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平成29年度鳥取市公営企業会計決算審査意見

第1　審査の対象

　	平成29年度　鳥 取 市 水 道 事 業 会 計 決 算
　	平成29年度　鳥取市工業用水道事業会計決算
　	平成29年度　鳥 取 市 病 院 事 業 会 計 決 算
　	平成29年度　鳥取市下水道等事業会計決算

第2　審査の期間

　1　実施期間
　　　　平成30年５月31日から同年７月３日まで

　2　聴取日
　　　　平成30年６月29日、７月３日

第3　審査の方法及び結果

　1　審査の方法
　審査に当たっては、市長から提出された決算書及び附属書類が法令に準拠して作成されている
か、また、関係諸帳簿及び証書類が適正に処理されているか照合するとともに、関係職員からの
説明の聴取を行う等通常の審査手続きにより実施した。
　支出証拠書類については、例月出納検査において検査済であるので省略した。
　各事業の経営内容を把握するため、計数の分析を行うとともに、企業が地方公営企業法第３条
の規定の趣旨（経済性の発揮並びに公共福祉の増進）に沿って運営されているかについて留意した。

　2　審査の結果
　決算審査に付された決算書及び附属書類は関係法令に準拠して作成されており、その計数は諸
帳簿、証書と符合し正確であり、経営成績及び財政状態は適正に表示されていることを確認した。
　また、地方公営企業法の趣旨に沿った運営に配慮されていた。

第4　審査の概要及び意見

　１　水道事業
　平成29年４月１日から、簡易水道事業67か所と飲料水供給施設10か所を上水道事業に統合し
たことにより、前年度と大きな数値の増減がある。

（1）審査概要
　本年度は、災害時の安定給水を確保するため、水道施設の耐震化に取り組んだほか、青谷地
域における新たな膜ろ過浄水施設の供給開始に向け、浄水棟の建築、膜ろ過設備、電気設備及
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び場内配水管などの整備を行った。
　また、統合前の簡易水道給水区域における配水管の敷設や新たな施設整備のための設計業務
等を行った。

　水道料金等の状況については、次のとおりである。
　営業収益のうち、水道料金（消費税等除く）は2,915,135千円で、前年度（2,573,417千円）に比べ、
341,718千円、13.3％増加している。
　次に、水道料金算定の基礎となる有収水量１㎥当たりの販売原価等を試算すると、販売原価
（事業費／有収水量）は177円88銭となり、前年度（154円83銭）より23円５銭増加している。また、
販売価格（給水収益／有収水量）は137円11銭となり、前年度（139円20銭）より２円９銭減少
している。
　結果として、販売収益（販売価格－販売原価）は40円77銭の損失となり、前年度（15円63銭）
より25円14銭損失が増加している。

　平成29年度の決算状況は、要約すると次のとおりである。
ア　業務状況
　年間配水量は2,358万1,255㎥で、前年度（1,997万8,502㎥）に比べ、360万2,753㎥、18.0％、
有収水量は2,126万1,475㎥で、前年度（1,848万6,877㎥）に比べ、277万4,598㎥、15.0％それぞ
れ増加している。
　有収率は90.2％で、前年度（92.5％）に比べ、2.3ポイント下降している。
　一日配水能力は10万2,709㎥／日で、前年度（８万7,246㎥）に比べ、１万5,463㎥、17.7％
増加している。
　また、一日平均配水量は６万4,606㎥／日で、前年度（５万4,736㎥／日）に比べ、9,870㎥、
18.0％増加し、施設の利用状況を総合的に判断する施設利用率（一日平均配水量／一日配水能
力×100）も62.9％と、前年度（62.7％）に比べ、0.2ポイント上昇している

イ　財政状況
　損益勘定では、総収益は4,397,360千円（前年度3,402,602千円）で、前年度に比べ994,758千円、
29.2％増加し、総費用は4,473,628千円（前年度3,465,352千円）で、前年度に比べ1,008,276千円、
29.1％増加している。この結果、76,268千円の当年度純損失を計上し、純損失は前年度（62,750
千円）に比べ、13,518千円、21.5％増加している。
　また、経常収支比率（経常収益／経常費用×100）は98.4％と、前年度（97.9％）に比べ、0.5
ポイント上昇している。
　次に、資本的収支では、総収入は1,644,344千円（消費税等含む。前年度957,709千円）で、
前年度に比べ686,635千円、71.7％増加し、総支出は3,402,553千円（前年度2,413,314千円）で、
前年度に比べ989,239千円、41.0％増加している。この結果、収支差引1,758,209千円（前年度
1,455,605千円）の不足額を生じている。
　この不足額は、過年度分損益勘定留保資金1,528,723千円、当年度分損益勘定留保資金
104,326千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額125,160千円で補填している。
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（2）審査意見
　本市水道事業は大正４年10月に給水開始して100年以上が経過、行政区域内人口の減少、節
水器具の普及や企業再編などに伴う水需要の減少等により水道料金収入が減少する一方、高度
経済成長期以降に整備した施設の老朽化に伴う更新や再構築、耐震化などに多額の費用が必要
となり、近年は赤字決算が続いていた。このため、平成23年の改定以来維持していた水道料金
を見直し、平成30年４月から平均18.4％引き上げる料金改定を行っている。
　また、当年度から統合した簡易水道事業を含めた決算状況は、給水収益を主とする営業収益
の増加よりも、維持管理費や減価償却費などの営業費用の増加が顕著であり、不足額は主に他
会計補助金等で補う構造となっていた。簡易水道事業は施設の多くが中山間地域に点在してい
るため給水効率が悪く、運営経費も割高になっていることが原因と考えられるが、事業の統合
目的である財務・技術基盤の強化を通じた効率的な経営体制の確立が望まれる。
　なお、市民生活を支える重要なライフラインである水道事業は、地域の維持発展のために欠
くことのできない事業である。今後も平成27年４月に改訂した「水道事業長期経営構想」に基
づき施策を展開し、地方公営企業法第３条規定の趣旨に沿って安全でおいしい水を安定的に安
く供給するサービス水準を、将来にわたって維持発展させるよう尽力されたい。

