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  はじめに

　水道法の改正が平成 30 年（2018 年 12 月）
に行われ，翌年の令和元年（2019 年）10 月 1
日に施行された。旧水道法では法律の目的を
「第一条 この法律は，水道の布設及び管理を適
正かつ合理的ならしめるとともに，水道を計画
的に整備し，及び水道事業を保護育成すること
によつて，清浄にして豊富低廉な水の供給を図
り，もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善と
に寄与することを目的とする。」としていた。
これに対し，改正後は「第一条 この法律は，
水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめ
るとともに，水道の基盤を強化することによつ
て，清浄にして豊富低廉な水の供給を図り，も
つて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与
することを目的とする。」としている。昭和 32
年（1957 年）に水道法が制定された時点では，
新しく水道を普及し，「清浄にして豊富低廉な
水の供給を図る」ことが目的であったが，水道
事業が成熟し，施設の維持管理，将来にわたる
安定的な持続的経営が課題となった現代，改め
てこの点を水道事業の目的とする必要性が生じ
てきた。それが，改正後の第 1条に，「水道の
基盤を強化することによつて」という文言とし
て現れている。旧法では民間活力の活用（業務
委託）と異なる事業主体が供給区域を越えて連
携する広域化に力点を置き，必要に応じて市町
村間の調整などを県知事に委ねる条文が，水道
事業の弱体化を抑止する主な施策を示すものと
された。この点については，今回の改正では更

に踏み込み，都道府県の具体的な役割を示し，
その調整のための会議を設置し計画を策定する
ことを規定している。そして，官民連携を推進
するために公共施設等運営権を民間事業者に設
定するとした。このために新設された第 24 条
を巡っては，「水道事業民営化法案」と報道さ
れ，賛否両論の議論が巻き起こった。
　今回の水道法改正は水道設備と運営権を売却
するような規制緩和ではなく，いわゆる「民営化」
には相当しない。公共事業に対する民間活力の
導入に関して，水道事業では業務委託がすで
に行われてきた。海外の先進国では，フランス
やイギリスのように上下水道事業を民営化する
例は少なくない。しかし，日本の場合は基本的
な社会生活基盤である水道を民営化することに
対する住民の不安や心理的抵抗感は大きい。ま
た，自然災害が多い点などからも，公共サービ
スとしての上下水道事業を望む意見が多数を占
めてきた。このような経緯のある中で，水道事
業においてPFI 方式の一種であるコンセッショ
ン方式を特定して明文化する法律が可決された
ことは重大な事柄として受け止める必要がある。
　上述の第 24 条に加えて重要であるのが，供
給規定である第 14 条の改正である。旧法は「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。」としてい
たものを，新法第 14 条 2 項 1 は「料金が，能
率的な経営の下における適正な原価に照らし，
健全な経営を確保することができる公正妥当
なものであること。」と，水道料金値上げを正
当化する条文が加えられたのである。想定され
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る具体例は，事業運営権を設定した民間業者が
「健全な経営」を理由に水道料金の値上げを行
う場合である。口径別水道料金は口径の小さい
方から大きい方へ，つまり，需要水量が低い方
から高い方へと徐々に高くなる逓増制をとる。
このような料金制度は，口径の小さい世帯，消
費の少ない世帯を所得階級の低い世帯と暗黙裡
に想定し，一種の社会保障政策として機能して
いる。実際に，生活保護世帯や低所得世帯への
配慮をする料金体系が多い。これは，水道法第
1条の「清浄にして豊富低廉な水の供給」の「低
廉」を実現するものである。各自治体が経営主
体として想定されている水道法は，清浄にして
豊富低廉な水の供給を公共事業として行う，と
いう日本の水事業に関する理念を明示している
とも解釈できる。水が低廉な対価で供給され
ることは，人間として誰でも健康な生活ができ
るようにしなければならない，という先人の決
意と理想を示すものである。今回改正された第
14 条は，この理念との整合性を図ることはで
きるのだろうか。第 24 条の新設と第 14 条の改
正を相互補完の関係にあると捉えると課題が浮
き彫りになる。本文で更に詳しく述べる。
　そもそも，今回の水道法改正の背景には，日
本のほとんどの地域で人口減少局面に入り，今
後の需要水量が減少すること，社会全体の節水
行動，地下水利用（業）者の増加などを受けて
水道事業収入の減少が予測されることがある。
また，高度経済成長期に整備された多くの管路
を含む水道設備は施設更新の時期に来ている。
加えて，多発する自然災害と被害が甚大化，長
期化しており，水道施設の耐震化を含む防災，
減災のための対策が必要である。地方では，上
下水道事業運営のための技術者の大量退職期が

