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武蔵野市下水道使用料等検討委員会 

第 1回委員会議事録（要録） 

 

１．委嘱状交付（省略） 

 

２．市長あいさつ 

 

３．委員自己紹介（省略） 

（市長 退席） 

 

４．＜次第１＞委員長の選出 

委員の互選により井出多加子委員を委員長に選任 

 

５．＜次第２＞委員長の選出 

委員の互選により長岡裕委員を副委員長に選任 

  

６．＜次第３＞委員会の運営等について 

委員会は原則公開とし、傍聴を認める。 

議事録は要録とし、委員が内容を確認した上でホームページでの公開とする。 

議事録への発言者の表記は、委員長、Ａ委員、Ｂ委員・・・とする。 

 

７．＜次第４＞検討項目・スケジュールについて 

○事務局 検討項目については、のちほど説明する。スケジュールについて、本日 10月 22

日は現状の分析や収支計画の見直しについて審議して頂き、1月 22日開催予定の第 2回

委員会では改定の是非を含めた改定の基本方針、使用料の改定案を審議して頂きたい。2

月 20日開催予定の第 3回委員会では、使用料の改定案と答申案について審議して頂きた

い。その後 3月に市長への答申というスケジュールで考えている。 

〇委員長 都合が悪い場合は事前に事務局に連絡し、十分に説明を受け意見をお伝え頂く

ということでよろしくお願いしたい。 

  

８．＜次第５＞下水道使用料の経過について 

〇事務局 第１回委員会資料１頁～８頁について説明 

     ・武蔵野市下水道事業の経緯 

     ・武蔵野市における下水道使用料の改定について 

       下水道使用料改定の経緯 

       前回答申（平成 27年１月）について 
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       本委員会における審議内容 

 ［質疑なし］ 

 

９．＜次第６＞下水道事業の財政について 

〇事務局 第１回委員会資料９頁～24頁について説明 

     ・武蔵野市下水道事業 財政の現状と課題 

       武蔵野市下水道事業における財源の考え方 

       歳出・歳入の状況 

       基金の動向 

       財政の課題 

     ・前回使用料見直し時の予測値と実績値との比較 

       歳出・歳入 

       基金積立 

     ・武蔵野市下水道総合計画における経営面の施策 

 ［質疑］ 

○Ｄ委員 「公債費の推移」について、昭和 40年頃から山ができて平成 17から 22年度あ

たりが谷のように公債費が減り、近年は再び増えるが何が原因なのか。 

○事務局 昭和 40年代が武蔵野市では建設のピークであったが、市債の償還期間が 20か

ら 30年であり、昭和 62年には整備が終わりそれから 20～30年遅れて償還が終わったと

いうこと。その後、近年は合流改善事業など大規模な建設工事を実施したため、今後 20

～30年は増えていくと思われる。どうしても波がでる。 

○Ｄ委員 老朽化が進めば同じ事が起こるということか。今の管はどの程度持つのか。 

○事務局 一般的な耐用年数は 50年といわれているが、50年たてばすぐ取り替える訳では

なく、ストックマネジメント計画に基づき予防保全的な維持管理を行い、延命化を図っ

て、管の改築を遅らせていこうとしており、さらに優先度等により改築の実施にメリハ

リをつけて平準化を図り、負担が偏らないように改善を進めていきたいと考えている。 

 

○Ｄ委員 行政人口と有収水量の推移について 4年前にも話があり、社会的にも節水が進

んでいるとのことであったが、現状はどうなっているのか。 

○事務局 武蔵野市の行政人口は増えているが、有収水量は減少しており、節水傾向は進

んでいると思われる。 

 

○Ｅ委員 前回使用料見直し時の予測値と実績値の違いの最も大きい要因は建設費なのか。 

○事務局 一番大きいのは建設費だった。大型の事業スケジュールがずれ込んだためであ

る。 

○Ｅ委員 今回の検討では見込みが狂うことを考えて料金改定をするのか。 
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○事務局 今回の使用料の算定期間は平成 32年度からの４ヶ年を対象に検討いただく予定

であるが、中長期の 20～30年の長い目でも見て頂く。実施年度が遅れた事業はなくなる

訳ではなく、長い期間の事業費はそんなにずれていない。 

〇Ｅ委員 今回の委員会では短い期間と長い期間の両方で見ていくということか。 

〇事務局 その通りである。 

 

〇Ａ委員 建設費について、ストックマネジメント計画は平成 31年策定とのことだが、ス

トックマネジメント計画策定の前に使用料を検討するというのは順序が逆ではないか。 

〇事務局 ご指摘の通り、本来は使用料を検討する前にストックマネジメント計画が策定

されていることが望ましいが、以前に策定した長寿命化計画においても既にストックマ

ネジメントの手法により検討を行っており、その際に今後 100 年の改築シナリオでは年

間３億円程度の改築を行うことにより健全度が維持できるというシミュレーション結果

が出ている。現在検討中のストックマネジメント計画でもこれとほぼ同じ結果が出てき

ているため、事務局としては財政予測に大きなずれは生じないと考えている。 

 

