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水道事業における官民連携と経営
基盤の強化策について
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日本の上・下水道を取り巻く内外の環境変化

出典）自治総合センター『公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会報告書（概要）』平成27年3月 による。
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水道事業体の信頼と大きな
ビジネスの潜在力

きめ細やかなネットワークと
安心・信頼のブランド力

「水道法改正」を指向した新たな水道事業経営の確立

①安全・安心な水道サービスの提供

と適正な料金の設定（原価割れの改善）

③広域連携が発揮できる効率経営
の推進と新たな支援体制の確立

④新時代に適合した法令・制度の
見直しと官民連携の推進

主な４つの改革

老朽施設・管路の更
新問題と耐震化など

災害への対策

縦割りの組織構造
による人事異動と

専門家不足

人口減少と節水に
よる収益の減少と
経営基盤の弱体化

厳しい経営環境の現状把握

資料）筆者作成。

地方公営企業におけるミッションとビジョン
（水道事業）

公正性と効率性の両面
からの要請に対処
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地下水利用専用水
道の台頭やボトル
ウォーターの普及

②職員数の減少に伴う組織・人財
マネジメントの再編と改革
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水道における種類別個所数とその区分

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

（平成27年3月31日現在）

内容 事業者数

一般の需要に応じて、水道により水を供給

する事業

（給水人口100人以下は除く）

7,278

上水道事業 給水人口5,000人超の事業 1,388

簡易水道事業 給水人口5,000人以下の水道事業 5,890

水道事業者に対し水道用水を供給する事業 94

寄宿舎、社宅等の自家用水道等で100人を

超える居住者に給水するもの又は１日最大

給水量が２０ｍ３を越えるもの

8,186

15,558

水道用水供給事業

専用水道

合 計

水道事業

内

訳

種別

出所）厚生労働省水道課資料により作成。http://www.kansuikyo.com/archives/images/2016fig04.pdf
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水道の
理想像

安全
・安心して飲める水道
・適正な水質管理体制
・統合的アプローチによる対応

強靱
・危機管理に対応できる水道
・適切な施設更新、耐震化
・被災してもしなやかに対応

持続
・国民から信頼され続ける水道
・長期的に安定した事業基盤
・人口減少社会を踏まえた対応

当面の
目標点

水道関係者の連携に
より、全ての水道が安
全な水を確保

全ての水道事業者が、
最重要給水拠点に関する
管路、配水池、浄水場の耐震
化を完了

全ての水道事業者が、
資産管理（アセットマネ
ジメント）を実施

取組の
方向性

○ 良好な水源の保全
と確保

○ 水源に応じた水道
施設の整備

○ 浄水処理における
水質管理

○ 水質情報の需要
への広報・周知体制
の確立

○ 全水道施設の耐震化
を段階的に実施

○ 災害時においても、必
要最小限の供給を可能
とするため、給水拠点と
なる施設の強化

○ 災害時に関係者との連
携による応急給水・応急復
旧活動が展開できる給水
手段の確保

○ 水道施設全体を細
やかに管理・運営

○ 老朽化施設の更新
○ 持続的な経営に必

要な財政基盤の強化
○ 基幹的な業務に携

わる専門性を有した職
員の確保

○「挑戦」の意識・姿勢 ○関係者間の「連携」

新水道ビジョン推進のマトリックス

出典）厚生労働省水道課資料による。 ©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 5

地方公営企業法による公営企業の範囲と適用

・水道事業（除く簡易水道事業）

・工業用水道事業

・軌道事業

・自動車運送事業

・鉄道事業

・電気事業

・ガス事業

・病院事業（財務規定等の一部適用）

適用事業
（第２条）

・法定事業として、水道事業や電
気事業など８事業を規定。
・法定事業以外にも、条例で定め
ることにより、地方公営企業法の
全部又は一部を適用することがで
きる。

出所）神奈川県企業庁「神奈川県の公営企業」及び総務省公営企業課の資料などを参考に筆者作成。
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＜第1条、目的＞この法律は、地方
公共団体の経営する企業の組織、
財務及びこれに従事する職員の身
分取扱いその他企業の経営の根本
基準並びに企業の経営に関する事
務を処理する地方自治法の規定に
よる一部事務組合及び広域連合に
関する特例を定め、地方自治の発達
に資することを目的とする。

