
様式第３号

会 議 録

会 議 の 名 称 令和３年度第４回朝霞市上下水道審議会

開 催 日 時

午前１０時００分から

令和３年１０月８日（金）

午後１２時０６分まで

開 催 場 所 朝霞市水道庁舎 ４階会議室

出 席 者

〇審議会委員１４人

前田会長、池田副会長、須田委員、斉藤（弘）委

員、佐久間委員、谷委員、小河原委員、関口委員、

佐藤委員、時枝委員、島﨑委員、水谷委員、野島

委員、清水委員

〇事務局９人

木村上下水道部長、田中上下水道部次長兼下水道施設

課長、西島上下水道総務課長、久保田水道施設課長、

丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長、七里下水

道施設課長補佐兼下水道工務係長、河本下水道施設課

専門員兼下水道管理係長、櫻澤上下水道総務課経営係

長、牧野上下水道総務課経営係主事補

会 議 内 容

１ 議事

（１）令和２年度水道事業・下水道事業決算報告

について（報告事項）

（２）水道事業パネル展の結果報告について（報

告事項）

（３）水道料金・水道利用加入金の改定案につい

て（諮問事項）

（４）下水道経営戦略の策定ポイントについて

（報告事項）

（５）その他



会 議 資 料

・会議次第

・【資料１】令和２年度（２０２０年度）朝霞市水道事

業・下水道事業会計決算概要

・【資料１－２】水道事業の純利益の処分の流れ（純利

益と補てん財源の関係）

・【資料１－３】下水道事業の令和２年度の純利益の処

分について

・【資料２－１】水道事業パネル展～将来の朝霞の水道

を考えよう～

・【資料２－２】水道イベント アンケート集計結果

・【資料３－１】水道料金（基本料金・従量割料金）改

定額（案）

・【資料３－２】口径及び使用水量毎の料金改定比較

・【資料３－３】埼玉県内水道利用加入金一覧

・【資料３－４】水道料金比較（基本料金）

・【資料３－５】水道料金比較（従量割料金［平均使用

水量］）

・【資料３－６】現行の水道料金における従量割の比較

・【資料３－７】水道料金（基本料金・従量割料金）改

定による１０年間の給水収益見込み

・【資料３－８】水道利用加入金 改定額（案）

・【資料４】朝霞市下水道事業経営戦略策定のポイント

・席次表

・今後の審議会開催スケジュールについて（通知）

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こ

した場合の当該電磁的記録の保

存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後〇か月

会議録の確認方法 委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項 傍聴者 １人



審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

開会

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは定刻となりましたので、第４回朝霞市上下水道審議会を開会させ

ていただきます。

委員の皆様には、大変御多用のところ、御出席を賜りまして誠にありがと

うございます。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます、上下水道部上下水道総務

課課長補佐の丸山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず会議の公開について会長にお諮りいただきたいと思いま

す。

（前田会長）

まず、初めに皆様にお諮りします。

本日の会議は「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」

により原則公開とすることが定められております。本日の会議内容といたし

ましては、個人情報等を取り扱うこともないため、会議は公開とし、会議録

作成のため、皆様の御発言を録音させていただいてよろしいでしょうか。

（各委員）

異議なし。

（前田会長）

事務局は傍聴者がいれば入室させてください。

会議の途中で傍聴者がお見えになりましたら随時入室させていただきた

いと思います。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは、開会に当たりまして、木村上下水道部長からごあいさつを申し

