
日時

場所

会議の公開・非公
開の別
傍聴者

議事内容等 発言者 発言の要旨等
1　開会

2　出欠者の報告 事務局 出席者8名（5名欠席）
委員13名中，過半数を超えているため，審議会規程第5条第2項に基
づき，本日の会議は成立することを報告した。

会長 これより議事に入ります。
議事（1）水道料金・下水道使用料の見直しについてです。
はじめに，前回の会議で委員から要望のありました資料について，事
務局から説明願います。

事務局 （資料　水道料金見直しの影響額について説明）

会長 次に，前回の会議終了後に追加で要求のあった資料について，事務
局より説明願います。

事務局 （「参考」1か月間の支出に占める光熱水費及び上下水道料」について
説明）

0人

会議内容 1　開会
2　議事
　（1）水道料金・下水道使用料の見直しについて
　（2）その他
3　閉会

会議資料 ・資料1　水道料金見直しの考え方
・資料2　減免制度の導入経過と見直しのたたき台
・水道料金見直しの影響額

3　議事
（１）水道料金・下
水道使用料の見
直しについて
（水道料金見直し
の考え方）

公開

令和3年度第2回　旭川市上下水道事業審議会会議録

令和3年5月10日（月）　午後6時～午後7時40分

旭川市上常盤町1丁目　旭川市水道局庁舎４階会議室

出席者 ○旭川市上下水道事業審議会委員（定数13人）　※五十音順
　出席　8人（生駒委員，岡田委員，木下委員，後藤委員，杉村委員，
　　　　　　　　成田委員，山下委員，吉田委員）
　欠席　5人（亀田委員，栗谷川委員，児玉委員，佐々木委員，篠原委員）

○水道局　　１4人
　　菅野部長，，伊藤経営企画課長，齊藤料金課長，松田管路管理課長
　　（経営企画課）平野補佐，杉山主査，猿田主査
　　（料金課）稲場主幹，村上係長，酒井主任
　　（総務課）阿部補佐，長野主査，西山（早）主査
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会長 それでは，次に「水道料金見直しの考え方」について，事務局より説明
願います。

事務局 （資料１　水道料金見直しの考え方について説明）

会長 今回の審議会におきましては，審議会として総意を求めるものではな
く，また，結論を出すものではないことをお断りします。
なお，料金の見直しや見直しに伴う算定期間，平均改定率などについ
て一つ一つ，意見・感想を出していただきますようお願いいたします。

まず，料金算定期間は概ね3年後から5年後までの期間を基準とする
ことが妥当とされています。
そうしますと，平均改定率が高くなるため，資金収支が特に悪化する
見込みの令和8年度を含み，かつ平均改定率を最小に抑えるために，
算定期間を1年増やして6年とし，令和9年度までを算定期間とする，と
いうことについて，意見，感想はありますか。

委員 市民への影響を考えて，平均改定率を下げるために，算定期間を3～
5年ではなく，6年とするということですが，この改定率で維持管理等を
行うことは十分なのでしょうか。

事務局 法令では，算定期間を原則3～5年とし，その期間で再度見直しをする
こととなっていますが，必ずしもその期間でなくてはならないということ
ではなく，できるだけ改定率を下げたいということで，算定期間を6年間
としました。この6年間の中では若干のマイナスが出る年度もあります
が，何とかやり繰りして，令和9年度までの収支見通しでは，資金不足
が生じないという形になっています。
また，維持管理につきましても，施設の更新計画もプラスアルファで盛
り込んでいますので，それも含めてこの収支計画で令和9年度までま
かなうことは可能だと考えています。

委員 算定期間を3～5年間とする，という関係法令とは具体的に何という法
令でしょうか。また，その法令では6年でも7年でも，受益者の負担を勘
案して調整できるとされているのでしょうか。