過ぎ，後継者の不足に悩んでいる。技術者の不
足を補う目的でも，小規模事業者の救済という
意味でも，広域連携の拡充は期待されている。
このような厳しい状況の中で，安定的な水道事
業経営のための必要に迫られた水道法改正であ
る。なぜ，いま，水道法が改正され，水道事業
基盤強化には何が必要なのだろうか。本稿は今
回の水道法改正の必然性を考えるために，関連
する法律と制度，水道事業の現状と料金制度に
ついての概説と分析を行う。その上で，経営基
盤の強化に真に必要な方策は何かについて考察
したい。
　本論の第 1節は，水道法改正と背景を，第 2
節では水道事業の現状について概観する。第 3
節は現行の公共料金についての経済理論と実態
について分析し，最後に基盤強化に必要な施策
についてむすびに替えて述べる。本論の構成は
以下の通りである （1） 。
はじめに
１．水道法改正と課題の所在
２．水道事業の現状
３．料金制度と問題点
むすび　～基盤強化に向けて～

１．水道法改正と課題の所在

　まず，平成 30 年（2018 年）に改正され，令
和元年（2019 年）に施行された水道法の改正
の要点と今後の水道事業が引受ける影響，課題
を挙げることとする。
　今回の改正の趣旨は「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」 （2）

⑴　本論文では上下水道事業のうち，水の供給事業に特化して分析と議論を展開する。
⑵　「水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号）の概要」
 https://www.mhlw.go.jp/content/000505471.pdf　2018/12/10
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 ことである。内容は大きく 5つの項目；①関係
者の責務の明確化，②広域連携の推進，③適切
な資産管理の推進，④官民連携の推進，⑤指定
給水装置工事事業者制度の改善となっている。
このうち，⑤の指定給水装置工事事業者制度の
改善は，水道法 第 3 章 水道事業 第 3 節の指定
給水装置工事事業者で，指定の基準などを規定
したのち第 25 条 3 項の 2で「第二十五条の三
の二 第十六条の二 第一項の指定は，五年ごと
にその更新を受けなければ，その期間の経過に
よつて，その効力を失う。」と，指定の更新制
度を新設した。工事業者の技術水準の維持を図
るための条文である。
　①の関係者の責務の明確化は第 2条で詳細に
定められた。特に国について旧法が，「国は，
水源の開発その他の水道の整備に関する基本的
かつ総合的な施策を策定し，及びこれを推進す
るとともに，地方公共団体並びに水道事業者及
び水道用水供給事業者に対し，必要な技術的及
び財政的援助を行うよう努めなければならな
い。」としていたものが，新法では基盤強化を
目的とした責務を第 2条 2項で明確に次のよう
に規定した。「国は，水道の基盤の強化に関す
る基本的かつ総合的な施策を策定し，及びこれ
を推進するとともに，都道府県及び市町村並び
に水道事業者及び水道用水供給事業者（以下「水
道事業者等」という。）に対し，必要な技術的
及び財政的な援助を行うよう努めなければなら
ない。」そして，続く条文で都道府県及び市町
村，水道事業者等の責務を明文化している。②
の広域連携の推進に関する項目としては「広域
的連携等推進協議会」の項が新設された。これ
までも広域化の当該自治体や関係者が自発的に
連携した広域的連携のための協議会や事業体は
あったが，任意の集まりであったものが，新法
で改めて規定されたと考えられる。「第五条の
四 都道府県は，市町村の区域を超えた広域的
な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要

