
1 

 

武蔵野市下水道使用料等検討委員会 

第３回委員会議事録（要録） 

 

○委員長 第３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。「次第１ 今

回の検討事項について」と「次第２ 財政収支見通しの修正について」を合わせて事務局

より説明いただく。 

 

＜次第１＞今回の検討事項について 

○事務局【第３回委員会資料１頁を説明】 

・「１．財政収支見通しの修正について」として、前回委員会で決定した改定率

の修正案について提示させていただく。 

・「２．今後の下水道事業経営にて見込まれるリスクについて」として、前回委

員会での議論を踏まえ、答申案に対するリスクについて整理させていただく。 

・「３．浴場汚水の料金体系について」として、一般汚水の料金体系と別の料金

体系となっている浴場汚水の料金体系について、改定の有無・改定案につい

て検討いただく。 

・「４．答申案について」として、１～３の結果を踏まえた答申案について、事

務局が作成した案をもとに検討していただく。 

 

＜次第２＞財政収支見通しの修正について 

〇事務局【第３回委員会資料２頁を説明】 

・「次第２ 財政収支見通しの修正について」として、第２回委員会でいただい

た意見を基に修正案を作成した。 

・第２回委員会では以下の方針が決定された。 

１．平成 32年度を予定している今回改定の改定率は 3.5％とする。 

２．財政収支見通しは、以下の設定条件とする。 

①使用料改定は平成 32年度から今回の計画期間である平成 49（2037）年

度まで４年ごとに見直すことを前提とする。 

②改定率については、平成 32（2020）年度、平成 36（2024）年度、平成

40（2028）年度の３回については 3.5％とし、平成 44（2032）年度、平

成 48（2036）年度の２回については、平成 59（2047）年度における基金

残高がマイナスとならない（極力０に近い数値となる）ように設定する。 

３．平成 32年度以降３回の改定率を高めに設定する理由として、労務単価の

高騰や補助金削減の動き等、下水道事業を運営する上でのリスクを答申

に明記する。 

４．改定案については、負担増が特定の利用者に偏ることを避け、下水道利
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用者全体で負担することを原則とし、基本使用料と従量使用料単価を極

力均等に改定する。 

以上のような方針により、第２回委員会で提示した Case1を修正した案を作

成し４頁の表に追加している。 

【第３回委員会資料３頁～５頁を説明】 

・Case1-2を追加した。Case1に平成 48（2036）年度の改定を追加し、改定率が

緩やかになるようにした案である。平成 44（2032）年度と平成 48（2036）年

度の改定率は 1.7％になる。平成 59（2047）年度の基金残高は 400万円とな

った。 

・５頁に今回追加した Case1-2の詳細な財政収支見通しを示す。 

 

［質疑なし］ 

 

＜次第３＞今後の下水道事業にて見込まれるリスクについて 

○事務局【第３回委員会資料６～11頁を説明】 

・前回の委員会で今後の下水道事業が考慮しなければならないリスクを答申に

明記し、改定率決定の根拠にすることが確認された。総合計画で想定されて

いないものの、下水道経営の観点で考慮すべきリスクを４点挙げる。 

①労務単価の上昇 

公共事業に係る工事や設計等の積算に用いる人件費の単価は国土交通省が

定める「公共工事設計労務単価」等に基づいており、近年上昇傾向にある。 

労務単価は平成 9年度のバブル崩壊後、平成 23年度まで減少し東日本大震

災以降の平成 24年度から上昇が続く。平成 25年度に急激に上昇したのは

建設の労働者の待遇改善のため法定福利費相当額等を労務単価に含めるよ

う変更したため等である。平成 26年度にも大幅に上昇しているのは設計労

務単価の改定時期が市場の実勢価格を迅速に反映する目的で改定の時期を

４月から３月に１ヶ月前倒ししたことが要因である。東京オリンピック・

パラリンピック競技大会以降の動向は不透明であるが、建設業労働者につ

いては慢性的な人材不足が解消されていない。今後も労働単価は上昇する

ものと予想される。 

      ②資材費の高騰 

建設資材の動向については「建設資材価格指数」にて平成 22年を 100とし

て平成 29年までの動向を示している。種類により違いはあるが、労務単価

同様近年上昇傾向にある。建設需要によるものとされ平成 23年度の東日本

大震災以降全体として上昇傾向にある。平成 25年度に東京オリンピック・

パラリンピック競技大会開催が決定し、これによる影響が大きいものと考
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えられる。東京オリンピック・パラリンピック競技大会後の動向は不透明