事務局 水道法及び水道法施行規則に載っています。算定期間については，
長期に設定しますと，推計も不確かな部分が生じてきますので，あまり
長い期間は望ましいとは思いませんが，1年足した6年では，影響は少
ないと考えています。
水道法と水道法施行規則には，料金を見直す場合を想定した色んな
規定があります。その中で，公営企業として3～5年間の収支計画を立
てながら運営することとなっておりまして，その収支計画に見合うよう
な料金設定とするよう規定されています。令和5年度までの現行の財
政計画では，令和4年度以降赤字の見込みということで，このような提
案をさせていただいていますが，当然それ以降の令和6年度あるいは
令和10年度の財政計画を見通した中で，必要な場合には，それに合
わせた料金設定をしなければならない可能性も出てきます。なかなか
長期の財政計画というのは，精度の面でも難しい部分がありますの
で，やはり4年の単位の中でやっていくことが現実的なのかなと思って
います。

会長 水道施設を更新するための費用として資産維持費を加えることになり
ますが，資産維持率を標準とされている3％ではなく，経営安定のため
最低限必要な資金を確保するために1.93％とし，平均改定率を14.9％
とすることについて，意見，感想はありますか。

委員 資産維持費を3％とすると料金が高くなりますが，更新費用を短期間で
回収できるという考えもあると思います。料金を低く設定して長期間で
回収するのと，どちらが良いのでしょうか。
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事務局 水道管の法定耐用年数は40年ですが，最近は技術が進み100年持つ
という管も出てきています。水道局としてもできるだけ早く，耐用年数
の長い管に替えていきたいと考え，毎年更新延長を増やしているとこ
ろです。
現在，1年間に行う管路の更新が全国的には0.75％を切っているとこ
ろ，旭川市は0.85～0.86％と少し全国平均より多めに進められるように
なっていますが，何とかそれを1％まで増やせないかと考えています。
工事の受け手側の体制も含めて，本当にそれだけの事業ができるの
かということもありますが，そういう兼ね合いも見ながら，少なくとも1％
は毎年更新していきたいと考えた中で，こういう料金改定の提案をさ
せていただいたところです。

会長 このことに関連してですが，資産維持費を標準では3％とするところを，
1.93％しか取らないということは，経費の先送りとなって，先々，また料
金改定のときに，大幅な値上げが必要になるのではないかという懸念
があります。
また，今回実施した市民の皆さんへのアンケートの回答の中に，「収
支がマイナスになるのがわかっているのなら，もっと早く検討すべき」と
か「蓄えを作っておくべきでは」という意見がありました。
こういうことからも，6年の期間が経った後の，水道局としての見通しを
出すべきではないか，と私は考えます。
料金改定の一番の原因は，人口減少と施設の老朽化ということです
から，人口の減少はある程度予測できますし，特段のことがなけれ
ば，施設の更新も予測できるのですから，ある程度予測して，6年間は
これで何とかまかなえるけれど，その後は，およそこうなる，という話を
市民の方に，割合早い時点で説明すべきではないかと思うのですが，
いかがでしょうか。

事務局 財政計画は4年毎に立てて，その3回分で12年間のビジョンという計画
を立てるのですが，現行のビジョンを5年前の平成28年度に策定したと
きに，財政的には令和4年度頃から厳しくなって，その時には料金を上
げざるを得ないのでは，という話は，その策定に合わせてしてきていま
すが，市民の方に十分に御説明してきたとはいえません。
今のお話ですが，先ほど水道法と水道法施行規則の話をさせていた
だきましたが，公営企業という性質から，料金を多めに取って貯金をす
るということが難しく，一定の収支計画に基づいて，それに見合う料金
を設定することと規定されていることから，なかなか支出の見込み以
上のものを料金でいただくことは出来ない，という仕組みになっている
ところです。
6年後以降はどうなるのかということですが，水道局としては，この6年
間は新しい料金体系でやりたいと思っていますし，それ以降について
も，人口減少をある程度見込んだ中で収支計画を立てていますので，
一定程度これでいけるのかなと思っています。
しかし，近年のコロナの影響で，水道の使われ方も，特に企業を中心
に減ってきています。そういう予想できないような事態が出てきた場合
には当然収支計画が見込んだものと変わってくると思いますので，そ
の時点でまた，料金に反映しなければならないような状況になるかも
知れませんが，現時点では，この6年プラスアルファの期間はこれでい
けるのではないかなと思っています。12年間の収支見込みというのも
難しく，後半になればなるほど精度が悪くなってきますので，カチッとし
たものが出せないということがありますが，会長が言われた趣旨もよく
分かりますので，できるだけ精度の高い推計をしながら，市民の皆さま
に情報を提供していきたいと考えています。
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会長 水道料金の見直しについて，基本水量の廃止，口径別料金の導入，
逓増度の緩和の三つの課題を整理する方向性について，確認しま
す。また，基本水量の廃止，逓増度の緩和に伴い，家事用の8㎥以上
の使用者に負担がかかりますが，一部の使用者が極端な負担増とな
らないように，平均改定率で一律に改定した料金と比較して，1.5％以
内に抑える方向でたたき台が示されています。このことについて，意
見，感想はありますか。