上げます。

（木村上下水道部長）

おはようございます。

皆様には、御多忙のところ、第４回上下水道審議会に御出席をいただき、

ありがとうございます。

まず、地震関連の報告をさせていただきます。

昨日、午後１０時４１分頃に発生した地震により、朝霞市は震度４の揺れ

を観測、上下水道部職員１５人が緊急参集し、対応いたしました。

主な内容は、泉水浄水場、岡浄水場、仲町中継ポンプ場などの主要施設、

これらの点検のほか、埼玉県大久保浄水場、埼玉県荒川右岸流域下水道事務



所に連絡をし、施設の被害状況を確認いたしました。

この結果、市の施設、県の施設共、特に被害は、ございませんでした。

また、宮戸４丁目地内の道路で、水が溢れているという連絡が入り、現場

に急行したところ、東京都水道局の施設からの漏水であったため、水道局職

員と共に水を止める作業を行ったところでございます。

また、地震の揺れによる濁り水の発生が懸念され、緊急的に市内の公園等

１３か所の水を確認したところ、濁り水は発生しておりませんでした。

地震関係の報告は、以上でございます。

次に、過日開催の水道事業パネル展に御来場いただき、ありがとうござい

ました。おかげをもちまして、成功裏に終わることができましたので、この

場をお借りしてお礼申し上げます。

また、本審議会で、御審議いただいております膝折浄水場の廃止後の活用

方法や、今後、老朽管更新事業と耐震化事業を一本化して進めること、更に

料金改定に向けた検討状況等について、９月議会の初日に当たる９月７日に

全員協議会を開催していただき、議員各位に御説明をさせていただきました

ので御報告申し上げます。

さて、本日の審議会は、令和２年度の水道事業及び下水道事業の決算概要、

過日開催した水道事業パネル展の結果報告のほか、今後策定予定の下水道事

業経営戦略の策定ポイント、更には、水道料金及び水道利用加入金の改定案

として、実際の改定額を御提示させていただきますので、御審議をお願いし

たいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。

事前にお送りしております資料が、８点ございます。

１点目が、次第 Ａ４で１枚。２点目が、資料１令和２年度（２０２０年

度）水道事業・下水道事業会計決算概要 Ａ４が２枚。３点目が、資料２－１

水道事業パネル展～将来の朝霞の水道を考えよう～ホチキス留めで１８ペ

ージのものでございます。４点目が、資料２－２水道イベントアンケート集

計結果でホチキス留め９ページのものでござます。５点目が、資料３－１水

道料金（基本料金・従量割料金）改定額（案）Ａ３の 1枚のものでございま

す。６点目が、資料３－２口径及び使用水量毎の料金改定比較 Ａ３で１枚

のものでございます。７点目が、資料３－３埼玉県内水道利用加入金一覧

Ａ３の１枚でございます。８点目が、朝霞市下水道事業経営戦略策定のポイ

ント ホチキス留めで７ページのものでございます。

このほか、本日お配りしております資料が、１２点ございます。

次第及び資料３－３埼玉県内水道利用加入金一覧につきましては、事前に

配付しているものと差し替えをお願いいたします。

新たなものといたしましては、資料１－２純利益から積立金、補てん財源



への流れ（水道事業）、資料１－３がこちらの下水道事業で、水道事業はＡ

３、下水道事業はＡ４で１枚となっております。資料３－４水道料金比較（基

本料金）、資料３－５水道料金比較（従量割料金［平均使用水量］）いずれも

Ａ３の 1枚ずつでございます。資料３－６現行の水道料金における従量割の

比較 Ａ３で１枚のものでございます。資料３－７水道料金（基本料金・従

量割料金）改定による１０年間の給水収益見込み Ａ３の１枚でございます。

資料３－８水道利用加入金改定額（案）Ａ３の１枚でございます。席次表

Ａ４の 1枚と、今後の審議会開催スケジュールについてがＡ４で 1枚。封筒

に入っています報酬・費用弁償についての通知でございます。

不足等ございませんでしょうか。

このほか、ペットボトル水の「朝霞の雫」もお配りしておりますので、御

自由にお飲みください。

本日、齊藤佳な江委員から所用により欠席との御連絡を頂いております

が、出席者は、１５人中１４人の出席で、過半数を満たしており、会議が成

立することを御報告いたします。

それでは、これより先の進行を、会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

（前田会長）

それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。

まず、議題（１）令和２年度水道事業・下水道事業決算報告について、事

務局から説明をお願いします。

（木村上下水道部長）

まず、決算の概要説明ですが、従来は、５月の審議会で、資料１の１ペー

ジ目と同様の資料に基づき説明をさせていただきました。しかしながら、企

業会計の決算は、９月議会において決算の認定とともに、営業活動により生

じた純利益の今後の活用方法についても、御審議、御承認いただくこととな

っております。

このことから、本年度から、９月議会後の審議会で、決算の説明をさせて

いただき、新たに、純利益の流れについてもその中で説明したいと思ってお

ります。

また、経営状況につきましても、内部留保資金や企業債残高の状況、経費

回収率などにつきましても、本年度から資料に基づき御説明させていただき

たいと思います。

それでは、担当から御説明申し上げます。

（櫻澤上下水道総務課経営係長）

それでは、議題（１）令和２年度水道事業・下水道事業会計決算概要につ

きまして説明させていただきます。

資料ですが、まず事前にお配りしておりますＡ４の資料「令和２年度朝霞



市水道事業会計決算の概要」を御覧ください。

資料の１枚目は広報あさか１０月号の紙面に掲載したものになります。

まず、水道事業会計につきまして、御説明させていただきます。

まず収益的収支につきましては、収入が２４億８,１１３万７，０００円、

支出が２０億７，０６９万９，０００円となり、差し引き収支額は

４億１，０４３万８，０００円となっています。

収入の内訳としましては、主なものとして水道料金１８億８，２７５万円

が全体の７５．９パーセント、水道利用加入金２億９，４０７万１，０００

円が全体の１１．８パーセントを占めています。支出の内訳としましては、

主なものとして県水受水費７億４，０８９万７，０００円が全体の３５．８

パーセント、施設維持管理費７億８７４万円が全体の３４．２パーセント、

減価償却費および資産減耗費５億７６４万４，０００円が全体の２４．５パ

ーセントを占めている状況となっています。

次に資本的収支につきましては、収入が４億２，５３６万２，０００円、

支出が１２億４,７５８万８，０００円となり、８億２，２２２万６，０００

円の不足となっています。

この不足額は、収益的収支の支出項目のうち現金の支出の伴わない費用で

ある減価償却費によって留保された資金や、前年度の利益を積み立てた減債

積立金や建設改良積立金などで賄っています。

ここで、令和２年度の水道事業の主な内容について御説明いたします。

浄水場は泉水・岡浄水場でそれぞれ更新工事を実施したほか、耐震化事

業・水圧不足改善事業・老朽管更新事業による水道管布設工事及び前年度実

施した水道管布設工事後の舗装復旧工事を実施しております。

収支の内訳に戻りまして、収入の内訳としましては、企業債

４億２，１００万円が全体の９９パーセントとなっています。支出の内訳と

しましては、浄水場の更新、配水管の耐震化、老朽管の更新等が

６億９，５８９万２，０００円で全体の５５．８パーセント、企業債償還

５億１，１１９万５，０００円が全体の４１パーセントを占めています。

続いて、２枚目を御覧ください。

令和元年度との比較になりますが、内部留保資金は

１，４４４万３，３６３円の増加、企業債未償還残高は

９，０１９万５，１１０円の減少、固定資産は２億３，９４２万４，６２７

円の増加となっています。

その下、給水原価と供給単価につきましては、給水原価が供給単価を上回

っており、料金回収率は９４．１２パーセントと逆ざやとなっています。こ

れは、基本料金の１／２を半年間減免したため、供給単価が低くなったこと

によるものです。

続きまして、１枚目に戻っていただき、下水道事業について御説明いたし

ます。

まず、収益的収支につきましては、収入が１９億４，１７４万９，０００

円、支出が１７億９，１８８万３，０００円となり、差し引き収支額



１億４，９８６万６，０００円となっています。

収入の内訳としましては、主なものとして下水道使用料９億８，６８２万

７，０００円が全体の５０．８パーセント、長期前受金戻入６億５，５８４

万１，０００円が全体の３３．８パーセントを占めています。支出の内訳と

しましては、主なものとして減価償却費および資産減耗費８億６,６１９万

７，０００円が全体の４８．３パーセント、流域下水道維持管理負担金５億

７，４２６万円が全体の３２パーセント、施設の維持管理費２億８，２６０

万４，０００円が全体の１５．８パーセントを占めています。

次に資本的収支につきましては、収入が５億８，２０７万３，０００円、

