
 

 

 

 

 

 

 

平成 29年度（2017年度）第 4回 
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平成２９年度(２０１７年度)第４回宝塚市上下水道事業審議会議事概要 

 

［日 時] 平成３０年１月２２日（月） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

 

［場 所］宝塚市上下水道局 第 1会議室 

 

［出席委員］  田中 智泰        後藤 達也 

鍬田 泰子        尾崎 平 

名嘉眞 朝敏       久保田 久男 

       中川 智之        藤永 実枝子 

賴成 誠         田村 善胤 

 

（敬称略） 

［事務局］   森 管理者 

足立 局長        岡本 経営管理部長 

下野 施設部長      森田 経営企画課長 

松永 総務課長      植村 浄水課長 

坂本 水質検査室長    坊岡 給排水設備課長 

三宅 下水道課長 

 

１ 管理者挨拶〈省略〉 

 

２ 審議会の成立 

事務局：委員総数 12名中出席委員 10名のため、宝塚市上下水道事業審議会規則第 6条第

2項により、本日の審議会は成立致しました。 

 

３ 傍聴希望者の確認 

会 長：本日の傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

事務局：傍聴希望者はいらっしゃいません。 

 

４ 議題 

会 長：では、さっそく議題に入ります。まず、議題 1 の「生活保護減免制度について」

ですが、事務局から説明をお願いします。 

事務局：お手元の資料「宝塚市上下水道料金生活保護減免制度のあり方について」の説明

をさせていただきます。<省略> 

会 長：では、この生活保護減免制度について、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。 
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委 員：公平の観点からいうと、生活保護を受けている方は医療費なども負担をしていな

いというのは考えないといけないと思います。生活保護を受けていない方はそれも

負担してぎりぎりの生活をしているわけです。宝塚市の財政が今後 5年間で 30億あ

まりの財政不足だと謳っていますよね。今後の一般財源の財源不足により水道局に

入ってくる財源もゼロになるかもしれないという問題もあります。減免額が 3,000

万円近いということも考えないといけないと思います。次世代に負の資産を残した

くないので、厳しいですが、負担を公平にしていくべきだと思います。今後は税収

も人口も減ることを考えないといけないと思います。 

委 員：資料 3の厚労省からの通知にはどの程度拘束力がありますか。 

事務局：各自治体がこれを完全に配慮しなければいけないというような拘束力はないと思

います。配慮してくださいということだと思います。 

委 員：「国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂くよ

う依頼」というのは、国が減額する分カバーしろと言っているのか、地方自治体に

おいてもそのような付加的な政策は廃止するよう考慮しろと言っているのかどうい

う判断をしろという通知ですか。 

事務局：本市としては、負担が重くならないようにする方向だと判断しました。 

委 員：国は全国に通知をしているわけで、立派な都市はいいですが、宝塚市は今後 5 年

で 30億の赤字ということがはっきりわかっているのですから、国のいうことだから

とそのまま受け取るのはよくないと思いますよ。市民にその負担がかかってくるわ

けですから。 

委 員：資料２の世帯共通的経費、いわゆる電気代、ガス代、水道代の中の水道代には減

免制度がありますが、電気・ガス代にも減免制度はあるのでしょうか。 

事務局：それはないと思います。 

委 員：私自身は、基本的に生活保護費の中に水道料金が含まれての試算ということです

ので、減免制度の見直しには理解が得られるのですが、2点教えていただきたいので

すが、一つ目は、もし今回の答申で見直すことになった場合、制度が廃止されるま

での時間的なスケジュールをどう考えているのか、二つ目は、前回は見直すべきと

いう答申が市長の判断で覆りましたが、今回また市長の方から諮問をされたその経

緯を教えて下さい。 

管理者：まず期間的なご質問についてですが、議会への説明や対象世帯へのお知らせ・説

明の周知期間を考慮して、半年程度の期間が必要だと思っています。また、今回諮

問に至った経緯ですが、前回答申でご指摘を受けたにも関わらず社会情勢を勘案し、

その際は減免を継続したわけですが、今回再度諮問を行ったのは、三田市や川西市

が平成 28 年、平成 29 年に減免制度を廃止した状況や市全体として一般会計を含め

今後 5 年間で相当な財源不足が生じる見込みだという中で全体的な事務事業の見直

しが必要だということなどもあり、これらの取り巻く状況の変化をもって、次回の
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料金改定を待たずに今の段階で検討すべきだろうという判断を致しました。また、

