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武蔵野市下水道使用料等検討委員会 

第２回委員会議事録（要録） 

 

○委員長 第２回武蔵野市下水道使用料等検討委員会を始めさせていただく。事務局より

説明をお願いする。 

 

＜次第１＞今回の検討事項について 

○事務局【第２回委員会資料１頁を説明】 

・前回の委員会にて使用料の改定が必要であるという結論に達した。 

・今回の委員会では平成 32年度以降の使用料改定率及び起債抑制率についてご

検討いただき、その後、実際使用料をどのように改定するのか、使用料改定

案についての検討をしていただきたい。 

     ・検討の前提条件として３点を確認。 

①使用料については４年に１度見直しを行う。 

②市債抑制による歳入の減少分は一般会計からの繰入金及び基金からの繰入

金により賄う。 

③単年度の収支において使用料収入が汚水処理経費を上回った場合はその分

を基金として積み立て、後年度の大規模な建設事業に必要な費用や市債抑制

による歳入の減少を補う費用として支出する。 

 

＜次第２＞長期計画以降の財政見通し等について 

○事務局【第２回委員会資料２頁～４頁を説明】 

     ・前回の委員会で長期計画の最終年度（平成 49（2037）年度）時点での基金残

高を設定するにあたり平成 50（2038）年度以降の財政の見通しが必要という

意見をいただき、今回平成 50（2038）年度以降の財政見通しを提示させてい

ただいた。 

     ・歳出については平成 36（2024）年度から平成 49（2037）年度まで大型の建設

事業が予定されているため、建設費が増加し、平成 50（2038）年度以降は老

朽化対策、流域建設負担金等により年間７億円程度で推移する見込みである。 

償還元金、公債費については、平成 49（2037）年度までの大型事業の影響で

その後も歳出の増が続き、平成 71（2059）年度が償還のピーク（約 10 億円）

となり、それ以降は減少、そして横ばいとなる見込みである。 

・歳入については前回委員会でお示ししたとおり、有収水量の減少に伴って、

使用料収入は減少していく見込みで、平成 36（2024）年度から平成 49（2037）

年度は、建設費に応じてその財源として国庫補助金、市債、一般会計繰入金

等が見込まれている。 
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     ・基金残高の推移については、平成 35（2023）年から基金の取り崩しが始まり、

平成 43（2031）年には基金残高がマイナス、下水道事業として資金不足にな

る見込みである。有収水量の減少により使用料収入の減少が続くことから、

その補てん財源として基金からの取り崩しを行うことによるものである。 

・平成 50年度以降は大規模な建設事業は終了するものの、老朽化対策の継続や

起債償還費の増加も見込まれることから、平成 50（2038）年度以降もある程

度の基金残高が必要となる。そこで今回の委員会では、平成 50（2038）年度

以降 10年間の事業費を見込み、平成 59（2047）年度において基金がマイナス

にならないことを前提として、改定率等の検討をする。 

 

［質疑なし］ 

 

＜次第３＞起債抑制率及び使用料改定率の検討について 

○事務局【第２回委員会資料５頁～６頁を説明】 

     ・現在武蔵野市の下水道事業については、建設費に対して 20％の起債抑制を行

っている。 

     ・起債抑制の実施によって公債費・一般会計繰入金・基金積立金に影響があり、

使用料改定率の検討にあたっては起債抑制率についても併せて検討すること

が必要。 

・起債抑制により、将来的な公債費を縮減できる一方、世代間の公平性という

観点では現世代の負担が増える等の問題がある。 

・今回の委員会では起債抑制率 20％、25％、30％の３つのケースを設定。 

 

【（補足説明）起債抑制を行った経緯】 

   ・本市では平成 25年度から繰入基準を改定し、国の繰入基準に基づき建設費の

約３割に使用料を充てることになった。それに伴い将来の公債費の負担につ

いても検討が必要になり、平成 25年の下水道事業検討委員会で起債抑制につ

いて検討され、第５期長期計画調整計画の中でも導入が明記された。当時は

市全体としても起債抑制に取り組んでおり、下水道事業においては基金を活

用して起債抑制に取り組んでいくことになった。 

   ・起債抑制の比率については平成 26年の下水道使用料等検討委員会にて使用料

改定率に合わせて検討を行い、20％の起債抑制を行うことになった。資料本

編３頁の記載のとおり、今後も公債費の増大が見込まれるため、公債費の縮

減は必要だと考えるが、一方で武蔵野市全体の市債残高は緩やかな減少傾向

で市全体の公債費負担比率は平成 25年決算時の 5.3％から平成 29年決算時に

は 3.9％と良好な状態にあり、市全体の財政状況から、下水道事業における起
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債抑制率を高めていかねばならない状況にはない。 

