
令和３年５月２６日

総務省自治財政局公営企業課

「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」
に係る説明会

経営戦略の策定
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１．「経営戦略」の策定について



○ 急激な人口減少等に伴い、サービス需要が大幅に減少するおそれ

○ 施設の老朽化に伴う更新需要の増大

○ 民間活用の推進等に伴い職員数が減少する中、人材の確保・育成が必要

○ 特に中小の公営企業では、現在の経営形態を前提とした経営改革の取組だけでは、将来にわたる住民サービス

を確保することが困難となることが懸念

公営企業の現状及びこれからの課題

事業廃止

投資・財政計画（基本10年以上）の策定

人材確保、
組織体制の整備

新技術、ＩＣＴの
活用

抜本的な改革の検討

広域化等・
民間活用

相互に反映

 公営企業が行っている事業の意義、経営形態等を検証し、今後
の方向性について検討

 経営戦略に基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、
経営基盤を強化し、財政マネジメントを向上

 中長期の人口減少の推計等を踏まえた、ストックマネジメントの
成果や将来需要予測を反映させながら、投資・財政計画を策定

 各公営企業において令和２年度までに策定するとともに、PDCA
サイクルにより必要な見直しを図る

更なる経営改革の推進

さらに厳しい経営環境

投資試算 財源試算

（計画期間内に収支ギャップを解消する）

①事業そのものの必要性・
公営で行う必要性 （※１）

②事業としての持続可能性

③経営形態
（事業規模・範囲・担い手）

民営化・民間譲渡

広域化等 （※２）

民間活用

公営企業における更なる経営改革の推進

公営企業の「見える化」

公営企業会計の適用拡大 経営比較分析表の作成・公表

 複式簿記による経理を行うことで、経営・資産の状況の「見える化」を推進
→ 将来にわたり持続可能なストックマネジメントの推進や、適切な原価計算に基づく料金水準の設定が可能
→ 広域化等や民間活用といった抜本的な改革の取組にも寄与

 経営指標の経年分析や他の地方公共団体との比較を通じて、経営の現状及び課題を分析
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（※2）：広域化等とは、事業統合をはじめ施設の共同化・管理の共同化などの広域的な連携、下水道
事業における最適化や病院事業における再編・ネットワーク化を含む概念

（※１）：水道事業及び下水道事業については、公営で行う必要性が高く、地方公共団体の事業主体と
しての位置づけが法定されていることから、②・③を議論し、広域化等及び民間活用を検討

経営戦略の策定・PDCA



投資・財政計画の策定

その他の経営基盤強化
の取組（ＩＣＴ活用等）

○ 料金、企業債、一般

会計繰出金等の水準

の見直し 等

財源試算

 経営基盤強化と財政マネジメントの向上のツール
 経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

経営戦略 [イメージ]

組織,人材,定員,
給与の適正化

（計画期間は基本１０年以上）

○各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を
継続していくための中長期的な経営の基本計画
である「経営戦略」の策定を要請。
（平成26年8月29日付け公営企業三課室長通知）

○令和２年度までに策定率100％とすることを要請。
（平成28年1月26日付け公営企業三課室長通知）

○令和７年度までに見直し率100％とすることを要請。
（令和3年１月22日付け公営企業三課室長事務連絡）

○「経営戦略策定ガイドライン」の策定・公表
（平成28年1月策定・公表、平成29年3月改訂）

⇒ 平成31年3月に「経営戦略策定ガイドライン」を再改訂
し、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる

「経営戦略策定・改定マニュアル」を作成。

・ 「経営戦略」の策定後も、毎年度、進捗管理や計画実績

との乖離検証を行い、３年～５年ごとの改定が必要。

・ 収支均衡を図るため、ストックマネジメント、公営企業会

計の導入、料金水準の適正化の議論などを反映し、

質の向上を図るよう要請。

○令和２年度までに９２.３％が策定予定。
（令和2年3月31日時点の策定率は63.3％。 ）

収支ギャップが生じた場合には

その解消を図る

経営戦略の策定・改定の推進

○ 長期の人口減少推計を
踏まえた将来の需要予測
等に基づく合理的な投資額
の設定

○ 長寿命化等による平準化
等

投資試算

中長期（30年程度以上）
を見通した

アセット（ストック）マネジメント

資産管理

反映

計
画
期
間
内
の

収
支
均
衡

反映

・広域化等
・指定管理者制度、包括的民間委託
・ＰＰＰ／ＰＦＩ等 等

毎年度、進捗管理

計画と実績の乖離の
検証

 ３～５年ごとの見直し

PDCAサイクル

公営企業の「経営戦略」の策定・改定の推進について

策定状況

（毎年度、策定状況を調査・公表）

○ 経営・財務マネジメント強化事業（令和３年度から）

○ 経営戦略の策定を要件としている地方財政措置

・水道事業の高料金対策、水道管路耐震化事業、

旧簡易水道施設（浄水場、管路等）の建設改良事業

・下水道事業の高資本費対策

財政措置等

ガイドライン等の改訂内容
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経営戦略策定状況の「見える化」

経営戦略の策定状況
○ 令和2年度までの策定を要請（平成28年1月）。
○ 令和２年3月31日時点の策定率は63.3％。令和2年度までには、
既に策定済みの事業を含め、92.3％が策定予定。
○ 一方、策定予定年度未定の事業が5.5％あるため、一層の策定推
進が必要。

未策定の事業や、既に経営戦略を策定している事業で質を高めるための改定に取り組む事業に対しては、「策定・改定ガイドライン」や「策定・改定
マニュアル」のほか、経営・財務マネジメント強化事業の活用を促し、策定・改定を推進する。

策定状況の「見える化」
○ 令和2年3月31日時点での全都道府県･市町村の事業別の策定状況を、
総務省ＨＰにおいて公表済（令和２年11月）。
○ 今後、毎年度調査を実施し、策定状況の「見える化」を推進する。

経営戦略の策定状況

公営企業経営戦略の策定状況（令和２年3月31日） （単位：事業）

※地方債の償還のみの事業、廃止（予定）事業を含む合計は7,023事業。

公表例（宮城県内の公営企業を抜粋）

○ 過去に改定実績のある事業が313（7.2％）、今後改定を予定している
事業が2,133（49.1％）、改定予定未定は1,897（43.7％）。

経営戦略の改定状況

※網掛けは、地方債の償還のみの事業や、廃止（予定）事業など。

経営戦略の策定・改定の推進

経営戦略の策定状況

1,284 (70.6%) 478 (26.3%) 1,762 (96.9%) 21 (1.2%) 35 (1.9%) 1,818 (100.0%)

う ち 上 水 道 970 (73.7%) 331 (25.2%) 1,301 (98.9%) 8 (0.6%) 7 (0.5%) 1,316 (100.0%)

う ち 簡 易 水 道 314 (62.5%) 147 (29.3%) 461 (91.8%) 13 (2.6%) 28 (5.6%) 502 (100.0%)

88 (58.7%) 48 (32.0%) 136 (90.7%) 2 (1.3%) 12 (8.0%) 150 (100.0%)