である。 

今回の収支見通しでは近年の実績値等により設定しており、将来の労務単

価や資材費の上昇は加味されていないことを考慮して、使用料改定率を設

定することが適切であると考えられる。 

    ③金利の動向 

８頁は経済財政諮問会議の「中長期の経済財務に関する試算」を基にした

資料である。現在の金利はほぼゼロだが、平成 40年度には低い設定で 2％

程度、高い設定で 3.4％まで上昇する見通しである。長期金利は日銀の施策

や市場の動向により影響を受けるが、政府が脱デフレを目標にしているこ

とから、金利が上昇する可能性は高いといえる。 

総合計画の収支見通しでは 2.5％を見込んでおり、前項の労務単価や資材費

の高騰と同じようにリスク要因とすることは適切ではないと考えられるが、

長期的には影響を受けることも考えられるので、変動要因として取り上げ

た。 

④国庫補助金等の削減 

国庫補助金の削減については、10頁に添付している、平成 29年度の国の財

政制度等審議会の財政制度分科会にて、次のような指摘がされている。 

・下水道事業は水道事業に比べ、補助率が高く補助対象が広い。 

・国費や地方債に依存し、受益者負担金の原則と整合的なものとなってい

ない。 

受益者負担の原則を徹底し、汚水処理費や維持管理・更新の費用も原則と

して使用料収入で賄うべきということが 11頁で示されている。 

国費による支援については浸水対策等を重点化し、補助対象の縮小による

国庫補助金の削減を目指しているものと考えられる。 

現段階では具体的な動きはないが、昨今の厳しい社会情勢を鑑みると将来、

国庫補助金の削減が実施される可能性は高いものと考えられる。 

現在の収支見通しでは建設費に対して４割の国庫補助金を見込んでいるが、

これが削減されると歳入面で大きな影響を受けると考えられる。 

 

○Ｅ委員 なぜ金利のリスクは労務単価・資材費のリスクと違うのか。 

○事務局 総合計画の収支見通しでは金利についてはリスクをある程度すでに見込んでい

るが、労務単価や資材費などは上昇のリスクは見込まれていない。そのためリスク要因

としての意味合いが違う。 

○Ｅ委員 答申案に金利のリスク要因が記載されていないのはそのためか。 

○事務局 その通りである。 
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＜次第４＞浴場汚水の料金体系について 

○事務局【第３回委員会資料 12頁を説明】 

・第２回委員会にて、公衆衛生の確保という公益的な観点からの政策的措置で

あることと、一般汚水の体系を適用した場合と浴場汚水の体系を適用した場

合の差額については、政策的経費として一般会計繰入金により補填されてお

り、使用料収入全体への影響はないという点について説明させていただいた。

現在の浴場汚水の使用料体系の根拠について説明させていただく。 

・平成８年に、公衆浴場の公益的役割を鑑み、基本使用料は一般汚水の基本使

用料の３分の１、従量使用料単価は使用料対象経費単価の３分の１という使

用料設定方法が決定されている。 

・平成９年度の改定では、浴場汚水の基本使用料 133円（一般汚水の基本使用  

料 400円の３分の１）、従量使用料については 25円となった。 

・平成 22年度の使用料改定では、同様の設定方法に則り、浴場汚水の基本使用

料 150円（一般汚水の基本使用料 450円の３分の１）、従量使用料単価 26円

（当時の使用料対象経費単価 78円の３分の１）となった。 

・平成 28年度の使用料改定の際には、公衆浴場の厳しい経営状況に鑑み使用料

は据え置きとなり、現在の一般汚水の基本使用料 470円の３分の１とはなっ

ていない。 

・従前の考え方に則ると、今回の改定による浴場汚水の基本使用料は一般汚水

の今回改定案での基本使用料 490円の３分の１である 163 円（13 円値上げ）、

従量使用料単価は現状と同じ 26円となる。使用料対象経費単価の算定方法を

示したものが 12頁下段の表であり、今回の使用料算定期間となる平成 32～35

年度の使用料対象経費の総額を有収水量で割って算出される。 

 