前回の答申の際は今回資料でご説明させていただいたような個々の具体的な課題が

十分に説明できていないということも踏まえ、改めてこの審議会でご議論いただき、

その方向性を尊重していこうと考えたわけでございます。こういった背景の中で改

めて市長から諮問をさせていただきましたので、その審議結果である答申について

は最大限尊重していくべきだと考えております。 

委 員：上下水道は公営企業で、独立採算であって水道料金を非常に安くする努力をして

いるわけです。その水道に対して、市が考えなければいけないようなことを答申と

して要求するのはおかしいと思います。低廉で安全な水を豊富に供給するために汗

を流しているわけです。もともと水道というのは厳しい経営の中で最善の努力をし

ているわけで、弱者だけを考えているわけではなくて、消費者全員のことをもっと

大きく考えて取組みをしているのに、特に弱者に対してもっと安くしろとか、それ

は一般会計において税金で考えるべきことですから、水道事業の収益を減ずる必要

性はないと思います。これは一般会計の問題で、こんな余計な答申を要求すること

自体が間違っていると思います。 

管理者：上下水道事業として減免していることについて、市がその是非を問うことについ

てですが、他市の議論の中でも、上下水道事業を独立採算で経営している以上、事

業としての使用料の減免はやめるべきだが、ただ市全体の福祉施策として何らかの

支援が必要だということであればそれは一般会計でやるべきというご意見や、上下

水道事業で減免を継続する場合は一般会計から繰入を行うべきだという意見もある

ため、そういった意味も含めての諮問とご理解いただければと思います。 

委 員：上下水道の収入の中で宝塚市からの補助金というのは、他会計補助金の部分です

か。 

管理者：水道事業と下水道事業で根本的に大きく違うのですが、水道事業の中では斑状歯

対策など以外は基本的に市からの支援や援助はほとんどありません。下水道事業の

場合は、雨水の処理は公費負担のため、いったん下水道事業で実施し一般会計から

負担金などの名目で公費が入ってきます。汚水は基本的に使用者負担が原則ですが、

経営上の問題などで一般会計からの支援が一部入ってくるという形ですので、下水

道事業の方が一般会計からの負担金が大きな金額になります。 

委 員：今後生活保護費の引き下げが検討されているということですが、引き下げがあっ

ても水道光熱費等が含まれているというのは変わらないという解釈でよろしいです

か。 

管理者：今の生活保護費の制度の中では、引き下げがされようが、それは光熱水費が含ま

れた上での低所得者との比較ということですので、生活保護費の中に光熱水費が含

まれているという考え方に変わりはございません。 

委 員：次第 3ページの 4に挙がっている 4つの課題についてですが、1番の二重給付に
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当たるので解消する必要があるというのは上下水道部局としては当然の発言かなと

思います。2番は共同住宅で大家さんが一律に料金をとっているとどうしようもない

ということになると思います。3番については、福祉部局は考慮するべき施策ではあ

るけれども、それを上下水道部局がどうこうするものでもないのかなと思います。4

番は、減益を受け入れていることについては、是正をする必要があろうかと思いま

す。他市にならって廃止をするというのも一つでしょうし、継続するなら保健福祉

部局より相応の費用を負担していただくのは必定かと思います。 

会 長：他にいかがでしょうか。 

委 員：私個人としては、これまでは二重給付ということを知りつつ市政として必要とし

てやっていたわけですが、現状として生活保護費を構成する生活扶助基準に光熱水

費が含まれている上に、電気代・ガス代には免除措置がないのであれば、水道だけ

措置をするのはおかしいと思いますし、もし配慮するにしても市の福祉政策でやる

べきだと思います。減免制度の中で居住の形態によって不公平感が存在することに

ついてもおかしいと思いますので、これも見直しの一つの大きな要因になり得ると

思います。本来憲法で保障されているナショナルミニマムは国がやるべきことだと

思いますので、上下水道局でそこまで配慮する必要はないと思います。企業として

は費用を最小化して収益を最大化することに主眼をおくべきだと思います。 

会 長：よろしいでしょうか。 

委 員：水道事業として考えるべき内容ではないので、もっと他のことを議論したほうが

いいのではないのですか。 

会 長：いったん意見をとりまとめて答申を出さないといけません。 

委 員：次回もまだこんなことを議論するのですか。水道として考えることではないと思

います。 

委 員：企業だから利益追求はいいとしても、最近の企業は CSRとか企業として一般の人

に対しても責任を果たしていくという考え方も広まっているので、水道事業が生活

保護世帯の人に対して何かの援助をするということはおかしくないのではないかと

思います。減免制度自体には疑問はあるのですが、企業だから弱者を切り捨ててい

いという考え方はちょっと。実際問題生活が苦しい人が、生活の中で月々これから

負担が増えるということは、ぎりぎりで生活している人にとっては 3,500 円あれば

何日食べられるかという話もあるくらいですよね。市から補助が出ているとはいえ、

利益が出ていないわけではないので、それをどう使うかということですから、ここ

で議論してもおかしくないと思います。じゃあ一般会計でと私も言いたいですが、

国がぽんと投げて、そっちでなんとかしてねと言っているのと同じことをしようと

しているわけですから、3,500円で一週間食べていけるのに、もうなしね、という話

ですよね。 

委 員：正確には毎月 1,580円くらいですよね。 
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委 員：個々にすれば 1,500円とか 3,000円とかの話ですが、全体では 2,900万ですから。