36 (43.9%) 41 (50.0%) 77 (93.9%) 3 (3.7%) 2 (2.4%) 82 (100.0%)

37 (40.2%) 46 (50.0%) 83 (90.2%) 4 (4.3%) 5 (5.4%) 92 (100.0%)

17 (73.9%) 4 (17.4%) 21 (91.3%) 2 (8.7%) 0 (0.0%) 23 (100.0%)

9 (9.7%) 72 (77.4%) 81 (87.1%) 7 (7.5%) 5 (5.4%) 93 (100.0%)

13 (8.8%) 86 (58.5%) 99 (67.3%) 15 (10.2%) 33 (22.4%) 147 (100.0%)

3 (7.1%) 24 (57.1%) 27 (64.3%) 1 (2.4%) 14 (33.3%) 42 (100.0%)

42 (18.5%) 115 (50.7%) 157 (69.2%) 22 (9.7%) 48 (21.1%) 227 (100.0%)

31 (9.5%) 146 (44.8%) 177 (54.3%) 25 (7.7%) 124 (38.0%) 326 (100.0%)

19 (10.6%) 121 (67.2%) 140 (77.8%) 14 (7.8%) 26 (14.4%) 180 (100.0%)

2,689 (75.6%) 767 (21.6%) 3,456 (97.1%) 38 (1.1%) 64 (1.8%) 3,558 (100.0%)

4,268 (63.3%) 1,948 (28.9%) 6,216 (92.3%) 154 (2.3%) 368 (5.5%) 6,738 (100.0%)合 計

市 場

と 畜 場

観 光 施 設

宅 地 造 成

駐 車 場

下 水 道

港 湾 整 備

事業数（構成比） 事 業 数 （ 構 成 比 ） 事業数（構成比）

水 道

工 業 用 水 道

交 通

電 気

ガ ス

事業数（構成比） 事業数（構成比）

①策定済
小計

（①＋②）
③策定予定年度

未定
合計令和２年度に

策定予定

②要請期間内に策定予定
③令和３年度に

策定予定

　事業数（構成比）

R２ R3 未定

宮城県 宮城県 水道事業 上水道（用水供給） ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 宮城県 工業用水道事業 工業用水道 ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 宮城県 下水道事業 流域下水道 ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 宮城県 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ‐ ‐ ‐
宮城県 宮城県 港湾整備事業 港湾整備 ○ ○
宮城県 宮城県 宅地造成事業 臨海土地造成 ○ ○
宮城県 宮城県 宅地造成事業 その他造成 ‐ ‐ ‐
宮城県 仙台市 水道事業 上水道（末端給水） ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 仙台市 交通事業 自動車運送 ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 仙台市 交通事業 都市高速鉄道 ○ ○
宮城県 仙台市 ガス事業 ガス ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 仙台市 下水道事業 公共下水道 ○ ‐ ‐ ‐
宮城県 仙台市 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ○ ‐ ‐ ‐

経営戦略の策定状況

団体名 事業名 事業詳細
①策定済 ②取組中 ③未着手

（②又は③の場合）策定予定年度都道府県
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「経営戦略」の策定・改定に係る通知

①留意事項通知（平成26年8月29日）

②策定推進通知（平成28年1月26日）
• 令和2年度までの経営戦略策定を要請
（「経済・財政再生計画改革工程表」（平成27年12月24日経済財政諮問会議決定）の目標：令和2年度までに100％）

• 「経営戦略策定ガイドライン」を公表（留意事項通知の内容を充実。事業ごとの「経営戦略ひな形様式」を作成。）
• 経営戦略の策定に要する経費に係る地方財政措置を設定（平成28年度から）
• 水道事業の高料金対策及び下水道事業の高資本費対策に要する経費に係る地方財政措置について、経営戦略策定を要件化（平成29年度から）

• 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行等を契機とした、集中的な抜本改革の推進（平成21年度～25年度）は一区切りとし、その後の
経営健全化の取組について通知。

• 将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を要請。
• その他、地方公営企業法の適用による公営企業会計の導入などを促す。

③経営戦略の策定に関するQ＆A（平成28年5月12日）
• 経営戦略の策定に関するQ&Aを公表（令和２年11月27日 改訂）

④「経営戦略策定ガイドライン改訂版」（平成29年3月31日）
• 「経営戦略策定ガイドライン改訂版」の公表（既存のガイドラインを充実）
• 水道事業と下水道事業における先進的取組事例集を公表

⑤「経営戦略策定・改定ガイドライン」、「経営戦略策定・改定マニュアル」（平成31年3月29日）

• 未策定事業に対する策定のほか、策定済み事業に対して質を高めるための改定を要請。
• 経営戦略の策定や改定に当たっての指針として、基本的考え方や各事業の特性を踏まえた策定や改定上の留意点を、「経営戦略策定・改定ガイド
ライン」として取りまとめ、公表。

• ガイドラインを踏まえ、各事業における経営戦略の策定や改定実務の手引書となる「経営戦略ひな形様式」と、ひな形様式への記載方法等をまとめた
「経営戦略策定・改定マニュアル」を公表。

• 経営戦略の策定・改定に要する経費に係る地方財政措置を、令和2年度まで延長。

（「公営企業の経営に当たっての留意事項について」総財公第107号・総財営第73号・総財準第83号総務省自治財政局
公営企業課長・公営企業経営室長・準公営企業室長通知）

（「「経営戦略」の策定推進について」総財公第10号・総財営第2号・総財準第4号総務省自治財政局公営企業課長・公営企業
経営室長・準公営企業室長通知）

（「経営戦略策定ガイドライン改訂版について」総財公第39号・総財営第41号・総財準第49号
総務省自治財政局公営企業課長・公営企業経営室長・準公営企業室長通知）

（「「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について」平成31年3月29日総財公第45号・総財営第34号・総財準第52号総務省自治財政局公営企業課長・公営企業経営室長・準公営企業室長通知）

⑥留意事項について（令和３年１月22日） （「令和３年度の公営企業等関係主要施策に関する留意事項について」総務省自治財政局公営企業課長・公営企業経営
室長・準公営企業室長事務連絡）

• 令和７年度までの経営戦略の見直しを要請
（「新経済・財政再生計画改革工程表2020」（令和２年12月18日経済財政諮問会議決定）の目標：令和７年度までに100％） 6



１．「経営戦略」の基本的な考え方
（１）経営戦略の位置づけ、必要性について
・「経営戦略」は、各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である。
・「経営戦略」の中心は、「投資・財政計画」であり、「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した計画
（財源試算）を構成要素とし、収支が均衡するよう調整した収支計画である。
・策定後も、進捗管理や計画と実績の乖離検証、定期的な見直しを行うことにより、経営基盤強化と財政マネジメント向上に資するツールとなる。
・地方公営企業法の適用の如何や業種の別にかかわらず、全ての事業について策定が求められる。
・「経営戦略」には、組織効率化・人材育成や広域化、PPP/PFI等の効率化・経営健全化の取組についても必要な検討を行い、取組方針を記載することが求められる。
・以下の点を踏まえ、所要の検討を行い、「経営戦略」を策定又は改定すること。
① 特別会計ごとの策定を基本とすること。
② 企業（事業）及び地域の現状と課題、将来見通しを踏まえたものであること。
③ 「投資試算」や「財源試算」は可能な限り長期間（事業の性格や個別事情にもよるが、原則として30年から50年超）かつ複数の推計パターンで行い、推計結果及びそ
れに基づく長期目標も設定すること。

