
40 

第５ 監査の結果（総括的事項） 

監査の過程で発見された個別の事項については「第６ 監査の結果(個別事項)」で述

べるので、今回の監査への対応はそちらを基に検討されたい。ここでは今回の監査で

個々の実現方策を超え、浜松市の水道事業に係る事務に横断的に影響を与えている「浜

松市の水道事業における固有の課題」について述べるので、浜松市が今後の水道事業に

係る事務をより適切に行っていくための中長期計画の策定時などの考慮事項として活

用していただきたい。 

１ 水道料金の見直しについて 

前述「第２ ２ 浜松市水道事業の沿革」のとおり、浜松市は、平成 17年に周辺 12

市町村による大規模な合併が行われ、合併協議の調整方針に基づき、平成 19 年度から

平成 22 年度までに水道料金は段階的に統一された。 

（１） 世代間での公平な受益者負担について 

前述「第３ １（１）ア 水道料金の現状」のとおり、浜松市の１ヶ月当たり家庭用

料金（20  ）2,116 円は、政令指定都市との比較では２番目に安い水道料金となってお

り、静岡県平均 2,265.2 円及び全国平均 3,196.2 円よりも安い。 

これは、効率的な事業運営によるものであると考えられるが、浜松市では、事業の施

設実態の維持等のために施設の建設、改良、再構築及び企業債の償還等にも充当される

べき額である資産維持費を、料金対象原価である総括原価に算入していない。そして、

前述「第３ １（３）大量更新期の到来」のとおり、今後は、更新時期を迎える水道施

設が急激に増加していく。 

したがって、世代間での公平な受益者負担を確保するという観点から、水道料金の見

直しを検討することが望まれる。 

（２） 地域間での公平な受益者負担について 

浜松市の面積は広大であり、その広大な市域に市街地と中山間地域が存在する。また、

中山間地域に平成 26 年度時点で 36 存在した簡易水道事業は、平成 29 年度に水道事業

に統合された。このように、浜松市には様々な地域性があるが、浜松市全体を一体とし

てとらえており、同一の料金体系としている。上下水道部では、細かな単位での収支を

把握していないが、配水区域単位や旧簡易水道単位で収支を把握した場合には、収支の
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状況に地域間格差が生じており、そのような場合には、公平な受益者負担となっていな