   ・今後建設費の増加が見込まれており、起債抑制率を上昇させることによりそ

の補填財源として必要な使用料及び一般会計繰入金が増加することになり、

結果的に現世代の使用料改定率をさらに高く設定する必要があることから、

市として現行の 20％を維持することが適切ではないかと考えている。 

 

    【第２回委員会資料７頁～８頁を説明】 

     ・今回検討していただくケースとして、５つのパターンでシミュレーションを

行った。 

     ・Case1：起債抑制率を 20％として、平成 44 年まで４年ごとの改定を行うこと

とした場合。現在の総合計画で示されている収支計画では平成 44年まで改定

を行い、平成 48年度以降は改定を行わないことを想定しており、それに準じ

た形で設定したもの。改定率は 3.5％。（【参考】総合計画と比較して説明。） 

     ・Case2：Case1と同じ条件で平成 48年度も改定することとした場合。Case1に 

比べて改定率が平準化される。改定率は 3.0％。 

     ・Case4：起債抑制率を 25％とし、その他は Case2と同じ設定。起債抑制による

影響により使用料改定率は 3.2％。 

     ・Case5：起債抑制率を 30％とし、その他は Case2と同じ設定。起債抑制による 

影響により使用料改定率は 3.3％。 

     ・Case3：起債抑制率を 20％とした上で、Case4 と同じ改定率の 3.2％を適用。

Case４に比べて基金残高が増加する。 

 

○委員長 Case1→Case2改定率が低いのは改定を１回増やしたからということになる。 

○Ｅ委員 Case1で平成 48年の改定をしない設定としたのはなぜか。 

○事務局 Case1は現在、総合計画で想定している改定の頻度に準じて設定したためである。 

○Ｅ委員 総合計画で想定されている改定の頻度は確定しているものではない、というこ

とか。 

○事務局 その通りである。想定の一例であるため、平成 48年に改定するパターンも提示

させていただいている。 

 

○Ｅ委員 Case2 と Case3 の違いについてだが、平成 59 年の基金残高がマイナスにならな

いという前提条件なのが Case2で、その前提条件を外したのが Case3ということか。 

○事務局 Case3 以外の案は平成 59 年の基金残高を０に近い値になるように設定して、改

定率を算出しているが、Case3は改定率を設定した上で基金残高を算出しているので、積

み上げの部分が増えている。全てのケースにおいて基金残高はマイナスにはならないよ

うに設定されている。 
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○Ｅ委員 Case2と Case3の違いはどの部分になるのか。どちらのケースが適当なのかどの

ように判断すればよいのか。 

○事務局 基金残高が０に近い方がいいのか、もう少し多く積み上げた方がいいのかとい

う判断になると思う。 

○委員長 Case3 は改定率を 3.2％とするとこれだけ基金が積まれる（124 百万円）という

ことで、Case2 は平成 59 年度の基金残高を０に近い値に設定すると改定率が小さくなる

という考え方を示しているということである。 

○事務局 どこまで先を見るかということだ。資料本編３頁にて、平成 71（2059）年度ま

での歳出を見て頂くと、平成 50（2038）年度からも公債費の償還は続くので、歳出は減

少していくわけではない。現状の想定だと、改定しないと基金は赤字になり、改定した

場合も、さらに先には赤字になるものと予測される。どこまで余裕を見て検討して頂く

かという話になる。 

○Ｅ委員 将来赤字にならないように見込む期間が平成 49（2037）年度から 10年くらいで

いいということか、それより先も見込む方がいいのか、ということか。 

○事務局 その通りである。 

○Ｂ委員 Case3と Case4は借入金の残高が変わるのではないか。将来の負担が変わるので

はないか。 

○委員長 起債抑制の比率が異なるので、その通りである。 

○事務局 改定回数をどこまで重ねるかということがある。総合計画の想定に縛られる必

要はないが、起債抑制を行った理由の一つが、現世代の方にももう少し負担をしてもら

おうということにあった。改定を将来に引き伸ばしていくと、現世代の方の負担は少な

目にはなる。改定回数を増やして改定率を下げるか、総合計画に準じた４回の改定であ

る程度赤字にならないように改定するのか、というところである。 

○委員長 消費税率の改定は見込まれているのか。 

○事務局 消費税率の改定と使用料の改定は別である。消費税率の改定に加えて、使用料

の改定が見込まれることになる。今年の 10月に、消費税の改定があり、その後使用料の

改定に伴い、新たな使用料体系が適用されることになる。 

○Ｄ委員 ４年前に検討した時と長期的な状況はあまり変わっていないということか。 

○事務局 一部事業の一時中止・遅延や借入利率が低かったことにより公債費が大きく減

っているため、４年前に想定した改定率より低い数字が出てきたということである。 

○Ｄ委員 大きな災害が起きた時のこと等、不慮の事態に対するコストも考慮しているの

か。修繕費の増等も見込んでおかないといけないのではないか。 

○事務局 耐震化も含め、管渠の再構築も進めている中での金額である。 

○Ｅ委員 災害や思わぬ事故等にこれだけ備えておけば対処できるということか。10 年先

まで赤字にならない程度の基金を残しておけば、対応できるという判断なのか。 

○Ａ委員 プラスかマイナスかという議論だけでいいのか、ということはある。いくら基
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金を残しておくのが適正かという議論がないまま進んでいる感じはする。 