④ 「投資・財政計画」の期間は10年以上を基本とすること。
⑤ 原則として、期間内に収支均衡した形で「投資・財政計画」が策定されていること。「投資試算」及び「財源試算」はストックマネジメント等と整合が取れた試算とすること。
⑥ 計画期間中に必要な住民サービスを提供することが可能となっていること。
⑦ 「投資・財政計画」を収支均衡させるために必要な、効率化・経営健全化の取組方針が示されていること。
⑧ 策定期限は平成32年度末であること。平成33年度以降に新たに事業開始する場合は、その時点で「経営戦略」が策定されていることが望ましい。
⑨ 改定に当たっては、毎年度の進捗管理と一定期間（３年～５年ごと）の成果の検証・評価をした上で行い、より質の高い「経営戦略」とすること。

（２）策定の留意点
① 人口や集落構成、利用者の状況や企業立地等、地域全体の現状を分析し、課題を把握した上で中長期的な将来見通しも踏まえた上で策定すること。
② 公営企業の経営管理部局だけでなく、関係部局と連携して策定すること。「経営戦略」に求められる内容を盛り込んだ総合計画等を、「経営戦略」と位置づけることも可能。
③ 公営企業会計を導入し、貸借対照表や損益計算書等の情報を活用することで、更に的確で有効な「経営戦略」の策定が可能であること。
④ 学識経験者、専門家等の知見を活用することが望ましい。都道府県は、市町村の取組に対し、助言や専門家の派遣等、協力していくことが必要であること。
⑤ 策定後だけでなく、議会、住民に対し、策定の各段階においても適宜、適切な説明を行い、理解を得るよう努めること。
⑥ 「投資試算」や「財源試算」について採用した将来予測方法の理由や「収支ギャップ」の解消方向性について、議会、住民に対して説明できなければならないこと。
⑦ 料金（経費）回収率の向上、一般会計等からの繰出金の適正化、累積欠損金の解消、資金不足比率等の改善等に努めること。
⑧ 事業廃止、民営化・民間譲渡、広域化、民間活用等の抜本的な改革の検討を反映させること。抜本的な改革の検討の結論を待つのではなく、早期に策定すること。
水道事業の場合、水道事業ビジョン（個別施設計画）が適切に策定されている場合は、そのビジョンを「経営戦略」と位置づけることが可能。

第１章 「経営戦略」の策定・改定に関する基本的事項

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成31年3月29日公表）の概要（１／５）

「留意事項通知」（平成26年8月29日付総務省公営企業三課室長通知）の内容や、「策定推進通知」（平成28年1月26日付け総務省公営企業三課室長通知）に
おいて示された従来のガイドラインの内容を再編。

※青字は、「経営戦略策定・改定ガイドライン」で新たに盛り込まれた内容のうち、主なもの。
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２．「投資・財政計画」の策定
（１）公営企業の現状や課題の把握、将来見通し
・近年の決算情報の指標や経営指標の変化等から、現状や課題を的確に把握し、将来について客観的に見通し、分析すること。
（２）計画期間の設定
・10年以上の合理的な期間を設定することが必要。10年未満とする場合は、その理由について、議会、住民に説明することが必要。
・計画期間にかかわらず、将来の試算は、可能な限り長期間（事業の性格や個別事情にもよるが、原則として30年～50年超）かつ複数パターンで行うとともに、その結果や
積算根拠も記載することが必要。

（３）「投資試算」の取りまとめ
① 施設・設備の現状把握・分析、将来予測
・アセットマネジメントやストックマネジメント等の取組を充実させることにより、現状把握・分析、将来予測の精緻化を図ること。
・新規・更新需要額等の将来試算を可能な限り長期間（事業の性格や個別事情にもよるが、原則として30年～50年超）かつ複数パターンで行うとともに、その結果や積算
根拠も記載することが必要。

② 「投資試算」の投資の目標設定、投資額の合理化（目標の例：有収率、更新率、老朽化率、耐震化率 等）
③ 「投資試算」の取りまとめ
・投資時期に偏在があれば平準化を行い、合理的な投資の内容・所要額等の見通しを「投資試算」として取りまとめること。

（４）「財源試算」の取りまとめ
① 財務状況の適切な現状把握・分析、将来予測
・料金設定の推計に当たっては、必要な料金水準や改定率、改定の時期等を十分検討の上、行うこと。
・各財源や「投資試算」を踏まえた、財政負担等の長期間（事業の性格や個別事情にもよるが、原則として30年～50年超）かつ複数パターンで行うとともに、その結果や積
算根拠も記載し、中長期的な財務状況の予測を行うことが必要。

② 「財源試算」の財源の目標設定、財源構成の検討
・財源の目標設定を行い、各財源の水準・構成について検討した上で、適切な額を計上すること。資金不足、債務超過、繰越欠損金が生じている事業や、計画期間内に必要
となる財政負担額について、合理化を行った上でも賄うことができない事業は、速やかに料金見直しの検討の必要性が高い。

③ 「財源試算」の取りまとめ
・財源ごとの額の見通しについて、確保する手段とともに「財源試算」として取りまとめること。

（５）「投資・財政計画」の策定
「投資試算」をはじめとする支出と「財源試算」により示される収入が均衡した形で策定すること。次の点に留意することが望ましい。
① 投資以外の経費の適切な算定
② 収支ギャップ解消の基本的考え方
・「収支ギャップ」が生じる場合は、そのギャップの発生要因に応じて関連する項目を再検討の上、再度試算し、収支の均衡点を探した上で、料金水準の適正化及び投資の合理
化等により、「収支ギャップ」を解消することが基本。
・計画期間内で収支均衡していない場合でも、少なくとも「収支ギャップ」の解消に向けた取組の方向性や検討体制・スケジュールを記載した「経営戦略」を策定し、収支改善
を図っていくことが必要。

③ 資金の適正かつ効率的な管理
・資金繰りに支障が生じないように、事業の特性等を踏まえて、資金管理及び資金調達について適正かつ効率的に行うことが重要。

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成31年3月29日公表）の概要（２／５）

※青字は、「経営戦略策定・改定ガイドライン」で新たに盛り込まれた内容のうち、主なもの。
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３．効率化・経営健全化の取組
以下の点について所要の検討を行った上で、「経営戦略」を策定するとともに、それに基づく取組を進めることが適当。
（１）組織、人材、定員、給与に関する事項
・必要な住民サービスの安定的継続を前提とした上で、徹底した効率化・合理化に取り組むことが必要。
・公営企業管理者については、より自律的な経営を行うことができるよう、その実質的な権限と責任の明確化を図る必要がある。
・職員の意識改革を進め、企業意識の徹底を図るとともに、経営感覚のある人材の確保・育成に努めることが必要。外部人材の積極活用も検討すること。
・適正な定員管理を行い、企業職員の給与の根本原則や決定原則等の考え方に基づいて、適正化の取組を不断に推進すること。
（２）その他の経営基盤強化に関する事項
① 企業環境の整備（一般会計と公営企業との相互協力）
・一般会計との協力を図ること。公営企業のみでは困難な問題は、国、地方公共団体の一般行政部門、その他関係機関等の協力を求め、一体となって解決を図ること。
② 資産の有効活用等
③ 情報通信技術の活用
④ 新技術の活用
⑤ 情報公開に関する事項
・「経営戦略」の策定や改定に当たっては、議会、住民に対してその意義、内容等を分かりやすく説明し、理解を得ることが必要。