い可能性がある。そして、今後、中山間地域において、人口減少に伴う給水人口や料金

収入が減少した場合には、その地域間格差が大きくなる可能性もある。 

確かに、水道法第 14 条第２項第４号では、特定の需要者に対して不当な差別的取扱

をすることを禁じている。しかし、正当な理由に基づいて料金格差をつける場合には、

不当な差別的取扱には該当しないと解される。 

したがって、細かな単位で収支を把握し、地域間格差が大きい場合には、次世代に健

全な水道を引き継いでいくという観点から、その地域間格差を是正すべく、住民の理解

を得ながら適切な水道料金を検討することが望まれる。 

２ 適切な単位での経営管理について 

浜松市の水道事業は、エリアも広いうえに、管理対象となる施設規模も様々なものと

なっている。現状は、浜松市全体を一体としてとらえており、旧市町村単位での配水量

の分析など部分的に行っているものの、独立したキャッシュ・フローを生成する最小単

位である配水区域単位や、中山間地域は旧簡易水道事業単位といった細かな単位での経

営数値を十分に把握しているとは言えない。 

昭和 33 年９月 25 日厚生省公衆衛生局水道課長通知 衛水第 44 号「水道法の疑義応

答について」問 45 においても「旧市内の水道事業を経営している市が合併市町村の水

道事業を数か所併せて水道部で経営し、一の会計で経理している場合であってもそれぞ

れの水道事業ごとに分別経理して各独立の水道事業の経営状況が明確に分かるように

しておくべきである」と記載されており、効率的な水道事業を行っていくために、経営

数値を細かな単位で把握し水道事業経営に役立てることは重要であると考えるため、適

切な単位での収支管理及び固定資産管理等の実施が望まれる。 

３ 中山間地域における水道サービスの提供手法の検討について

（１） 背景

平成 30 年３月に厚生労働省医薬・生活衛生局水道課から公表された「人口減少地域

における多様な給水方法の検討に関する調査」（以下「本調査」という。）では、『これ

からの日本においては、水道事業の規模の大小を問わず、人口減少に伴う給水人口や料

金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、水道事業に携わる職員数の減少など、水道

を取り巻く環境は非常に厳しくなることが見込まれている。』と記載されている。また、

本調査では、『これまで、例え小規模な集落であっても、飲料水などの生活用水は必要

不可欠であることから、水道施設の普及・整備が進められてきた。しかしながら、これ

らの施設が整備から相当年数が経過し、施設の更新時期を迎えた場合に、耐震性などを

有する施設としての更新費用は料金収入に比べて多額の費用がかかるため、水道事業者
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にとって大きな負担となる。』、そして、『小規模な集落が散在する地域の実情によって

は、莫大な費用をかけて水道施設を整備・更新することは困難と考えられ、このような

場合は、宅配給水や廉価配管など、従来の水道事業が行ってきた施設による供給とは異

なる衛生的な水の供給についての検討もやむを得ないと考える。また、こうした対応に

は、利用者である地域住民との合意や、地域との連携した取組も必要である。』とも記

載されている。 

（２） 浜松市における検討について

以下の情報を利用して、「本調査」に記載されている管路維持困難区域候補地の抽出

基準を参考にして、給水人口、単位管延長及び管路償却率の３指標について、36 の旧

簡易水道ごとに分析を行った。 

・ 固定資産及び管路資産の取得価額及び減価償却累計額

・ 長期前受金残高

・ 企業債残高

・ 管路総延長

・ 計画及び実績１日最大給水量

・ 年間給水量

・ 年間有収水量

・ 計画及び実績給水人口及び戸数

・ 給水開始年月

【旧簡易水道ごとの分析結果】 

給水人口 

（人） 

※１ 

事業収支ＣＦ 

（直接収支） 

※２ 

事業収支ＣＦ 

※３ 

単位管延長 

（ｍ／人） 

※４ 

管路償却率 

（％） 

※５ 

該当数 区分 

151 以上 黒字 黒字 25未満 40 未満 2 ① 

40 以上 60未満 2 ① 

60 以上 1 ① 

25 以上 30未満 40 未満 2 ① 

黒字 赤字 25 未満 40 未満 1 ② 

25 以上 30未満 60 以上 1 ② 

30 以上 40 未満 3 ② 

赤字 赤字 25 以上 30 未満 60 以上 1 ② 

30 以上 40 未満 1 ② 

40 以上 60未満 1 ② 

60 以上 1 ② 

101 以上 150 以下 黒字 赤字 25未満 40 以上 60未満 1 ③ 

赤字 赤字 25 未満 40 未満 2 ③ 

40 以上 60未満 1 ③ 

30 以上 40 未満 2 ③ 

40 以上 60未満 2 ③ 

60 以上 1 ③ 

1以上 100以下 赤字 赤字 25未満 40 以上 60未満 1 ④ 

60 以上 1 ④ 

30 以上 40 未満 2 ④ 

40 以上 60未満 5 ④ 

60 以上 2 ④ 

合計 36  

出典：上下水道部提供資料より監査人作成 
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（注）表中の「ＣＦ」は「キャッシュ・フロー」の略であり、以下同様に表記する。 