支出が７億６,９０８万円となり、差し引き１億８，７００万７，０００円

の不足となっています。この不足額は、収益的収支の支出項目のうち現金の

支出の伴わない費用である減価償却費によって留保された資金や、公営企業

会計適用時の特別会計からの引継金などで賄っています。

ここで、令和２年度下水道事業の主な内容について御説明いたします。

旧暫定逆線引き地区内にある市道に雨水及び汚水管を整備したほか、雨水

管理総合計画に基づき、溝沼地区に予定しているポンプ場及び調整池築造に

必要な用地を購入しています。

収支の内訳に戻りまして、収入の内訳としましては、主なものとして企業

債３億１，４００万円が全体の５３．９パーセント、国庫補助金

１億３，８５０万円が全体の２３．８パーセント、一般会計繰入金

８，８２４万１，０００円が全体の１５．２パーセントとなっています。支

出の内訳としましては、施設の建設改良費４億７，３９８万３，０００円が

全体の６１．６パーセント、流域下水道建設費負担金

１億４，９８１万９，０００円が全体の１９．５パーセント、企業債償還

１億４，５２７万８，０００円が全体の１８．９パーセントを占めています。

続いて、２枚目を御覧ください。

下水道事業は令和２年度より公営企業会計を適用したため、前年度との比

較はございませんが、内部留保資金残高は２億７，９６２万６，５６７円、

企業債未償還残高は３５億９４万３，５２７円、固定資産は

１９７億１，１２１万２，６０９円となっています。

その下、汚水処理原価と使用料単価につきましては、汚水処理原価が使用

料単価を上回っており、経費回収率は８９．２１パーセントと逆ざやとなっ

ており、下水道使用料で汚水処理に係る費用が賄えていないことから、経費

回収率の改善が今後の経営の課題と言えます。

次に、本日お配りしております、資料１－２水道事業の純利益の処分の流

れを御覧ください。営業活動によって得られた利益がその後どのように使わ

れているかを示した資料となります。

左の令和元年度から矢印に沿って見ていきますと、平成３０年度の純利益

３億５，０１５万４，０００円が令和元年９月議会の議決により減債積立金

と建設改良積立金にそれぞれ１億７，５００万円ずつ積み立てられ、年度当

初の残高と合わせて減債積立金と建設改良積立金がそれぞれ



約７億１，６５０万円となります。そして、積み立てられた積立金は令和元

年度の資本的収支の補てん財源として使用され、年度末の残高は、減債積立

金と建設改良積立金それぞれ約５億８,７５０万円となります。次に令和２

年度になり、令和元年度の純利益２億８，９８４万９，０００円が令和２年

９月議会の議決により減債積立金と建設改良積立金にそれぞれ

１億４，５００万円ずつ積み立てられ、令和２年度の資本的収支の補てん財

源へ使用されるという流れになっています。令和３年度以降も同じように続

いていきますので、補てん財源を確保、また維持するためには、毎年３億円

程度の純利益を上げていくことが求められます。

令和２年度の純利益３億５，０２７万４，０００円につきましては、減債

積立金と建設改良積立金にそれぞれ１億７，５４８万４，０００円積み立て

ることが９月の議会で承認されています。

最後に、資料１－３下水道事業の令和２年度の純利益の処分についてにな

ります。

下水道事業の令和２年度の純利益の処分になりますが、下水道事業は令和

２年度に公営企業会計に移行しておりますので年度当初の積み立てはあり

ません。

今年度の９月議会で令和２年度の純利益の処分案が可決され、

１億３，２１２万６，０００円が利益積立金に積み立てられています。利益

積立金は、将来の赤字に備える積立金となります。

説明は以上です。

（前田会長）

ただ今、議題（１）の説明が終わりました。令和２年度水道事業・下水道

事業決算報告について御意見、御質問等がございましたら、お願いします。

（佐久間委員）

改定率１２パーセントと、加入金の１０パーセントを改定した場合、収益

的収支で水道料金が幾らになるのか。水道料金の収入が１８億８，２７５万

円ということですが、令和２年度にもし、改定していた場合おおよそどれく

らいの数字になるのでしょうか。

（西島上下水道総務課長）

本日お配りした資料３－７を御覧いただければと思います。第２回の審議

会でお示しした財政収支計画の一部抜粋になっております。

一番左のところに、税抜の給水収益１７億１，１６２万５，４７３円が出

ております。給水収益によって年々ギャップはあるのですが、令和５年以降

の数字を見ていただければ、令和５年から令和１３年の平均給水収益見込み

が右端に書いてあります。令和５年から令和１３年度、給水収益によって若

干の増減はすると思いますが、２０億３，５２１万９，４５５円が料金改定

を見越した上での見込みですので、給水収益で、１２パーセント程度改定す



ると、この程度になるのではないかと予測しています。

また後ほど議題（３）のところでその点については説明させていただこう

と思います。

（池田副会長）

決算状況の中で、水道事業も下水道事業も同じ質問なんですけども、内部

留保資金残高を比較した数字がでてますが、広報を見ましたら一般会計の方

で同じような性質で財調の基金の残高が、約２８億円くらいありますが、水

道の場合は内部留保資金残高で現金、キャッシュフローはどのくらいありま

すか。

（西島上下水道総務課長）

決算の中では、キャッシュフローという形で、実際の現金と預金の流れと

いうものを提示しております。キャッシュフロー計算書、現金の流れは日々

動いているものなので、年度末資金残高という形で回答させていいただきま

すが、水道事業におきましては、令和２年度末、令和３年３月３１日の資金

期末残高が１６億５，５２４万２，３１５円です。続きまして、同じく下水

道事業のキャッシュフローによる、令和２年度末、令和３年３月３１日現在

の、資金期末残高が２億９，９７１万２，７９８円でございます。以上です。

（池田副会長）

一般会計なんかでも財調の基金というか残高、いろんな意味で注視される

ような金額でいろんな意見があると思うのですが、水道事業をまるめると

１６億５，０００万円、下水道事業が３億円くらい、この数字はある程度何

かあったときに対応できるのか、十分な金額がこのくらいだったら妥当なの

かなみたいな、おおよその考え方はお持ちでしょうか。

（木村上下水道部長）

通常、営業活動をする上で、１年間に１０億円程度は最低運転資金がない

と回っていかないんですね。水道事業は約１６億円から１７億円あるので、

運転資金は問題ありません。ただ、下水道事業は御覧のとおり３億円ないの

で、やはり大きな工事を行って、先に支払いするときに手持ち資金がないと

いうような状況がありますので、やはり下水道事業も１０億円程度の運転資

金が必要だなと思います。災害時を考えますとそれにプラスアルファという

のは、可能であれば内部留保も必要だと思いますが、水道事業については既

に公営企業化しておりますので、１７億円程度ありますけども、下水道事業

はまだ３億円弱ということで、今後の経営戦略を作っていく中で、内部留保

をいつの段階でどれくらいまでしていくのか、その中で検討したいと思いま

す。



（池田副会長）

後の話になるかと思うんですけども、下水道事業の経営戦略策定のポイン

トのレジュメがありますので、この中でこれから安定的な財源確保みたいな

形で、約３億円くらいのをどれくらいまで増やしていくかという意味合いも

含めて、経営戦略をこれから考えられていくのかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。

（前田会長）

他に、御意見、御質問がないようですので、議題（１）は終了させていた

だきます。

次に議題（２）水道事業パネル展の結果報告について、事務局から説明を

お願します。

（木村上下水道部長）

それでは、２点目の水道事業パネル展の結果報告について御説明いたしま

す。

資料２－１を御覧ください。

このパネル展は、将来の朝霞の水道を考えようをテーマに、今後予定して

いる浄水場更新事業、老朽管更新事業等の必要性、これら事業に伴う財政収

支ギャップの状況などを知っていただくために、企画したものでございま

す。

開催日は、令和３年９月１１日土曜日、中央公民館・コミュニティーセン

ター、９月１８日土曜日、産業文化センターで、いずれも午前１０時から午

後４時まででございます。

パネル展の様子は、１ページと２ページの写真を御覧ください。

オープンハウス型のパネル展で、パネルや実際に劣化して穴が開いてしま

った水道本管や、耐震継ぎ手と非耐震継ぎ手の模型などを御覧いただきなが

ら、職員が一緒に付き添って御説明させていただくという方法で行いまし

た。また、バックヤードでは、子供向けの水の実験コーナーや、浄水場の仕

組みなどのＤＶＤを上映したところでございます。

来場者数は、記載のとおりで、二日間の合計は、子供も含め２３４人でご

ざいました。

また、アンケート調査に御協力いただき、その結果は、後ほど御説明いた

します。

一枚めくっていただき、パネル展示の内容は、初めに、水は何処から来て

何処に行くのか、という水循環のしくみを。次に、今後必要な浄水場や老朽

管更新事業などの水道施設に関すること。次に、事業に係る費用や収支ギャ