地方公営企業法における法定事業（第2条）

＊下水道事業及び簡易水道事業の公営企
業会計の適用推進（平成27年1月27日
付、総務大臣通知）



地方公営企業法による経営の基本概念

出所）神奈川県企業庁「神奈川県の公営企業」及び総務省公営企業課の資料などを参考に筆者作成。

経営の基本原則
（第３条）

・地方公営企業は、常に企業の経
済性を発揮するとともに、その本
来の目的である公共の福祉を増
進するように運営されなければな
らない。

財務
（第１７条～第３５条）

・企業の能率的な経営を図るた
め、特別会計を設ける。
・発生主義や独立採算制を採用。

組織
（第７条～第１６条）

・地方公営企業には管理者を置
き、企業の業務執行について権限
を与える。
・ただし、知事の固有の権限であ
る予算の調製、各種議案の提案
権は除く。

職員の身分取扱
（第３６条～第３９条）

・職員の身分取扱については地方
公務員法の特例とする。
・給与については地方公営企業法
の規定に従う。
・労働関係については地方公営企
業等の労働関係に関する法律の
規定に従う。
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（第７条管理者の設置）
地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ご
とに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置
かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる。なお、水道事業（簡易水道事業を除
く。）及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以
上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者一人を置く
ことを常例とするものとする。

（地方公営企業に関する法令等の制定及び施行）
第５条 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第３条に規定する基本
原則に合致するものでなければならない。

地方公営企業法の適用関係

出所）神奈川県企業庁「神奈川県の公営企業」。総務省公営企業課の資料などを参考に筆者作成。

事業の種類 法の当然適用 法の任意適用

・水道事業（除く簡易水道事業）
・工業用水道事業
・軌道事業
・自動車運送事業
・鉄道事業
・電気事業
・ガス事業

地方公営企業
法の全部

・病院事業
地方公営企業
法の財務規定
等

財務規定等を除く
地方公営企業法
の規定

・その他の事業
　　主としてその経費を当該
　　事業の経営に伴う収入を
　　もって充てる事業

地方公営企業法
の規定の全部又
は財務規定等

法定８事業
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投資・財政計画の策定

効率化・経営健全化の取組

広域化,民間の資金・

ノウハウ活用（ＰＰＰ
／ＰＦＩ等）

その他の経営基
盤強化の取組（ＩＣ
Ｔ活用等）

○ 料金の見直し

○ 内部留保額の見直

し

等

財源試算の検討
反映

経営基盤強化と財政マネジメントの向上

経営戦略 [イメージ] 経営戦略の策定を進めるための方策

組織,人材,定員,給
与の適正化

（計画期間は基本１０年以上）

○ ダウンサイジング、スペッ
クダウン

○ 長寿命化
○ 過剰・重複投資の見直し
○ 優先順位が低い事業の

取りやめ 等

投資試算の検討

○各公営企業が、将来にわたって安定的に事業
を継続していくための中長期的な経営の基本
計画である「経営戦略」の策定を要請。
（平成26年8月29日付け公営企業三課室長通知）

○「経済・財政再生計画」の「集中改革期間」である平成
28年度から平成30年度までの間、集中的に策定を推
進（平成32年度までに策定率100％）
（平成28年1月26日付け公営企業三課室長通知）