【第３回委員会資料 13頁を説明】 

・公衆浴場の現況については、市内公衆浴場の件数は平成 20 年度から減少し、

現在は３件である。都内全体でも件数、利用者数ともに減少している。自家

風呂保有率も高い数値ではあるが 100％ではないため、公衆浴場を維持すると

いうことは武蔵野市に限らず、各自治体の課題と言える。 

・以上の状況を踏まえ、平成 32年度の浴場汚水の使用料体系をどう設定すべき

かについて意見をいただきたい。 

 

○委員長 平成 26年度の委員会では据え置くということになったが、一般汚水の使用料の

３分の１という取り決めが明らかになり、これに関わらず据え置きにするのか、取り決

めに則って基本使用料を上げるのか、それとも折中案を作るのか、という点についてご

意見をいただきたい。 
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○Ｅ委員 ３分の１の取り決めとはどのような性格のものなのか。平成９年の改定に向け

てのものなのか。それ以降も拘束されるものなのか。 

○事務局 その時限りではなく、平成９年度以降の改定でも有効なものである。 

○Ａ委員 議事録や協定等の文書そのものはないのか。 

○事務局 協定書は確認できておらず、平成８年度の使用料改定に向けた会議で浴場の公

益的な役割から政策的な措置として一般汚水使用料の３分の１に決定したという記録は

確認している。 

○Ｅ委員 我々が検討するにあたり３分の１の取り決めが今回の改定に際しても有効とす

るのであれば、文書がないまま３分の１にするというのはちょっと強引なのではないか。 

○事務局 平成８年の段階も下水道使用料全体を検討する中で浴場汚水の使用料について

設定方法を検討し、決定している。その設定方法は現在有効ではあるが平成 32年度の改

定に向けて委員会で違う方向性が示されれば、見直すという選択肢もある。浴場汚水に

ついては井戸水を使用していることもあって水量の正確な計測が難しいため認定水量で

使用料を徴収している。この認定水量については使用料改定の都度見直している。これ

までは一般汚水使用料３分の１という使用料設定方法についてはそのまま踏襲すること

を委員会開催のたびに確認し、認定水量については別途見直すということを繰り返して

きた。３分の１の使用料設定方法についても見直すという方向になれば協定を結びなお

すことも考えられる。 

○委員長 どういう経緯で３分の１になったのかという点がわからない中で、その設定方

法を適用する、変える、ということをこの委員会でできるのか、という点について疑問

である。 

○事務局 浴場汚水の使用料体系を適用することによる一般汚水使用料体系との差額は一

般会計繰入金で補填しており、公共の福祉という観点で浴場に配慮しているということ

である。 

○委員長 何らかの根拠があって３分の１になったと思われる。その根拠を現在の経営状

況に照らし合わせて議論があるべき。Ａ委員どうか。 

○Ａ委員 簡単なのは３分の１でやるということだが、やはり経緯や根拠は知りたい。 

○委員長 個人的には市と浴場組合が協議を行い、何かしらの根拠に基づいて３分の１が

妥当なのか、据え置くかということを話し合うことが必要と考える。浴場の使用料体系

については市と浴場組合の協議に預けると答申に書くということも考えられるが委員の

皆さんの意見を伺いたい。３分の１という設定方法が有効だという事実はあるが、根拠

資料がない中で判断するのは難しい。他の都市の事例を紹介していただきたい。 

○事務局 都 23区は基本使用料については一般汚水の基本使用料の２分の１となっており、

一般汚水の使用料を改定するタイミングで浴場汚水も改定されている。 

○Ｃ委員 23区は２分の１なのになぜ武蔵野市は３分の１なのか、その根拠を知りたい。

市全体の中で占める割合は小さいのであれば、３分の１よりもさらに少なく設定すると
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いうことも考えられる。 