ップ、料金改定の検討などの水道経営に関することという流れにいたしまし

た。

実際のパネルは３ページを御覧ください。

水循環のしくみは、３ページから８ページまで１２枚のパネルにより、雨



が降り、その水はダムや川を経由し、その水を取水し水道水を作り、地下水

と合わせて御家庭に送っていること。御家庭で使われた水は下水道管を通っ

て浄化センターに送られ、きれいな水になり川へ戻され、やがて海に流れ、

海の水が蒸発し雲を作り、雨や雪になるという内容でございます。

次に９ページから１２ページを御覧ください。

ここでは、４枚のパネルで、浄水場施設の更新事業、耐震化事業、老朽管

更新事業の必要性と、今後１０年間で予定している事業のボリュームなどを

御説明いたしました。

次に、１３ページから１８ページを御覧ください。

ここでは、６枚のパネルで、今後１０年間でどれだけのお金がかかるのか、

また、現在と１０年後の自己財源と借金について、経営改善のため、老朽管

更新事業は今後自己財源で行いたいということ、そうすると財源不足にな

り、１２パーセント程度の料金改定を検討していること、県内における朝霞

市の料金水準などを御説明いたしました。

次に、資料２－２を御覧ください。

アンケートの集計結果でございます。

来場者数、大人１６９人のうち、１５８人、率にして９３．５パーセント

の方がアンケートに御協力をいただきました。御夫婦でお越しいただいてい

る方もいらっしゃいましたので、ほぼ全員の方に御協力いただけたと思って

います。

問１では市内在住の方は１３７人、市外の方が２１人でした。

集計は、市内在住と市外在住に分けてあります。

問２の（２）を御覧ください。二人世帯の平均的な水道料金を尋ねたとこ

ろ、市内の方は、とても安いとまあまあ安いが４５．８パーセント、どちら

でもないが４６．５パーセントでほぼ同数となっています。

一方、市外の方は、とても安いとまあまあ安いが１５人で、どちらでもな

いとまあまあ高いの５人を上回っています。

各水道事業体によって料金水準が異なっていることが推測されます。

これからは市内の方について説明いたします。

問３になります。水道事業や下水道事業を担当する私たちにとって、是非

とも知っていただきたい水循環のしくみについては、とてもわかりやすかっ

た、まあまあわかりやすかったが、９４．８パーセントです。次に、２ペー

ジの問４では、水道施設の説明で、今後１０年間で古い管の入替えや浄水場

の更新事業の必要性について、とても理解できた、まあまあ理解できたが、

９７．８パーセント。問５では、今後１０年間で財源不足になり、料金改定

を検討していることについて、とても理解できた、まあまあ理解できたが、

９５．６パーセントでございます。

次に問７では、料金改定などについて自由記入欄としており、その意見と

しては３ページを御覧ください。

料金改定について必要性を理解した、将来に借金を残すのではなく料金改

定して対応すべき、値上げに賛成、更には下の方になりますが、改定率に関



しても納得できるものでした、４ページでも同様の御意見を頂いており、御

来場の多くの方から、料金改定の御賛同を得られたものと考えております。

また、下から二つ目では、水道は必ず公営で維持していただきたいなどの意

見もございました。

５ページでは、上から二つ目三つ目で、やはり、料金はなるべく値上がら

ないことを望みます、改定の必要性も分かりますが可能な限り値上げしない

でという意見もございました。

次に６ページから８ページでは、料金改定以外の感想などで、パネルの流

れに沿った説明でわかりやすかった、勉強になりました、今後もこういった

イベントをやった方が良い、子供も楽しめるコーナーがあって良かったなど

のほか、パネルが小さいとの御意見もあったことから、２回目の９月１８日

では、パネルを一回り大きくするなどをしながら、開催したところでござい

ます。

次に、９ページには市外にお住まいの方の御意見を載せております。

これらの詳細につきましては、後ほど、御確認いただければと思います。

このパネル展を実施して、私共の評価といたしましては、まず、所期の目

的である今後１０年間に実施予定の事業の必要性や、財源不足が生じてしま

い料金改定が必要となることなど、御来場された多くの方に一定の理解が得

られたのではないかと考えております。

一方、反省点としましては、もう少し分かりやすいパネルの作成が挙げら

れます。文字数が多く、このパネルは一目で何を表現したいのか分かりずら

いという御意見も直接頂いておりますので、今後、改善に努めていきたいと

考えております。

今回のパネル展では、これまでの上下水道審議会の審議内容を踏まえ、御

説明をさせていただきました。その結果、御来場された多くの方に、水道事

業の必要性や経営状況を御理解いただけたと思っております。言い換えれ

ば、今まで審議会で御審議、御承認いただいた内容につきまして、多くの方

に御理解していただいたものと思っております。

以上で説明を終わります。

（前田会長）

私もコミュニティセンターの方に行きまして、職員の方々が市民の皆さん

に一対一で説明していたということで、本当に分かりやすく説明していた

と、本当に感謝しております。それと、パネルも色々大変な枚数なんですけ

ども、職員の方々が試行錯誤で作成していただいたということで、苦労がに

じみ出ているなと感じております。

今、部長の方から、パネル展の説明がございましたけれども、御意見、御

質問等がございましたら、お願いします。

（斉藤委員）

初めての取組ということで、大勢の方が来られて、十分説明ができたとい



うことでございますけども、今後も継続してやっていくのかどうか。値上げ

のときだけやるんじゃなくて、水道事業、下水道事業どちらも市民の方に理

解していただくために、こういうことも必要なのではないかなと思うんです

けども、その点どうお考えですか。

（西島上下水道総務課長）

当然、料金改定とかそういったときには必ず分かりやすく、様々な方に丁

寧に説明してっていうのは当然かと思います。本当に良い経験となりました

ので、我々としても説明責任と情報公開、情報発信について、水道料金が生

活に直結しているもの、事業に直結しているものという認識で広めていきた

いという考えがございます。

また、各市でも水道週間のイベントなど、そういったことをやっている自

治体も少なからずあるところから、そういったところも参考にしながら、今

後どのように情報公開だったり、説明責任を果たしていくかということは研

究してまいりたいと思っています。

（野島委員）

二日間にわたりますパネル展、大変お疲れさまでした。大変好評というこ

とで、この取りまとめアンケート自由記入欄に出ているのが、多分、今の市

民の人たちのパブリック・コメントではないのかなと感じます。

先ほど、部長の方から口頭で昨日の地震に伴っての対策の御報告もござい

ましたが、今朝もニュースで都内の方ですね、大変水が噴き出しているよう

な映像がかなり出ておりました。そういう職員の方々の取組も含めた上で、

記入欄にあるこの内容も、少しずつ審議会プラスアルファで検討していただ

きながら進めていただければなと思っています。

斉藤委員おっしゃるとおり、この取組に関しては水道部の皆さん、色々と

各地イベントがあると、彩夏祭だとか花まつりだとか、いろんな所で職員の

皆さんお目にかかるんですけど、こういった水を配ることだけでなくて、継

ぎ手の関係のものを展示して見せてみるとか、何かそういったことを取り組

まれると、また、より一層市民の皆さんと水道部の取組が近いものになるの

かなと思っております。ぜひ、引き続きお願いいたします。意見でございま

す。

（斉藤委員）

この説明の内容、説明の仕方、分かりやすくパネルで、苦労してまとめた

話がありましたけれども、出来れば広報の方ももう少し分かりやすく。一般

市民の方に分かってもらうという姿勢で、広報の方の編集も、是非、こうい

う分かりやすい形に変えていっていただければと、これからはお願いしま

す。



（佐久間委員）

今回、アンケートをしていただいたと思うんですけども、その数が単位と

しては数百ぐらいの数、声が聴けたと思うんですけども、今後、紙以外で、

インターネットとかで、値上げに関する御意見を聴く機会っていうのは、設

ける予定はございますでしょうか。

（木村上下水道部長）

今のところ予定はありません。やはり、私共が説明して理解していただい

た上で、御意見を頂きたいというのがありますので、こういうパネル展など

をやったときにはアンケート調査で頂きたいと思うんですけども、それ以外

では今は考えてないです。

（前田会長）

それでは、議題（２）は終了させていただきます。

次に、議題（３）水道料金・水道利用加入金の改定案については、諮問事

項となります。

水道料金と水道利用加入金については、議論が混同しないよう、別々に議

論を進めたいと思いますので、皆さんの御協力をお願いいたします。

また、本日、皆さんから御意見や御質問を頂きますが、次回の審議会にお

いて、意見を集約し、取りまとめたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、まず、水道料金の改定について事務局から説明をお願します。