今後の資産の更新などを考えるとよほど黒字をもっておかないと資金繰り等で大変

困ることになると思います 

会 長：確かに私もこの制度は見直すべきだと思います。CSR は誰がやるかという問題で

すが、水道局としてやるというのができることとできないことがあると思うので、

生活保護世帯をどうにかするというのは市がやるべきことであると思います。だい

たい意見はまとまったかなと思うのですが、他によろしいでしょうか。 

委 員：生活保護世帯はいろんなところで優遇されていますよ。 

委 員：でも、低所得者がこれだけだからと低い方に合わせるというのはどうなのかなと

思います。確かに低賃金で非正規で働いている人の方が苦労していると思いますが、

苦労している人に合わせるという国の考えがどうなのかなと思います。生活保護に

なりたくてなっている人は少ないと思うので。ただ、確かにこれに関しては水道局

がやるべきことなのかなという気はしますし、集合住宅の人にはできていないとい

うのは、生活保護世帯の援助にはちょっとよくないのかと思います。 

委 員：低い方に合わせるのはおかしくないと個人的には思います。生活保護費はデフレ

やインフレといった物価水準を見ながら見直されていくでしょうし。 

委 員：減免が入った契機は消費税の値上げということでしたよね。今回不適当なことが

あるということで見直しをしないといけないのではないかということですが、前回

消費税を転嫁しないといけないということで、市と水道局で協議して決めたという

ことでよろしいですか。勘案しないといけない事情はその当時と変わっているので

すか。 

事務局：市長部局との調整についての経緯は判りかねるところがございますが、水道料金

への消費税の転嫁に配慮するという形であったと思います。 

委 員：また消費税が上がる可能性が高いので、また同じようなことにならないか、そこ

が心配です。 

会 長：一応意見が出ましたでしょうか。議題 2 のその「その他」ですが、今後のスケジ

ュール等について事務局から何かありますか。 

事務局：前回 2月、3月の審議会について調整させていただきたいとお願い致しましたが、

2月については、2月 27日火曜日午後 2時から、3月については、3月 13日火曜日

午後 2時からで、近づきましたら別途通知を送らせていただきたいと思います。 

管理者：今、今後の日程を説明致しましたが、もともと 2月にも再度ご議論いただいて、3

月に答申の骨子的なものをと想定しておりましたが、今日の議論でいきますと、今

日の段階で次回ほぼ答申の骨子的なものお示しをさせていただいてもいいのかなと

思います。具体的な骨子の内容としましては、事務局と会長ですり合わせをさせて

いただいて整理をさせていただいてから委員の皆様にお示しさせていただくように

すすめてはどうかと思うのですが。その場合、2月 3月のどちらか 1回でということ
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になるかと考えております。 

委 員：会長いいですよね。 

会 長：はい。 

委 員：ただ、今日休んでいる委員の方のご意見がどうか。 

管理者：その点は本日の会議録を欠席の皆様にお示しをし、ご意見をいただいてその上で

全体的な骨子の内容を整理したいと思いますが、会長との日程調整もございますの

で、先ほどの日程についてももしかすると 2月はなくなって 3月だけとか、2月の段

階で一定固めるとかになるかもしれませんが、いずれにしましても 2月、3月のいず

れかで骨子的なものをお示しできるよう努力したいと思います。 

委 員：次の課題は何ですか。 

管理者：平成 30年度予算の概要などを審議会にご報告する必要があるかと思っています。 

委 員：一市民として、単年度予算だけではなく長期的な展望をお伺いできればと思って

います。 

管理者：平成 30年度予算のお話の中で、施設の更新等に関する更新率等もご説明させてい

ただきたいと思っています。 

事務局：事務連絡がございます。机の上に前回の議事概要を置かせていただいております

ので、修正等ございましたら、今月末までにご連絡をいただければと思います。 

会 長：では、本日の議題は以上です。 

 

５ 閉会 

事務局：閉会にあたりまして、森管理者からご挨拶申し上げます。 

管理者：〈挨拶省略〉 

事務局：本日の審議会はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 
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