○ 「経営戦略策定ガイドライン」の策定・公表（H28.1月）

○ 毎年度、経営戦略の策定に係る進捗状況を調査・個

別団体ごとに公表

○ 水道事業の高料金対策、下水道事業の高資本費対

策について、経営戦略策定を要件化（平成29年度～）

経営戦略の策定に要する経費に対する特別
交付税措置（平成28年度～30年度）を創設

・先進団体視察、専門家の招へい等に要する経費

・「投資・財政計画」の策定に要する経費（「投資試算」「財政試
算」のシミュレーション、収支ギャップ解消策の検討 等）

・水道広域化の調査・検討に要する経費等

・対象経費の１／２について一般会計から繰出
（上限額 1,000万円（事業費ベース・複数年度通算））

・一般会計繰出額の１／２について特別交付税措置

・水道広域化の調査・検討に要する経費については、上限額を
上乗せ（＋1,500万円）し、重点的に支援。

対象経費

公営企業の経営戦略の策定推進について

地方交付税措置の内容

収支ギャップが生じた場合にはその解消を図る

収支
均衡

経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

出所）総務省公営企業課資料による。 9©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

経営戦略の策定状況の「見える化」の状況
経営戦略策定状況の「見える化」

経営戦略の策定推進（策定予定年度未定事業への対応）

経営戦略の策定状況

○ 経営戦略について、平成32年度までに策定するよう要請したとこ

ろ（平成28年１月）であり、平成28年３月31日時点での策定状況調査

を実施。

○ 平成32年度までに策定予定の事業の割合は74.5％（策定済含む）

となっている一方で、策定予定年度未定の事業の割合は25.5％であ

り、平成32年度までに一層の策定推進が必要。

（１）策定に向けた検討段階であることを未定の理由としている事業については、既に策定推進施策として講じている策定ガイドライン、策定に要す

る経費に対する地方交付税措置及び人材ネット事業（外部アドバイザー制度）の活用を促す。

（２）必要な知見・ノウハウ不足を未定の理由としている事業については、施設の更新投資等の将来予測方法例を示すなど策定ガイドラインの更な

る充実を今年度中に図る。

（３）統廃合、広域化等の経営形態見直し検討後、公営企業会計へ移行後、他の計画（既存の経営計画等）の終了・見直しに併せて策定予定であ

ることを未定の理由としている事業については、ヒアリングや助言（講習会、会議等の機会を活用）により平成32年度までの進捗を管理する。

策定状況の「見える化」

○ 平成28年３月31日時点での全都道府県･市町村の事業別の策定状況

を、総務省ＨＰにおいて公表済（平成28年９月）。

○ 今後、毎年度調査を実施し、策定状況の「見える化」を推進することと

している。

公表例（埼玉県内の公営企業を抜粋）

H28 H29 H30 H31 H32 未定

埼玉県 水道事業 上水道（用水供給） ○ ○

埼玉県 工業用水道事業 工業用水道 ○ ○

埼玉県 宅地造成事業 その他造成 ○ ○

埼玉県 下水道事業 流域下水道 ○

さいたま市 水道事業 上水道（末端給水） ○ ○

さいたま市 市場事業 市場 ○ ○

さいたま市 と畜場事業 と畜場 ○ ○

さいたま市 宅地造成事業 その他造成 ○ ○

さいたま市 下水道事業 公共下水道 ○ ○

川越市 水道事業 上水道（末端給水） ○ ○

川越市 下水道事業 公共下水道 ○ ○

川越市 下水道事業 農業集落排水施設 ○ ○

※「④その他」は廃止予定事業等。

（②又は③の場合）策定予定年度
④その他

団体名 事業名 事業詳細

経営戦略の策定状況

①策定済 ②取組中 ③未着手公営企業の経営戦略の策定状況（平成28年3月31日現在） （単位：事業）

事業数 （構成比） 事業数 （構成比） 事業数 （構成比） 事業数 （構成比）

99 (5.2%) 1,427 (75.4%) 367 (19.4%) 1,893 (100.0%)

21 (13.7%) 99 (64.7%) 33 (21.6%) 153 (100.0%)

8 (9.6%) 48 (57.8%) 27 (32.5%) 83 (100.0%)

13 (14.9%) 30 (34.5%) 44 (50.6%) 87 (100.0%)

3 (12.5%) 16 (66.7%) 5 (20.8%) 24 (100.0%)

93 (2.6%) 2,788 (78.1%) 688 (19.3%) 3,569 (100.0%)

19 (2.2%) 302 (35.3%) 535 (62.5%) 856 (100.0%)

256 (3.8%) 4,710 (70.7%) 1,699 (25.5%) 6,665 (100.0%)

「その他」は港湾整備、市場、と畜場、観光施設、宅地造成

合 計

そ の 他

合計

下 水 道

策定済 H28～32年度策定予定 策定予定年度未定

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

出所）総務省公営企業課資料による。 10©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY



投
資
・
財
政
計
画

目標設定、
水準の合理化

計画策定
（取りまとめ）

戦略実施、事後
検証など

現状把握・分析、
将来予測

事後検証・更新等

・毎年度の進捗管理

・3～5年に一度の見直し
（経営指標等も活用）

施設・設備の現状把握

規模・能力、劣化の状況、
使用可能年数等を把握

将来の需要予測

可能な限り長期間（30年～
50年超）の需要予測

財務状況の適切な
現状把握・分析

現在の財務状況を把握
（企業債・自己資金等）

「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備の合理的な投資の見通しである
「投資試算」等の支出と、財源見通しである「財源試算」が均衡するように調整した収支計画。