（西島上下水道総務課長）

それでは、議長のお申し出のとおり、水道料金と水道利用加入金について

分けて御審議いただくということで、まずは水道料金改定案につきまして説

明させていただきます。

前回の御審議において、水道料金について改定率を１２パーセント程度と

いうことで御承認いただいたことを受けて、資料３－１の改定案を今回作成

いたしました。

資料３－１を御覧いただきたいと思います。

上の表が基本料金、下の表が従量割料金のそれぞれの改定案となっており

ます。

基本料金につきましては、家庭用のほとんどが１３ミリメートルか２０ミ

リメートルで御契約いただいておりますが、一番下の給水戸数割合に注目し

ていただければと思います。一番左の１３ミリメートルと２０ミリメートル

の割合が、合わせて９８．７パーセントとなっております。この２区分につ

きましては、それぞれ家庭用の給水口径ということで、１３ミリメートル

２０ミリメートル、それぞれ１００円ずつの改定案としております。１３ミ

リメートルは８００円を９００円に、２０ミリメートルは１，３００円を

１，４００円と設定しております。



一方、２５ミリメートル以上の区分につきましては、おおむね１２パーセ

ント程度の増額ということで、端数処理させていただいた金額で基本料金を

設定しております。

例えば２５ミリメートル口径の区分を御覧いただきたいと思います。上か

ら３，４００円は現行料金、その下の３，８００円は改定額の案、次の

４００円は改定に伴いアップする額、次の１１．８パーセントは、アップす

る率となります。その下の５１７は、２５ミリメートル口径の令和２年度末

契約数であり、一番下の０．７４パーセントは、全契約者数に占める２５ミ

リメートル契約者の割合となります。

同じように、３０ミリメートルは、６，８００円が７，６００円に、

８００円のアップ。４０ミリメートルは、１万２，６００円が

１万４，０００円に、１，４００円のアップ。５０ミリメートルは、

２万５，２００円が２万８，０００円に、２，８００円のアップ。７５ミリ

メートルは、５万４００円が５万６，０００円に、５，６００円のアップ。

１００ミリメートルは、１０万８００円が１１万２，０００円に、

１万１，２００円のアップ。１５０ミリメートルは、２０万１，６００円が

２２万５，０００円に、２万３，４００円のアップ。２００ミリメートルは、

４０万３，２００円が４５万円に、４万６，８００円のアップという改定案

といたしました。

基本料金について、県南中部及び県内類似団体と比較したのが、本日配付

いたしました、資料３－４となります。

比較の見方としては、朝霞市が一番濃い網掛けになっております。これは

現行料金ではなく、改定案の額として本市の料金を記載しております。１３

ミリメートル、２０ミリメートルとも改定後も２２団体２３市町平均以下の

水準で、料金の高い順で１３ミリメートルは１５位、２０ミリメートルが

１１位という状況でございます。

また、資料３－１に戻っていただきまして、次に従量割料金の改定案とな

ります。御覧になって、お分かりになるとおり、使用水量０立方メートルか

ら２０立方メートルは１立方メートル当たり５５円から始まって、一番右の

５，０００立方メートルを超える使用水量の区分は１立方メートル当たり

２０５円と、使用水量が多くなればなるほど使用料単価も上がっていくとい

う、逓増型の従量割料金となっています。

基本料金についても同じことが言えますが、これは、大きな口径のメータ

ーを付けている利用者は、一度に多くの水を使えることから、口径が大きい

ほど、また、使用水量が多いほど水道施設に負荷をかけているということで、

費用を多く負担するべきという考えであり、ほとんどの水道事業者が逓増型

の料金設定をしているところでございます。

そこで、今回の改定案につきましては、生活する上で使用する水の量と、

事業活動に伴って使用される水の量という考え方で、標準的な家庭の使用水

量が、左から三つ目の１００立方メートル以内に収まっているという考えか

ら、使用水量の一番少ない０立方メートルから２０立方メートルは、１立方



メートル当たり５円アップの６０円に。２１立方メートルから４０立方メー

トルと、４１立方メートルから１００立方メートルは、１立方メートル当た

り１０円アップの、それぞれ９０円を１００円に、１２０円を１３０円に改

定する案といたしました。

生活する上で必要とする水に関しては、富岡市長からも、料金改定を機械

的に一律１２パーセントで改定するのではなく、少量使用者を始めとして、

生活する上で必要な水道使用量の区分については、可能な限り改定幅を抑制

することも踏まえ、他市の状況も参考に検討するよう指示を頂いているとこ

ろから、使用水量が一番低い部分は改定幅を５円、率に直すと９．１パーセ

ントと設定いたしました。

また、１０１立方メートル以上の区分の水については、主に事業活動に伴

って使用される水であるという考えから、逓増型の料金設定を維持すること

としております。

また、表の右側になりますが、これまでは大口利用者である最大の区分が

１，０００立方メートルを超える区分としておりましたが、これまでの利用

実績や他市町の料金設定なども参考にして、５，０００立方メートルを超え

る超大口利用の区分を新たに設定し、料金設定を細分化しました。

ここで本日お配りした、３－５の資料を御覧いただきたいと思います。水

道料金比較（従量割料金［平均使用水量］）という資料になります。

逓増型の従量割料金設定にも各団体で考え方があり、その設定もバラバラ

であることがお分かりいただけるかと思います。

加えて、資料３－６現行の水道料金における従量割の比較（県南中部及び

類似団体２２団体２３市町）を御覧ください。

左側に、朝霞市現行、朝霞市改定後と書いてあります。２０ミリメートル

が５５円を６０円に、９０円を１００円にと、段々増えていき、１，０００

円以上が現行が２０５円で打ち止めになっているところを、改定後は２４０

円。更に５，０００立方メートル以上が２６０円となっていますが、これを

他の市とも比べていただければと思います。

例えば上段の右から４番目の狭山市やその右の上尾市などは、一番少ない

使用料区分は本市の５５円に対して、狭山市４５円、上尾市５０円と安い設

定となっておりますが、下の方を追っていただきますと、一番多い水量区分

では、本市２０５円に対して、狭山市３２０円、上尾市３００円と、逓増す

る率の大きさで家庭用と事業用に差をつけているところであります。

更に、さいたま市や所沢市のように１００立方メートルの使用区分で、本

市１５５円の設定区分に対し、既に３００円前後の料金設定となっている団

体もあり、水道事業体によって考え方がバラバラであるということも御理解

いただければと思います。

また、表の右の欄外にも記載したとおり、上限額である最大料金が３００

円を超えるのが２２団体２３市町中８団体、２５０円から３００円の設定を

しているところが７団体あることなどを踏まえると、今回、本市の改定案に

おける一番少ない水量区分で６０円、上限の区分でも２６０円という設定



は、県南部の類似団体などと比べても、それほど大きな逓増幅を設定してい

るとはいえないものと御理解いただけるのではないでしょうか。

また、資料３－５の表も御覧いただきたいと思いますが、口径別の平均使

用水量に基づく改定後の従量割料金の水準の比較となっております。表の見

方といたしましては、上の区分がメーターの口径となっており、口径ごとの

２か月分の平均使用水量がカッコ内に記載しております。

下から３行目の平均金額と比べていただければお分かりになるかと存じ

ますが、改定後の本市の料金は１３ミリメートルについては平均が

２，４９９円で 1円だけ上回っておりますほか、全ての口径の区分で平均を

下回っており、順位についても料金の低い水準となっております。

次に、この改定率が実際の生活や事業に、どの程度の影響を及ぼすかを示

したものが、資料３－２となります。

水道メーターの口径ごとに標準的な使用水量で、現行料金と改定後のアッ

プ額とアップ率についての記載となっております。

例えば一番契約の多いのが２０ミリメートル口径で、本市の世帯平均人数

が２．１人ですので、２０ミリメートルの二人世帯の標準使用量である

３２立方メートルを見てみると、現行料金で２か月当たり税抜３，４８０円

が料金改定案で換算すると３，８００円となり、３２０円９．２パーセント

のアップとなる見込みです。

表を御覧いただいて分かるとおり、御家庭で使われている１３ミリメート

ルや２０ミリメートルの料金設定につきましては、ほとんどの家庭用の水量

が１００立方メートル以内に収まっているところが多いことから、２か月で

１００立方メートル以内であれば、８．３パーセントから１０パーセント前

後のアップ率となる見込みでございます。

一方、２５ミリメートル以上の口径の契約者につきましては、例えば表の

ちょうど真ん中を御覧いただきたいのですが、４０ミリメートル口径の事業

所が５００立方メートル使用した場合、現行料金で９万３，７００円が料金

改定で１０万７，０００円となり、７，０００円１４．２パーセントのアッ

プとなる見込みです。

表を御覧いただければ、使用水量が１万立方メートルを超えるような超大

口事業所を除けば、一般的な事業所の改定幅は１１パーセントから、大きく

ても１６パーセント台となる試算でございます。

この試算で、実際にどの程度の給水収益が見込めるようになるのか、改定

幅と財政収支バランスの妥当性を表したのが、本日お配りさせていただいた

資料３－７となります。先ほど佐久間委員の御質問に答えたもので繰り返し

になりますが、表の上段の財政収支計画は、第２回の審議会で配付させてい

ただいた資料の抜粋でございます。財政収支の均衡を図るためには、表の右

端の欄外に記載した、令和５年度から令和１３年度の平均給水収益見込みが