委員 家事用については，概ね大きな負担増にはならないと思います。
家事用以外では，コロナの状況により想定をしづらいところではありま
すが，コロナが長期化した場合でも設備の更新はしていかなければな
らないので，そういったことを考慮していただいている，この料金見直
し案は妥当なのかなと考えます。

事務局 大口事業者が減った場合の料金収入についてですが，水道局が取れ
る対策としては，施設のダウンサイジングに取り組んでいかなければ
ならないと考えています。使用量に応じた施設を今後計画して更新し
ていく必要がありますので，使用量が減って，料金収入が減った場
合，それに見合った施設の更新という形で，かかる費用についても抑
えていく必要があると考えています。

事務局 収入見込みが予定と違った場合でも，水道水を安定して供給し続けな
くてはなりませんので，古い施設の中でも，リスクが高くより更新を急
がなければならないもの，ある程度まだ余裕があるので後回しにする
もの，など色分けをした計画を立てて，優先度の高いところから，でき
るだけ早急に解決していくというのが大事だと考えています。先ほどの
施設のダウンサイジングを含めて，そういう取り組みを始めていますの
で，支出の工夫の中で，解決していきたいと考えています。

委員 基本水量を廃止するということですが，少ない使用量の人も固定費は
かかっているということで，本当にこの従量制にするのが妥当なのかと
考えるところもあります。

事務局 月8㎥までの使用者が年々増えてきて，令和元年度で全体の33％と
なっています。世帯構成人数が減ってきているという影響もあると思い
ますが，やはり8㎥までの使用者に一定程度配慮する必要があるとい
うのが，水道局の考え方になります。
平成4年度の料金改定の際に，独居の高齢の方はだいたい月5～6㎥
しか使わないのに8㎥までは同じ金額を取るというのは何事だ，余分
に払っている人は大抵生活に余裕がない世帯が多いのでは，という話
がありました。やはり基本水量制で少量利用者の方に一定程度いた
だくということは，経営の安定にはつながるのですが，実際に利用され
ている方にとっては，余計に負担しているということになりますので，こ
のことについては，公営企業で言う，公平妥当な料金体系という部分
で慎重に考えなければならないことだと考え，今回，このような提案を
させていただいているところです。

会長 逓増制についてですが，家事用以外の大口利用者の見直し後の料金
のグラフで，調整はしているものの，上を向いた曲線となっています。
これは直線にすべきではないでしょうか。
基本料金は口径別で取るとして，従量料金は公平性の観点から，使っ
た量に応じて，料金を設定した方がいいのではないでしょうか。おそら
くその分は家事用の負担になってしまうとは思いますが，そういう考え
方はいかがでしょうか。
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事務局 考え方はおっしゃるとおりですが，料金体系は結局，家事用と家事用
以外の振り分けとなってきますので，直線にしますと，今数字は出ませ
んが，かなり家事用の負担が大きくなってしまうと思います。その辺の
バランスを考えながら，料金の単価設定をしていますので，本来であ
れば，家事用も家事用以外も料金単価は一緒であるのが理想だと思
いますが，家事用の大幅な負担増を抑えるための，ぎりぎりの逓増度
の緩和を考えた単価表を提案しているところになります。