〇Ｅ委員 前回、一般汚水の使用料は少しずつ上がったのに対して、浴場汚水の使用料が

据え置きになった経緯を教えて欲しい。 

〇Ａ委員 浴場は厳しい状況なので、という議論があったのではないか。 

〇事務局 浴場汚水に関する経緯だが、浴場汚水は件数や水量が減少している実情から据

え置きになった。基本浴場水量以外の基本使用料と従量使用料でまかなっていくという

ことである。 

〇Ｅ委員 浴場汚水の体系について、その経緯は今後 4年間も継続してゆくのか。 

〇事務局 件数や利用者数の減少傾向は変わらないので、基本的にはそうなると思うが、

議論していただければと思う。 

 

〇Ｂ委員 公営企業会計を平成 32年度から適用するということで、固定資産調査等を進め

ていると思う。今は現金収支でまとまっているところを、経常収支と投資収支に分けて

はどうか。 

 投資に対してコストが増え、使用料が適正かがわかるのが公営企業会計の主旨である。

平成 32 年までは現金ベースなのでわかりにくい。今回はそれでいいが、平成 32 年以降

は再度評価をした方がいい。  

〇事務局 平成 32年度には公営企業会計となるので、次回使用料検討を行う際には対応す

る。 

〇委員長 ４年間絶対変えないというものではなく、場合によっては改定も検討するとい

うものである。新しい情勢の変化があれば適宜対応するということになる。 
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〇Ｃ委員 平成 26年度に設置された合流式下水道改善施設は汚水・雨水を分離するための

施設か。 

〇事務局 合流式下水道は汚水・雨水を１本の管で排除するものであり、雨天時は汚水が

公共用水域へ放流される。放流水質を分流式並みとすることや、ごみを河川に放流しな

いといったことを目標としている。 

〇事務局 汚水と雨水を別々の管に分けるというものではない。 

〇Ｃ委員 将来的に汚水管と雨水管を分ける予定はないのか。 

〇事務局 新たな設備投資がかかるため考えていない。 

 

10．＜次第７＞ 収支計画の見直しについて 

〇事務局 第１回委員会資料 25頁～37頁について説明 

     ・収支計画の見通しについて 

       見直しの考え方について 

       見直し後の収支計画について 

       有収水量の設定について 

       収支見通しについて 

 ［質疑］ 

〇委員長 収支計画の見直しについて、人口が増える見込であること、節水傾向がやや弱

まったことを考えて水量の設定を見直したいということ。今後歳出が厳しくなるという

ことを考慮したものが、財政収支見通しということになる。 

〇Ｅ委員 ゲリラ豪雨の急増に対応が必要と思われるが。長期の歳出については手厚く見

込むべきではないか。収支見通しで見込んだ主要施策の表は今後 4 年間の主要施策とい

うことでよいのか。 

〇事務局 今後 20年間の施策として位置づけている。 

〇Ｅ委員 事業ごとの金額を示してほしい。もうひとつの大きな要因である老朽化対策は

どこに示しているのか。 

〇事務局 総合計画 2018の P63の長期計画（平成 40～49年度）に示している。 

〇Ｅ委員 老朽化した管の取替はどこに示されているのか。 

〇事務局 総合計画 2018 P63 では「1.ストックマネジメント」の中に「②管路施設の修

繕・改築」として取り上げており、単年度で 3億円程度を設定している。 

 

〇Ｅ委員 浴場はトレンドが下がっている。それなのに浴場だけ使用料体系が別立てなの

はおかしいのではないか。4年間だけでなく、そのままでいいのかという点を長期的には

検討すべき。長期的に使用料体系をどうするのかという点でいえば、レストラン等の汚

れが出やすい営業関係からの使用料について、下水に負担を与えているのだから、費用

も発生しているはず。ひとつの考えとして、別の料金体系を作るというのもあるのでは
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ないか。 

