
令和２年度第２回八尾市水道事業経営審議会 議事録 

令和２年９月 18 日（金） 

 会議の開会 

○ 開会宣言 

これより、令和２年度第２回八尾市水道事業経営審議会を開会いたします。 

 

○ 資料の確認 

資料は、 

 令和２年度第 2回八尾市水道事業経営審議会次第 

 八尾市水道事業経営戦略素案         です。 

 八尾市水道事業ビジョン策定についての答申 

会長から八尾市水道事業管理者への答申をお願いします。 

 

 （会長） 

それでは、八尾市水道事業経営審議会を代表し、答申を行います。 

八尾市水道事業経営審議会は、令和元年８月２８日付で、八尾市水道事業管理者から八尾市水道

事業ビジョンの策定に係る水道事業の現状評価・課題、将来の事業環境、八尾市の水道の理想像

と目標、推進する実現方策などの基本的な事項について諮問を受け、４回に渡り審議会を開催し、

審議を重ねてまいりました。 

 今般、同諮問に係る審議が終了し、八尾市水道事業ビジョンの策定に関する意見をとりまとめまし

たので、ここに答申いたします。 

 

【会長より水道事業管理者へ答申書を手交】 

 

（八尾市水道事業管理者あいさつ） 

ただいま、八尾市水道事業経営審議会の皆さまから「八尾市水道事業ビジョン」に関するご答申

を頂戴し、誠にありがとうございました。 

水道事業は、拡張の時代を経て、維持・管理の時代へと移り、今後はさらに安全で強靭な水道の

持続へ向けた、基盤強化を図る必要があります。そのために、組織力の強化や財政の安定、将来を

見据えた施設や管路の更新・耐震化など、さまざまな課題に一つ一つ取り組まなければなりません。 

そのような中、経営審議会では、将来にわたり安全な水を安定して供給し続けるために、水道局

がめざすべき姿や、それに向けた取り組み内容について、たくさんの貴重なご意見をいただきました。 

本日いただきましたご答申を、職員一同、真摯に受け止め、水道事業の基本計画としての「八尾

市水道事業ビジョン」を策定し、安全・安心な水道を将来に継承していくため、全力で取り組んでま

いる所存でございます。 

今後も引き続き、八尾市水道事業へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨



拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（委員） 

 では議事に入ります。本日の審議会ですが、委員の半数以上が出席されておりますので、八尾市水

道事業経営審議会規定第６条第２項により会議は成立しております。感染防止対策として、適宜休憩

や換気を行いながら進めていきたいと思います。 

 八尾市水道事業経営戦略素案について 

八尾市水道事業経営戦略素案について事務局から説明願います。 

（事務局説明） 

資料（「八尾市水道事業経営戦略素案」）を基に事務局より説明。 

○ 補足 

（新型コロナウィルスの影響について事務局より説明） 

新型コロナウィルスの流行による水道事業への影響について、現時点での使用水量、水道料金

の変動について昨年度との比較を行いました。 

まず、水道局の対応として、水道料金のお支払いが困難になったお客さまへはご相談頂いた上

で支払いの猶予期間を設ける対応をしております。また、全ての水道契約者を対象に４ヶ月間の基

本料金の全額減免を行う対応を取りました。一般のお客さまでは、１ヶ月の基本料金は 660 円です

ので、4 ヶ月間で 2,640 円の減免になります。メーターの口径によっては、基本料金が変わりますの

で事業用などで大口径のメーターを使用のお客さまでは、多ければ 1 ヵ月あたり 11,000円の減免を

受ける方もいらっしゃいます。 

これらの水道収益への影響は年間約３億６千万円の収入の減少を見込んでおります。一方で、

大阪広域水道企業団からの受水単価を 4 月から 7 月の４ヶ月間の受水量に対しまして、1 ㎥あたり

10 円、税込みで 11 円値下げをされます。これによって、約１億１千万円が還付される予定となって

おります。 

（昨年度と今年度の使用水量の比較グラフを提示） 

国の緊急事態宣言の期間であります 4 月、5 月の使用水量は前年度を上回りました。緊急事態

宣言による在宅時間が増えたことによって、トイレの使用回数の増加や手洗い、うがいの励行、また、

ご自宅での食事回数の増加などにより日常生活での水の使用が増加したことによるものと推察して

おります。緊急事態宣言解除後の 6 月、7 月は若干使用水量が減少しておりますが、8 月は前年を

上回る使用水量となりました。これらのデータから新型コロナウィルスによる使用水量の大きな影響は

今のところ見受けられません。 

（昨年度と今年度の水道料金の比較グラフを提示） 

使用水量と同様で 4月、5月は前年を上回りましたが、6月、7月では減少しています。使用水量

減少幅に比べまして、料金の減少幅が大きくなっておりますのは、ご家庭での使用よりも事業者やプ

ールなど従量単価の高い、使用水量の多いお客さまの料金の減少の影響が考えられます。8 月は

使用水量は増加致しましたが、基本料金の減免が始まったことにより水道料金は前年や前月までに

比べて大きく減少しました。この状況は 12月の調定まで継続します。 

このように現時点で基本料金の減免の他に新型コロナウィルスの流行による収支への大きな影響



は表れていないことから今回の経営戦略の試算にあたりましては、特段考慮しないこととしました。 

 