な協議を行うため，当該都道府県が定める区域
において広域的連携等推進協議会（以下この条
において「協議会」という。）を組織すること
ができる。」更に，新設されたのが，水道施設
を維持，更新し，資産として管理するための第
22 条の 2項から 4項の条文である。「第二十二
条の二 水道事業者は，厚生労働省令で定める
基準に従い，水道施設を良好な状態に保つた
め，その維持及び修繕を行わなければならない。
（水道施設の維持及び修繕）」「第二十二条の三 
水道事業者は，水道施設の台帳を作成し，これ
を保管しなければならない。（水道施設台帳）」
「第二十二条の四 水道事業者は，長期的な観点
から，給水区域における一般の水の需要に鑑
み，水道施設の計画的な更新に努めなければな
らない。（水道施設の計画的な更新等）」これら
が，③適切な資産管理の推進を企図するものと
考えられる。
　旧法では水道事業広域化に関する規定とされ
ていた広域的水道計画が経営基盤強化のための
主な指針であった。これに対し，新法は経営基
盤の強化を目的とするその他の方策が可能とな
るような条文を第 5条 3項に規定している。改
正された水道法第 5条から引用する：
第五条の三　都道府県は，水道の基盤の強化
のため必要があると認めるときは，水道の
基盤の強化に関する計画（以下この条にお
いて「水道基盤強化計画」という。）を定
めることができる。2水道基盤強化計画に
おいては，その区域（以下この条において
「計画区域」という。）を定めるほか，おお
むね次に掲げる事項を定めるものとする。
一　水道の基盤の強化に関する基本的事項
二　水道基盤強化計画の期間
三　計画区域における水道の現況及び基盤の強
化の目標
四　計画区域における水道の基盤の強化のため
に都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに
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水道事業者等が講ずべき措置に関する事項
五　都道府県及び市町村による水道事業者等の
間の連携等の推進の対象となる区域（市町村
の区域を超えた広域的なものに限る。次号及
び第七号において「連携等推進対象区域」と
いう。）

六　連携等推進対象区域における水道事業者等
の間の連携等に関する事項

七　連携等推進対象区域において水道事業者等
の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備
に関する事項

　そして，今回の水道法の重要な改正点が民間
資金法（PFI 法）の手法を用いる第 24 条の 4
項として新設された水道施設運営権の設定の許
可に関する次の条文である。重要であるので箇
条書きをする。
第二十四条の四　地方公共団体である水道事
業者は，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（平成十一
年 法律第百十七号。以下「民間資金法」
という。）第十九条第一項の規定により水
道施設運営等事業（水道施設の全部又は一
部の運営等（民間資金法第二条第六項に規
定する運営等をいう。）であつて，当該水
道施設の利用に係る料金（以下「利用料
金」という。）を当該運営等を行う者が自
らの収入として収受する事業をいう。以下
同じ。）に係る民間資金法第二条第七項に
規定する公共施設等運営権（以下「水道施
設運営権」という。）を設定しようとする
ときは，あらかじめ，厚生労働大臣の許可
を受けなければならない。この場合におい
て，当該水道事業者は，第十一条第一項の
規定にかかわらず，同項の許可（水道事業
の休止に係るものに限る。）を受けること
を要しない。
２　水道施設運営等事業は，地方公共団体
である水道事業者が，民間資金法第十九

条第一項の規定により水道施設運営権を
設定した場合に限り，実施することがで
きるものとする。
３　水道施設運営権を有する者（以下「水
道施設運営権者」という。）が水道施設
運営等事業を実施する場合には，第六条
第一項の規定にかかわらず，水道事業経
営の認可を受けることを要しない。