目標設定

住民サービスを維持するた
めに必要な目標を設定

投資・財政計画（収支計画）策定までの流れ①

投
資
試
算

財
源
試
算

投資額の合理化

目標達成のために必要とな
る合理的な投資規模を把握

将来の財源等予測

各財源や「投資試算」を含
む需要額等の見通しを踏ま
えた財政状況の将来予測

財源構成の検討

財源や需要額の将来予測

を踏まえて、料金、企業債、

一般会計繰出金の各財源

について、適切な水準・構

成を検討

計画等と実績の乖離が
著しい場合には

計画見直しを検討

ギャップが生じた場
合には均衡を図る

優先順位付け、平準化
等による合理的な投資
の内容・所要額等の見

通しの取りまとめ

投資試算

財源試算

投資以外の経費

必要かつ合理的な額の
確保を前提とした上で、
徹底した効率化に取り組
むことが必要

財源見通しの取りまとめ

出所）総務省公営企業課資料による。 11©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

○ 内部留保額の見直し

○ 料金の見直し 等

○ ダウンサイジング、スペックダウン

○ 予防保全型維持管理を含む適切な維持
管理による長寿命化

○ 過剰投資・重複投資の精査

○ 新たな知見や新技術の導入

○ 優先順位が低い事業の先送り、取りやめ

○ 民間資金・ノウハウ等の活用（PPP/PFI
の導入等）

○ 広域化の推進 等

投資試算の再検討

○ 「投資試算」等の支出と「財源試算」にギャップがある場合には、以下のようにギャップ解消に取り組むことが必要。

○ 投資以外の経費について、必要かつ合理的な額の確保を前提とした上で、更なる効率化に取り組むことが必要。

両面から
均衡点を探る

投資・財政計画の策定までの流れ②
（投資試算等と財源試算の整合性検証）

財源試算の再検討

地域の現状や将来像を踏まえた検討、公営企業の技術担
当部局や一般会計の企画・財政担当部局をはじめとする
地方公共団体全体の関係部局との連携、議会・住民への
十分な説明等が必要。

＜留意点＞

投資以外の経費の効率化

給与・定員の見直し、広域化の推進、民間

のノウハウの活用（指定管理、民間委託

等）、ICTの活用等による更なる効率化

取組を反映

出所）総務省公営企業課資料による。 12©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY



公共施設のアセットマネジメントの考え方

長期的な視点での持続可能なインフラの管理運営には、アセット
マネジメントが必要不可欠である。

例えば、水道事業におけるアセットマネジメントとは・・・
従来の水道施設による給水サービスを安定して継続していくために必要な補修（長寿命
化対策）、更新・改築といった施設管理に必要な費用と、そのための財源を算定し、長期
的視点に立って施設全体をマネジメント（経営）していくことをいう。

金額

今後必要な施設更新費用

施設更新への投資可能額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

更新需要に対
応できない 金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

健全施設の
供用延長等

耐震化を伴う
更新の前倒し等

金額

｜ ｜ ｜ ｜ ｜
現在 10年後 20年後 30年後 40年後

40年後までに○○億円が必要

更新需要と投資
金額の平準化

「今後必要な施設更新費用」と
「施設更新への投資可能額」の

比較

施設の統廃合、ダウンサ
イジング等により、更新費
用の削減の検討

料金改訂等により、
財源の確保の検討

持続可能な事業
運営への対応

13©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY出典）厚生労働省資料による。

水道インフラ分野でのＣＰＳ/ＩｏＴの利活

出典）経済産業省『平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(水道事業におけるCPS(サイバーフィジカルシステム)実
装のための調査研究 報告書』による。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 14
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15

A-Smartプロジェクトの推進に向けて
Aqua Sustainable Manageable and Reliable Technology（水に関わる持続可能な扱いやす
く信頼できる技術）

【目的】

人口減少や水道施設の老朽化、水道事業体職員の減少などの課題に対し、水道をスマー
ト化することで、持続可能な水道の構築に寄与し、扱いやすく信頼できる技術として水道ス
マートメーターの普及に向けた取り組みを行います。

【実施主体】 公益財団法人 水道技術研究センター

【成果目標】

水道スマートメーター導入の手引き（仮称）の作成を目指す。

＜内容の概要＞（具体的には参加者で協議）
■要求要件

■技術概要（メーターの種類、通信

方式、データ活用、導入効果など）

■その他情報

■事例紹介（国内、国外）

【参加者】

事業体、民間企業

厚生労働省
（オブザーバー）

出典）公益財団法人 水道技術研究センター
及び厚生労働省水道課資料による。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