○ 質疑応答 

（委員） 

 11 頁の 10 番の管路経年化率なのですが、数値が高い方が良好になっていますが、これで良い

のですか。 

（事務局） 

 グラフでは外側に行くほど良好となるように表示しております。 

（委員） 

 25 頁上の棒線グラフについて、ケース C では 100 年間の更新需要額は毎年 19 億円、この棒グ

ラフでの 10 年間の金額は計画に基づいていると思うのですが、21頁の 100 年間の合計が、C の

1,930億円。100年間の平均よりも（計画期間の）10年間は投資額が多いと言いたいのではないか

と思いますが、同じ計画同士を比較しているのに 2 つの計画があるように見えて分かりづらいと思

います。 

21頁の棒グラフの合計が、1930億円になるという説明があったほうがわかりやすい。 

「C の計画をしようとした時に、この 10 年間は平均以上の投資が必要です。だから料金アップしま

す」ということだと思うが、Cと 25頁の棒グラフとの関係が分かるように説明を加える等した方がよい

のではないですか。 

 2100年、80年先、100 年先、世の中の変遷があるため、今の計画でここ（更新需要額が高い時期）

がどう影響してくるか、大きな問題だと思います。100 年前は大正時代です。その時代と今で比較

する様なもので、これから 100年先ははっきりしません。あまりにも長期的すぎるのではないですか。 

いわゆる中期的な状況で、当然その間において見直しがあるかと思いますが、この年数で見ると

びっくりするような数字になるのではないかと思うのですが、このあたりをどう表現するのがよいかが

課題です。 

 全体的に考えた場合、有収水量が減ってきている。そして、3 頁からわかる通り、給水人口は減っ

てきていますが、給水戸数は増えています。この 2 つを割ってみると、1 世帯あたり令和元年では

2.03人、5年前の平成 26年では 2.12人、平成 21年では 2.20人。すでに、世帯当たりの人口は

減ってきているわけです。これが何を示すかというと、大家族の数が減って一人二人の核家族の

戸数が増えてきていることになります。これは明らかに数字で見て取れます。このことから、逓増制

の料金体系が現在の状況にあっているのかが気になります。料金の体系を見直すこともこれから

の計画にも入っていますが、全体的に（料金を）上げるよりも逓増制の見直しをして公平な料金体

系として下さい。以前、人口増に対する節水と福祉関係の理由で逓増制を入れられたとお聞きし

ましたが、福祉的な観点はありますが世の中の環境が変化しているので、水道料金の体系もいつ

までも同じでは如何なものかと思います。 

水道は企業会計ですので、収入が大事になってきます。八尾市では１～3人家族が占める割合が

多いと思うため、そこの料金を上げることが料金収入へ大きく影響するのではないですか。 

まずは給水費用を下回る料金のところをいかにして給水原価に近づけていくか。それによって収

益は大きく変わると思います。そのうえで全体を検討すべきだと思う。健全な企業会計を維持して

いくために検討してください。 



（事務局） 

 参考となるのは 8 頁の大阪府内の 10 ㎥、20 ㎥の水道料金比較となります。現状、八尾市は 20

㎥では 15 万人以上の事業体でもっとも高く、10 ㎥では 15 万人都市の中で低い方であるという

現状があります。おっしゃって頂きますように大多数を占める少人数の世帯が増えていく見通し

ですし、低い従量料金帯を相当水量が占めてくることが顕著になってきております。今後料金改

定を行う際には、そういった要素（逓増度）をどう見直すかは最重要課題と認識しています。 

大多数を占める方への改定となりますので、その際はいかにお客さまにご理解を頂くためにしっ

かりと説明が必要であると想定されます。このことについては今後しっかりと検討していきたいと考

えております。 

 様々なグラフや表を付けさせて頂いていますが、冊子の中の表を比べた際に見方が難しいもの

については今後、ご意見を頂いたものについてできる限り見やすい資料にしていきたいと思いま

す。 

（委員） 

 良い資料だと思いますが、市民に分かり易い資料としては専門的なものになっているので、見方

が難しく思います。将来的には料金改定が必要になってくるかと思います。そのときに、どういっ

た安全に対する対策をとっているのだなとか様々な情報を目にしたりすることによって、（料金改

定の）理解が得られるのではないかと思います。 

また、経営基本方針の中に「みらいにつなぐ やおの水道」とあるように、子どもたちへの教育の

部分について第４章に盛り込むことはできませんか。 

 戸数が増えているという話がありましたが、コロナの影響で解雇の不安から賃借料の削減を考え

シェアハウスの需要が増えるなど生活スタイルが今後変化していくと予想されます。水道の方も