第 24 条はこの「水道施設運営権の設定の許可」
以降，料金に関する規定を含む運営権設置に関
する取り決めが列挙される。
　第 24 条はこれまで行われてきた業務委託に
ついての条文が前段にあり，後段の運営権設定
の許可が，一般的な業務委託の延長線上にある
かのような印象を受ける。けれども，この二つ
の制度は前提も内容も全く異なる行政手法であ
る。業務委託は，例えば水道メータの検針業務
や水道施設の保守，管理など限定的な業務を管
理業務受託者に遂行させるもので，本来の水道
事業者が委託料を業者（管理業務受託者）に支
払う。業者は管理業務ごとの委託料に鑑み事業
計画を策定し入札に臨み，水道事業者が業者の
決定と業務の監督を行う。業務を実際に計画実
行するのは受託事業者であるが，委託する業務
の範囲と内容を決定し調達を行うのはあくまで
も水道事業者である。他方，水道施設の運営権
の設定は水道施設運営等事業，一般にコンセッ
ション方式と呼ばれ，水道施設の所有権はその
まま自治体に帰属させ，長期的（契約ごとに設
定する法律になっているが通常は数十年といわ
れている）に水道事業の運営全てを第三者に委
ねる方法である。運営権者は運営権に対する費
用，運営権対価を支払う。第三者としては，近
隣の公企業（水道事業者），民間水道事業者，
民間企業と金融企業（銀行）との共同企業体な
どが想定され，審査基準を満たすことが条件で
ある。運営権者は水道施設利用料として，水の
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需要者から水道料金を徴収し収入とすることが
できる。民営化では資産を売却するが，運営
権の設定では水道関連施設の所有者は変わらな
い。運営権者の責任において，保守管理，更新
を行い，水を供給し，料金を徴収することに
なっている。この仕組みは，あたかも運営権者
がリスクをとり，水事業を行うかのように見え
るが，最後の責任は自治体に帰するのであるか
ら，運営権者が管路の更新などを行わず放置し
た場合に，自治体は所有者として営繕修理せざ
るを得ない。また，運営権者が利潤を上げるた
めには費用を削減するか料金を値上げするかの
いずれかの方法をとるだろう。自治体が正規雇
用者で履行している業務をより安価な賃金で働
く人材に置き換えれば費用は削減できる。水道
メータ検針業務を外部委託するケースは，この
ような方法で利潤を確保するものである。給水
に係る原価のうち薬剤などの調達費は市場価格
であり投入量を減らすことはできない。水道事
業の費用を削減しても利潤が上がらず黒字にな
らない場合，自治体の財源からの補填が無いの
であるから，残された方策は水道料金値上げで
ある。
　本論「はじめに」で述べたように第 24 条に
加え重要であるのが，供給規定である第 14 条
の料金に関する条文の改正である。繰り返しに
なるが再度引用すると，旧法の「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。」に対し，新法第 14 条
2 項 1 は「料金が，能率的な経営の下における
適正な原価に照らし，健全な経営を確保するこ
とができる公正妥当なものであること。」とし
ている。日本は水源に恵まれ，全国の蛇口から
同じ基準の安全な水を供給する国であり，その
料金体系には自治体により差があるにせよ，水
道法にある「低廉」な料金で水を需要すること
ができる。けれども，今回の改正では，運営権
者の判断により，健全な経営に支障があれば，

料金を値上げすることが可能になったと解釈で
きるのである。
　そこで，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（以下，民間資金
法），通称 PFI 法について，改めて確認する。
同法は平成 11 年（1999 年）に制定され PFI
事業の促進，展開の根拠となった。平成 23 年
（2011 年）の改正で公共施設等運営権に関する
条文が加えられ，コンセッション方式と呼ば
れる PFI 事業が可能となった。更に，先述し
た水道法改正に先立って，この民間資金法は平
成 30 年（2018 年）に再び改正された。平成 29
年（2017 年）改正の PPP/PFI アクションプラ
ンによると，平成 25 年（2013 年）から平成 34
年（令和 4年 /2022 年）の 10 年間に 21 兆円の
PPP/PFI 事業を行うという事業規模目標を掲
げている。このうちのコンセッション事業の目
標金額は 7兆円，コンセッション事業件数の目
標数は水道 6件，下水道 6件，文教施設 3件，
国際会議場施設等 6件である。実は，この目標
を達成するために，「上下水道事業におけるコ
ンセッション事業の促進に資するインセンティ
ブ措置を講ずる」ことが，今回の民間資金法改
正の重要な目的である。民間資金法の下で，水
道施設の運営権の設定は従来可能であったはず
だが，今般，水道法を改正し第 24 条 4 項を新
設したことは，以上のような政府方針の延長線
上にある。民間資金法附則第 4条は水道事業等
に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措
置に関するものである。水道施設運営権の設定
を行う水道事業者及び下水道事業者が，地方債
の繰り上げ返済をする場合に，本来は必要な特
別会計財政融資資金勘定への補償金の支払いを
免除するというものである。法律は新設であり，
コンセッション事業の実施方針条例を自治体
が平成 30 年（2018 年）から平成 33 年（令和 3
年 /2021 年）に定めるなどの期限と要件が付い
ている。