水道事業のスマート化―→水道事業の基盤強化と
サービスの安定供給

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 16

水道ＣＰＳ/ＩｏＴの今後の課題と展望

国・水道事業体・業界が一体となった実証
事業でのモデル化の推進とその検証

水道業界、ＩＴ企業（CPS/ IoTへの取組み）
中央・地方企業など多くの企業の参画

ＩｏＴプラットフォーム構築による広域化の推進

オペレーション業務でのCPS/IoTによる効率化

アセットマネジメント業務でのCPS/IoTによる効率化

資料）筆者作成。



官民連携による新しい公共経営概念の確立

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 17

国
都道府県
市町村

民間企業
地域社会
市民

新たな街づくり、地域経営

官（公）民連携、広域化

行政に必要なのは
企業経営のノウハウ

とビジネスセンス

公共部門への民間
企業等の参入は
ビジネスチャンス

資料）筆者作成。

コンパクトシティを指向した社会インフラの推進

○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

都市が抱える課題 コンパクトシティ化による主な効果

生活利便性の維持・向上等

○生活サービス機能の維持
○生活サービス施設へのアクセス確保など

利用環境の向上
○高齢者の社会参画

地域経済の活性化

○サービス産業（医療・福祉・商業等）の
生産性向上

行政コストの削減等

○インフラの維持管理の合理化
○行政サービスの効率化
○地価の維持・固定資産税収の確保
○健康増進による社会保障費の抑制

地球環境への負荷の低減

コンパクトシティコンパクトシティ
生活サービス機能と居住
を集約・誘導し、人口を集

積

まちづくりと連携した公共
交通ネットワークの再構築

＋

ネットワーク

○ エネルギーの効率的利用
○ ＣＯ２排出量の削減

中心拠点や生活拠点が利便性の高
い公共交通で結ばれた多極ネット
ワーク型コンパクトシティ

高齢者や子育て世代が安心・快適に生活で
きる都市環境

ビジネス環境の維持・向上により
地域の「稼ぐ力」に寄与

財政面でも持続可能な都市経営

低炭素型の都市構造の実現

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

都市を取り巻く状況

18
©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

立地適正化計画



広域化及び官(公)民連携の手法について

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 19

広域化の制度・組織 概要

事務の委託 地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度のこと。

事務の代替執行
地方公共団体が、その事務の一部を、当該地方公共団体の名において、他の地方公共団体に管理・執行さ
せることができる制度のこと。

連携協約
普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役
割分担を定める制度のこと。

協議会 地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作成を行うための制度のこと。

機関等の共同設置
地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組織等を複数の地方公共団体が共同で設置する制度
のこと。

一部事務組合 地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体のこと。

広域連合
地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理するために設ける特別
地方公共団体のこと。国又は都道府県から直接に権限や事務の移譲を受けることが可能である。

公民連携の手法 概要

包括的委託 包括委託は、複数業務を一括して民間事業者に委託することである。

PFI
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率化やサービ
スの向上を図ることを目的とした民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成
11 年法律第117 号・通称PFI法）に基づく手法である。

DBO
地方自治体が資金を調達し、民間事業者に設計・建設、運営等を一体的に委託する方式であり、施設の所
有権は地方自治体のままである。

民営化
民間事業者が水道経営権を獲得し、水道事業を経営する方法である。
（コンセッション、完全民営化）

出典）各種資料による。

経営改善手法及びその対応事例について

出典）自治総合センター『公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会報告書（概要）』平成27年3月 による。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 20



事例分析を踏まえた提言等（１）

出典）自治総合センター『公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会報告書（概要）』平成27年3月 による。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 21

事例分析を踏まえた提言等（２）

出典）自治総合センター『公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会報告書（概要）』平成27年3月 による。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 22



従来型ＰＦＩ方式と比較した公共施設等運営権
（コンセッション方式）の仕組みとメリット（事例）

地方公共団体
（水道、下水道、工水） 公共施設等運営権者 利用者

運営権設定

・施設所有権を有しつつ運営リスクの一部移転
・運営権設定に伴う対価の取得【赤字補填財源の確保】
・所有する施設の老朽化・耐震化対策の促進
・技術力の確保、技術承継の円滑化【技術者確保】

金融機関・投資家のメリット

・運営権に抵当権設定が可能となり、金融機関の担保が安定化
・運営権が譲渡可能となり、投資家の投資リスクが低下

金融機関、投資家

運営権対価支払

利用者のメリット

・低廉かつ良好なサービスを享受

・「官業解放」による地域における事業機会の創出
・従来型ＰＦＩ方式に比べ、事業運営・経営についての
裁量の拡大
・一定の範囲内での柔軟な料金設定
・運営権に抵当権の設定による資金調達の円滑化

融資・投資

サービス提供

料金支払

抵当権設定

民間事業者のメリット地方公共団体のメリット

出典）経済産業省地域産業基盤整備課資料をもとに一部修正。

施設所有権

運営権

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 23

水道法の一部を改正する法律案の概要
人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水

道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

2018年4月1日（予定） （ただし、３．（２）は2020年4月1日（予定））

施行期日

改正の概要

１．関係者の責務の明確化
(1)国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないこととする。
(2)都道府県は水道事業者等（水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなければ

ならないこととする。
(3)水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。
２．広域連携の推進
(1)国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。
(2)都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。
(3)都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。

３．適切な資産管理の推進
(1)水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕をしなければならないこととする。
(2)水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないこととする。
(3)水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。
(4)水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る見通しを作成し、公表するよう努めなければならないこととする。
４．官民連携の推進