○委員長 他の公共インフラで不慮のときの蓄えという考えはないのか。 

○事務局 基本的にはない。不慮の事故等はなかなか予測できない。保全整備しながら備

えていくということが中心であって、それらを見込んで積立てておくというのは、下水

道事業に限らず、難しい。 

○Ｃ委員 通常の安全な範囲、耐震化も含めた長期計画ということでよいか。 

○事務局 大規模な震災が数年後に起きたという状況には対応できないが、優先度の高い

施設から段階的に再構築をを行っていく中で耐震化の向上も図っていくので、短期間に

すべての施設の耐震化を行うことはできない。 

○Ｃ委員 耐震補強をしながら進めていくということを含んだ金額ということでよいか。 

○事務局 災害が起きた時の避難所からの排水を受ける主要な幹線に対しては、人孔や管

路への継手の耐震化は済んでいるため、最低限の準備は武蔵野市では完了している。プ

ラスアルファとして、管路の再構築にあわせて耐震化を出来るだけやっていきたいとい

うことでその金額を含めている。 

○委員長 各ケースについての質疑が他になければ事務局からの説明を先に進める。 

 

○事務局【資料編 参考資料２ 収支見通しを説明】 

     ・資料編５頁（Case1を採用した場合のシミュレーション）をもとに表の見方を

説明。 

     ・経費回収率（使用料対象経費に対して使用料収入の割合を示しているもの） 

      が平成 42 年以降 100％を下回るのは大型の建設事業による建設費の増が大き

な要因となっており、これに対しては基金を取り崩して補てんしていく形に

なるが平成 59年度時点においても基金残高は黒字（１億円程度）となる。 

   ・起債抑制の効果については公債費負担比率で判断できる。起債抑制を 20％行

っていくことで汚水分のみではあるが計画期間である平成 49年度まで危険ラ

インの 20％は下回る。また、公債費負担比率は本来下水道事業会計単独で見

る指標では無く、市全体の公債費負担比率は 3.9％と低い水準にある。下水道

事業会計を含めた市全体を評価する場合には、実質公債費負担比率という指

標を用いるが、こちらも武蔵野市は-0.7％と非常に良好な状況にあるため、

公債費負担比率で下水道事業の経営状況を判断する必要性は低いと考えてお

り、改定率の検討にあたっては参考として見て頂きたい。 

  【資料編 参考資料１ 公営企業会計移行後の減価償却費からみる収支について

説明】 

   ・減価償却費については公営企業会計移行後に新たに計上される費用で、その

予測が財政収支見通しの中の①の部分。次の長期前受金戻入は、減価償却費

を計上した場合にそれに対応する分長期前受金（固定資産の取得等に充てら
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れた国庫補助金、一般会計繰入金等）を当該事業年度の収益として計上する