会長 その辺は，利用者の了解は既に得られているという考え方でしょうか。

事務局 まだ了解という形は取っていませんが，今月中に事業者や社会福祉
施設等の団体に対して，水道料金の見直しや減免制度も含めて，意
見交換という形で説明しに伺いたいと考えています。

会長 水道料金にあわせて，下水道使用料の基本水量制を廃止し1～8㎥
に従量料金を設定しますが，全体の収入が変わらないように，基本料
金を引き下げ，9㎥以上の料金を10円程度上げ，体系を見直します。
また，臨時用の水道料金は使用目的から家事用以外の料金体系に合
わせますが，基本料金に管理費4千円を加算します。この見直しにつ
いて，意見，感想はありますか。

各委員 （特になし）

会長 それでは，次に，議事（１）水道料金・下水道使用料の見直しについて
の後半部分，「減免制度の導入経過と見直しのたたき台」について事
務局より説明願います。

事務局 （資料2　減免制度の導入経過と見直しのたたき台について説明）

会長 ただいま減免制度の導入経過と見直しのたたき台について事務局よ
り説明がありましたが，何か質問はありますか。

委員 生活保護の減免についてですが，生活保護費の算定に光熱水費が含
まれたのはいつからでしょうか。また，水道局としてそれを知ったのは
いつでしょうか。

事務局 いつから含まれていたのかはわかりません。かなり前からだと思いま
す。
生活保護の減免見直しについては，平成18年にパブリックコメントを実
施しましたが，その時も同じ理由（生活保護費の算定に光熱水費が含
まれている）で，減免制度を廃止したいと提案させていただいています
ので，少なくともそれ以前から光熱水費が含まれていたということは認
識しています。

委員 資料の表を見て，1か月でこの金額なら，2か月ではかなり大きな金額
だなと思います。

会長 先ほど，水道局の方で，今月中に社会福祉施設等と意見交換をする
予定との説明がありました。
次回の審議会において，各団体の意見交換の内容を報告してもらい，
更にパブリックコメントの結果を踏まえ，審議会としての考え方をまと
めていくことになりますが，この時点で委員の皆様のご意見・感想を伺
いたいと思います。
資料の説明について，意見・感想はありますか。

委員 社会福祉施設とは，具体的にどのような施設になりますか。

（減免制度の導入
経過と見直しのた
たき台）
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事務局 社会福祉法が適用される施設，例えば特別養護老人ホーム，保育
所，障害者就労支援施設，障害者共同住宅，認知症グループホーム
等になります。

会長 水道と同様の公共料金である電気・ガス料金には減免制度はありま
すか。

委員 （電気・ガス共）減免制度はありません。

会長 生活保護世帯は保護費との重複，70歳以上の単身高齢者世帯は基
本水量制の廃止により減免制度の導入理由が解消されることから，令
和4年度から廃止する考え方が示されていますが，減免制度の廃止に
よる影響額について，意見，感想はありますか。

委員 生活保護世帯からはかなりの反対意見があるのではないでしょうか。

事務局 たたき台としてお示ししていますので，当然いろんな御意見があると思
います。
ただ，財政事情や負担の公平性という観点から，先ほど導入の理由を
説明させていただきましたが，減免制度の導入時期が昭和40年代の
水道・下水道事業の拡張期で，一気に料金が上がった時期でもありま
した。その急に上がったことへの緩和措置という理由で始めているとい
うことがありますので，導入した時期と状況が変わってきているのに，
そのままの制度が続いているのはどうかという考え方もあるかと思い
ます。
一方で，減免制度の廃止も，料金の値上げで負担が増えることについ
ても，市民の皆さまどなたでも抵抗感があると思います。水道局として
は，料金の見直しで，できるだけ市民の方の負担につながらないよう
に配慮したつもりではございますし，一定程度色々な御意見があるか
と思いますが，それを踏まえて最終的な判断をしていきたいと思ってい
ます。