地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権
※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。
※公共施設等運営権とは、PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

５．指定給水装置工事事業者制度の改善
資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定※に更新制（５年）を導入する。
※各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の工事を施行する者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 24出典）厚生労働省水道課資料による。



水道法改正案「官民連携の推進」
（第24条の４～第24条の13）

現状及び課題 改正法案

〇 水道事業は、原則として市町村が経営する
ものとされている。（第６条）

○ 一方で、水道の基盤の強化の一つの手法と
して、PFIや業務委託等、様々な形の官民連携

に一層取り組みやすい環境を整えることも必
要。

○ 現行制度においても、ＰＦＩ法に基づき、施設
の所有権を地方公共団体が所有したまま、施
設の運営権を民間事業者に設定することは可
能。

○ ただし、施設の運営権を民間事業者に設定
するためには、地方公共団体が水道事業の
認可を返上した上で、民間事業者が新たに認
可を受けることが必要。

○ 地方公共団体から、不測のリスク発生時に
は地方公共団体が責任を負えるよう、水道事
業の認可を残したまま、運営権の設定を可能
として欲しいとの要望。

○ 最低限の生活を保障するための水道の経営に
ついて、市町村が経営するという原則は変わらな
い。

〇 一方で、水道の基盤の強化のために官民連携
を行うことは有効であり、多様な官民連携の選択
肢をさらに広げるという観点から、地方公共団体
が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、
水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方
式を創設。 （第24条の４）

○ 具体的には、地方公共団体はＰＦＩ法に基づく議
会承認等の手続を経るとともに、水道法に基づき、
厚生労働大臣の許可を受けることにより、民間事
業者に施設の運営権を設定。

※運営権が設定された民間事業者（運営権者）による
事業の実施について、ＰＦＩ法に基づき、
・ 運営権者は、設定された運営権の範囲で水道

施設を運営。利用料金も自ら収受。
・ 地方公共団体は、運営権者が設定する水道施

設の利用料金の範囲等を事前に条例で定める。
・ 地方公共団体は、運営権者の監視・監督を行う。

25出典）厚生労働省水道課資料による。 ©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY

水道事業の維持・向上に関する専門委員会
• 平成28年3月に設置された厚生科学審議会生活環境水道部会「水道

事業の維持・向上に関する専門委員会」は、合計９回の議論を重ね、
水道事業を取り巻く国内外の環境変化と直面するさまざまな課題に対
して、具体的かつ詳細な検討を多面的に実施。

• 最終回では、今までの論点を整理するとともに、対応策も報告書として
取りまとめられている。

• 報告書『国民生活を支える水道事業の基盤強化等に向けて講ずべき
施策について』（平成28年11月）は、平成25年3月に厚生労働省水道課
によって策定された新水道ビジョンを基本目標とし、安全・強靭・持続の
理念を踏まえつつ、水道法の改正を含めた対応を具現化することを目
的。

• 今後の水道行政において講ずべき施策の基本的な方向性としては、
水道事業の基盤強化策として広域連携や人材育成の必要性、官民連
携の有効性などを明らかにする。

• また、基盤強化に向けて関係者の責務を水道法の中に明確化すべき
であるとも指摘。とりわけ水道事業者等は自らの基盤強化に取り組む
よう努め、都道府県は広域連携の推進役として各種の調整を行うととも
に、水道事業者等が行う基盤強化策に対する情報提供や技術的な援
助を実施する。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 26



• 国は、基本的かつ総合的な施策の策定を推進し、必要な技術的かつ
財政的な援助を行い、関係者は災害時に際しても相互に連携を図り、
協力するよう努めることなどを水道法の中で明確にする。

• とりわけ、台帳整備や維持・修繕の義務付け、アセットマネジメントに
基づく計画的な施設の更新、更新需要と財政収支の見通し試算の公
表に関する努力規定、広域連携の推進に向けた新たな枠組みの設
定や都道府県が基盤強化のために協議の場を設置できることなどの
規定についても記述。

• 指定給水装置工事事業者制度への更新制の導入なども提言。

• 特に、官民連携の推進では、多様な選択肢として一層双方で取組み
やすくなるよう、官民連携の検討等に当たっては、必要となる情報や
留意点を詳細に提供することが必要である。

• コンセッション方式の導入は、財政や人材など経営基盤が脆弱な事
業体にとって、今後とも安定した事業運営を持続させるための選択肢
の一つになり得る。

• 中小水道事業体にとっては、広域連携を推進する観点からもコンセッ
ション方式導入の検討は意義あるものと思われる。

• しかし、大都市においてはすでに経営基盤の強化策も進展しつつあ
り、災害時においても行政と一体となった応急復旧などの体制が構
築されている。
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持続可能なサービスに見合う水道料金の設定