もので、表の②に記載している。この減価償却費と長期前受金戻入を差し引

いた額を実質費用として、公債費元金と比較することで、実際の現金収支を

予測するというもの。この比較から損益計算書の利益の予測もすることがで

き、それを示したのが参考資料の表。 

・現時点で試算した減価償却費等をもとにＰＬ損益を試算した。減価償却費、

長期前受金戻入については、現在公営企業会計移行に向けて資産整理を進め

ており、総合計画に掲載されている数値より精度の高い数値で試算している

ものの、まだ変動する可能性がある。今回はあくまで参考として頂き、次回

の使用料検討委員会では、公営企業会計移行後となるため、大きな論点とな

ると認識している。 

【改定率について事務局としての考えを説明】 

・５つのケースを提示したが、事務局としては Case1が適当ではないかと考え

ている。理由としては、今後大型の事業が控えており、使用料の改定につい

ては後世代へ先送りしていく形ではなく、平成 44年までの期間で必要な改定

をしていく必要があると考えている。また、参考資料-3.2の通り、武蔵野市

の使用料水準が他市と比べて非常に低い水準にあるということ。更に、平成

59年度以降も公債費の増加等が見込まれており、Case1であれば平成 59年度

に基金残高が１億円程度積まれる形になるため、より先を見通した改定とい

える。これらを含めて Case1が適当ではないかという見解に至った。 

○委員長 Case1の平成 48年度については、上げないとか０％にするということでは無く、

また今後、何年後かに適正な使用料改定を検討するということで、現状のシミュレーシ

ョンでは平成 44年度まで改定率 3.5％で行きたいということか。 

○事務局 その通りである。 

○Ａ委員 Case1 だと、平成 48 年度に使用料を上げないと宣言するということか。宣言し

てしまうように見える。 

○Ｅ委員 先ほどの事務局の説明は、短い期間で早く改定を進め平成 48年は改定しないと

いうことだと理解した。しかし委員長が今ご説明されたのは、平成 48年も場合によって

は改定するかもしれないということだった。 

○委員長 定期的に使用料等検討委員会を行い、適宜見直していくということで、その時

にまた検証を行い必要があれば改定するということになる。現段階で平成 48年度は何も

しないと決めるわけではない。 

○Ｅ委員 今の段階で平成 48年の改定まで縛るようなことはしないということでよいか。 

○事務局 今回の委員会では、あくまでも平成 32年度の改定率を決めるということであり、

それを出す検討材料として平成 59年度までの長期見通しを行っているということだ。こ

の長期見通しに基づく改定予定の時期に縛られるものでは無く、あくまで４年に一度、
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適宜見直しをしていくということである。ただ、一定の想定のもとに改定率は考える必

要があるため、長期の見通しをお示ししているものである。 

○Ｅ委員 Case3 にすれば、平成 48 年度の改定における改定率も決めてしまうということ

か。 

○事務局 決定ではなくあくまでも想定である。見直す際には、入るお金も出ていくお金

も適宜状況は変わっていくので、４年に１度の見直しの際に適宜修正を行い、長期的な

見通しを踏まえて、また改定率を考えていくということである。 

○委員長 資料本編１頁のとおり、４年に１度見直すということであり、今回採用したケ

ースの改定率を平成 36年度以降も使うということではない。 

○事務局 ４年に１度見直すというのは、改定が前提ではない。今回の委員会同様、改定

をするかしないかも含めて委員会で４年に１度ご判断頂くことになる。 

○委員長 今後の変動要因としては、現在固定資産の数字を精査していて、平成 32年度以

降は公営企業会計になって検討する数字も変わってくるので、４年後の見直しの時には

その点でもより正確な数字が出てくるということでよいか。 

○事務局 その通りである。 

○Ｅ委員 「先のことは分からないので、状況に応じて改定率を考える必要がある。とり

あえずは高めの改定率 3.5％で動き出してはどうか」ということか。 

○事務局 前回平成 26年の使用料等検討委員会で示した長期見通しを踏襲し、後年度にあ

まり先送りせずに改定を行うことが適切ではないかという現時点での事務局案としての

考えである。 

○Ａ委員 先のことは分からない、その都度考えればいいということなら平成 35年の状況

だけ見ればいいということにならないか。そうだとすると Case1、2、3 のどれも大して

変わらない。基金積立金も増えるし、Case2でもいいのではないか。不確定要素が多いな

らこの４年間のことを考えればいい。無理やり Case1 にする必要は無い。他市より安い

から等という話は別の要素である。やはり基金積立金がいくら必要だという議論は出て

くるのではないか。Case2ではなく Case1にするという理由はなかなかない。 

○Ｅ委員 Case2ではなく Case1にするという理由があるとすると早めに少しでも上げてし

まおうということか。 

○事務局 ４年前の使用料等検討委員会の議論とそれを受けた総合計画では改定率として

3.7％と公表している。有収水量の動向により、当初想定していた改定率より低い 3.5％

の改定率としても、説明はつくものと考えている。 

○事務局 現在 3.7％というのを示しているところではあるが、長期的に見ても Case2 の

3.0％が妥当だという議論もあろうかとは思う。 

○Ａ委員 長期的に見ると 3.0％ではないと思う。しかし、定期的に見直してその都度変え

るということだったら今回は 3.0％で次にまた改定率を上げるということでも良いので

は。 
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○Ｂ委員 なるべく低い比率で継続的に上げた方が抵抗感も少ないのではないか。ヨーロ