２０億３，５２１万９，４５５円となっており、これが今後１０年間で必要

とする額となります。

令和４年度を除いた理由としては、令和４年の途中で料金改定をするとい



うところから、令和４年度から令和１３年度の平均としてしまうと、必要と

する額が減ってしまうというところで、通年で改定率を計れる令和５年度か

ら、令和１３年度の給水収益見込みを平均した額を提示させていただいてお

ります。

今、２０億３，５２１万９，４５５円という平均額を示したのですが、こ

の表と次の表の間に書いておりますとおり、令和３年７月に作成した財政収

支計画により、令和１３年度までの財政収支の均衡を図るために、給水収益

は単年度約２０億４，０００万円必要となります。

そこで、下記の試算により、基本料金及び従量割料金を改定することで、

１０年間の給水収益が、２，０３９万４，４８０円と書いてありますが、正

しくは、２０３億９，４４８万円となります。大変失礼いたしました。修正

をお願いいたします。２０３億９，４４８万円の見込みとなり、単年度で約

２０億４，０００万円必要となります。

そこで、今回の改定により収益見込みの試算が、真ん中の表の基本料金で、

それぞれの口径の改定案＜Ａ＞の料金に、令和２年度の実績調定件数＜Ｂ＞

を掛けて得た単年度の調定金額が、①で示す５億３，７６４万８，０００円

で、ここに第２回の審議会において人口推計というのを説明させていただき

ましたが、そこで試算した毎年６５４人という給水人口の伸びとの整合性を

図り、２０ミリメートル口径が毎年３００世帯増えるものとして見込むとす

ると、１０年間でトータル１億３，８６０万円の収入となり、令和１３年度

までの収益は５５億１，５０８万円を見込めることとなります。

従量割料金についても、料金改定案＜Ｃ＞に、水量見込みに端数処理をし

た＜Ｄ＞を掛けて得た１０年間の収益見込みが、１４８億７，９４０万円と

なり、改定案における基本料金と従量割料金の１０年間合計では、２０３億

９，４４８万円。単年度平均で２０億３，９４４万８，０００円となり、必

要な収益である２０億３，５２１万９，４５５円とはニアリーイコールとな

り、水道料金改定率が１２．２３パーセントという試算となります。

説明は以上です。

（前田会長）

ただ今、水道料金の改定案について事務局から説明をいただきましたが、

御意見、御質問等がございましたら、お願いします。

（佐久間委員）

資料３－１で、従量割料金の改定額とあるんですけども、これは使用水量

が４１立方メートルから１００立方メートルのところは、改定率８．３パー

セントとなっていて、内部留保を１７億円キープしながら企業債を２億円減

らすためには、この改定率なんだということだと思うんですけども、基本的

には使用水量が増えるほど改定率が上がっていくという考え方があると思

うんですけども、４１立方メートルから１００立方メートルだけ下がってい

く理由を説明していただければ。



（西島上下水道総務課長）

基本的な考えとしては、先ほど説明の中でも出ましたが、生活に必要とす

る使用水量ということで、おおむね家庭の使用水量が１００立方メートル以

内に収まっているという部分で、基本的には１００立方メートル以内につい

てはできるだけ、改定額を抑制したいという考えがまず一つございました。

その中で、０立方メートルから２０立方メートルについては５円、９．１

パーセントということで、１２パーセントよりは更に低い数字になりまし

た。２１立方メートルから４０立方メートル、４１立方メートルから１００

立方メートルについては、１２パーセント以内で得られる数字ということ

で、１０円ずつ上げるというところです。率以前に、１０円上げるというと

ころがちょうど、生活に必要な部分の利用者に対して、できるだけ抑制する

という範囲に収まったというところです。できるだけ、細かい数字で１円

２円３円というよりは、５円１０円という形で料金を設定したかったという

考えでございました。

（関口委員）

今回、資料３－１基本料金従量割料金の改定額についての資料が出されま

して、改定率何パーセントでアップ額が何円と標記されたことで理解しまし

た。従量割料金の改定額で給水戸数割合を見ると、１００立方メートルまで

が一般家庭で使用する量かと思います。そして、改定率も１２パーセント以

内ですので、納得できる数字だと思います。

次に、資料で口径別の基本料金比較を見ますと、当市は税抜１００円単位

で計算していますが、近隣３市を見ますと１０円単位で計算しています。

そこで、基本料金についてですが、案では改定率１３ミリメートルで

１２．５パーセント、２０ミリメートルで７．７パーセントと、４．８パー

セントの差があります。口径差をなくすには、１０円単位で１２パーセント

に統一すれば、１３ミリメートルで９０円、２０ミリメートルで１５０円の

アップ額になり、戸数をかけると１３ミリメートルで２６８万円、２０ミリ

メートルで５８２万円に対し、案の１００円アップ額ですと１３ミリメート

ルで２９８万円、２０ミリメートルで３８８万円になり、１２パーセントで

いけば１６４万円の増で、年間で９８５万円のプラスになります。是非、検

討してみてはどうでしょうか。

（木村上下水道部長）

今回、まず基本料金、１３ミリメートルと２０ミリメートルで現行８００

円と１，３００円で、５００円、２０ミリメートルの方が多いんですけども、

一般家庭で御自宅で、１３ミリメートルと２０ミリメートルの区分けをきち

んと知っている方は、そうそういらっしゃらないのかなとも思います。

ですから、一般家庭においては、１３ミリメートル、２０ミリメートルに

かかわらず、２か月で基本料金１００円のアップをお願いしたいということ



で、この案を作っています。

改定率は１２．５パーセントと７．７パーセントになってしまうんですけ

ども、今申し上げたとおりで、なおかつ、資料３－４を見ていただきたいん

ですけども、例えば朝霞市のすぐ上にある、三郷市や上尾市は１３ミリメー

トルも２０ミリメートルも同じ金額なんですね。そこも踏まえますと、１３

ミリメートルも２０ミリメートルも１００円で、アップ率は差がついてしま

うんですけども、それで水道利用者の皆さんに説明させていただきたいなと

思っています。

（関口委員）

１３ミリメートル、２０ミリメートルは一般家庭で使うメーターの口径だ

と思うんですけども、ここで余り差があってはと思いまして質問したんです

けど、同じ１２パーセントということでいけば、収入は増になるわけですね。

（野島委員）

今、関口委員の御提案もしかりでございました。恐らく、他の市町村でも

そういった１０円単位だとか、端数の管理をされているところもあるのかな

と思います。

今回、従量割の資料が出てきまして、部長がおっしゃるとおり、仮に一般

家庭で１３ミリメートルなのか２０ミリメートルなのか分からないという

ことでいいかというのは別として、それを取り扱う方の手間や人件費などの

関係のことを踏まえた上で、過去２０年間の料金改定がなかったという部分

も含めた上で、妥当な感覚なのかなと、私は感じております。

１３ミリメートルと２０ミリメートルの部分を精査すると、ちょうど良い

形になるのかなという感覚、どんぶりでは非常に申し訳ないんですけども、

私は従量割の関係は、一つ吞める内容なのかなと考えております。意見でご

ざいます。

（関口委員）

執行部として考えがあるでしょうから、私としての考えを申し上げただけ

でございます。

（佐久間委員）

資料３－７なんですけども、真ん中の水道料金改定試算のところで、表の

下に①で、２０ミリメートル口径の給水戸数を毎年３００件増加するものと

見込んだということなんですけども、これは改定率でいうと加入金が確か

１０パーセントだったと思うんですけども、２０ミリメートル以外で契約さ

れた方が居た場合、金額としてはどれくらいになりそうなんですか。

（西島上下水道総務課長）

事業費がどの程度伸びるかといったところを我々の方で押さえていない



というところです。

ただ、２０ミリメートルで契約していただいてる世帯が多いというところ

で、全て２０ミリメートルの家庭用という計算をした次第なんですが、ただ

それが１世帯でも事業用が増えれば、その分増えるということで、収益見込

みに達しないということには至らないのかなという考えではございます。

（島﨑委員）

一つ前の話題に戻ってしまって申し訳ないのですが、私も関口委員の意見

に賛成しております。

資料３－１ですけども、２０ミリメートルを１，４５０円とすれば、

１１．１パーセントと、実際水道料金としては、基本料金だけ見ているので

はなく合計金額、資料３－２の方を見て、皆さん方判断なさっているのかな

と思うんですけども、アップ率を見ると１３ミリメートルが大体１１パーセ

ントくらい、２０ミリメートルが１０パーセント切ってますので、不公平感

は否めないかなと。１，４５０円で計算すると、大体２０ミリメートルも

１１．１パーセント程度に収まってきますので、公平感という意味では、基

本料金は、今私は１，４５０円と言いましたけども、再考していただくのが

よろしいのではないかというのが意見でございます。

（須田委員）

基本料金の改定額なんですが、アップ率でいうと確かに７．７パーセント

と２０ミリメートルが低くなっているんですけども、現行１３ミリメートル

と２０ミリメートルの差が５００円で、これからまたアップしたときに、そ

の差が５００円から５５０円になるという、その金額で判断するとなると、

一般の人はアップ率というよりも、今の差額が大きくなる方が不公平になっ

たのではないかという感覚を持たれかねないのではないかなというので、今

回はこの７．７パーセントは、確かにパーセンテージでいうと、皆さんおっ

しゃるとおり、もう少し数字が上がっても良いと思うんですけども、ここが

妥当なところかなと私は判断したいなと思います。意見でございます。

（小河原委員）