４．「経営戦略」の事後検証、改定等
（１）基本的考え方とPDCAサイクルの確立
・毎年度、進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３～５年ごとに改定していくことが必要。「投資・財政計画」や「投資試算」「財源試算」と実績との乖離及びその原因を分
析し、その結果を改定に反映させる「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを導入して確立させる必要があること。改定プ
ロセスはあらかじめ明確な形で「経営戦略」の中に盛り込むことが必要。
・「経営戦略」と実績の乖離が著しい場合には、その原因を検証するだけではなく、将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取組等についても検証し、質を高めるための必
要な改定を行うとともに、経営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討すべきであること。

（２）改定の留意点
① 人口動向など、サービス需要に影響する変動要素に一定の仮定を置き、複数の推計パターンで行うことで計画がより緻密なものとなるようにすること。（変動状況やストックマネ
ジメント等の取組の充実など、踏まえるべき要素を示していくことが重要。）

② それ以上のダウンサイジングやスペックダウンが困難な場合には、投資の再検討、新たな知見や新技術の導入等、新たな発想で取り組むべき方策を検討すべきであること。
③ 評価結果を予算編成や定員管理等に反映させるルールを確立することが望ましい。さらに、評価の客観性が確保されるように留意すべきであること。
④ 各種の経営指標（経営比較分析表）等を活用した決算分析等により、経営健全化・効率化の推進に努めることが望ましい。
⑤ 一般会計の関係部局や都道府県の関係部局の協力を得て、総合計画等の中に「経営戦略」の考え方を位置づけていくべきであること。
５．都道府県の役割
・都道府県にあっては、市町村等が行う「経営戦略」の策定や改定等の取組について、具体的かつ積極的に実効性のある支援を行うことが必要。
・都道府県において、知見を持った専門家を確保し斡旋・派遣するなどの支援も必要。事業によっては、市町村等の財政担当部局、事業法に基づく事務を所管する部局、更には
公営企業を経営する部局が連携して、市町村等の取組をバックアップすることも有効。

６．経営戦略の策定を要しない事業
・時期を明示して事業廃止が予定され、議会、住民に対してその旨の表明を行っている事業等については、「経営戦略」の策定を要しないこととする。

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成31年3月29日公表）の概要（３／５）

※青字は、「経営戦略策定・改定ガイドライン」で新たに盛り込まれた内容のうち、主なもの。
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１．水道事業及び工業用水道事業
（１）人口減少社会の到来や施設の老朽化など、経営環境が変化していることから、中長期的な視点に立った経営を行う必要があること。
（２）投資規模については、将来的な需要動向を的確に把握した上、「投資試算」の取りまとめを通じ、その合理化を図る必要があること。
（３）水道料金については、更新財源等に要する経費を適切に確保するとともに、需要者間の負担の公平の要請に対応した料金体系を整備する必要があること。
（４）職員給与費、動力費等の維持管理費については、「経営比較分析表」「水道事業経営指標」「水道事業ガイドライン」等の活用を図り、その節減に努める必要があること。
（５）広域化については、スケールメリットによる幅広い効果が期待できるため、地域の特性を踏まえるとともに、事業の規模、効果等を勘案し、多様な類型の広域化を積極的に推

進する必要があること。
（６）指定管理者制度や民間委託等の活用のほか、PPP/PFIの活用を積極的に検討する必要があること。
（７）経営戦略未策定の事業体が、経営統合による広域化を予定している場合、収支計画の作成は、広域化の効果を検討する上でも重要であるため、一旦現状の事業形態

での経営戦略の策定が求められる。
（８）平成29年度から高料金対策の対象要件として「経営戦略」を策定していることが求められている。また、平成31年度から管路耐震化事業の対象要件として「経営戦

略」を策定していることが求められている。高料金対策については、上水道事業と簡易水道事業を同一の会計で実施している団体が高料金対策の対象となる場合は、高料
金対策の対象が上水道事業と簡易水道事業で個別に算定されることを踏まえ、事業ごとに「投資・財政計画」の策定を求めていることに留意すること。

（９）既に策定された、もしくは今後策定する予定の水道事業ビジョンにおいて、「経営戦略」に求めている必須項目を全て満たしているものであれば、経営戦略として取り扱っ
て差し支えない。また、水道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）による改正後の水道法に基づく水道基盤強化計画、都道府県水道ビジョン、水道広域
化推進プラン等、都道府県が策定する計画と経営戦略の内容に齟齬がないようにされたい。

（10）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。ただし、｢投資試算」や「財源試算」に当たっては、中長期（30～50年超）の推計を行
うこと。

（11）工業用水道事業は、おおむね上記の諸点に準じることとするほか、関係部局と連携し、水需要の見通し等を含め、幅広い観点から各種の方途を講じることにより経営健全
化に努める必要があること。

２．下水道事業
（１）「経営戦略」の策定・改定に当たっては、都道府県構想と整合性のとれた内容とすることが求められる。PPP/PFI、民間委託等による民間資金・ノウハウを活用することもあわ

せて検討することが重要である。さらに、「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」（平成30年1月17日付け総務省自治財政局準公営企業室
長等通知）により、都道府県が策定することとされている「広域化・共同化計画」とも整合性を図ることが求められる。

（２）整備区域の適切な見直しに取り組むとともに、低コストの整備手法についても検討すること。既存施設の更新に当たっては、平成31年度より下水道の広域化・共同化を行
う場合の地方財政措置が拡充されることを踏まえ、施設・設備の長寿命化、処理場の統廃合、事業の広域化・共同化等の検討を行い、効率化に努めること。

（３）「投資試算」を取りまとめる際には、施設・設備の現状について分析し、投資の効率化・合理化に取り組むとともに、更新率・老朽化率・耐震化率等の目標を設定した上で、
中長期的に安定的かつ衛生的な汚水処理が可能となるよう努めること。

（４）「財源試算」を取りまとめる際には、「投資試算」等との整合性を図ること。その際、あわせて将来の使用料水準、一般会計に与える影響等についても十分配慮すること。
（５）資本費平準化債の活用により、減価償却費を基本とした資本費の算定による適正な汚水処理費及び使用料の設定に努めること。
（６）「経営戦略」は特別会計ごとの策定を基本としているが、下水道事業においては、一の特別会計で複数の事業を実施している場合がある。そのような場合、「投資・財政計

画」については、事業ごとに策定することが望ましい。なお、都道府県構想等により、経営戦略の策定要請期限の平成32年度末までに事業統合が位置づけられた事業につい
ては事業廃止が見込まれる事業として経営戦略の策定を要しない。