ッパなんかは消費税も１％ずつ小刻みに上げる。小刻みに上げることを示した方がいい

のではないか。 

○Ｅ委員 市民感覚では低い方がいい。Case2 の方がいいということになる。3.5％より

3.0％の方が良いに決まっている。そこをどうしても 3.5％にしたいということなら相応

の理由がないと市民は納得しない。 

○委員長 最初の頃は 3.0％で改定して、赤字が大きくなる後半は 3.5％で改定してという

案もありうるのではないか。 

○Ｂ委員 Case3の 3.2％は中間的なものといえる。 

○Ｆ委員 なぜ総合計画は改定率 3.7％なのか。 

○事務局 平成 26年の使用料等検討委員会で平成 45年までを計画期間として平成 45年度

時点の基金残高をゼロにしないようにして検討した結果である。有収水量予測や計画期

間、基金残高の条件が変わった。前回は計画最終年度（平成 45年度）の基金残高はゼロ

になることを条件としている。前回の計画は 20年間を対象に検討しているが、今回は第

１回委員会の議論で、長期計画期間後 10年間の様子を見ようという話があったので、基

金残高の設定期間を 30年間に延ばした経緯がある。 

○Ｆ委員 条件も変わったので、改定率が低くなっても大丈夫だろうという判断なのか。 

○事務局 改定の回数が変わっているのも大きい。また４年前に策定したものなので、収

支計画は微調整している。大型事業を見込んでいるが実施スケジュール等が変わる可能

性も当然あるため、４年に一度の見直していく中で適宜修正していかなくてはならない。 

○Ｅ委員 Case1の 3.5％という数字は、総合計画では 3.7％とあり、さらに平成 44年の改

定率が 1.6％になっているものを平準化して均すと 3.5％になるということで、発想の根

底は 3.7％を変えていないということか。 

○事務局 前回の委員会では 20 年先までの収支を見込んで、平成 44 年まで４年ごとの改

定を想定していたが、今回更に 10 年後の収支も見込んで平成 44 年まで４年ごとの改定

で赤字にならないよう設定すると 3.5％という改定率になったということだ。平成 48 年

の改定も含めて平準化するというなら 3.0％にすることもできる。 

○Ｄ委員 一般標準世帯での負担額は各ケースでどのくらい違うのか。 

○事務局 資料本編 12 頁以降に各改定率設定の使用料改定案を示している。Case1 での負

担額のモデルを資料本編 14頁に示している。武蔵野市は使用料体系の設定を５円刻みと

しているため、各ケースで金額にあまり差が出てこない。改定率 3.5％と 3.0％では、３

～４人世帯だと若干差が出るが、単身世帯等ではほとんど差が出ない。 

○委員長 総合計画では 3.7％の改定が３回でなぜ最後（平成 44 年部分）の改定は 1.6％

になったのか。基金残高がこの時期に０になるよう調整するため改定率を下げたのか。 

○事務局 その通りである。 

○Ａ委員 総合計画では改定率の数字は明記されているか。 
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○事務局 総合計画では 73頁と 76頁に、具体的な改定率の記述がある。 

○Ｂ委員 資料本編 14 頁 Case1-3 について、１人世帯（104％）や３人世帯（103％）に

比べ、２人世帯（102％）の方が増加率が低いというのはいかがなものか。 

○Ｃ委員 累進度の違いか。 

○事務局 単身世帯は基本使用料の値上げをしただけなのに対し、３人世帯等は従量使用

料の値上げも生じるためだと思われる。 

○Ｂ委員 もう少し平均的にならないのか。刻みの関係か。市の世帯構成の中で単身世帯

はどのくらいを占めるのか。 

○事務局 資料編の 13頁にデータを掲載しているが、単身世帯と核家族が半々くらいであ

る。 

○委員長 子供を持てば持つほど負担が増えるのは、トレンドとして逆行しているのでは

ないか。 

○事務局 全ての世帯で負担するという考え方なら、基本使用料だけで値上げ分を賄う案

になる。近年は節水の傾向にあり、また本誌の世帯数は増加傾向にあるため基本使用料

を値上げした方が確実に収入が確保できる。 

○Ｃ委員 昔と違い、節水意欲はかなり高まっていると思う。 

○Ａ委員 手順としては改定率を決めてから改定案を決めるということで良いか。 

○事務局 その通りである。 

○Ａ委員 平成 49年度の基金残高は総合計画では 477百万円とある。そうだとすると、平

成 49年度時点の基金残高はこれに近い数字なので Case2でもいいのではないかとも言え

る。平成 48 年度の改定を見送ると言うのはどうかと思う。改定率を 3.5％にするにはそ

れなりの理由が必要なのではないか。平成 59年度時点での基金残高を赤字でなければ良

いという考えなら Case2 にしておいて、後はまた考えるということでも良いのではない

か。 

○委員長 現在のシミュレーションだと総合計画の時点から収支見込みの考え方は変わっ

ていない。改定率だけ大幅に下がることになるが問題ないのか。 

○Ｄ委員 3.0％ではなく 3.5％にする理由としては何かあった時のための保険料とも考え

るがいかがか。 

○Ａ委員 余裕があるからいろいろなことにも対応できるのだと、だから基金には余裕が

あった方がいいとも言える。 

○委員長 基金残高の考え方は、何年にいくらあったら良いかという考えがその場その場

で変わっている。アセットの何％等のようなきちんとした考え方に変えた方がいいと思

う。 

○事務局 武蔵野市の使用料が他市に比べ安い要因として過去に一般会計からの繰入金で

補てんしてきたこともあるが、武蔵野市の最も大きい第１処理区は昭和 45年から暫定的

に区部に流入してきた経緯があり、処理場等の建設費の負担金を払えてきていないとい
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うこともある。今まで下水道を使ってきた世代が費用を負担しなくて済んできたという