• 老朽化・耐震化費用の増大と人口減少に伴う水需要の減少と
が相まって、将来水道事業の急速な経営状況の悪化が懸念。

• 将来にわたり水道事業を持続可能な事業にするためには、長
期的な見通しに基づいて水道料金を設定することが必要。

• 水道料金は「総括原価主義」を採用しており、水道事業の持続
性確保のための取組みも含めて提供されるサービスの内容を
見込んだ総括原価に基づき料金が設定されることが必要。

• 水道法の目的には、「清浄にして豊富低廉な水の供給」がうた
われている。

• 水道が国民生活に欠くことのできないライフラインであることに
かんがみ、「清浄にして豊富低廉」という文言は維持しつつも、
将来にわたり、健全な経営の下で、安定的な水の供給が確保
されるべきことを水道法の体系において明確にする。

• また、持続可能な水道を保つための料金原価とするため、将
来の施設更新に必要な財源として「資産維持費」が計上される
べきことについて、併せて周知徹底を図るべきである。
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• 将来の更新需要等を考慮した水道料金の設定について、水
道事業者には主体的に定期的（３～５年）な検証及び必要に
応じた見直しを行うことが求められる。また、認可権者は水
道事業者に対し、水道料金の定期的な検証を促すべきであ
る。

注）１．水道料金や下水道使用料は、条例によって地方議会で決められている。
従って、現行では、水道事業者は認可権者に料金を届け出ることになっている。
２．他の公益事業と同様に、水道料金や下水道使用料についても国の関与が
必要であるものと考える。

• 水道料金について、水道事業者たる市町村等が説明責任を
果たすためにも、中長期的な更新需要と財政収支の見通し
の試算を行った場合は、住民等に対してわかりやすい形で
公表するよう努めなければならないことを法律上位置付ける
べきである。

• 日本水道協会が策定している水道料金算定要領等につい
て、国からも水道事業者及び都道府県に対し周知を図るべ
きである。

注）日本水道協会が緊急時に実施する災害対策についても、何らかの公的補
助が必要であると考える。
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水道料金についての法的位置づけ
水道料金については、水道法第14条第１項において、水道事業者は、供
給規程を定めなければならないとしている。

※供給規程とは、水道事業者と水道使用者との間に締結される給水契約の
内容を定めたものである。

また、同条第２項において、供給規程の要件を規定している。
＜水道料金に係る規程（抄）＞
① 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なもの
であること。
② 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
③ 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

※コンセッション方式により、民間事業者が経営する場合においても、事業継
続に必要な経費は総括原価として確保される必要がある。

＜水道法＞

水道料金に関しては、水道法においての考え方、省令で合理的に設定さ
れるべき旨の規定がある。

水道事業者は、これらの規定を踏まえた上で料金の案を作成し、議会の
議決により、条例で料金を定めるのが一般的である。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 30



水道事業における料金制度について

（１）定額料金制
定額料金制は、水道料金を一律に決定する均一料金制と、設定された各種
多様な基準を基に、個別に水道料金を決定する料金制とに区分される。最も
原始的な均一料金制は、水道水の使用形態、使用態様等が異なるにもかか
わらず使用水量を均一とみなすという矛盾を内包しており、水道料金の設定
に特段の理由がない限り、採用されることは少ない。

（２）用途別料金制
用途別料金制が採用された背景には、用途別が一定の理論的根拠を持ち、
なおかつ社会政策的な配慮を可能とするシステムであったことが大きいとい
われている。用途別料金制は、価値主義ないし負担力主義に基づく料金制で
あり、水道の使用量は、使用目的ごとに分割されグルーピングされた目的ご
とに料金が異なる差別料金制となっている。
差別料金が可能となるためには、①財・サービスの市場が独占市場であるこ
と、②市場を部分市場として分割できること、③財・サービスが移転できないこ
と、が必要であり、用途別料金制はこれらの諸条件を全て満たしている。家事
用については生活用水の低廉化というシビルミニマムとしての要請があり、加
えて価格弾力性が低く高料金が課せられる可能性もあるため、用途別料金が
積極的に活用されてきた。
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（３）口径別料金制
• 口径別料金体系は、政策的配慮の下で水道料金を決定する用途

別料金制とは根本的に異なり、給水量が給水管の口径に比例す
る点に着目して、口径別に個別原価を算定し、この原価に基づい
て価格である水道料金を決定する方式である。これが公益事業料
金の基本である「個々のサービスの供給に必要な費用に準拠す
る」という個別原価主義に基づく料金設定である。用途別料金制
において課題とされてきた価格決定における任意性、恣意性を排
除し、あくまで原価主義を貫くことにより、水道料金に客観的妥当
性と安定性、信頼性を付与しようとするものである。

