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第12回社会資本整備等WG
説明資料

平成２８年４月１５日

厚生労働省 医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部 水道課

資料２－２



 水道事業は、水道法第６条第２項により、“市町村経営が原則”であるとともに、地方財政法第６条に
より、“独立採算が原則”となっている。よって、まずは水道事業者が今後維持管理・更新に必要となる
費用とそのための財源の検討を行うものである。

 事業収入の約９割を占める水道料金収入は、節水機器の普及や使用水量の減少などの影響により
減少傾向にあり、また今後、人口減少等の影響を受け、益々その傾向は顕著になると見込まれる。

 また、事業を担う職員は、市町村等における定数削減のしわ寄せを受け、行政部局よりも大きな削減
となっており、今後、少子化に伴う生産年齢人口の減少により、より確保が難しくなると見込まれる。

 一方で、高度経済成長期に建設した水道施設が耐用年数に達し、今後それら施設の更新・耐震化が
急務となっており、それら事業の実施に必要な資金、人員の確保が必要である。

（論点１） 水道事業の広域化の進め方について
当省の考え方

有効な対策手段の１つが、水道事業の広域化

・生活基盤施設耐震化等交付金（平成28年度予算 １３０億円）

水道事業の広域化に資する施設整備に対して交付 等

・水道広域化検討の手引き（H20年度）

・水道事業における広域化事例及び広域化に向けた検討事例集（H25年度）

・「水道事業基盤強化方策検討会」：中間とりまとめ（Ｈ２８年１月）

・「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」：夏までに全般的・総合的な議論を行った後、年内にと
りまとめを行い、必要な制度改正につなげる予定 2

当省による支援

検討会等による検討



（参考）水道事業の維持・向上に関する専門委員会について
○ 趣旨

現在、高度経済成長期に整備された水道事業の管路や施設が更新時期を迎えているものの、水道管路の更
新が十分になされていないため老朽化が進行するとともに、耐震性の低い施設が残置されている状況にある。

また、人口減少社会の突入に伴い給水収益が先細りになる中で、今後老朽化施設の更新需要が増大すること
が見込まれ、個々の水道事業の運営状況を踏まえた水道事業の持続性の確保が喫緊の課題である。

また、平成８年の水道法改正により創設した指定給水装置工事事業者制度については、所在確認の取れない
指定工事事業者が存在する、給水装置工事に関して無届工事や不良工事が確認されているなどトラブルが発
生している状況にある。

このため、今後、水道事業の基盤強化及び水道施設の更新・強靱化の促進方策並びに指定給水装置工事事
業者制度の課題解決に向けた対応策に係る専門的事項について検討することを目的として、厚生科学審議会
生活環境水道部会に、「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」を設置する。

○ 検討事項

（１）今後の水道事業のあり方について
（２）水道事業の基盤強化に向けた対応策について
（３）水道施設の更新・強靱化の促進策について
（４）指定給水装置工事事業者制度の課題解決に向けた対応策について
（５）その他水道事業の維持・向上に関連する事項について

○ 構成員（五十音順・敬称略）
浅見 真理 国立保健医療科学院生活環境研究部上席主任研究官
石井 晴夫 東洋大学経営学部教授
浦上 拓也 近畿大学経営学部教授
岡部 洋 一般社団法人日本水道工業団体連合会上級アドバイザー
尾﨑 勝 公益社団法人日本水道協会理事長

小幡 純子 上智大学法科大学院教授
滝沢 智 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授
築地原 康志 北海道環境生活部環境局長

永井 雅師 全日本水道労働組合中央執行委員長
平井 和友 神奈川県政策局政策部長
藤野 珠枝 主婦連合会副会長
望月 美穂 株式会社日本経済研究所社会インフラ本部部長
山口 由紀子 相模女子大学人間社会学部社会マネジメント学科