現実もある中で、これからの大型の建設事業について、今の人達から使用料を急に上げ

て負担してもらうのか、もしくは後世代の人達に負担してもらうのか、このあたりを含

めての判断になる。 

○事務局 平成 48年度までの大型の建設事業をいかにして乗り越えるかが大きな課題であ

る。その後の基金残高をどうするかの見通しは、この大型建設事業が終わってみないと難

しいと考えている。都等関係部局との調整もあるので、建設事業が計画通りに進むかをき

っちりと見通すことは難しく、また人材不足による労務単価の上昇や、資材の高騰も予想

され建設費が下がるということは想定できないという非常に不透明な状況にある。委員会

で改定率を決めるにあたっては根拠が重要であり、総合計画の見直しなら Case1 というこ

とになるが、改定の前提条件に則ると Case2 となるものと考える。最初にご説明した前提

条件とずれるので、市として絶対に Case1にこだわるということでなく本委員会の議論を

尊重すべきと考えている。 

○Ａ委員 3.7％では取りすぎということか。 

○事務局 見通しでは４回とも 3.7％だと基金がかなり増える見込みなので、改定率が変わ

っても問題ないと考える。 

○委員長 経費回収率という話が出ていないが 100％を下回っているのはいいのか。 

○事務局 今回の検討は官庁会計の現金収支での検討を行っているため、経費回収率が

100％を下回る場合には基金を取り崩すことになる。基金の総額が足りていれば問題ない

と考えている。 

○Ａ委員 総合計画の 3.7％が前提でそれを微修正した 3.5％ということでも良いと思う。 

○委員長 総合計画としては 3.7％という数字があって、下限が 3.0％で、リスク要因を見

込んで急激に計画を変更するような状況ではないということではないか。 

○Ａ委員 総合計画の 3.7％が前提ということ。 

○Ｅ委員 3.5％でも理屈は通るような気はするが、唯一分からないのが平成 48年の「‐」

となっているところだ。Case1 については、平成 48 年度は改定しないということであれ

ば 3.5％でもいいが、平成 48 年度はその段階で考え直し改定することもあり得るという

ことであれば長期計画の改定率を均した 3.0％という議論も十分成り立つ。 

○Ａ委員 不確定要素もあるので安全をみてということなら 3.5％というのもある。 

○委員長 想定されるリスク要因を挙げてみてはどうか。 

○Ａ委員 平成 48年度に改定しないと宣言するわけではないということか。 

○事務局 今回決定するのはあくまで平成 32年度の改定率だ。 

○事務局 前回 20年間を見通して改定率を出したが、それから４年が経ったからといって、

改定をする期間が必ずしも延びるわけではないと考えている。前回は平成 49年までで大型

の建設事業はほぼ終わるのでその分までは見込んだ上で 20 年間の計画期間の範囲内で値

上げは終わりにすべきだという考えだった。それをもう少し改定回数を増やし、改定率を
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平準化して平成 48年度も改定するということにするのかどうかだ。 