　
　２　工業用水道事業
（1）審査概要
　工業用水道事業は、地域経済の健全な発展に寄与することを目的に昭和49年10月１日、青谷
町工業用水道事業として給水開始し、青谷町駅南工業団地内の企業に対して工業用水を供給し
ているが、平成25年度に給水先企業が１社のみとなり、契約水量は以前に比べ大きく減少して
いる状況である。

ア　業務状況
　本年度末において、契約給水量は200㎥ /日、一日配水能力5,800㎥ /日に対する契約率は3.4％
で、前年度と同等である。
　配水量は65,531㎥で、前年度（82,086㎥）に比べ16,555㎥、20.2％減少している。
　給水量は67,493㎥で、前年度（81,495㎥）に比べ14,002㎥、17.2％減少している。
　有収率は103.0％で、前年度（99.3％）に比べ3.7ポイント上昇している。
　また、一日平均配水量は180㎥ /日で、前年度（225㎥ /日）に比べ45㎥、20.0％減少しており、
施設の利用状況を総合的に判断する施設利用率（一日平均配水量／一日配水能力×100）も3.1％
と、前年度（3.9％）に比べ0.8ポイント下降している。

イ　財政状況
　損益勘定では、総収益は2,124千円（前年度2,268千円）で、前年度に比べ144千円、6.3％減
少し、総費用は5,396千円（前年度5,647千円）で、前年度に比べ251千円、4.4％減少している。
この結果、3,272千円の当年度純損失を計上し、純損失は前年度（3,379千円）に比べ、107千円、
3.2％減少している。
　経常収支比率（経常収益／経常費用×100）は39.4％と、前年度（40.2％）に比べ、0.8ポイ
ント下降している。
　資本的収支は、当年度の収入、支出ともなかった。
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　なお、事業規模の縮小により、消費税の課税事業者でなくなったことから、消費税及び地方
消費税の会計処理が税込方式となったため、平成28年度決算審査意見書と算出数値が異なる箇
所がある。

（2）審査意見
　工業用水道事業は、近年青谷町駅南工業団地内の１社に対する給水のみとなっており、給水
収益の減少により４年連続で赤字決算となっている。現状では給水量の大幅な増加は期待でき
ず、施設が故障すればその修繕費が経営に大きな影響を及ぼす状態が続いている。
　今後も、必要最小限の経費で効率的な事業運営に努めながら、中長期的な視点で運営方針を
決定されたい。

　３　病院事業
（1）審査概要
　平成29年度は、多くの診療科で患者数が減少、また、職員増等による給与費増などにより極
めて厳しい決算状況となっていた。
　診療体制については、従前に引き続き整備を図っているものの、医師の確保につながってお
らず、総合病院の運営への課題は残っている。
　医療機器等の更新・導入については、継続実施されていた。
　組織体制については、職種を超えて医療を担う人材育成を行う専門部署として教育研修セン
ターを、医療技術部門の連携推進を図るため医療技術局を新設するなど強化を図っていた。
　患者数については、入院・外来とも昨年度を大きく下回った。
　収益については、入院収益・外来収益とも大幅に減少し、経常収支は前年度に引き続き単年
度赤字となっていた。

　平成29年度の決算状況は、要約すると次のとおりである。
ア　業務状況
　延入院患者数は93,691人で前年度（100,462人）に比べ6,771人、6.7％減少している。
　一日平均入院患者数は256.7人で前年度（275.2人）に比べ18.5人、6.7％減少している。
　延外来患者数は110,540人で前年度（117,574人）に比べ7,034人、6.0％減少している。
　外来・入院患者比率は118.0％で前年度（117.0％）に比べ1.0ポイント上昇している。