教授
渡部 厚志 松江市上下水道局長
渡辺 皓 全国管工事業協同組合連合会副会長
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（論点２）水道事業に関するデータの「見える化」、「分かる化」
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中長期的な経営計画の「見える化」

その他の「見える化」、「分かる化」

水道施設の更新等を推進するにあたり、水道事業に関する現状のデータを公表することで、
住民の理解促進を図ることが重要。

○ 中長期的な視野に立ち、経営に必要な費用の算出及び財源の確保に関し検討を行うこと
は、水道事業者がアセットマネジメントを実施することにより可能となることから、厚生労働
省では、事業者の取組を支援。

○ 「水道事業基盤強化方策検討会」の中間とりまとめにおいて、アセットマネジメントの実施
及び実施結果の公表の義務付けを検討するよう示されたところであり、「水道事業の維持・
向上に関する専門委員会」においてもご議論いただく予定。

○ 厚生労働省では日本水道協会が公表している統計資料から水道料金等のデータを活用
し、

①管路の経年化率が高く、更新率が低い事業者に印をつけた資料を公表している。

②水道事業の経営分析を行い、「水道事業基盤強化方策検討会」において説明を行い、資
料を公表している。

○ 今後も、このような水道事業の施設整備に関する情報の公開、水道事業者の職員や国民
の理解が、より進む形で公表できるよう工夫を行いたい。

当省の考え方
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○ 各事業体毎の管路総延長、基幹管路延長、布設替延長、経年管延長、基幹管路の脆弱管延長、更新率経
年化率、基幹管路の脆弱管率、耐震管の延長、耐震管の延長を公表

（水道事業基盤強化方策検討会資料 Ｈ27年11月24日）

（参考）水道事業に関するデータの公表①

※経年化率が10.5%（H27年度全国平均値）を超え、且つ更新率が0.79%（H27年度全国平均
値）を下回る事業体に*を付した。

① 現在の更新率で更新が行われ続けた場合、全ての管路を更新するには約１３０年必要。
※管路の法定耐用年数は４０年

② 今後も管路更新が更新率０．７９％で一定だと仮定した場合、３０年後には５０％以上の
管路が経年管路（布設後４０年経過）となる。
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（参考）水道事業に関するデータの公表②

○ 平成２５年度水道統計（公益社団法人 日本水道協会）

一定の設定を行った上での家庭用水道料金等、各種基礎データを公表

都道府県名 事業主体名
家庭用料金/月
 基本水量(m3)

家庭用料金/月
 基本料金(円)

家庭用料金/月
 １０m3使用料金

家庭用料金/月
 １５m3使用料金

家庭用料金/月
 ２０m3使用料金

北海道 函館市 10 745 745 1,307 1,869
北海道 岩見沢市 7 882 1,449 2,394 3,339
北海道 小樽市 10 1,333 1,333 2,304 3,276
北海道 室蘭市 8 950 1,220 1,895 2,651

※平成２５年度水道統計（公益社団法人 日本水道協会） 一部抜粋

○ 水道事業基盤強化方策検討会資料（抜粋）（H27.11.10）



（論点３）水道施設の集約・統廃合の基準

○ 水道施設の集約・統廃合は、各事業が地域の実情に応じ、将来の人口動態、水需要の
予測をもとに、老朽化の度合い、地理的な重要度や、防災計画・都市計画との整合性を考
慮し、更新時期の設定、施設規模の選択を適切に行い策定するものであり、国が全国一律
の基準を設定することは困難。

○ 「水道事業基盤強化方策検討会」の中間とりまとめにおいて、国は施設の統廃合の好事
例や小規模事業者に適した技術の普及等に加え、認可等に際して指導等を行うべきと示さ
れたところであり、今後検討を進めていく予定。