○Ａ委員 平成 48年度のことをどう書くのか。 

○委員長 現段階では未定ということくらいしか言えない。 

○Ｃ委員 平成 48 年度も改定を行い、改定率 3.0％ということになると、なだらかに上が

っていくという感覚で受け取られる。 

○Ｄ委員 平成 49年度に大型の事業は終わるという前提だが、その後も 15年後には不確

定要素として何かあるという前提にした方がいいのではと思う。 

○事務局 最初に事務局案として 3.5％が適当ではないかとご説明したが、これに拘ってい

るわけではないので、当然のことではあるが委員会として一番説明のつく形にしていた

だいて全く問題ない。 

○委員長 総合計画では平成 44年度の改定率が 1.6％になっているが、下げられない事情

を説明して、新規事業もあるので、平成 44年度以降も上げなければならないと書けば、

整合性がとれるのではないか。そうすれば、3.0％で平成 44年度以降も改定するのだと

いう議論ができるのではないか。 

○Ｅ委員 数字として 3.5％と 3.0％が出ていたら当然 3.0％の方が良いということになる。

3.5％にするならやはり相応の理由が必要だ。 

○Ａ委員 定量的に示すのは難しいが、不確定要素ということを取り上げるのがいいので

はないか。 

○委員長 Case1と Case2の中間の案として、途中まで 3回分を 3.5％と大きくしておいて、

平成 44年度と平成 48年度は 3.0％よりもっと下げるという考え方もある。全て同じ改定

率にしようとしているから 3.0％という総合計画よりも大幅に低い率が出てしまうが、平

成 40年までの３回を総合計画を微修正した 3.5％にして、後はその時の状況で下げると

いうこと。将来も同じ率でうまくいくか分からないから変わる可能性があるということ

を示すやり方はどうか。それと国庫補助金の動向はどうか。 

○事務局 財務省の考えと国土交通省とは異なるが、武蔵野市のような整備が終わってい

る自治体が行う改築よりも、未普及や浸水対策のための雨水管の整備の方に補助金を回

すべきだという考えのようだ。 

○Ｂ委員 維持補修にも補助金を出すという方針にはなっていないのか。 

○事務局 財政制度等審議会では改築には国庫補助は引き下げる趣旨の議論がされている。 

○委員長 国庫補助金はゼロにはならないが減らされる方向なのは明らかだ。 

○Ａ委員 水道と比べても補助金が多いので、そのようになるのではないか。 

○事務局 限られた財源の中でどこを優先するということを考えた時に、未普及等を優先

するという話のようだ。 

○委員長 補助金の減額は今後の財政計画にかなり効いてくる。まずは 3.5％にしておいて、

余裕があれば当初より下げる。人件費等のコスト増と補助金の減額は効いてくる。 

○事務局 そのような将来的なリスク要素をどこまで見込むか、どう答申の中に入れるか
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という問題もある。 

○Ｄ委員 市民が納得できるようなリスク要因をあげた答申案を出してもらいたいという

のが本音だ。 

○事務局 不確定要素もあるので、3.0％という改定率に縛られることなく、４年に１回確

実に見直すという考えでも問題ないと思われる。 

○委員長 Case2で 3.0％により一律の改定率で値上げするか、Case1と Case2の中間案と

して、当初何回かは 3.5％を続けて、その後は改定率を下げるかどうかも含めて検討する

というもの、この２つからの選択になると考える。改定率を抑えられる見通しはあるが、

不確定要素がいくつもあるので、将来の改定のたびに精査して、きちんと検証すべきと

いう表記をすることが考えられる。 

 

○Ｃ委員 総合計画で平成 44年度に改定率を 1.6％に下げていることもあるので、委員長

が示すように 3.5％で改定を行って、そのあと改定率を下げるという案でいいのでは。 

○事務局 当初３回は 3.5％の改定を行い、平成 44年度と平成 48年度の改定率を 3.0％か

ら下げてみて、平成 59年度の基金残高が赤字にならないような案を試算する。次回この

新しいケースをお示しして改定率を決めるということで良いか。 

 

【全委員 （試算結果は次回委員会で提示することを前提として）新しいケースに決定し

て良いとの意見】 

 

【平成 32年度、平成 36年度、平成 40年度は 3.5％で改定を行い、その後平成 44年度、平

成 48 年度は平成 59 年度の基金残高が赤字にならない程度に改定率を下げるという新しい

ケースに決定】 

 

○委員長 この案なら、ある程度見込んでいない事象が起こっても安心できるということ

だ。今回の改定では改定率は 3.5％ということになり、総合計画の数字からあまり離れな

い。上位計画である都の流総計画に基づき市の事業計画も作成されているため、計画を

無視することはできない。補助金ゼロという事態や工事費が膨大な金額になるという事

態もありうる。 

 

○Ｃ委員 今後の指針になる案だと考える。 

○委員長 重要なのは、答申には皆さんが納得するようなリスク要因をきちんと書き込む

ことである。２回分の改定率については、次回までに試算して頂く。 

 

＜次第４＞使用料改定案について 

○事務局 【第２回委員会資料９頁～23頁を説明】 
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      ・今回の使用料算定期間は平成 32年から平成 35年の４年間を対象とする。 