• 口径別料金制は、まず水道水を供給するために必要となる事業
報酬を含む全ての原価（総括原価）を浄水部門、配水部門等発生
部門別に集計し、さらに集計された原価を固定的な原価や水量に
比例する原価等原価の持つ性質別に分解、整理し、各群別の原
価を算定する。そしてそれぞれ集計された各群の原価を分解、配
賦した後、口径ごとに異なる原価を個別に算定してこれを基本料
金に設定するとともに、水量に比例する原価を算定して従量料金
として設定する。
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水道料金水準の算定（総括原価の算定）
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財政計画の策定

料金水準の算定
（総括原価の算定）

料金体系の設定
（個別原価の算定）

水道料金表の確定・公表

・料金算定期間の決定
・需給計画等の基本方針の決定
・財政収支の見積もり

・料金総収入額の算定
・関連収入の控除
・事業報酬の算入

・料金体系の選択
・原価の分解
・原価の配賦

専門家会議等を経て、議会で審議

水道における総括原価の考え方
• 総括原価とは、能率的経営のもとにおける適正原価に資産維持費を加えた

合計額（料金総収入）。

• 資産維持費とは、事業の施設実体の維持等のために、施設の建設、改良、
再構築及び企業債の償還等に充当するもの。料金決定に際しては、この総
括原価を回収できるように算定しなければならない。

• 総括原価は、料金収入によって賄うべき費用の合計額であり、水道の料金
においても料金総収入と一致しなければならない。このため、総費用の合
計額から資産維持費を含めた料金収入以外の収入額を控除することが必
要。

• 工業用水道においても上水道と同様に資産維持費の導入が行われた。工
業用水道施設更新検討調査報告書（平成22 年3 月）において示された提
言を受けて、総括原価として次のとおりとしている。

総括原価＝営業費用＋資本費用（営業外費用＋資産維持費）

・ 下水道使用料についても資産維持費の導入が行われた。

• 営業費用はこれまでどおりの費目とし、営業外費用から事業報酬を削除し、
新たに将来の更新費用の原資を確保することを目的として、「資産維持費」
を総括原価に含めることとする。
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水道料金算定要領による資産維持費
（平成27年2月改訂）

• 資産維持費は、給水サービス水準の維持向上及び施設実体の維持の
ために、事業内に再投資さ れるべき額であり、実体資本の維持及び使
用者負担の期間的公平等を確保する観点から、総括原 価に含める額
は次により計算された範囲内とし、その内容は施設の建設、改良、再構
築及び企業 債の償還等に必要な所要額とする。

• 資産維持費＝対象資産×資産維持率
• ここで、
• (ｲ) 対象資産は、償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残

高とし、遊休資産を除くなど 将来的にも維持すべきと判断される償却資
産とする。

• (ﾛ) 資産維持率は、今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給
水サービスの提供を確保で きる水準として３％を標準とし、各水道事業
者の創設時期や施設の更新状況を勘案して決定するものとする。

• ただし、標準的な資産維持率により難いときは、各水道事業者における
長期的な施設整備・ 更新計画及び財政計画等を踏まえて計画的な自
己資本の充実を図るため、料金算定期間の期末 における中間的な自
己資本構成比率の目標値を達成するための所要額を資産維持費とし
て計上 できるものとする。

©HARUO ISHII，TOYO UNIVERSITY 35

総括原価の配賦について

• 水道料金算定要領によれば、「準備料金は、使用水量とは関係な
く水道事業が給水準備のために必要な原価として各使用者に対し
徴収する料金であって、その額は基本料金の額と一致するもので
ある。」（平成27.2水道料金算定要領、Ⅱ説明資料3.(3).イ.注記
①）と定めている。

• 準備料金として配賦されるべき費用は、需要家費や固定費という
固定的費用であるが、固定費のウェイトが非常に高く高額な基本
料金の設定となるため、ナショナルミニマムという社会的な背景を
も勘案して、理論化が可能な範囲において、準備料金からの控除
を行っている。さらに、家事用については基本水量を設定し、変動
費のみに限定して基本料金に取り入れるなど、一層の配慮を行っ
ている。

• 水道料金算定要領では、「水量料金は、各使用者の使用水量に
対応して必要とされる原価として給水量単位あたりに配賦される
原価であり、その額は従量料金の額と一致するものである。」（平
成27.2水道料金算定要領、Ⅱ説明資料3.(3).イ.注記②）と定めて
いる。
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ご清聴ありがとうございました。
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