＜参考＞水道事業の基盤強化方策に盛り込むべき事項（抜粋）（平成２８年１月水道事業基盤強化方策検討
会）

Ⅱ各論 ３ 水道施設の更新・耐震化、規模の適正化の推進
（２）効率的な施設投資の推進

給水人口が減少し、地域住民からの水道料金収入では管路の維持が困難になる地域が出現しつつあること
を踏まえ、水道施設の更新は、老朽化の度合いのみならず、将来の人口変動を見据えた地理的な重要度や、
防災計画・都市計画との整合性を考慮し、管種の選択や更新時期の設定、施設規模の選択を適切に行うとと
もに、広く流域単位の視野をもって、施設の統廃合や共同利用を進め、過大な施設投資により将来に無用な負
債を残すことのないように留意するべきである。

なお、省エネルギー対策としても、効率的な施設投資の推進が有用である。

国や都道府県は、施設の統廃合の好事例や小規模事業者に適した技術の普及等により規模の適正化を誘
導するよう努めるとともに、認可等に際しては、施設投資が効率的なものとなっているかとの視点も踏まえた指
導等を行うべきである。

当省の考え方
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（論点４）水道事業基盤強化方策の具体化等
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○ 水道事業は、独立採算で運営されるものであり、水道料金は、地域の実情に応じ、長期
的な視野に立って更新等に係る経費を踏まえた上で適切な設定が行われるべきもの。

○ 都道府県営事業の参加は、広域的に水道事業を実施するにあたり、一つの方策ではあ
るが、事業運営の形態は地域の実情を踏まえ選択することが適当。

水道事業基盤強化方策の具体化等

○ 現在「厚生科学審議会生活環境水道部会」の下に「水道事業の維持・向上に関する専門
委員会」を設置し、有識者に加え、水道事業体、産業界等幅広い関係者に集まっていただ
き議論を行っている。

○ 本年の夏までに全般的・総合的な議論を行った後、 年内にとりまとめを行い、必要な制
度改正につなげる予定。

○ 水道事業基盤強化方策の中間とりまとめは、既に水道事業者等へ周知を行っており、さ
らに認可・立入検査等の機会を利用し個別施設計画へ反映するよう助言していく。

水道料金格差の是正、都道府県営事業の参加

水道事業基盤強化方策と個別施設計画との関係性

当省の考え方



（論点５）広域化のための具体的な措置の道筋

○ 「水道事業基盤強化方策検討会」の中間とりまとめにおいて、
都道府県が都道府県下の水道事業者の連携強化を図りやすくなるよう、都道府県に対し、
１）協議会の設置
２）都道府県による財政支援
３）都道府県主導による水道事業基盤強化計画の策定

といった権限等を付与すべきことが示されている。

○ 今後「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」において制度化に向けた議論を行っ
ていく予定。

＜参考＞水道事業の基盤強化方策に盛り込むべき事項（抜粋） （平成２８年１月水道事業基盤強化方策検討会）

Ⅱ各論 ２ 経営基盤の強化について
（３）都道府県の機能の強化
都道府県下の水道事業者の連携強化を図りやすくなるよう、都道府県に、以下の権限等を付与すべきである。

１）協議会の設置

都道府県は、都道府県下の水道事業者の連携を図るため、協議会を設置することができることとし、協議会の構成員は協議会の決定事
項を尊重する義務を負うものとすること。

また、市町村からの要請を受けた場合には都道府県は協議会を設置しなければならないものとすることも検討すること。
２）都道府県による財政支援
都道府県は、都道府県下の水道事業者に対し、国から交付された交付金の交付事務を引き続き担うこと（平成27年度から実施）。加えて、

水道事業者の支援を行おうとする都道府県の取組が円滑に進むよう、都道府県が独自に水道事業者に対して財政支援を行える枠組を設
けること。
３）都道府県主導による水道事業基盤強化計画の策定

地方公共団体の要請を受けて都道府県が策定する広域的水道整備計画（水道法第５条の２）とは別に、要請がなくとも都道府県が自発
的に、広域連携の推進等による水道事業の基盤強化に関する具体的な計画を関係地方公共団体と協議の上で策定できるものとすること。

当省の考え方
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