○事務局 ３分の１という設定になったのがかなり古い時代からで、３分の１の根拠は確

認できていない。他市の状況を調べることは可能だが。 

○Ｅ委員 答申に関して市民から質問が出た場合はこの委員会が答えなければならないが、

３分の１の根拠について聞かれたらきちんと答えることができない。それではいけない

と思う。 

○事務局 本来、浴場汚水が負担すべき使用料の３分の２については一般汚水使用料で賄

われているわけではなく政策的経費として一般会計から繰り入れをして補填しており、

市の政策的措置としての考えがベースにある。考え方によっては、この補填する割合に

ついては、市が政策として行っていることであり、本来なら委員会でご議論いただくべ

き事項ではないとも言える。 

○委員長 ３分の１という設定方法については市の施策として決まっていることなので、

その是非はこの委員会の権限を越えている。この委員会の答申としては、基本使用料は

上げるが公衆浴場の厳しい経営状況などを見ると設定方法の見直しも含めて検討いただ

きたいとしか言えない。見直しの内容については政策的なところで決めていただきたい。 

○事務局 平成 22年度の委員会では据え置くとした中で、浴場との協定については見直す

必要もあると言及している。平成 26年度の答申は踏襲するとしか書かれていない。３分

の１にするのかどうかという点については市の施策として検討していくことになる。下

水道使用料という中での話ではないと思われるので、できれば設定方法については政策

的なところで決めるべきといった答申としていただきたい。 

○委員長 浴場汚水の使用料を据え置くという考えを示す場合、厳しい経営状況という供

給側の視点しか考えられていないが、利用者の利便性も考えるべき。本来は賃金や生活

費の状況等の利用者の側から意見を言うべきで、供給側からの意見だけだとアンバラン

スになる。賃金も上がっていない・格差も開いている中では入浴料の値上げが難しいた

め、浴場の下水道使用料を値上げしないという意見が出ることもあり得る。答申では据

え置きが妥当と考えられるが、検討をいただきたい、という程度しか書けないと思う。 

○Ｂ委員 経営状況が厳しいということだけだとなかなか実態が分からないが、利用者の

所得が上がっていないことも考える必要がある。浴場の下水道使用料を上げると経営を

圧迫するか利用料を値上げするかのどちらかになる。そういったことを考えると据え置

くという選択肢もある。 

○委員長 改定しない方が適当と思われるという位にしておき、使用料体系については原

点に立ち戻って検討していただきたい、とするのが委員会の権限でできることではない

か。 

○Ｅ委員 改定しないことが適当と思われるというところまで踏み込むのか。 

○委員長 本当はそこまでは踏み込まない方が良い。 

○Ｅ委員 委員会としてタッチしないということになるのでは。 
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○委員長 委員会の権限を超えているので市で検討すべきという答申で良いか。据え置く

べきという答申を出してしまうと、検討されないで通ってしまう可能性もある。 

○Ｅ委員 市の方で政策として決めていただきたい、ということを答申に書くことになる

のではないか。本来は順番が逆で、市が政策として示すのが先であるべきでその上で委

員会にて検討するべきだが、前提条件がないまま委員会の場にあがってきたので、判断

できない。 

○Ａ委員 浴場汚水の改定については触れないということで良いのでは。 

○委員長 過去の経緯は述べた上で、政策的なことなので市で検討いただきたい、と書く

ということで良いか。 

○Ａ委員 良いと思う。 

 

【全委員 浴場汚水については市で政策判断をすべきという内容に答申を変更することに

同意】 

○委員長 ただ今の議論の通り答申を変更していただくことにする。 

 

＜次第５＞答申案について 

〇事務局【答申案を読み上げ】 

 