（７） 「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。ただし、｢投資試算」や「財源試算」に当たっては、中長期（30～50年超）の推計を
行うこと。

第２章 「経営戦略」の策定・改定に当たっての事業別留意事項

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成31年3月29日公表）の概要（４／５）

※青字は、「経営戦略策定・改定ガイドライン」で新たに盛り込まれた内容のうち、主なもの。
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３．交通事業
（１）安全性確保に留意しつつ企業の経済性を発揮すること。また、民間委託等による経費削減や遊休資産等の有効活用等、経営の一層の健全化・効率化に努めること。
（２）地下鉄事業等にあっては、収支が均衡するまでに極めて長い期間を要する。特に新線建設等については、慎重に対処すること。
（３）バス事業にあっては、民間への事業譲渡等の選択肢を含め再検討する必要があること。
（４）路線等の配置・再編成、交通機関相互の乗り継ぎ環境の整備等については、一般行政部門や関係機関、住民との連携のもとに検討を行うことが望ましいこと。
（５）民間事業者での運行などで代替可能な地域の交通事業は、公営企業として経営する必要性について検討することが重要。
（６）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。
４．電気事業
（１）小売及び発電の全面自由化等の大きな変化に対処できるよう、現段階から経営効率化に取り組むとともに、民営化等も含めた事業のあり方について検討を行うこと。
（２）再生可能エネルギーを利用した発電事業を行う場合には、買取価格の変動等のコストやリスクを考慮の上、事業性の有無を勘案した上で事業を行うこと。
（３）公営企業で行う電気事業（発電事業）は、民間代替性が高いことから、公営企業として経営する必要性について検討することが重要。
（４）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。
５．ガス事業
（１）経費の削減、適切な内部留保の確保等による経営基盤の強化に努めるとともに、ガスの製造・供給設備の保安体制に十分配意すること。
（２）公営企業で行うガス事業は、民間代替性が高いことから、公営企業として経営する必要性について検討することが重要。
（３）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。
６．港湾整備事業
（１）経理区分を明確にするとともに、関連事業の進捗予定と十分に整合をとりつつ、適正な規模で計画すること。また、継続事業も適時適切な見直しを行う必要があること。
（２）独立採算原則に照らし、一定期間において収支が均衡することが必要であること。
（３）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要である。
７．市場事業・と畜場事業
（１）生産・出荷の大型化、消費者ニーズの多様化など、取り巻く環境の変化を踏まえ、適正な規模で計画・実施するとともに、適時適切な計画の見直しを行う必要があること。

また、経営体質強化、効率化等を図るため、事業の統廃合や広域化についても積極的に検討する必要があること。
（２）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。
８．地域開発事業
（１）必要性、造成地等の需要の動向、採算性及び地価の変動によるリスク等を十分に勘案し、慎重に対処すること。
（２）「経営戦略」の「計画期間」は、原則として10年以内に造成・処分が完了することを前提とした上で、全ての土地の造成・処分が10年以上先となる場合には、10年以上の

合理的な期間を設定することが必要。
９．観光その他事業
（１）民営事業者と競合する業種が多いことから、採算性に加えて公営の必要性及び既存の民営事業者との競合関係についても十分に検討する必要があること。
（２）「経営戦略」の「計画期間」は、10年以上の合理的な期間を設定することが必要。
１０．病院事業・介護サービス事業
（１）病院事業については、「新公立病院改革プラン」の策定をもって経営戦略の策定と取り扱うものとしていること。
（２）介護サービス事業については、介護保険事業計画等関連する他の計画との整合性を検討するとともに、住民のニーズ、他の施設等の整備状況等を的確に把握することによ

り、公営企業として経営する必要性について、十分に検討する必要があること。
（３）介護サービス事業の「計画期間」は、策定年度あるいはその次年度から５年を対象として策定することを標準とし、介護報酬や介護保険事業計画の改定に合わせ定期的な

見直しを行うことが必要。なお、個々の団体・事業を取り巻く環境、施設の更新状況、経営状況等を踏まえて、５年以上の合理的な期間を設定することは、差し支えない。

「経営戦略策定・改定ガイドライン」（平成31年3月29日公表）の概要（５／５）

※青字は、「経営戦略策定・改定ガイドライン」で新たに盛り込まれた内容のうち、主なもの。
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２．アドバイス内容について



派遣時におけるアドバイス内容

アドバイス内容
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①事務内容や策定までのスケジュール
◆策定工程表（本資料15頁）による策定までのスケジュールの確認、次回派遣時までの作業内容等の助言
（策定・改定マニュアル２頁参照）

① 企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたもので
あること
② 計画期間が１０年以上となっていること（やむを得ず１０年
未満とする場合、理由について議会・住民に説明されていること）
③ 計画期間内に収支均衡していること（収支均衡していない場
合でも、収支ギャップの解消に向けた取組の方向性や検討体制・
スケジュールが記載されていること）
④ 議会・住民に対して公開されていること
⑤ 効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること
⑥ 進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の経営戦
略の事後検証、更新等に関する考え方が記載されていること

＜参考＞経営戦略の「策定」の定義
「経営戦略の策定に関するQ＆A(H28.5月)」

②策定に必要な各種資料と資料収集の方法
◆③～⑥を行うために必要な資料の確認、
資料収集方法等の助言
（資料例：「策定・改定マニュアル」４頁参照）
◆既に策定の他団体の経営戦略
（本資料4７頁参照(URL掲載資料別途送付)）

③経営の現状分析
◆過去の決算データ、類似団体比較等による分析
手法の助言
◆これまでの効率化・健全化の取組内容の検証・
評価方法についての助言
◆⑥「投資・財政計画」策定のための課題抽出に
ついての助言



派遣時におけるアドバイス内容

アドバイス内容
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⑤経営の基本方針
◆②～④の検討を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針を検討するにあたっての助言

⑥「投資・財政計画」の策定
◆「経営戦略」の中心的な部分となる、施設・設備の合理的な投資の試算である「投資試算」、財源見通し
である「財源試算」についての算定方法の助言（ 「策定・改定マニュアル」15頁～各事業別マニュアル参照）

④将来の事業環境を把握
◆⑥「投資・財政計画」の基礎となる人口予測やサービスに対する需要予測を踏まえた将来の料金収入見込み方
法等の助言
（「策定・改定マニュアル」15頁～各事業別マニュアル参照）

次の内容を「投資・財政計画」に的確に反映することが持続可能なサービスの提供に不可欠
① 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映
② 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における更新費用の的確な反映
③ 賃金上昇や物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向の的確な反映
④ ①②③等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革（料金改定、広域化、民間活用・
効率化、事業廃止等）の検討



経営戦略の「策定工程表」について

＜様式２＞

策定予定年度

スケジュール
令和３年６月
令和３年７月
令和３年７月
令和３年７月
令和３年７月
令和３年８月 （アドバイザーの受入れ）
令和３年８月
令和３年12月 （アドバイザーの受入れ）
令和３年12月
令和４年２月 （アドバイザーの受入れ）
令和４年３月

