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水道事業の官民連携について

厚生労働省 医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室長　 日　置　潤　一

１．はじめに

平成 30 年２月９日に平成 29 年度第
４回官民連携推進協議会が奈良で開催さ
れた。本稿では協議会資料「水道事業に
おける官民連携について～最近の水道行
政の動向～」の一部、「水道の現状」と「広
域連携・官民連携の現状」について紹介
する。

２.水道の現状

水道事業が抱えるさまざまな課題とし

て下記の４点が挙げられる。

(１)人口減少社会の到来
人口減少社会の水道事業
2060 年の推計人口は、8,674 万人。
2010 年と比べて、およそ３分の２に減
少すると推測される。
・日本の人口変動や、節水機器の普及等
による家庭での１人当たりの使用水
量の減少により、有収水量は2000年を
ピークに減少しており、50年後（2065
年）にはピーク時より約４割減少とな

る（図－１）。
・水道事業は、原則水道料金で運営（独
立採算制）されているが、人口減少に
伴い料金収入も減少し、水道事業の経
営状況は厳しくなってくる。

(２)管路等の老朽化の進行・更新の
遅れ

・平成27年度の管路更新率0.74（全国平
均）→全ての管路を更新するのに約
130年
・各水道事業体の管路の更新率、経年化

図－１　人口減少社会の水道事業

図－２　水道の普及率と投資額の推移

【推計方法】
①給水人口：日本の将来推計人口（平成29年推計）に上水道普及率（H27実績94.4％）を乗じて算出した。
②有収水量：家庭用と家庭用以外に分類して推計した。
 　　　家庭用有収水量＝家庭用原単位×給水人口
　　　　　　家庭用以外有収水量は、今後の景気の動向や地下水利用専用水道等の動向を把握することが困難であることから、家庭用有収水

量の推移に準じて推移するものと考え、家庭用有収水量の比率（0.310）で設定した。
③高位、低位は、日本の将来推測人口の死亡低位仮定出生高位（高位）、死亡高位仮定出生低位（低位）に変更した場合の推定結果である。

出典：水道統計
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率を公表（水道技術管理者研修にて）
①水道の普及率と投資額の推移（図－
２）

・水道の普及率は、高度成長期に急激に
上昇しており、その時代に投資した水
道の資産（特に整備のピーク期）の更
新時期が到来している。
・投資額の約６割は送配水施設（主に管
路）が占めている。整備のピークは２
回とも、浄・送水施設＋配水施設と考
えられるが、特に２回目は配水施設へ
の投資額が格段に大きい。
②管路の老朽化の現状と課題（図－
３）

・水道管路は、法定耐用年数が40年であ
り、高度経済成長期に整備された施設
の更新が進まないため、管路の経年化
率（老朽化）は、ますます上昇すると
見込まれる。

(３)自然災害による水道被害の多発
（表－１，図－４）

東日本大震災、平成 27 年９月関東・
東北豪雨、平成 28 年１月西日本の寒波
による被害、熊本地震 ･･･。

（４)水道事業に携わる職員数の減少
・水道事業に携わる職員数は、ピーク
（30年前）と比べて３割程度減少して
おり、特に小規模事業では職員数が著
しく少ない。
・今後は、経営基盤、技術基盤の強化の
ため、近隣水道事業との広域化や官民
との連携などにより水道事業を支える
体制を構築する必要がある。

３.広域連携・官民連携の現状

(１)水道広域化が進まない要因（図
－６）

・全体の６割が広域化の必要性を理解す
るものの、広域化の取組（検討）を
行っているのは２割程度。
・阻害要因としては、料金や財政状況、
施設整備水準等の事業者間格差が課題
となっている。
・事業者自身が広域化検討の契機を捉え
られない状況にあることから、広域化
の足掛りを与える推進役として都道府
県の積極的な関与が望まれる。
※広域連携に取り組むこととした市町村
数をKPIとして設定し、毎年度数値の
把握を行う。（経済・財政再生アク
ション・プログラム2016（平成28年12
月21日経済財政諮問会議決定）より）