64 第 20 巻　第 4号

　政府が掲げるコンセッション事業の目標数で
ある水道 6件，下水道 6件という数字の根拠は
不明である。本来は，個々の水道事業及び下水
道事業にとって最適な経営方針を選び運営すべ
きであるが，このような数字が先行することが
望ましいのかどうか不明である。民間資金の活
用が有利であるのは，資金調達費用が公債（地
方債 （3） ）よりも低い場合であり，そのための補
償金の免除であるが，民間からの資金調達費用
が公債と比較して相対的に高いか低いかは，市
場の動向に左右される問題であるから単純に令
和 4年までに水道 6件，という目標の立て方に
は疑問を呈さずにはいられない。コンセッショ
ン事業が，ある水道事業者にとって最適な選択
であるなら，すでに採用する水道事業体があっ
て然るべきではないのだろうか。

２．水道事業の現状

　ここで，水道法改正の背景として，水道事業
の現状について概観しよう。そもそも，水道事
業とは一般の水の需要に応じて取水から浄水，
水道により水を供給する事業をいう。原則とし
て地方自治体が経営主体となり，地方公営企業
や自治体の当該部局等が業務に当たる。水道
事業には給水人口が 5,000 人超（以上）の上水
道事業，給水人口 5,000 人までの簡易水道事業
と用水供給事業がある。平成 30 年（2018 年）
の事業件数は，上水道事業 1,347 件，簡易水
道事業 3,561 件，上水道事業の給水人口が 1億
2,131 万人，簡易水道事業が 246 万人である。
また，水道用水給水事業は 92 事業あり，専用

水道（4）は 8,239 事業，給水人口が 39 万人であ
る（5）。今後の水道事業を考える際に重要である
のは日本の人口動態である。日本は人口減少局
面に入っており，少子高齢の傾向は他の先進諸
国でも同様であることから今後も続くと予測さ
れている。人口の減少は，水の需要，有収水量
が減少することを意味する。日本全体で有収水
量は継続して減少し続けており小規模事業体ほ
ど深刻な状況である。すでに，地方では減収が
著しい事業体があり，対策が必要である。有収
水量は平成 12 年（2000 年）の 3,900 万 m3/ 日
をピークに減少を続け，平成 27 年（2015 年）
には 3,600 万 m3/ 日，そして，2040 年には 3,000
万 m3/ 日を下回るのではないかと試算されて
いる。また，団塊世代の大量退職の時期が過
ぎ，技術系職員の不足が問題化している。経費
削減と経営効率化を理由に職員数を減員させて
いる自治体の事情もあり，水道事業の職員数は
昭和 55 年（1980 年）の 76,054 人をピークに平
成 28 年（2016 年）には 45,441 人になっている。
また，このような厳しい状況にあって，水道施
設の更新時期に差し掛かっており，平成 31 年
（2019 年）から令和 20 年（2038 年）の 20 年間
に管路などの施設更新に必要となる事業費は 1
兆 9千億円という推計がある（6）。また，近い将
来の発生が予測されている南海トラフ巨大地震
への対策として水道施設の耐震化が急務とさ
れているが，平成 29 年（2017 年）時点で，基
幹管路の耐震適合率が 39.3％，浄水施設の耐震
化率が 29.1％，配水池の耐震化率が 55.2％であ
る。経営状況を上水道事業の料金回収率（供給
単価 /給水原価）で見た場合，全体の 7割が収