      ・資料本編９頁の表に使用料対象経費を載せているが、今回平成 32年度の改

定率は 3.5％となったので Case1 の収入目標額になるよう改定案を決める。 

      ・今回の改定でも基本水量や水量区分については現行の形を踏襲し、一般汚

水の基本使用料、従量使用料単価は現行体系と同じ５円刻みとする。 

      ・（前回の委員会の中で、下水へ流す水質によって使用料体系を分けるという

考えはないか、といったご質問があったことについて）基準に適合しない

水質の水を下水へ流すおそれのある施設については除害施設等を設けるこ

とが義務付けられており、水質の検査をする等の対応をとっているので、

必要な措置は講じられているものと考えている。また使用者群を新たに設

定して、使用料を徴収するということになると、該当者の水質の認定、そ

れに伴う徴収事務といったことが新たに発生し、それに伴う経費を考える

と現在の体系を維持する形が適当と考えている。 

      ・使用料改定案について３つのパターンを設定した。 

       パターン①基本使用料のみ値上げ：少量利用者の負担が増える 

       パターン②従量使用料単価のみ一律値上げ：大量利用者の負担が増える 

       パターン③①と②の中間的な案 

       前回改定はパターン③の考え方であった。 

      ・改定率は Case1を採用することになったので、実際の負担額は資料本編 12

～14頁を見ていただきたい。 

○Ｄ委員 前回と同じパターン③でいいのでは。 

○委員長 水の使用量が減っている状況を考えると、安定的な収入である基本使用料を値

上げしないという訳にいかない。パターン①(Case1-1)かパターン③(Case1-3)になると

考えられる。 

○Ｅ委員 基本使用料を上げないのは考えにくく、基本使用料だけを上げるのはバランス

を欠き、適切ではないと思う。パターン③が妥当ではないか。 

○委員長 前回改定でも単身者や高齢者の負担増について委員会で意見が出て、両方少し

ずつ上げるということになった。 

○Ａ委員 Case1-3でも異論はないのだが、前回改定もそうだが、大口に対して負担を抑制

するという政策があった。今回も大口の上げ幅は小さいので、その点については説明が

必要と思われる。 

○Ｅ委員 資料本編 14頁の負担額モデルで魚屋の上げ幅が少ないのは政策的な意味がある

のか。 

○事務局 負担額モデルの事業者の水量は、あくまでも想定でしかない。魚屋だと 25㎥程

度の店舗という意味合いである。 

○Ａ委員 月 1,000㎥以上の負担額は出ていないのか。1,000㎥以上だと増加率はもっと下
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がるはずである。 

○委員長 資料本編 14頁の表には 1,000㎥以上の枠も入れたほうがいいのではないか。 

○Ｂ委員 改定率に消費税改定はどう見込まれているのか。 

○事務局 負担額モデルに出ている比率は、消費税増税後の負担額からどのくらい上がる

かというものである。 

○Ａ委員 各案については、使用料収入はきっちり改定率分増えるのか。 

○事務局 改定後の使用料収入の総額が資料本編９頁に示す使用料対象経費を上回る設定

ということになる。 

○Ａ委員 9～20㎥を 5円増にするともっと増えるのか。全ての水量段階で同じだけ値上げ

した方が平等な気もするが。 

○事務局 そうすると収入が増えすぎてしまうので調整したということである。 

○委員長 （9～20㎥を上げていないのは）使用水量の少ない一般家庭に考慮したという説

明になるかと思う。 

○Ｂ委員 表の金額は税込か税抜か。 

○事務局 12頁と 13頁は税抜、14頁は税込である。 

○委員長 全ての水量段階で５円ずつ上げると収入が多すぎてしまい、基本使用料 20円上

げるところを 15円とすると収入が足りなくなる。9～20㎥の部分は値上げしないことで

単身世帯２人世帯に配慮したということで説明できると思うがいかがか。 

○Ａ委員 Case1-3でいいと思う。 

○Ｄ委員 Case1-3でいいと思う。 

○委員長 皆さんから同意を得られやすい案だと思う。 

○Ｂ委員 税抜か、税込を表記して欲しい。（資料修正へ） 

○委員長 改定を行うということ、改定率の考え方は当面は 3.5％とすること、使用料体系

の案は Case1-3でご理解頂けたということでよいか。 

 

【全委員 Case1-3を採用することに賛成】 

 

＜次第４-２＞浴場汚水の使用料体系について 

○事務局 浴場汚水の使用料体系については、本日は説明だけして、次回決定して頂く。 

【第２回委員会資料本編 24頁を説明】 

     ・公衆浴場の入浴料金については、物価統制令第４条等に基づき、都道府県知

事が最高限度額を指定する仕組みになっている。 

     ・「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」の中で、地方公共団体は公

衆衛生等の観点から公衆浴場の確保を図るため、所要の助成等必要な措置を

講じるよう努める、という規定もある。 

     ・上記の事情から武蔵野市では下水道使用料について一般汚水とは別に浴場汚
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水について低い料金設定で使用料体系を設けている。 

     ・浴場汚水の使用料体系を別に設けることによって一般汚水の使用料体系と比

べて使用料収入が減るが、これについては、市として公衆浴場の確保に努め

るための費用となるため政策減免分として全額一般会計繰入金により補てん

されている。この措置によって、浴場汚水の体系を設けることによる使用料

収入への影響は生じない。 

     ・現在の浴場の使用料体系については、平成 22年度の下水道使用料等検討委員

会での検討を受けて改定されたもの。金額については市と浴場組合の協定に

より一般汚水の使用料の３分の１と定めていることを根拠としており、一般

汚水の改定に伴って同じ割合で値上げを行って定められた。 

     ・前回の下水道使用料等検討委員会の答申では浴場の経営をとりまく環境が厳

しいこと等を鑑み、浴場汚水については改定を行わないという結論に至った。 

○Ａ委員 従量使用料については浴場の体系が一般汚水の３分の１になっていない。 

○委員長 根拠を整理してほしい。 

○事務局 もう一度整理して次回提示する。 

 

＜次第 5＞事務連絡 

○事務局 議事録は近日中に配布、答申案は次回提示させていただく。 

次回委員会は２月 20日 18時 30分より今回と同じ会場にて開催する。 

 