(２)水道事業における官民連携手法
と取組状況（表－２）

(３)水道分野における官民連携
（PPP/PFI）推進に対する取組

①水道法の一部を改正する法律案
○平成28年11月に厚生科学審議会水道

事業の維持・向上に関する専門委員
会が報告を取りまとめ。
○平成29年３月７日、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

図－３　管路の老朽化の現状と課題

図－４　熊本地震における水道の復旧経過

表－１　近年の自然災害による水道の被害状況

出典：水道統計

※4/27以降、地震により家屋等が大きく損壊した地域における断水戸数は、地域の復興見込みに合わせ
て水道も復旧・整備する予定として、市町村から報告のあったものであるため、復旧率を計算す
る際の断水戸数に含めないこととした。
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きる仕組みを導入することを含む水
道法の一部を改正する法律案を国会
に提出。審議に至らず、廃案となっ
た。
②地方公共団体および民間事業者等へ
の働きかけ
○水道分野における官民連携推進協議
会の開催（平成22年度から開催）
・平成28年度は、東京、愛知、宮城、
福岡の４か所で開催
・平成29年度も、東京、北海道、岡
山、奈良の４か所で開催
○「水道事業における官民連携に関す
る手引き」の作成（平成26年３月）
・従来のPFI導入検討の手引き等を再
編し、コンセッション方式の導入に
向けた検討にかかる内容等の充実
③予算における支援措置
○平成27年度から開始している厚生労
働省による水道事業における官民連

携の導入に向けた調査、検討および
計画作成等に関する支援事業を平成
29年度においても継続。
・地方公共団体が実施する水道事業に
おける官民連携の導入に向けた調
査、計画作成等事業
（生活基盤施設耐震化等交付金（平成
29予算）169億円の内数、交付率４
分の１、実施主体：地方公共団体
・地方公共団体での官民連携の検討を
促進させるため、コンサルタントに
よる助言等を実施

（官民連携等基盤強化支援事業費（平
成29予算）0.1億円、実施主体：
国）
○また、平成28年度第２次補正予算に
おいて、厚生労働省による水道事
業におけるコンセッション事業の推
進に資する施設耐震化費用(20億円)
について生活基盤施設耐震化等交付

金により事業費の一部を交付するこ
とや、内閣府によるコンセッション
事業導入の前提となるデューディリ
ジェンス（資産評価）、官民の役割
分担の検討等に係る費用を支援する
ことを盛り込んでいる。今後の支援
については、２次補正予算の執行状
況を勘案し、対応を検討。
○水道施設整備におけるPFI事業・コ
ンセッション事業への対応拡大
・水道施設整備費補助および生活基盤
施設耐震化等交付金において、BOT
方式も対象に拡大（平成27年度）
・交付要綱に該当する地方公共団体に
おいてコンセッション事業が行われ
る場合についても支援が可能となる
よう交付要綱を改正（平成28年４月
１日から施行）

図－５　水道事業の職員数

図－６　水道広域化が進まない要因

出典：「水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（官民連携および広域化等の推進に関する調査）」（Ｈ27.３）厚生労働省水道課
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(４)PPP/PFI導入に向けた政府の方
針について

①未来投資戦略2017－Society5.0の実
現に向けた改革－より抜粋
（成長戦略：平成29年６月９日閣議決
定）
Ⅱ　Society5.0 に向けた横割課題
Ｂ．価値の最大化を後押しする仕組み
４．公的サービス・資産の民間開放