⑶　地方公営企業の企業債も債務者は自治体である。
⑷　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 を超える
もの。
⑸　『水道の基本統計』厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000575135.pdf　2020/01/05
⑹　『水道の現状について』厚生労働省資料
 https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000476640.pdf　2020/01/05
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支均衡か黒字であるが，約 3割が 100％未満で
あり，原価割れをしている状況である。特に給
水人口が 1万人未満の水道事業では 5割近くが
原価割れをしており，実態として当該自治体の
一般会計より繰り入れを受けなければ，施設の
営繕，更新などに十分な対応ができない。
　特に小規模水道事業者は運営基盤が脆弱であ
り，職員の減少，設備の更新，料金回収率のい
ずれでも困難な局面にある。広域連携は，この
ような事態の打開策として小規模事業者が健全
な経営基盤を得る方策として期待されてきた
が，依然として給水人口 5万人未満の小規模事
業者が多く存在する。水道事業の広域連携は垂
直的統合 （7） ，水平的統合 （8） は進んでいるが，本
来連携を必要とする経営基盤の脆弱な事業体と
連携する事業体が見つからずにあまり進展が無
いのが現状である。
　以上のような状況であるならば，料金を改定
し増収を画するべきではないか，と考えるのが
自然である。そこで，次節で水道の料金制度に
ついて考えよう。

３．料金制度と問題点

　第 1節の水道法改正について新旧法を対照さ
せ比較，検討した通り，民間資金法 （9） を用いて
コンセッション方式で第三者に水道施設の運営
権を設定し，その業者（運営権者）が値上げを
する可能性もある，というのであれば，現行の
水道事業者が，まずは基盤強化のための料金体
系の見直しをすべきではないだろうか。そこ
で，本節では料金制度を支える理論を概観し，
現状の問題点について考察する。
　そもそも，水道事業が公的独占となってるの

は費用逓減産業であるからである。特に水道は
ダムの建設費や浄水施設などの初期投資が大
きい設備型事業であり，巨額の固定費を仮に  F
 とすると生産量  x が増すほど単位当たりの固定
費  F/x が小さくなるから，典型的な費用逓減
産業といえる。総費用C（ x ）は固定費用と可変
費用  V（x） の和であるから，生産 1単位当たり
の平均費用AC（ x ）＝ C（ x ）/ x は x が増加すると
減少し続ける。このような費用逓減産業の場合
の料金は，「生産物 1単位当たりの対価を同一
にする」と仮定せず， x の増加に応じて従量料
金を減少させる場合がある。
　図 3 ― 1 はある産業のこのような逓減料金の例
であり，2段階の逓減制を示す。簡単化のため
に，限界費用  MC は一定で  MC＝ P  ＊ ，この産
業の市場需要曲線はDで表されている。需要
と供給が一致する均衡点の生産量は  x  ＊ ，その
ときの平均費用は  Pl である。公共財の最適供
給の条件である  x  ＊ の生産量を実現するには，
どのような料金設定が良いだろうか。例えば，
生産量  x ′（ x ′ ＜  x  ＊ ）のとき，需要曲線から消
費者は留保価格  Ph だけ支払っても良いと考え

図 3―1　二段階逓減料金
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⑺　給水事業と受水事業の統合。
⑻　複数の水道事業体の統合。
⑼　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（平成十一年法律第百十七号）
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ている。 x  ＊ のときの料金を低額水準料金  Pl と
すると，料金収入に関する条件を，（ Ph － Pl ）
 x ′ ＝（ Pl － P  ＊ ）（ x  ＊ －  x ′）となるように，生産
量  x ′ までは，料金を高額水準料金  Ph に設定
するのである。 x ′ を超えて多く消費する場合
の方が，低額水準料金  Pl を適用される。
　しかし，固定費と従量費の二部料金制をと
り，「生産物 1単位当たりの対価を同一にする」
条件を外した上で，総括原価（需要家費・固定
費・変動費）に基づく算定をする現行の水道料
金は，多く消費する場合に高額水準料金が適用
される逓増制をとる。固定費と需要家費部分を
基本料金とし，可変費用に当たる変動費を従量
費とする考え方は同じであるが，パレート最適
条件に尋ねるよりは，社会保障的な再分配政策
の意味合いを持たせ，基本料金が低く抑えられ
ている。基本料金を低く抑えた上で経営を安
定的に成り立たせるには，従量料金で高く料金
を設定し，低く抑えたための収入の不足分を補
填する必要がある。その結果，多く消費する場
合，例えば高額水準料金に相当する大口の企業
が，最適量よりも少なく消費するインセンティ
ブが働く。
　図 3 ― 2 は，逓増制従量料金の例である。Dは
水の需要を表し，価格弾力性の小さい形状をし
ている。限界費用P ＊ は一定である。Dは限界
費用  P  ＊ が料金として適用される生産量の範囲
で限界費用と交差している。Vは需要量（生産
量）xに応じた従量料金を表したもので，一定
の水準  x ′ までは基本料金のみが徴収されるの
で従量料金はゼロであり横軸と重なっている。
 x ′ を超えて  x ″までの間は  P  ＊ ， x ″を超えると
高額水準料金の  Ph が適応されるため，段階的
に高くなり，Vのような形状になる。基本料金
が低く抑えられているため水道事業者は従量料

