございました。 

 

 

 

（午後３時４０分閉会） 