   ※１ 給水人口＝平成 29年度末現在給水人口 

   ※２ 事業収支ＣＦ（直接収支）＝水道事業収益－水道事業費及び水道管理費（支出が伴うもののうち企業債利

息負担を除く） 

   ※３ 事業収支ＣＦ＝直接事業収支ＣＦ（直接収支）－企業債利息負担及び旧簡易水道業務負担金 

   ※４ 単位管延長＝総管路延長÷平成 29年度末現在給水人口 

   ※５ 管路償却率＝管路減価償却累計額÷管路固定資産取得価額 

このように、浜松市においても、中山間地域に小規模な集落が散在する人口減少地域

及び管路維持困難区域が存在するため、次世代に健全な水道を引き継いでいくという観

点から、地域の状況に基づいて多様な給水方法から適切な方法を選定し、給水を継続で

きるように検討することが望まれる。 

区分①の地域 

この地域は、給水人口は 151 人以上であり、事業収支ＣＦも黒字であることから、管

路維持が困難な地域には該当しないと考えられるが、今後の状況の変化には留意する必

要がある。 

区分②の地域 

この地域は、給水人口は 151 人以上であるものの、事業収支ＣＦが赤字であり、管路

維持が困難となる可能性があることから、管路更新時には過度な設備投資とならないよ

うに留意する必要がある。 

区分③の地域 

この地域は、給水人口が 101 人以上 150 人以下であることから、旧簡易水道事業を継

続しているものの、近い将来、管路維持が困難となる可能性があるため、管路更新時に

は過度な設備投資とならないように留意する必要がある。また、将来給水人口を予測し、

100 人以下となる場合には、飲料水供給施設への移行を検討することが望まれる。 

区分④の地域 

この地域は、給水人口が 100 人以下であることから、飲料水供給施設へ移行する必要

がある。飲料水供給施設は、浜松市の飲料水供給施設を無償で借り受け、組合が当該施

設の管理及び運営を行う契約であるが、組合が適切な維持管理ができない場合には、特

定未普及地域へ移行し、市長部局が実施主体となり、ボトル水の宅配、簡易浄水器の設

置等による給水を検討することが望まれる。 

４ 組織体制について

水道事業ビジョンに掲げられている基本目標の達成を阻害する要因としては様々な

ものがあると考えられる。上下水道部では、それらの基本目標を達成するための水道事

業ビジョンに掲げられている実現方策について、各々の部署が現状分析・課題を検討し

ている。しかし、適正な職員数を確保できないリスクの検討はされていないというよう

に、必ずしもリスクを意識したものとはなっておらず、リスク評価及びリスク対応を横

断的に管理する部署が存在しない。 

また、浜松市の水道事業では、マッピングシステム、料金調定システム、遠方監視シ
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ステム等のシステムを現状においても利用しており、今後は配水コントロールシステム