金で収入を得るために水を多く消費する場合に
高額水準の料金を設定する。 x ″を超えると料
金は  Ph となるが，このとき，需要曲線から消
費者が支払っても良いと考える金額は  P ″であ
る。 P ″よりもはるかに高い  Ph よりは  P  ＊ の方
が良いから高額水準の料金は水の需要量を低く
抑えようとする動機として働くだろう。有収水
量の減少に歯止めをかけることが，基盤強化の
第一の課題であるから，このような逓増度 （10）

 の是正や，逓増制自体の見直しは必要と考えら
れる。
　自治体により，料金体系に多少の差はある
が，前提となる算定方法は日本水道協会料金算
定要領に従っており，従量費は需要量の大きい
使用者の単価が高額になる逓増制をとる。この
逓増料金制には水の使用料に応じて料金負担を
要求する応益負担ではなく，支払い能力に応じ
た負担を要求する応能負担の考え方が用いられ
ていると考えて良い。水道事業でありながら社
会保障政策の側面を持つのである （11） 。更に，
近年は地下水利用専用水道の導入費用が下がっ

図 3―2　逓増制従量料金
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⑽　料金表の従量料金の最高給水単価を最低給水単価で除したもの。
⑾　伊藤志のぶ（2010）「公益性と公共性―名古屋市水道料金を中心に―」　名城論叢，第 10 巻第 4号。
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たことがあり，地下水利用者の増加が指摘され
ている。日本水道協会の調査によると平成 14
年（2002 年）には 88 件であった（水道から地
下水への）累積転換件数は，平成 29 年（2017
年）には 1934 件となっている。導入の理由で
最も多いのは「導入コストの低下」で，その次
が「災害対策時における水源の二重化」であっ
た。平成 7年（1995 年）の阪神淡路大震災以
来の度重なる甚大な自然災害の経験と，今後発
生するとされる南海トラフ巨大地震その他の自
然災害への備えのために，災害時の水源の確保
を理由に，水道利用者が地下水と水道の両方を
利用するのである。その場合，従量料金の高額
水準以上の使用量を回避する目的で地下水を利
用するケースが考えられる。水道事業者には給
水の義務があるから給水に係る施設は維持管理
しなければならないが，大口使用者が地下水に
転換する場合は，料金収入の減少だけではな
く，これらの固定費の回収もできなくなること
を意味する。逓増料金制度は大口利用者の地下
水利用への転換の動機になりうるため，水道事
業者によっては，地下水から水道水への転換，
回帰に割引料金などの特典を提供する政策も出
始めている（神奈川県企業庁）。水道料金の高
くなる大口利用者の引き留めや水道回帰のため
の方策としては岡山市水道局の個別需給給水契
約のように，基本料金の廃止などを含む既存の
料金体系にとらわれない料金提案を行うものも
ある。逓増度の緩和の一例として，大分市上下
水道局と北九州市上下水道局が大口使用者向け
の特別割引制度を導入している。また，逓増制
と逓減制の併用による料金改定は盛岡市上下水
道局などが行っている。京都市上下水道局の水
道施設維持負担金制度は費用根拠の説明も明快