イ　財政状況
　まず、損益勘定では、総収益は7,580,277千円で、前年度（7,859,048千円）に比べ、278,771
千円、3.5％減少、総費用は8,187,252千円で、前年度（8,145,962千円）に比べ、41,290千円、
0.5％増加している。この結果、当年度純損失は606,975千円で、前年度（286,914千円）に比べ、
320,061千円、111.6％増加している。
　次に、資本的収支では、総収入は786,993千円で、前年度（816,355千円）に比べ、29,362	千
円、3.6％減少し、総支出も1,171,663千円で、前年度（1,201,332千円）に比べ、29,669千円、2.5％
減少している。この結果、収支差引384,670千円（前年度384,977千円）の不足を生じている。
この不足額については、過年度分損益勘定留保資金等で補てんしている。
　また、経営活動の成否が判断される医業収支比率（医業収益／医業費用×100）は、88.4％
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と前年度（93.1％）に比べ4.7ポイント下降している。また、経常収支比率も、92.2％と、前年
度（96.2％）に比べ4.0ポイント下降しており、依然100%を下回っている。

（2）審査意見
　鳥取市立病院は、鳥取県東部医療圏の中核病院であり、地域住民に安定した医療機能体制を
提供するためにも病院経営の健全性を確保することは重要である。
　当年度の決算状況は、収益では延入院患者数、延外来患者数の減により経常収益は前年度割
れとなり、費用では材料費等の減があったものの給与費等の増もあり経常費用は前年度よりも
若干増となった結果、経常収支は前年度に引き続き赤字決算となっていた。
　患者数減少の一因として各領域における専門医の減少等による患者数の減少が挙げられる。
関連大学等への粘り強い派遣依頼など医師確保のための活動を一層強化し、診療体制の充実強
化により早期に経常収支黒字を達成されたい。
　また、市立病院は新築移転後20年以上が経過しており、今後、移転時に整備した様々な医療
機器の更新や施設設備面の老朽化に伴う修繕・改築費用等、多額の費用が掛かると予想される。
適切な更新計画に沿って更新し、堅実な予算管理により経費節減に努め、自治体病院として地
域に必要な高度専門医療、救急医療、周産期医療などの政策医療を提供しながら、健全な経営
基盤を確立するよう尽力されたい。

　４　下水道等事業
（1）審査概要
　下水道等事業は、「鳥取市下水道アクションプログラム」（後期：平成25 ～ 29年度）及び
「鳥取市下水道等事業経営戦略」（平成29年度～ 38年度）に基づき下水道整備に取り組んでい
る。平成29年度は、未普及地区での公共下水道の普及促進を進め、処理区域内の人口普及率が
94.6％（前年度94.3％）となっている。このほか、川端五丁目地内の浸水対策、玄好町地内に
おけるマンホールトイレ整備による地震対策、浜村浄化センターの長寿命化工事等を実施した。

　平成29年度の決算状況は、要約すると次のとおりである。
ア　業務状況
　総処理水量は25,535,111㎥で、前年度（25,665,826㎥）に比べ130,715㎥（0.5％）減少してい
る。総処理水量のうち、汚水処理水量は22,780,211㎥で、前年度（24,495,799㎥）に比べ1,715,588
㎥（7.0％）減少している。
　有収水量は19,795,138㎥で、前年度（19,888,534㎥）に比べ93,396㎥（0.5％）減少している。
汚水処理水量に対する有収水量の比率である有収率は86.9％で、前年度（81.2％）に比べ、5.7
ポイント上昇している。

イ　財政状況
　損益勘定では、総収益は9,751,183千円で、前年度（9,580,321千円）に比べ170,862千円、1.8％
増加し、総費用は8,903,622千円で、前年度（9,039,968千円）に比べ136,346千円、1.5％減少し
ている。この結果、当年度は847,561千円（前年度540,353千円）の純利益を計上している。
　次に、資本的収支では、繰越工事資金259,222千円を除く総収入（消費税等含む）は3,236,782
千円（前年度3,382,965千円）、総支出（消費税等含む）は6,364,792千円（前年度6,367,884千円）で、
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この結果、収支差引3,128,010千円（前年度2,984,919千円）の不足額を生じている。この不足
額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,391千円、繰越工事資金200,096千円、
過年度分損益勘定留保資金1,352,249千円、当年度分損益勘定留保資金1,529,274千円で補てん
している。

（2）審査意見
　下水道は、快適な日常生活と河川等の水質保全、さらには近年問題となっているゲリラ豪雨
などの雨水対策として欠くことのできない都市基盤施設である。
　しかし、行政区域内人口の減少や企業の節水対策の向上による有収水量の減少傾向、労務単
価や燃料費等の上昇による施設の維持管理費の上昇、さらに施設の老朽化に伴う更新費の増加
等により、将来、経営環境の悪化が懸念されている。この対策として、平成29年度から平成38
年度までの10年間を計画期間とする「鳥取市下水道等事業経営戦略」を策定して、計画的施設
管理と経営基盤の強化等に取り組むこととしていた。
　当年度の決算状況は、収益的収支では有収水量の減少にもかかわらず平成28年度の下水道使
用料改定の効果もあり営業収益は前年度よりも増加しているが、依然として下水道使用料に匹
敵する額の他会計負担金及び補助金を必要経費に充当していた。
　今後も下水道事業を取り巻く環境は厳しい状況が続くと思われるが、策定した経営戦略に基
づき将来投資の合理化と経営の健全化を図り、持続可能で安心・安全な下水道サービスの提供
に努められたい。
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