連絡先

事業経営戦略　策定工程表

作業内容
①事務内容やスケジュールの把握

⑦経営戦略（案）の作成

⑧経営戦略の完成

担当課

団体名

②各種資料収集
③経営の現状分析

⑦の確認

作業方法・スケジュール確認

都道府県名
事業名（施設名）

担当者

アドバイザーに求めたい助言内容

③④の確認、⑤への助言、⑥の策定方法

⑥の確認、⑦の作成方法

④将来の事業環境の把握
⑤経営の基本方針の検討

⑥「投資・財政計画」の策定

経営戦略策定工程表

① 本工程表は、令和３年３月31日時点において経
営戦略が未策定の事業について、総務省への提出を
求めています。（黄色塗り潰し箇所について必要事項
を記載の上、提出。既にモデルケースを記入しているが、
各団体の事情に応じ、適宜修正）

② 「経営・財務マネジメント強化事業」の対象となった
団体については、アドバイザーに求めたい助言内容を記
載することとしており、初回派遣時においては、本行程
表の確認、助言等をお願いします。（アドバイスの回数
についても各団体の事情に応じ、適宜修正）

③アドバイザー事業の２回目以降の派遣においては、
行程表どおりに作業が進んでいるかの確認と、未達成の
場合は今後の対応方法について助言した内容を派遣
の都度お願いしている実績報告書に記載願います。

④都道府県市町村担当課に対しては、派遣時への同
行等において、進捗状況の確認をお願いしております。

留意事項

15



６月４月

経営の基本方針のほかに、年次ごとの目
標とする経営指標を設定すればよかったと
感じている。経営戦略策定後のモニタリン
グにおいて、各部門の取組をチェックはして
いるが、会計全体での経営上の目標や各
部門での定量的な目標を定めていないた
め、目標と実績の乖離を埋めるための取組
の強化を各部門に働きかけることができな
いかと感じている。

５月

スケジュール

苦労したこと

工夫したこと

経営戦略の策定スケジュール（事例１（下水道事業））
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ２月１月 ３月

○日常の経理事務（決算調製・予算編成、消費
税申告、起債事務、決算統計等の各種調査
への対応等）に加え、経営戦略の策定・改定
や使用料改定作業を行ったため膨大な業務
量が発生した。

○企業会計（簿記）の知識がある職員が少なく、
企業会計に関する深い議論ができなかったと
感じている。

平成28年度に当初策定した時点で、令和元年度
に見直しを行うことを明記。平成29年度以降、令
和元年度に見直しを行うことを常に念頭に置き、
各部署の経営健全化に向けた取組の検討状況
のモニタリング、会計適用作業の進捗状況の把
握及びスケジュール調整、下水道使用料改定に
必要な情報の収集・改定に向けた準備を計画的
に行った。

①４月 今後の進め方（スケジュールを立てる）

③５月～６月 経営の基本方針の検討

⑤10月～２月 投資試算や財源試算を踏まえた投資・財政計画の策定・見直し

⑦３月 議会への説明②

⑥１２月 議会への説明①④８月 将来の事業環境の把握（収支見通し）

収支見通しを関係部署（建設部門、維持管理
部門、使用料・負担金徴収部門）に作成しても
らい、経理部門で集計。

アドバイザー派遣により補うことが可能

「経営比較分析表」により、直近決算時点の

経営状況を把握。また、処理区域内人口・接

続率・有収率・収納率は直近決算時点の状

況を発射台として、人口・水量推計を行った。

人口・水量推計にあたっては、社会保障・人

口問題研究所が公表している将来人口推計

及び平成27年度に策定した汚水処理アク

ションプランにおける人口推計をベースとし

た。

経営の基本方針は、24時間365日止めることが

できない下水道事業であることを念頭に、持続
可能な下水道事業の経営を掲げることとし、ア
クションプランに基づく下水道整備概成との両
立が行える投資・財政計画を作成することとし
た。

総務省が作成している経営戦略策定マニュアル
や研究会報告、他団体の経営戦略を参考に事
務内容やスケジュールの把握を行ったほか、市
の財政計画策定の流れを参考にスケジュールを
作成した。

はじめに的確なスケジュール
を立てることが大切である

②４月～５月 各種資料収集



庁内の他部署で老人福祉計画の策定を行っていたこと、ま
た、そもそも介護サービス事業自体の規模が大きくなかっ
たため、検討確認する項目が少なかったので効率的に策
定を行うことができた。

12月10月
11月中旬 原案作成
12月上旬 県担当課に原案の提出・相談
１月上旬 県担当者から回答
１月下旬～2月中旬 パブリックコメントの聴取
３月下旬 議会への説明（資料配布）
３月末 経営戦略策定

11月
①10月 各種資料収集

スケジュール

経営戦略の策定スケジュール（事例２（介護サービス事業））
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１月 ２月

②10月～11月 決算分析

⑥１月～２月 パブリックコメントの聴取等

３月

⑦３月 議会への説明

総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_ryui.html） 総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_ryui.html）

経営戦略のフォーマットを紹介いただいたことが一番大き
かった。これがなければ検討すべき項目や手をつけるものが
当初全くわからなかっただいたことが一番大きかった。

総務省ホームページにある、
事業毎のひな形及びガイドラインを参考に策定

④10月 経営の基本方針の検討

③10月～11月 将来予測を通じた事業環境の把握

⑤10月～11月 投資試算や財源試算を踏まえた投資・財政計画の策定

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_ryui.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_ryui.html


「経営戦略」の中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、
財源見通しを試算した計画（財源試算）を構成要素とし、収支が均衡するように調整した収支計画である。

「投資・財政計画」の策定までの流れ

投
資
・
財
政
計
画

目標設定、
水準の合理化

計画策定
（取りまとめ）

戦略実施、事後
検証・改定など

現状把握・分析、
将来予測

事後検証・改定等
・毎年度の進捗管理
・3～5年ごとに見直し
（経営指標等も活用）

・PDCAサイクルの確立
・改定プロセスはあら
かじめ盛り込んでおく

施設・設備の現状把握
ストックマネジメント等により、
規模・能力、劣化の状況、
使用可能年数等を把握

将来の需要予測
可能な限り長期間（30年～50
年超）かつ複数パターンの予

測。根拠も併せて記載

財務状況の適切な
現状把握・分析

現在の財務状況を把握

目標設定
住民サービスを維持するた
めに必要な目標を設定投

資
試
算

財
源
試
算

投資額の合理化
目標達成のために必要とな
る合理的な投資規模を把握

将来の財源等予測
各財源や「投資試算」を踏ま
え、可能な限り長期間（30年
～50年超）かつ複数パターン
で財務状況を予測し、根拠も

併せて記載

財源構成の検討

財源や需要額の将来予測を
踏まえて、料金、企業債、一
般会計繰出金等の各財源に
ついて、適切な水準・構成を

検討

計画と実績の乖離が

著しい場合、計画見直し
を検討し、質を高めるた

めの改定を行う

ギャップが生じた場合
には均衡を図る

優先順位付け、平準化
等による合理的な投資
の内容・所要額等の見

通しの取りまとめ

投資試算

財源試算

投資以外の経費

必要かつ合理的な額の
確保を前提とした上で、
徹底した効率化に取り組
むことが必要

財源見通しの取りまとめ

（ギャップの発生要因に応じて所要の項目を再検討）

計画期間内に収支均衡し
ていない場合でも、収支
ギャップの解消に向けた
方向性や検討体制を記載

計画期間は原則10年以上
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「経営戦略策定・改定ガイドライン」と「経営戦略策定・改定マニュアル」※のポイント