で市民に理解されやすい制度である。地下水利
用に関しては，地盤沈下が懸念される地域では
環境省が管理を行う。厚生労働省は水の安全管
理についての監督は行うが，地下水利用そのも
のに関する行政指導や規制は無い （12） 。また，
水源の約三分の一は地下水といわれており，地
域によっては水源の 80％を地下水に依存する
ため，有収水量の減少と地下水利用による収入
の減少を理由に地下水利用を規制することは困
難である。
　実際の逓増度には各水道事業者の料金体系に
よりかなり差がある。主な 19 大都市（札幌市，
仙台市，さいたま市，東京都，横浜市，川崎
市，新潟市，静岡市，浜松市，名古屋市，京都
市，大阪市，堺市，神戸市，岡山市，広島市，
福岡市，北九州市，熊本市）の平均は，平成
31 年 3 月現在で 3.28 である。最高は福岡市の
5.31，最低は新潟市の 1.38 でかなりのレンジで
ある （13） 。水道料金の決定は地域の事情や景気，
政治の影響を受ける側面があり，経営基盤の強
化を目的としてもすぐに改定することが難しい
場合がある。けれども，地域差がこれほどある，
ということは，検討の余地もあるということと
も受け取れる。基盤強化の第一の策は料金回収
率改善のために給水単価の値上げを含む料金体
系の見直しである。給水単価料金制度と各料金
体系は逓増度を含めて最適な在り方を見直す時
期にある。

むすび　～基盤強化に向けて～

　水道事業，給水事業について，水道法改正に
関連する課題を中心に述べてきた。水道事業は
曲がり角にあるといわれるが，それは，日本が

⑿　公益社団法人日本水道協会ウェブサイト　「地下水利用専用水道に係る水道料金の考え方と料金案事例集　平
成 31 年 3 月」　http://www.jwwa.or.jp/houkokusyo/houkokusyo_35.html　2019/11/10

⒀　名古屋市上下水道局照会　2019/10/21
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人口減少局面に入ったことと無縁ではない。設
備型事業である水道事業は，維持管理に多くの
人の手を必要とするが，地方では技術者が育た
ず職員が不足している。また，都心の水道利用
者の多い地区と周辺地域の世帯数の少ない過疎
地で，同じように給水原価が回収できるわけで
はない。人口減少だけではなく，人口動態も経
営基盤には影響する。水道事業の安定的な経営
には工夫が必要なのである。
　その答えの一つが広域化の推進であったが，
自治体の地理的な条件や経済的な力の差が連携
を難しくしていた。今回の改正は，都道府県に
具体的な役割，責務を示し，そのような困難の
克服を促すものである。広域的連携等推進協議
会の設置を規定し，都道府県と地方自治体の責
務が明確化されたことは，今後の広域化推進に
役立つと考えられる。
　コンセッション事業の目標設定は，「公共設
備を民間開放する」という政府の方針が先行し
ている。特にコンセッション事業の実施目標
件数を，令和 4年（2022 年）までに水道事業
6件，下水道事業 6件とする一方，文教施設 3
件，国際会議場施設等 6件とする数字の根拠は
不明である。
　水道施設等運営権の設置については，運営を
譲渡した後に水道事業が適切に行われているか
を定期的に審査し，サービスの水準の維持，施
設更新の進捗状況を確認する手続き（モニタリ
ング）が必要である。しかし，いったん事業の
運営を手放した自治体が，長期間にわたって，
そのような監査能力を維持し続けられるとは考
えにくい。この法律の利点は，文字通り民間資
金の調達により，当面の経営基盤を強化できる
ことであるが，制度の導入期を過ぎると，料金
の値上げ以外に経営を健全に保てる見通しが立
たない。いずれ，料金を引き上げるのであれば，
コンセッション方式の前に，現在の料金制度を
基本的な考え方から見直してみてはどうだろう

か。例えば契約期間と定額料金を提示し，契約
期間中は使い放題にするサブスクリプション方
式や，使用の多くなる季節や時間帯で給水単価
を高額に設定するピーク・ロード方式など，原
価の配賦ではなく市場に連動させる方法も選択
肢として考えられる。次稿の課題としたい。
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