の導入も検討している。この点についても上記と同様に、上下水道部の情報システムを

全体的に管理する部署が存在しない。 

次世代に健全な水道を引き継いでいくためには、浜松市水道事業全体のリスクの評価

及びリスク対応の優先順位を適切に定めることが重要であり、これらのリスク管理及び

情報システム管理を所管する部署の明確化が望まれる。 

５ 水道広域化の取組について 

地方公共団体は、「常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共

団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない」とされている（地方自

治法第２条第 15項）。また、「新水道ビジョン（平成 25 年３月 厚生労働省）」において

も、水道関係者が「挑戦」と「連携」をもって取り組むべき方策の一つとして「発展的

広域化」が挙げられており、①近隣水道事業者との広域化の検討を開始、②次の展開と

して広域化の取組推進、③発展的な広域化による連携推進、といった段階を踏みつつ、

人口減少社会に直面する水道事業の持続性が確保できる規模を想定した広域化の検討

が必要である旨が述べられている。 

平成 24 年８月に上下水道部が事務局となって遠州水道を受水する５市町が相互に連

携し、将来にわたり健全で安定的な水道事業経営の推進に資するため、「遠州水道受水

市町水道担当課長研究会」が発足した。この研究会は、下記の事業内容について具体的

な研究及び情報交換を行っている。

【事業内容】 

・遠州水道にかかる基本水量に関すること 

・遠州水道の受水費にかかる基本料金・使用料金に関すること 

・5市町の広域連携による取り組みに関すること 

・その他目的を達成するために必要な事項について 
出典：遠州水道受水市町水道担当課長研究会規約 

平成 25 年度以降、水道サービスのうち、総務、営業、給水設備、管路及び水質・浄水設

備の５つの各分野において業務所管課を中心としたワーキンググループが発足し、共同

化に向けた検討が実施された。 

このように、浜松市では新水道ビジョンに掲げる段階①の広域化の検討開始の段階に

は達したものの、それ以後は技術講習会の職員研修の共同化を除き、検討が行われてい

ない現状にある。 

また、静岡県行政経営研究会でも「水道事業広域連携等」で広域化の検討が行われて

いるが、５市町を枠組みとする取組に進展は見られない。 

浜松市としては、平成 17 年の 12市町村の合併を経て、浜松市そのものが面積的にも

広く、十分に広域化された規模の事業体であるという認識があり、段階②の広域化の取

組推進には至らなかったとのことであるが、「浜松市水道事業へのコンセッション導入
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可能性調査業務報告書」（平成 30年２月。以下「コンセッション導入可能性調査」とい

う。）にて自ら指摘しているように、今後の給水人口の減少による給水収益の減少予測、

老朽化や耐震化対策に対応するための更新需要の増大、職員数の減少及び高齢化による

水道技術の継承の困難性といった課題が生じることが想定される。 

コンセッション方式の導入は上記の課題を官民連携手法の活用により解決を図ろう

とするものである。これに加え、以下の議論も踏まえると、遠州水道を受水する５市町

間ででき得る範囲において、広域化の取組検討を継続的に進めるべきであると考える。 

【水道用水供給事業と水道事業の統合の推進】 

水道用水供給事業については、かつては緊急かつ広域的に水供給を行う態勢を整えるために、

当面、水道用水供給事業という形態を活用し、大規模な施設整備を図っていくのが適当とされ

ていたが、水道の普及が進み、全国的に見て水需要が減少している現状では、当時の期待され

た役割を終えつつあるものと考えられる。 

水道用水供給事業と受水水道事業の統合は、水源から給水栓までの一元管理が実現され、安全

な飲料水を常時供給し続けるために有効であるとともに、既に施設がつながっているため施設

の統廃合が行いやすい、水道用水供給事業の所有する水源や浄水場等と受水事業者が所有する

施設との再編により合理的な施設利用が図られるなど統合の利点が多いと期待されることを踏

まえ、水道用水供給事業を地域の水道事業の統合の核として、積極的に推進するべきである。 
出典：水道事業の基盤強化方策に盛り込むべき事項（平成 28年 1月 厚生労働省水道事業基盤強化方策検討会） 

６ 今後の対応に当たって 

現在の浜松市水道事業は、今回の監査で発見されたように改善が必要な多くの課題を

抱えている。これらの課題が発生した原因として、従来は、人口増加及び生活水準の向

上による水需要の伸びと、給水区域の拡大に合わせ、段階的に拡張事業を重ねてきたも

のの、今後は、人口減少等による水需要の減少及び管路等の大量更新期の到来による経

営環境の悪化が予想されるという全国的に共通する水道事業を取り巻く状況があった

ことが考えられる。今まで上下水道部を中心に部分的な改善に向けての取組は行われて

きたが、現状や将来を見据えたあるべき水道事業や中山間地域への水道サービス提供手

法の浜松市全体での検討は十分に行われていない。 

浜松市水道事業の基本理念は、『市民とともに未来へつなぐ浜松の水道』である。こ

れは、上下水道部が、これまで築き上げてきた信頼関係を礎とし、市民の理解を得なが

ら共に考え協力し合っていくことにより次世代に健全な水道を引き継いでいくことが

できるという考えを表現したものである。 

したがって、次世代に健全な水道を引き継いでいくことができるよう、水道事業の今

後の在り方について、上下水道部任せにすることなく浜松市全体の取組として、人事政

策及び中山間地域への水道サービス提供手法のあるべき姿を描き、多くの市民にリスク

情報も含めた適切な情報提供を行い、市民の理解を得ながら、その姿に向かって事業を

進めることが急務であると考える。 