• 「経営戦略」の策定や改定に当たっての指針として、基本的考え方や、策定・改定の際の留意点を示す。
• これまでの通知や、従来のガイドラインの内容を再編。また、以下の観点での記述を拡充。
１．PDCAサイクルの確立（経営戦略策定後も、進捗管理や計画と実績との乖離検証、その結果を踏まえた

定期的な見直しを行うこと）。
２．「投資試算」、「財源試算」は、可能な限り長期間（事業の性格や個別事情にもよるが、原則として30年から

50年超）かつ複数の推計パターンで行い、長期目標も設定すること。

４．策定の各段階において、議会、住民へ適切な説明を行うこと。必要に応じて住民の参画を得ることも有効で
あること。

５．都道府県は、市町村等における「経営戦略」の策定や改定の取組について具体的かつ積極的な支援を
行う必要があること。

• 「経営戦略策定・改定ガイドライン」を踏まえ、具体的な策定や改定実務の手引書となる「ひな形様式」と、
その「ひな形様式」への記載方法をまとめたもの。

「経営戦略策定・改定ガイドライン」

「経営戦略策定・改定マニュアル」

「経営戦略策定・改定ガイドライン」等の内容

・水道事業
・下水道事業
・工業用水道事業
・交通事業
・電気事業
・ガス事業
・港湾整備事業

・市場事業
・と畜場事業
・観光施設事業
・地域開発事業
・駐車場整備事業
・介護サービス事業

経営戦略のひな形様式

マニュアルにおいて
記載方法を解説

（※平成31年3月29日公表）

３．策定に当たっては、一般会計の企画、財政担当部局などと連携して策定すること。
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資産区分に分類

いつやるかの決定
（更新の場合は、そもそも更新する

か否かも決める）

施設・設備・管路・管渠等に区分

いくらでやるかの決定

長寿命化、優先順位付け
ストマネ、アセマネの取組

資本的支出（建設改良費）の試算のイメージ

ダウンサイジング、スペックダウン

試算の流れ 検討項目

投資の平準化

20



• 資本的支出（建設改良費）の試算について（上水道事業）
 更新投資と新規投資に大別されるが、普及率が97.8％まで達し成熟期を迎えた水道事業においては、特

に更新投資に係る需要予測が重要
 施設・設備、管路等といった合理的な資産区分に切り分けることが重要

 ダウンサイジング、長寿命化によるライフサイクルコストの低減、新技術によるコスト削減等を検討し、これ
らの検討結果を反映させることが重要

 過剰投資の排除や合理化等により、投資額を抑制させることが重要であって、単に実施すべき更新投資
を将来に先送りすることで、投資額を削減することのないよう留意が必要

 投資時期に偏在があれば優先順位付けをした上で行うことが重要
 耐震化等の観点から前倒しで更新すべき資産がないかについても検討する

【建設改良費の積算の考え方】
 ケース１（ケース２は省略）
＜更新＞
［施設・設備］
・施設ごとに老朽化の状況、過去の更新サイクル、長寿命化の取組を加味した上で、各年度の事業費を積算
・建材費や人件費の高騰を加味（管路、新設も同様の取扱い）
［管路］
・耐震化率の目標を達成するために必要な事業費を年度ごとに積み上げ
・重要給水施設への管路の耐震化を優先
・一時期に事業費が偏在することから、優先順位を踏まえ平準化

＜新設＞
・区画整理に伴う新設については、事業計画による積み上げ
・未給水区域の解消のために行う新設については、過去の実績を踏まえて事業費を積算

（出典：総務省 「経営戦略策定・改定マニュアル」平成31年３月 30ページから抜粋して加工） 21



• 資本的支出（建設改良費）の試算について（上水道事業）

【更新周期（耐用年数）の考え方】
 ケース１（ケース２、ケース３は省略）
＜施設・設備＞
・点検や修繕の記録の分析等から得た技術的知見に基づき、実態に即した更新周期を設定
＜管路＞

・過去に蓄積した維持管理情報、近年の管材料の耐久性向上、その他技術的知見を踏まえて設定した耐用年
数に、重要度を加味して更新周期を設定

【管路の布設単価の考え方】
 ケース１
・過去の工事の実績を基に管種・口径別に標準単価を設定

 ケース２
・厚生労働省「水道事業の再構築に関する施設更新費用算定の手引き」を基に設定

（出典：総務省 「経営戦略策定・改定マニュアル」平成31年３月 31～32ページから抜粋して加工）
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• 資本的支出（建設改良費）の試算について（下水道事業）

○投資先・投資時期に関する予測方法
都道府県構想等、将来の投資のあり方に関する計画を基本に予測することが求められる。その際、合理的な

予測方法として、次のことが考えられる。

 新設需要・更新需要・その他需要（耐震化等）等、建設改良費に係る需要を合理的な区分に切り分けて算出
すること

 管渠（汚水・雨水）・処理場・ポンプ場等、合理的な資産区分に切り分けて需要を算出すること

 庁内で合理的に設定された耐用年数の到来時や資産の健全度の調査等から導き出した更新の必要度を
踏まえた時期等、合理的な時期に施設更新を行う前提で更新事業に係る需要を算出すること

 投資（新規・更新）の優先順位を踏まえて算出すること

 広域化等を行う場合には、その場合の必要な事業費を算出すること（施設の統廃合や管渠の接続に要する
整備費など）が考えられる

 流域下水道事業負担金に係る資本的支出については、都道府県担当部局との調整を踏まえた数値や近年
の支出の動向を踏まえた数値とすることなどが重要

○建設単価に関する予測方法
 建設単価（公共工事設計労務単価（農林水産省・国土交通省公表）や都道府県における工事設計に係る積

算基準等）の動向を織り込むこと

 当該地域における物価上昇や人件費（労務単価）の上昇等を過去数年の動向も踏まえて反映させることが
重要

 物価上昇や人件費上昇分を賄うだけのコスト削減に係る取組（低コスト工事手法の導入、調達の工夫等）の
実施を見込んでいる場合には、その旨を住民・議会に説明した上で、物価上昇等を見込まないことも可能

（出典：総務省 「経営戦略策定・改定マニュアル」平成31年３月 55～56ページから抜粋して加工） 23



• 資本的支出（建設改良費）の試算について（下水道事業）

［各地方団体における建設改良費の見込み方法の事例］
 ケース１（ケース２、ケース３は省略）
・年間約100億円の上限を設定
・８年間で実施すべき事業を個々に精査

＜新設需要＞

・下水道事業に係る計画に基づき、年間の上限額を前提に、地震対策、老朽化対策、浸水対策など他事
業との優先順位付けをした上で実施

＜改良・更新需要＞
・年間の上限額を前提に、地震対策及び浸水対策など他事業との優先順位付けをした上で実施

・アセットマネジメントの考え方を採り入れた再構築に係る計画の中で、管渠や施設の現在の健全度（施
設の劣化状況を数値化した指標）を維持するためには、管渠で約７～20億円／年、施設で約20億円／
年の事業費が必要であると試算