素朴な質問なんですけども、基本料金は何故１００円単位なのでしょう

か。他市を見ると細かい金額のところもあるんですけども、これは何か理由

があるのでしょうか。

（西島上下水道総務課長）

分かりやすい、管理しやすいという点でもございます。こういうことはほ

とんどないのですが、例えば昨年度の料金を減額する際であったり、料金の

減額というのは、昨年のコロナにおける一斉のだけでなく、例えば御家庭に

引き込むまでの間に漏水が起こったときなど、その世帯の契約者の責によら

ない事由に基づく料金の減額、そういったことも実際にはございます。そう



いった事務手続きの中でできるだけ管理しやすい料金設定という意味で、で

きるだけ端数処理をさせていただいた設定を今回案として出させていただ

いた次第でございます。

（小河原委員）

管理しやすいというのはよく分かるんですけども、余り固執しなくても、

例えば５０円単位とかその辺で柔軟性があっても良かったのではないかな

と感じました。

（水谷委員）

資料３－７を見て質問なんですが、一番下の水道料金改定率というのが

１２．２３パーセントというところで、多分これは当初の料金改定率１２パ

ーセントというところで示していただいてると思うのですが、言葉遣いとい

うか、水道料金改定率を私はそもそも想定として、単一料金だったら１２パ

ーセントアップをイメージしていて、加重平均幾つかの料金パターンがある

ので、加重平均的に１２パーセントぐらいを目指されているのかなというふ

うに理解をしていたのですが、この下の料金改定率１２．２３パーセントと

いうのは、収益改善率という形になってまして、結局この収益改善率は、そ

の中に、先ほど佐久間委員がおっしゃったように、年間３００件、給水戸数

が増加すると、つまり人口増加を含めた数字が入っているので、これは改定

率と言うか収益改善率ということなので、収益改善率を改定率というふうに

理解するという考えでよろしいですか。そうすると当初の料金改定率１２パ

ーセント、それとは別に人口増加も踏まえた、シミュレーションのイメージ

があったので、そこら辺考え方の整理を教えていただけますでしょうか。

（西島上下水道総務課長）

今、水谷委員がおっしゃった、改定率の加重平均ではなく、収益改善率と

いう見方で正しいのかなと考えております。

（水谷委員）

ただ、結局一番上の財政収支計画試算のところで、その試算のところのト

ータルの改善幅と一番下の収益改善率にしてもその金額がニアリーイコー

ルですよということなので、これでも当初の内容どおりだという理解をすれ

ばよろしいでしょうか。

（西島上下水道総務課長）

そのとおりでございます。

（前田会長）

次回、皆さんにまた諮問ですから決めていただくんですけども、今日は意

見を集約したいということですので、先に進みたいと思いますがよろしいで



しょうか。

１時間半たってしまいましたが、５分間休憩をしてから、加入金の方に進

みたいと思います。

それでは暫時休憩といたします。

～休憩～

（前田会長）

それでは議事を再開させていただきます。

引き続き事務局の方から、加入金の改定（案）の説明をお願いいたします。

（西島上下水道総務課長）

続きまして水道利用加入金の改定に関して説明させていただきます。

水道利用加入金につきましても、前回の御審議において、改定率を１０パ

ーセント程度ということで御承認いただいたことを受けて、改定案を今回作

成いたしました。

資料は、本日差し替えさせていただいた資料３－３及び同じく本日お配り

した資料３－８となります。資料３－３は本日お配りしたものの方を御覧い

ただくようお願いします。

この資料３－３は、県内の水道事業団体の加入金の一覧表で、一番契約者

の多い２０ミリメートル口径において金額が安い順番に掲載しております。

表の見方といたしましては、一番上の口径ごとに金額を記載し、その右側

に全てではありませんが、主なものとして、安い方から数えた順位を記載し

ております。表の下から３行目が口径ごとの県平均額で、その下に本市の現

行料金の１０パーセント増加の金額、そしてその下に今回改定案として出し

た金額の記載となっております。

加入金につきましても、改定時期その他各事業体によって金額の差は非常

にバラバラであることが分かるかと思います。特に大口径については、

２００ミリメートルの一番上のさいたま市は８，２２０万円と、本市の現行

の２，３１０万円とでは５，９００万円の差があり、１５０ミリメートルで

は、一番高い蓮田市では１億円以上の設定となっております。

水道利用加入金については、老朽化する水道施設をこれまで計画的に更新

し、安心・安全な水道水を安定的に供給するために費用をかけてきた施設に

ついて、新たに本市の水道を使っていただく方々にも、相応の負担をしてい

ただく趣旨で頂くものとなっております。

今回の改定額につきましては、前回御承認いただいた改定率１０パーセン

トを、まず、一律現行料金に乗じて得た金額をベースにしております。

ここで、他の自治体の加入金額を見ていただきたいのですが、一番左の

１３ミリメートルにおいても、３０以上の自治体が１万円単位で端数なく設

定しているところであり、これは口径が大きくなり、金額が高くなるにつれ、

端数切り上げも高くなっているところであります。



こうしたことも参考に１３ミリメートル、２０ミリメートルは１万円の位

で切り上げ、それぞれ１３ミリメートルは１４万円、２０ミリメートルは

２８万円に、現行の料金設定において、２５ミリメートルは２０ミリメート

ルの倍の料金設定にあることから、２５ミリメートルは２８万円の倍である

５６万円に、３０ミリメートルは５万円の位で切り上げて９５万円に、４０

ミリメートル以降は、全て１０万円の位で切り上げて、４０ミリメートルを

１８０万円に、５０ミリメートルを３１０万円に、７５ミリメートルを

８３０万円に、１００ミリメートルを１，５３０万円に、１５０ミリメート

ルを１，９１０万円に、２００ミリメートルは２，５５０万円という改定案

といたしました。

続きまして資料３－８を御覧ください。

水道利用加入金に関しましては、昨年度実績で、１３ミリメートルは１０

件、２０ミリメートルは９５１件、２５ミリメートルは５件、３０ミリメー

トルは１件、４０ミリメートルは２件、去年は５０ミリメートル以上はなか

ったという形になるのですが、この昨年度実績で、現行の加入金で

２億４，５５４万円、改定案の加入金で、２億７，５０３万円の収益見込み

となり、令和２年度実績を踏まえた収益の増加率は、１２．０１パーセント

の増となります。

加入金額をこのような料金体系にすることで、実際の試算で２パーセント

程度の増加となりますが、考え方のベースはまず１０パーセントの改定で、

結果として、水道料金の改定率１２パーセント程度の範囲で収まっているこ

とから、この改定案を今回提出させていただいたところでございます。

以上です。

（前田会長）

今、事務局の方から水道利用加入金の改定案について説明が終わりました

が、御意見、御質問等がございましたら、お願いします。

（野島委員）

確認で御質問でございますが、水道料金加入金に関しては、朝霞市に新た

に引っ越されてきた、もしくは、居住地をとったという部分の最初にかかる

費用という認識でよろしいですか。

（西島上下水道総務課長）

そのとおりでございます。

（野島委員）

要は、1回だけしか支払しない登録料みたいな感覚のニュアンスでよろし

いですね。



（須田委員）

加入金なんですけど、大口の５０ミリメートル以上、新設がないんですけ

ども、個人的にはもっと上の方は上げても良いんじゃないかと思うんですよ

ね。

というのは、野島委員の質問にもあったとおり、最初にかかる金額なので、

どこの企業も最初にかかる金額としては、ちゃんと計算の中に入るんですけ

ども、先ほどの話に少し戻ってしまうんですけども、普通にかかる料金がど

んどん上がっていくとなると、企業としては何らかの手段を講じてくるとい

うのが普通だと思うんですね。だから、やはりこういうものでしっかり最初

に貰っておくという方が、良いんじゃないかと思うんですけどね。

パーセンテージというのももちろんあるんですけども、２０ミリメートル

は中心体ですので、それにしっかり近づけていただくのが一番良いんですけ

ど、大口はもう少し上げていただいた方が良いのかなと。意見です。

（斉藤委員）

こちらこそ、１３ミリメートルとか２０ミリメートルの方が割合が高くな

っている、逆に大口の方が下がっている、これはどういうことなんですか。

登録料というよりも、むしろ今までの設備投資をしてきたインフラを使用す

る上での費用なので、もちろん管の大きさによって負担が違うからそれだけ

金額に差があるのは当然なんですけど、上げる率を逆にするとういことがあ

んまりよく理解できないんですけども、そこら辺の考え方はどういうことで

しょうか。

（西島上下水道総務課長）

資料３－８を見ていただいたとおり、１０パーセント一律機械的に上げる

と１３ミリメートルが１３万２，０００円、２０ミリメートルが２７万

５，０００円となるんですけども、この部分についても事務局でもかなり検

討させていただいたところではあります。基本的には資料３－３における県

内の他の自治体の設定などを見て、１万円単位で料金設定をしている団体が

３０団体以上という多い状況で、そういったところも参考にしながら、端数

処理をさせていただいて、今回改定案として提出させていただいた次第で

す。

（木村上下水道部長）

率から求めたのではなく、１３万２，０００円を万単位に繰り上げて１４

万円にしたら、パーセントがちょうど１０パーセント以上に上がってしまっ

たと。

一番高いのは１０万単位にも上げているんですけども、元が高いので率的

には１０．何パーセントに収まってしまったというのが現状です。



（斉藤委員）

一番最初の、この前採決したときには、１０パーセントでしたよね。結果