（PPP/PFI の活用拡大等）
《KPI》10 年間（2013 ～ 2022 年度）
で PPP/PFI の事業規模を 21 兆円に拡大
する。このうち、公共施設等運営権方式
を活用した PFI 事業については、７兆円
を目標とする。
⇒2013～ 2015年度の事業規模（2017
年１月時点の数値）
・PPP/PFI事業：約9.1兆円
・公共施設等運営権方式を活用したPFI
事業：約5.1兆円
(２)新たに構ずべき具体的施策
ⅱ）成熟対応分野で講ずべき施策
・地方公共団体による公共施設等運営間
方式の上下水道事業への導入を促進す
る観点から、一定の期間を設け、今後
の横展開の呼び水となる先駆的取組を
通じ当該事業に有する債務を運営権
対価で繰上償還する際に、補償金の
免除・軽減により特例的に支援するた
め、PFI法について、来年度から適用
されるよう必要な措置を講ずる。
・水道法の一部を改正する法律案の成立
後、改正後の水道法に基づき、省令等
に委任されているものや、民間企業が
水道事業の運営に関わることを前提に
した料金原価の算定方法等に関する事

項について、関連する地方公共団体や
民間企業、専門家の意見等を踏まえな
がら、必要な措置を講ずる。
・水道事業において、先行案件を形成す
るために、公共施設等運営権方式の国
内における成果が確認される前に取り
組む案件など一定のものに限って、交
付金や補助金による措置等によって、
地方公共団体の新たな負担感を最大限
なくす仕組みの導入について、平成28
年度補正予算の執行状況等も勘案しつ
つ検討する。
ⅲ）推進体制の整備・運用のための施策
・上下水道事業においては、一定の定義
された範囲を超える物価変動が生じた
場合には料金への転嫁を可能とする仕
組みとするため、本年内を目途に関係
府省において物価変動の定義と料金へ
の転嫁に関する計算式を明らかにし、
関連するマニュアルや許可基準の中に
規定するなど、活用を徹底する仕組み
を構築する。これを踏まえ、内閣府に
おいてガイドラインを策定する。
・関係府省は、海外の事例や類似分野の
取組等を参考に、本年７月末までに
「アクションプラン」に記載された観
点からVFM（Value For Money：支払い
に対して最も価値の高いサービスを供
給すること）の算定方法、対価の支払
い方、評価方法について検討する。そ
の結果を踏まえ、内閣府はガイドライ
ンを策定する。
②経済財政運営と改革の基本方針2017
～人材への投資を通じた生産性向上
～より抜粋
（骨太の方針：平成29年６月９日閣議

決定）
第３章　経済・財政一体改革の進捗・
推進
３(２)⑤ PPP/PFI の推進
上下水道等を経営の持続可能性を確保
するため、2022 年度（平成 34年度）ま
での広域化を推進するための目標を掲げ
るとともに、「未来投資戦略 2017」およ
び「PPP/PFI 推進アクションプラン（平
成 29年改定版）」に基づき、コンセッショ
ン事業等をはじめ、多様な PPP/PFI の活
用を重点的に推進する。
③PPP/PFI推進アクションプランより
抜粋
（平成29年６月９日民間資金等活用事
業推進会議決定）
４．集中取組方針
(２)重点分野と目標
②水道
平成 26 年度から平成 28 年度までの
集中強化期間中の数値目標は達成してい
ない※。平成 29年３月に国会に提出され
た水道法の一部を改正する法律案や、平
成 30 年度に PFI 法の改定による立法措
置を講じることを前提として政府部内で
検討を進めることとされている上下水道
事業に係る債務を地方公共団体が運営権
対価で繰上償還する際の補償金の減免措
置を通じて、制度の改善やインセンティ
ブ設計の検討を行っている最中である。
そのため、集中強化期間を平成 30 年度
末まで伸ばし、次に掲げる措置等により、
６件のコンセッション事業の具体化を目
標とする。合わせて、既に検討に着手し
ている案件について、事業開始まで切れ
目ない支援を行うことにより、コンセッ
ション事業の着実な導入促進を図る。
※デューディリジェンスに着手または
同等の検討を実施した案件が５件ある。
なお、実施方針に関する条例案が成立し
なかった案件が２件あるが、そのうち１
件がデューディリジェンス実施中であり、
１件が改正後の水道法に基づく公共施設
等運営権制度の活用の可能性を検討中で
ある。

表－２　水道事業における官民連携手法と取組状況

※平成28年度実施中のもの（厚生労働省調べ）