○委員長 答申（案）からの変更点を確認させていただく。他に意見があればいただきた

い。 

・３頁 「（６）浴場汚水の使用料体系について」は事務局が修正をする。 

・４頁 表中の「浴場汚水」は削除する。 

・５頁 （３）として浴場汚水の体系を決めなかった経緯を要望事項に表記する。 

○Ｂ委員 ２頁「（３）市債の抑制について」の４行目「早急に…」の部分はなくても良い

のでは。「現状の財政状況を踏まえると」程度の表現で良いのではないか。また、４頁の

表は税抜ということを明記すべき。モデル負担額の資料も参考として載せてはどうか。

税抜でのモデルも考えたらどうか。総額で示すのと税抜額で示すのとどちらが分かりや

すいか検討していただきたい。 

○委員長 分かりやすい広報資料として、税込税抜含めて負担額がいくらになるのかわか

るように資料を作っていただきたい。 

○Ａ委員 ２頁（４）にて、リスクについて、金利のことは書かなくてもいいのか。 

○委員長 既に 2.5％でシミュレーションしているので織り込み済みということで、書いて

いない。 

○Ｂ委員 本日の委員会資料にはシミュレーションの金利も書いた方がいい。 

○事務局 今回の委員会資料に見込んでいる金利について追記させていただく。 

○委員長 第３回委員会資料８頁「金利の動向」のグラフ上のあたりにでも、2.5％を超え
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るような急激な悪化があった場合には資本費増大のリスクがある、程度に書いてはどう

か。 

○Ｅ委員 第３回委員会資料８頁に示している通りに金利が上がることは考えにくい。

3.4％というのは現実的ではない。諮問会議の前提を踏まえればということを追加で書く

べきではないか。 

○委員長 第３回委員会資料８頁 グラフ上の２行は削除し、長期計画でも今回の財政シ

ミュレーションでも 2.5％として既に織り込んでいるということを書けばいいのではな

いか。 

 

○事務局 浴場汚水の体系については皆さんの意見を踏まえて、答申案５頁に要望事項の

（３）として、次のような文章を記載してはどうか。 

「公衆浴場の下水道使用料については、公衆衛生の確保という公衆浴場の公益的な役割

や近年の社会情勢、公衆浴場を取り巻く状況を充分に鑑みて、市の政策的措置として設

定方法を判断されたい。」 

 

○委員長 ３頁（６）の記載はどうするか。 

○事務局 ここは削除する。 

○委員長 それでは３頁（６）は項目ごと削除し、浴場汚水については５頁の要望事項に

記載する。文字に起こしたものを再度確認していただきたい。鵜川委員より答申案２頁

の「早急に…」という表記はいらないのでは、という指摘があった。委員会の中では世

代間の負担の公平性のバランスという観点で議論をしたのであり、必然性があるかどう

かまでは踏み込み過ぎている。「市全体の財政状況を鑑み、現状の市債抑制を継続する」

という内容に修正するということでよいか。 

○Ｂ委員 「世代間の負担の公平性」という言葉は入れてもいいのでは。 

○Ａ委員 「武蔵野市全体の財政状況を鑑み、また世代間の負担の公平性を図ることも必

要なため、現在の市債抑制を継続する。」ではどうか。 

○委員長 このようなかたちでいかがか。 

【全委員 この内容で了承】 

 

○委員長 早急に事務局で内容を修正し、私が確認した後メールにて皆さんにお伝えする。 

 

＜次第６＞事務連絡 

○事務局 答申案は修正後のものを送付させていただくので確認していただきたい。答申

は委員の皆様から市長に提出するが、日程は３月 15日午前９時となった。同席できる方

は事前に事務局に連絡をいただきたい。議事録も近日中に送付させていただくので確認

いただきたい。 
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次回は平成 33～34年度にかけて、総合計画と使用料を一体的に見直すということを検討

している。 

○環境部長 ３回の議論ありがとうございました。適確な答申をまとめていただき、感謝

申し上げます。市としては、下水道使用料は市民や事業者に負担していただくものであ

り、この改定については重く受け止めている。今後についても、下水道事業の適確な運

営を行なっていくと共に、改定の要因となった大型事業についても東京都や関連区市と

連携して進めて行きたいと考えている。３月 15日に答申をいただき、議会の審議を経て、

2020年に改定を行っていきたいと考えている。本当にありがとうございました。 