・耐用年数は、資産の種類ごとに実績に基づき設定

【ある団体の事例】

管渠・処理場・ポンプ場等、資産種別ごとに独自の目標耐用年数を設けて試算を行っている。また、管
渠については50年超の期間で劣化予測を実施し、更新シミュレーションにより投資額を試算するなど、将
来投資額の平準化を図っている。

（出典：総務省 「経営戦略策定・改定マニュアル」平成31年３月 55～58ページから抜粋して加工）
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○ 人口減少等によるサービス需要の減少に伴い、今後、料金収入が減少する一方で、高度経済成長期以降に整備された施設等の老
朽化への対応が迫られるなど、公営企業を取り巻く環境は厳しさを増しているところである。

○ こうした状況を踏まえ、これまで「経営戦略の策定・改定」、「抜本的な改革等の推進」、「公営企業会計の適用など見える化の推進」の
３つを柱にして、公営企業の経営改革の取組が進められてきた。

○ 今後の更なる改革の推進に向け、公営企業制度のあり方を検討する必要があり、その際には次の３点が重要な視点となる。

公営企業の現状及び検討に当たっての基本的な視点

「人口減少社会等における持続可能な公営企業制度のあり方に関する研究会」
報告書概要（令和３年３月）（抄）

公営企業の実態や経営環境の変化を
踏まえた、地方公営企業法（財務規定
等）の具体的な適用範囲のあり方の整
理が必要

将来にわたり持続可能な経営を確保す
るため、経営規律のあり方や経営状況
の客観的な評価をより適切に行うことが
できる方策の検討が必要

持続的な経営を支えるための人的資
源を確保する観点から、広域的な連
携や都道府県等による補完を推進す
ることなどにより、小規模団体の取組
を支援する方策について検討が必要

地方公営企業法の適用範囲 経営規律のあり方と経営状況の評価 人的資源の活用

○ 経営戦略において、経営の基本方針（経営理念や将来ビジョンなど）を記載するよう求めているところであるが、首長部局とも十分に
協議しつつ、記述の充実を図ることが必要。これを含む経営戦略の内容については、議会や住民に説明し、議論を行うことにより、課題
の共有を図っていくことが重要。

○ 住民や議会に経営の実態を理解してもらうよう、決算書類に経営状況をより端的に示す分かりやすい経営指標を記載することが考え
られる。その際、経営比較分析表における経営指標を活用していくことが有用。

○ 現在の経営戦略の記載内容に加え、料金水準が適切なものであるか、また将来の料金改定の必要性等について議会や住民の理解
に資するよう、経営戦略において、料金回収率や経費回収率の目標及び直近の料金算定期間内における原価計算の内訳などを記載し、
見える化することが考えられる。

○ 健全な経営を確保するうえで必要な資金を留保するという観点から、各公営企業において、所有している資産の規模、経営環境や事
業の種類等の実情に応じて、資産維持費を料金算定に適切に反映することが必要。

経営規律のあり方と経営状況の評価について
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経営戦略に位置づけている事例

「投資・財政計画の策定に当たっての説明」より
＜令和2年4月1日からの使用料の改定について＞
経営健全化に向けた取組に基づく計画期間中の収支算定を令和2年4月からの地方公営企業法の財務規定等の適用を見据え企業会計方

式により行い、損益勘定及び資本勘定における収支状況を考慮して使用料の改定を見込んでいます。
使用料算定対象期間を令和2年度から令和4年度までの3年間とし、当該期間中に見込まれる使用料収入不足を補うため、下水道使用料及

び排水処理施設使用料において平均改定率6.36％、浄化槽使用料において平均改定率5.07％の改定を見込み、当該見直しによる使用料収
入の増収分を投資・財政計画に計上しています。

「広域化・共同化の推進」より

「本市ではこれまで、汚泥の共同処理や処理区の統合により、経費削減と管理の効率化を図ってきました。今後、次の統合の取り組みによ
り、更なる効率化を目指します。《目標設定》 統合の事業完了処理区数 令和２～8年度:5処理区 令和8年度～:13処理区 」
「投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明」より
「収支計画には、主に次の取り組みに要する収入・支出を計上しています。 ○下水道広域化推進総合事業等による処理区域の統合 」

料金算定・改定
○新潟県 上越市下水道事業経営戦略（下水道事業：事例３）

事業概要のうち「組織」より
「平成27年度からは上下水道事業包括的業務委託を本格実施し、浄水・汚水処理施設の運用及び窓口業務等を民間委託することによる、

管理コストの縮減及び効率的な民間手法の採用をしており、今後とも包括委託のモニタリング等を通じ、技術の継承とともに、安全・安心な水
環境の確保に鋭意、取り組んでいきます。」

民間活力の活用
○宮城県 山元町水道事業経営戦略（水道事業：事例１）

施設の統合・廃止
○山形県 酒田市下水道事業経営戦略（下水道事業：事例25）

「使用料改定の考え方」より
「下水道使用料は、直近で平成24年10月に改定（平均改定率10％）を行っており、それまでおおむね５年ごとに改定を行ってきました。一方

で、下水道事業は、経費回収率が89.7％と低く、運営費自体を一般会計からの繰入金に依存していることから、「独立採算性の原則」に則し
た財政基盤の確立に向けて取り組む必要があります。したがいまして、下水道使用料についても、水道料金と同様に平成32年度に改定の必
要性の検討を行います。」

○宮崎県 宮崎市上下水道局経営戦略（下水道事業：事例５）

「投資・財政計画」において収支を維持するための取組事例
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先進的取組事例集
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３．「経営戦略」策定事例



・ポイント①、②を踏まえ、持続可能な経営のための経費削減だけでなく、

更新費用を的確に反映し、総括原価とバランスするよう５年ごとの料金改

定を計画に明記。

豊岡市水道事業経営戦略

ポイント③

策定事例（１）

○団体名：豊岡市
○事業名：水道事業
○策定日：平成３０年５月
○計画期間：平成２９年度から平成４２年度（令和１２年）

31

・給水人口の予測について、図表を用いるとともに、水需要の予測では、

考え方や根拠を含め記載。

ポイント①

・施設の老朽化を踏まえた将来の更新費用の見込みを記載。

ポイント②
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松山市卸売市場事業経営戦略 ポイント②

策定事例（２）
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・将来の見通しについて、Ⅰ取扱高（ｔ）の見通し、使用収入の見通し及び

施設の見通し等、見通しの方法や根拠等を含め記載。

ポイント①

・財源確保の取組について、具体的な内容を記載。

ポイント③

・改定の具体的な検討事項及び年度を明示。

○団体名：松山市
○事業名：松山市卸売市場事業特別会計
○策定日：令和２年３月
○計画期間：令和元年度から令和１０年度
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公表済みの経営戦略一覧

ここをクリック！

※説明会終了後、メールにて送付予定。
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