〇Ａ委員 そのような考え方もあるが体系が繁雑になるのではないか。また、定義につい

ても懸念がある。 

〇Ｃ委員 業種の違いなどを考えていくと、細分化される。家庭からの汚水でも質に差が

あると思われ区分が難しいと思われる。 

〇Ｅ委員 細分化しすぎると問題はあるが、他方で浴場だけ使用料体系が分けられており、

この 4年間だけでなく、将来課題として指摘をしておきたい。 

〇Ａ委員 浴場の実態が分かる資料を示して欲しい。丁寧な議論はすべき。 

〇Ｂ委員 武蔵野市の使用料体系は累進性で少量利用者ほど安く、政治的な意味合いが込

められており、浴場も同じだと思われる。 

今後 50 年くらいの収支はないのか。歳出のピークは平成 49 年以降なのではないか。基

金がどのくらいで底をつくのか把握しないといけない。 

〇事務局 事務局では 40年の収支計画までは作っているため、次回はもう少し長期での基

金の動向をお示しできると思う。 

〇委員長 収支計画の表をもう少し大きくしてほしい。 

 

〇Ａ委員 総合計画 2018 P71 だが、使用料収入が総合計画見直しより増えるということ

になるが、基金残高はやや増えるということではないのか。 

〇事務局 その通りである。 

 

〇Ｅ委員 起債と基金の関係はなにか、起債は将来世代に負担してもらう仕組みであり、

基金は現役世代に負担してもらう仕組みである。別の言い方をすれば借金でお金を余ら

せて、それを口座に入れておくということでどんな意味があるのか。目的としては２つ

あって世代間のバランスという面と突発的な支出に備えるという面があって、後者の意

見合いの方が大きいのでは。突発的対応として起債でお金を集めるということはできな

いのか。それよりも基金の方がよいのか。 

〇事務局 建設事業については世代間の負担均衡の観点から起債を充てている。また、基

金については、将来的に支出が増加し赤字が発生した際の補てん財源として備えておく

というものになる。 

〇Ｂ委員 今の世代も負担してもらって、将来の負担増を減らすという考え方が今の主流

だ。黒字分を貯蓄して、将来の建設に充てれば使用料を上げなくてすむ。今の現金ベー

スの会計では表しにくい。 

〇Ｅ委員 起債と基金は相殺するもの、世代間の負担という観点では基金はあまり意味が

ないのではないか。いきなり資金が必要となった時には基金は意味があるが。 

〇事務局 武蔵野市では平成 26年度から 20％の起債抑制を行っており、基金は抑制分の財

源としても充てられる。起債抑制は後ほど説明させて頂く。 
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11．＜次第８＞起債抑制について 

〇事務局 第１回委員会資料 38頁について説明。 

      武蔵野市では、将来の財政的負担を軽減するための施策として、「起債抑制」

を打ち出している。 

      起債抑制については使用料改定率が大きくなる・現世代の負担が大きくなる

などのデメリットもあるが、武蔵野市では既に 20％の起債抑制を実施してお

り、将来の支出抑制と市債残高抑制を図っている。 

      今後、使用料改定に関する検討における改定率等のデータを踏まえて、起債

抑制についての方針を審議して頂く。 

 

12．＜次第９＞下水道使用料改定の方向性について 

〇事務局 第１回委員会資料 39頁について説明。 

      本委員会では使用料改定の是非及び使用料改定を行う場合における改定率等     

      について審議して頂く。その際の留意事項として次の点が挙げられ、この内

容について審議をお願いしたい。 

      ・使用料改定の是非について 

      ・収支計画最終年度（平成 49年（2037年）度）における基金残高について 

 

13．＜次第 10＞基金について 

〇事務局 第１回委員会資料 40頁について説明。 

      総務省の方針に基づき、平成 32年（2020年）４月１日から、武蔵野市下水道

事業に地方公営企業法を適用し、公営企業会計を導入する方針で固定資産調

査を進めている。 

      現在運用している「武蔵野市下水道事業基金」を、地方公営企業法適用後は

積立金として運用を行っていく方針。 

 ［質疑］ 

〇委員長 公営企業会計の導入による影響を事務局は把握しているのか。順調に進んでい

るのか。 

〇事務局 総合計画 P69 に示しているが、システムの導入等による経費は 20 年間で 3 億 4

千万円発生するが、全体の事業費に対しては小さく、大きな影響はない。 

 

〇Ａ委員 以前あった近隣市町村の料金の違いに関する資料はないのか。今の使用料体系

が安すぎるということはわからないか。 

〇事務局 参考資料 P2を参照して頂きたい。 

〇Ｅ委員 総合計画 2018 P67「建設費の見通し」について浸水対策は中期では何もやらな
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いのか。 

〇事務局 その通りである。学校校庭への貯留浸透施設整備はあと 3 校で完了し、平成 33

年度に完了する。事業化の目処が立っているものは以上であり、それ以降は長期の善福

寺川放流幹線に着手するまで、浸水対策としての建設事業が見込まれていないというこ

とである。 

 

〇Ｂ委員 財政収支見通しにて示されている減価償却の精度はどの程度か。 

〇事務局 あくまで参考であり正直精度は低い。現在、資産整理が整いつつあるため、次

回はこれより精度が上がったものを提示できる見込みである。 

 