新しい生活スタイルに合わせたものを早いスパンの中で対応していく必要があるのではないかと

思います。 

（事務局） 

 水道事業ビジョンの方にも記載しておりますが、経営戦略の方にも基本方針として掲載しており

ますので、今後しっかりと検討し、反映していきたいと思います。 

 コロナの影響により大阪でも大きな変化が起こっています。先ほど見て頂いた通り、八尾市にお

いては、現状大きな変化は出ておりませんが、今後、人口の動き、働き方、住まいのあり方など変

化していく可能性はあります。当面、変化に注視して、どういった取り組みが必要かなど検討して

いきます。 

（委員） 

 水道料金は検針から 2月ほど遅れて集金されますが、（新型コロナウィルスの影響比較の）グラフ

が２ヶ月前の水道料金になっているなら新型コロナウィルスの影響は出ているのではないですか。 

 31頁の上のグラフは、基準、目標が 0の六角形の部分になると思うが、ケース３で行くとなった場

合、（基準から）プラスの部分も出てきているが、これについてどうとらえるか、水道局の考えをお

聞きします。 

（事務局） 

 基準を上回っているのは流動比率となります。流動比率の目標値では 120％を基本としておりま

すが、これはボーダーラインとして定めたものです。一般的には企業として健全経営といわれる



には 200％以上と思います。今回少し高めの結果となっておりますが、その年によって大きく変動

するものですので、基本的には健全経営といわれる 200％以上を確保したいという思いはありま

す。 

（委員） 

 多額の投資が必要というのは感覚的に市民の方にご理解頂けると思いますが、情報提供が大事

になってきます。伝え方の工夫をしていく必要があります。多くの人が納得すれば話は進みやす

くなると思います。生活様式の変化の予測は難しいですが、アンテナを張って下さい。料金の体

系、逓増制の検討も大事です。 

（事務局） 

 水量は 2 カ月で検針をしているのでずれているというお話がありましたが、八尾市では、市内を２

地区に分けてそれぞれ交互に検針しておりまして、例えば６月で言いましたら、６月に検針した分

の後半分と 7 月に検針した分の前半分が６月分に重なる形になります。したがって、市民の方の

感覚的には６月に使用した分が６月の調定水量として集計されている、という形になります。 

 情報提供については、八尾市で策定中の新総合計画の中でも水道局の新しい方針として盛り込

んでいますので、今後もしっかりと検討を行ってまいります。 

（委員） 

 職員数の減少については、技術の継承という意味で職員の技能低下に対して、「研修」が大きな

課題と考えます。委託業者に対する監督業務の教育時間が相当多く必要であると思いますが、

業務に支障はきたしませんか。 

（事務局） 

 我々も研修は重要であると考えており、研修を活用して若い職員もベテラン職員も同等のスキル

を身につけるようにしています。ただベテラン職員の方が多く経験を積んでいるということもありま

すので、職場で若い職員への技術提供にも努めています。職員の数が減少しつつありますが、

八尾市水道局では、技術継承はうまく回っている状況だと考えています。 

（委員） 

 アンケート調査はどの程度の頻度で行っているのでしょうか。 

（事務局） 

 例年一定のタイミングで行っています。それ以外に八尾祭りなどイベント事のタイミングや、水道

モニターの方にアンケートをとらせて頂いたり、様々な機会に実施しています。現在、新型コロナ

ウィルスの影響でイベント事が出来ていないため、アンケートの実施方法についても検討が必要

だと考えています。 

（委員） 

 郵送などでしか今現在（アンケートを）取れないのではないかと思いますが、市民の方の声を聴く

ことで職員の皆さんも気付くことがあるかと思います。今だからこそアンケートを取った方がよいの

ではないかと思います。 

（事務局） 

 そういった（郵送など）の手法を検討しないといけないと思います。例えば、出前講座（小学校へ

の訪問）も現地へ行けていない状況ですが、小学校などでもパソコンなどの設備が整備されてい

っていますので、リモートなどの新たな方法が取れるのではないかと考えています。人的にかける



手間を減らせるようになれば、もっと多くの方の意見をお聞きすることができるかもしれません。ピ

ンチではありますが、チャンスでもあると考えています。 

 その他について 

（事務局） 

 「八尾市水道事業経営戦略 素案」につきましては、先ほどのご意見を踏まえて修正を行った資

料を提出させていただきます。 

 令和２年度第 3回八尾市水道局経営審議会の日程は、令和２年 12月 4日金曜日午前１０時から

本日と同じ水道局の大会議室で開催させていただきます。 

（委員） 

 それでは、令和２年度第２回八尾市水道事業経営審議会を終了します。 

 