として１２パーセントになっているんですけど。

（木村上下水道部長）

２０ミリメートルが現行２５万円で、１０パーセントだと

２７万５，０００円なんですね。その端数を５，０００円繰り上げると２８

万円なんですけども、それが１２パーセントになってしまいます。２０ミリ

メートルがほとんどなので、結果的には令和２年度実績に伴って再計算する

と１２パーセントになってしまったという状況です。

（水谷委員）

コメントみたいな話なんですけども、そこまで狙ってらっしゃらない、ト

ータルで困ってるかもしれないんですけど、よくある率の話で、プリンター

とかだと、新しいプリンターを買いましたときに、単価が高くてインク代が

安い、もしくは単価は低いんだけども、インク代が高い、そういうバランス

をとっているという戦略が一つあったとすると、今回、加入金は新しく入る

ときに負担いただく金額で、実際の水道料金は水道を使うときにかかるもの

だったときに、基本、さっきの話では触れなかったんですけども、大口のお

客様の単価はどんどん上がっているので、その分入口のところで、ある程度

抑えておく、それで企業の流入を抑制させないという考え方としてはあるの

で、率が上がって下がってというのは、バランスがとれた考えという整理も

つくと思います。意見です。

（野島委員）

例えば今１３ミリメートルと２０ミリメートルがメインだと先ほどから

御説明がございまして、そこに焦点を置いているんですけども、今後、新築

だとか新たに加入される世帯では、１３ミリメートルはほとんどないという

認識でよろしいですか。

（西島上下水道総務課長）

一般家庭で戸建ての住宅であれば、ほぼ１００パーセントに近いくらい、

２０ミリメートルで契約いただいてる状況です。

（野島委員）

これは、マンションだとかそういったものも踏まえた上で、ほぼ２０ミリ

メートルということですか。

（西島上下水道総務課長）

はい、そうです。



（関口委員）

ワンルームマンションとか、そういうところは１３ミリメートルみたいな

ことですかね。

（久保田水道施設課長）

こちらでも、最近は２０ミリメートルを推奨させていただいてます。

（関口委員）

一人で一世帯とか、そんなに水道使用量は少ないかと思うんですけど、口

径ってたくさん量を使うから、一度に１か所だけでなく何か所かの、水栓を

使ったりすると出が悪くなるので、口径を大きくするというふうな考えかな

と思ったんですけども、そうではなくて、単に２０ミリメートルということ

なんですね。

（前田会長）

例えば９世帯あって３階建ての場合だと、１階２階３階全部２０ミリメー

トルで入れると思うんですよね。そうすると３階だけ水圧で１３ミリメート

ルだと上がらない場合があるので、大体普通は、今、ワンルームでも２０ミ

リメートルを使っているというのが通常ではないかなと、私はそう思ってい

ます。

（久保田水道施設課長）

後ほど、傾向的なものはもう少し担当に確認をしてですね、お答えさせて

いただきたいと思います。

（野島委員）

今、諮問事項の関係で、水道料金の話と加入金の両方の話が出ましたので、

全般的に精査した中で、１号の先生方から出る御意見だとか、島﨑さん水谷

さんから出た御意見も非常に良い内容だなと思っていますので、事務局の方

で一旦持ち帰って精査していただければなと思います。意見でございます。

（前田会長）

部長の方で、バランスの関係は調整していただいて、また次回出していた

だければと思います。

ほかに、御意見、御質問がないようですので、議題（３）は終了させてい

ただきます。

次に議題（４）下水道経営戦略の策定ポイントについて、事務局から説明

をお願します。

（西島上下水道総務課長）

下水道事業経営戦略について説明させていただきます。



この議題は、当初、第２回の審議会より御審議いただく予定でしたが、水

道料金改定の審議に集中していただくため、先送りさせていただいて今回、

改めて説明させていただくものでございます。

資料４を御覧いただきたいと思います。経営戦略というのは、こちらに記

載してあるとおり、公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続してい

くための中長期的な経営の基本計画です。

１０年程度の将来にわたる施設・設備に関する投資の見通しを試算した計

画と財源見通しを試算した計画を構成要素とし、収支が均衡するように調整

した収支計画であり、国からは、「経営戦略」策定推進により、様々なサービ

ス需要の変化や、老朽化する施設の更新需要の増大に対応できる、経営健全

化の取組が要請されています。

本市では、平成３０年度に水道事業が、「朝霞市水道事業経営戦略」を策

定しています。下水道事業におきましては、昨年、令和２年度に公営企業会

計を導入したばかりで、自己財源も乏しい状況でございますが、将来にわた

って独立採算を維持しながら経営をどのように進めていくのか、という重要

な計画となります。

次のページに記載しました、下水道事業を取り巻く環境においても、本市

は歴史的にも風水害に苦しめられてきた地域特性もあり、雨水管理総合計画

に基づいてその対策が必要とされております。

また、旧暫定逆線引き地区の市街化区域編入に伴い、汚水管整備も進めて

いかなければならず、水道事業同様、下水道事業においても老朽化施設の問

題が増えつつあるため、その対策が喫緊の課題となっています。更に公営企

業会計を導入しているため、今後固定資産の維持・管理・更新を効率よく適

正に実施していくなど健全な運営が求められております。

そして、昭和５７年の供用開始以来、一度も料金改定の検討をしていない

状況でございますが、先ほどの下水道事業の決算の概要でお分かりのとお

り、下水道事業は汚水処理に係る費用が下水道使用料でとても賄いきれてい

ない状況であるため、公営企業としての経営改善に着手しなければならない

ことが挙げられます。

そこで、４ページの策定方針に沿って、この下水道事業経営戦略を策定し、

中期的、またさらにその後の大型事業なども見据えた投資計画を立案し、そ

れに伴う財源確保の計画を定めていかなければなりません。

投資計画、財源計画の収支の均衡を図るために財政収支計画を今後作成し

てまいりますが、その検討ポイントは、６ページに記載したとおり、令和４

年度から令和１３年度までの投資の所要額を試算する。令和１３年度以降の

大規模事業等の傾向も考察する。将来の有収水量は、水道使用水量の将来見

込みと整合性を図る。長寿命化への対応事業など、将来に及び継続的に実施

していく事業など、企業債活用のあり方についても検討する。公営企業会計

を導入して２年目で、自己財源が少ない状況であり、年度当初に適切な額の

運転資金（水道事業は１０億円）などの内部留保資金の確保を検討する。財

政収支の均衡を見つつ、下水道使用料の改定も検討する。



これらのポイントにつきまして、次回以降、委員の皆様から御意見を賜り

たいと考えております。

以上でございます。

（前田会長）

事務局の方から下水道経営戦略の策定ポイントについて説明がありまし

たけども、御意見、御質問等がございましたら、お願いします。

また、次回これにつきましては議題になりますので、よろしいでしょうか。

それでは、議題（４）は終了させていただきます。

次に議題（５）その他になりますが、委員の皆様から何か御意見などござ

いますか。

（野島委員）

上下水道という形で審議会が一緒になりまして、今までは上水道と下水道

と分かれていたんですけど、今回、下水道の方も恐らく、策定をする上では、

かなり内容の濃いものになっていくのかなと思います。審議会の時間配分で

すとか、内容の関係もよく事務局の方で御検討いただいて、議事の項目も踏

まえた上で御提案いただければなと思います。意見でございます。

（島﨑委員）

和歌山市で大規模な水管橋の崩落があって、かなり衝撃を受けております

けども、朝霞市ではあの規模はないと思いますが、水管橋はございますか。

その辺りの老朽化の状況など確認していれば教えてください。

（久保田水道施設課長）

市で持っている水管橋は１橋ございます。ただ、和歌山市のような大型の

水管橋になりますと、朝霞市というよりは埼玉県の大久保浄水場で管理して

いるものが、それに該当するかなと思うので、そこまで大きな規模の漏水と

言いますか、被害は市の管では出ないというふうには認識しているところで

す。

またそれらについてのメンテナンス等もですね、目視にはなりますけど

も、行っているところでございますので、今回の件を踏まえまして少し検討

は必要かなとは思っております。以上です。

（島﨑委員）

まだ来てないですけど、もしかしたら緊急の点検について通知が、霞が関

の方から来るかもしれないと思っております。

（前田会長）

それでは、事務局から何かありますか。



（櫻澤上下水道総務課経営係長）

今後の審議会の開催スケジュールということで、第６回の審議会のスケジ

ュールを、前回お配りさせていただいた際、１１月２２日にさせていただい

たのですが、祝日等の狭間ということもありますので、１９日に変更させて

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

（前田会長）

日程変更がありましたので、皆さん間違えないようにしていただきたいと

思います。

それでは、特にないようであれば、以上で本日の議題は終了いたします。

委員の皆様には、円滑な議事の進行に御協力を賜り、ありがとうございま

した。

これにて、議長の座を降ろさせていただきます。

（丸山上下水道総務課長補佐兼会計庶務係長）

以上をもちまして、令和３年度第４回朝霞市上下水道審議会を終了いたし

ます。

長時間に及びありがとうございました。

次回の審議会は、１１月２日（火）１０時から、場所は同じく、こちらの

会議室で行いますので、よろしくお願いいたします。