〇Ｂ委員 財政収支見通しにて、公債費負担比率 15％というのは汚水と全体が挙げられて

いるが、どちらを使うのか。一般会計のための指標ではないか。 

〇事務局 公債費負担比率を下水道事業の指標として使うのはあまり適切ではない。前回

使用料改定の際に、目安として設定させてもらった経緯があり、参考として表示させて

頂いている。 

 

〇委員長 財政収支見通しにある「差し引き」は総合計画検討時もマイナスだったか。 

〇事務局 この資料は、今後の使用料改定を見込んでいない現状ベースの財政見通しであ

る。 

 

〇Ｅ委員 総合計画 2018 P72 で、短期・中期に基金の取り崩しがないのに、長期に取り

崩すのはなぜか。 

〇事務局 長期に事業費が多いため、取り崩しをしないと収支が不足するためである。総

合計画 P57がわかりやすい。中期・長期は新規事業が多くなる。 

〇Ｅ委員 大きい事業はすぐにやるのではなく遠い将来にやるということか。 

〇事務局 単に後年度に送ったのではなく、武蔵野市は処理場を持っておらず、区部流入

や都や周辺市で構成された流域下水道に接続しているため、上位計画である東京都の流

総計画のスケジュールが影響している。 

〇事務局 総合計画 2018 P7を見て頂きたい。今は暫定の状態であって、最終的にはこの

図のようになる計画で東京都と協議を進めており、今後 20年間で大きな事業費を動かす。

これが処理場を持たない武蔵野市の宿命である。これをやらないと武蔵野市は水の出口

がない。これが大きな課題である。これが使用料の値上げに繋がる。 

〇Ｅ委員 そうなると、浴場のことは考えないといけないのではないか。 

〇Ｃ委員 浴場は公共料金なので、自分たちで料金を決められない。多摩地区は東京都の

料金体系に組み込まれている。そこで下水の料金が上がると、消費者に反映しなければ

ならないので、今のような体系なのではないかと考える。「公衆浴場」としての物価統制
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というものが今でも残っている。 

〇事務局 本日の委員会では改定の是非は決めてもらいたい。他はシミュレーションが必

要なので次回以降となる。 

〇委員長 財政収支見通しにある通り、今後収支は赤字になり基金残高も底をつく。一方

で使用料は 23区や他市に比べてまだまだ安い。このような状況を踏まえ改定すべきかを

判断頂きたい。 

→全委員、使用料の改定は必要ということで合意。 

 

使用料の改定率については現段階では判断せず、シミュレーションを提示していただく

ということでよいか。 

→全委員、了承。 

 

〇事務局 使用料改定率を決める要素になるのが 2037年度での基金残高である。0とする

のか、将来を見据えてある程度余裕を見込んだ設定としたシミュレーションをご提示さ

せて頂くということでよいか。どのような金額設定がよいのかは、事務局から複数提案

させて頂く。 

〇Ｂ委員 収支は黒字にすべき。支出のピークが 2037年度以降も続き、ピークを迎えるま

では基金を積み上げるべき。ピークを越していけば基金の取り崩しをしていくが、0まで

にはならないのではないか。減価償却費がきちんと算定できるならば、黒字になるかど

うかを検討してほしい。 

〇Ａ委員 2037年度以降の予測を示して欲しい。それをみて判断する。 

〇事務局 2037年度以降 10年間の赤字を基金に積んでおくなどが考えられるが。 

○Ａ委員 管路やポンプ等は耐用年数により更新を繰り返す。そういうものがわからない

と判断できないのでは。 

○Ｂ委員 インフラ資産は半永久的なものだ。少なくともプラスにならないといけないの

では。 

〇事務局 前回の設定では、大規模事業が終わるまでは赤字にならないように基金を積ん

でいたが、その後は見込んでいないという設定だった。 

〇委員長 2037年度以降 10年くらいの事業費を見込んでおいて、それから 2037年度の基

金残高をいくらに設定するのかの目安になるようなパターンを提示してほしい。2037年

度の基金残高が 0というのはいかがなものか。実際の数字をみないと、使用料をいくら

にするのかというのも現段階では分からないので、出来るだけ数字を詰めてもらいたい。 

 

14．＜次第 11＞事務連絡等 

○事務局 初回から議論頂きありがとうございました。ご指摘頂いた点については、資料

等を準備する。次回第２回委員会は 1月 22日 18時 30分から、第 3回委員会は 2月 20
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日 18時 30分から開催させて頂く。会議録については電子メール等でお送りしたものを

ご確認いただきたい。事務局からは以上である。 

○委員長 これにて終了させて頂く。長い時間に亘り議論頂き、ありがとうございました。 

 