会長 減免制度について，社会福祉施設は，今回の料金見直し時において
は制度の維持を基本としますが，制度内容について検証を続けます。
また，児童扶養手当，特別児童扶養手当受給世帯，障害者のみの世
帯は，福祉施策として，実施方法や支援規模などの検討を継続し，令
和5年度から見直すこととしております。
このことについて，今後、市に検討してほしいことはありますか。

委員 特定の世帯の負担を少なくという考えは少し違うような気がします。み
んなが使うのだから，公平に負担すべきだと思いますし，結局は，その
減らした負担分が減免されない人に被ってくるということを考えると，減
免することが本当に良いことなのかどうか，ちょっと引っかかります。

会長 減免分は一般会計から出るということで，他の料金負担者の負担にな
らないようにしていると思いますが，そもそも減免の議論はこの審議会
で水道料金・下水道使用料の見直しを検討するという枠内に入らなく
て，一般会計の議論のところで行うべきではないかと思いますが，い
かがでしょうか。
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事務局 包括外部監査では，減免制度に対し，本来福祉政策なのだから，旭川
市が担うべきであり，一元化することが望ましいのではないか，という
意見がありました。これは今の会長からの意見と近いのかなと思いま
すが，そういうことも踏まえて，行政評価の中で，料金体系の見直しに
合わせて減免制度についても検討しなさい，と要請されているところで
す。
現時点の状況では，減免制度については水道局の判断で，水道局の
要綱要領に基づいて実施しているものですので，あくまでも水道事業・
下水道事業の中での減免制度という扱いになっています。それを何と
か福祉政策で出来ないかという議論は，去年から福祉部局と行ってい
ますが，水道事業・下水道事業としてどうあるべきか，ということも含め
て，お話を伺いながら進めていきたいと考えていますし，内容の見直し
については，最終的には水道局の判断ということになりますので，そう
いう意味では，この審議会の中でもぜひ御意見をいただければと思っ
ています。

会長 他の委員の方，全体を通して，何か御意見・御感想はありませんか。

委員 （特になし）

会長 それでは，全体として特に修正につながる意見がないということですの
で，この今回お示しされた案で，市民説明会・パブリックコメントに諮
る，ということでよろしいでしょうか。

各委員 （了承）

会長 事務局，よろしいでしょうか。

事務局 本日お示ししているのはたたき台でございますので，これを修正した上
で「素案」として，6月下旬から予定しているパブリックコメントに諮って
いきたいと考えています。
そのために，まず今月中には，少人数で色々な立場の方とお話する機
会を設けて，意見交換をしたいと考えており，来月には定例議会があ
りますので，その中で色んな御意見をいただけるかと思います。
それを含めて反映したものをパブリックコメントで諮って，たくさんの方
から意見をいただき，また，パブリックコメントの期間中には市民説明
会を16か所で開催しますので，そこで意見を聞いて，審議会に改めて
報告させていただきたいと思います。

会長 それでは，審議会として修正意見がないということで，この案で各団体
との意見交換を進めていっていただければと思います。
また，当初5月24日（月）を予定していた次回審議会は開催せず，各団
体との意見交換が終わって，6月に入ってから審議会を開催し，修正し
た素案について審議を行うということでよろしいでしょうか。

各委員 （了承）

会長 その他の部分で委員の皆さまから何かありますか。

各委員 （特になし）

会長 その他の部分で事務局から何かありますか。

（次回開催案内に
ついて）

事務局 次回審議会の開催案内についてですが，今回の会議で，特に修正を
行う部分がないということで，当初予定していた5月24日（月）は開催し
ないこととなりました。事前の調整では，その次は6月7日（月）開催の
予定で案内していましたが，各団体との意見交換の状況を見ながら，
改めて日程調整の上，委員の皆さまに御案内いたしますので，よろしく
お願いいたします。

（2）その他

- 7 -



会長 ただいま事務局より「次回開催案内」について説明がありましたが，何
か質問・意見等ありますか。

各委員 （特になし）

4　閉会 会長 他に何かありますか。なければ，本日の会議はこれで終了といたしま
す。
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