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Ⅰ.  はじめに 

 

大阪市は、本年 11 月 11 日の大阪市戦略会議において、PFI 法1に基づく公共施設等運

営権制度（コンセッション方式）2を活用し、2015 年（平成 27 年）にも水道事業を民営

化する方針を決定した3。同方針は、市が水道施設等の資産を保有したまま、市が 100%

出資する運営会社に運営権を設定し、当該運営会社が市との事業契約に基づき約 30 年

間にわたり市域の水道事業を運営することを想定している。 

大阪市戦略会議が同方針を決定した際の資料として、水道事業民営化についての検討

素案4（以下「検討素案」という。）が公表されており、本稿では、その内容を中心にご

紹介する。 

 

Ⅱ.  水道事業の課題と対応策 

 

検討素案では、最初に、市の水道事業の現状分析が行われ、課題と対応策が示されて

いる。 

市の水道事業の課題としては、水需要が長期低落傾向にあり、将来的にも需要増が見

込めないこと、施設能力が実需に対して過大であること、管路耐震化などにより将来多

                               
1 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 11 年法律第 117 号） 
2 コンセッション方式の概要とその運用・解釈を示した内閣府のガイドラインについては、当事務

所の Structured Finance / Banking Bulletin 2013 年 7 月号をご参照。 
3 大阪市の水道事業については、経営の合理化に関する検討と併せて、府域一水道の実現を目指し

て大阪広域水道企業団との水道事業統合協議が行われてきたが、本年 5月、市議会において統合案

関連議案が否決された。これを受けて、大阪市は、本年 6月 19 日の大阪市戦略会議において、大

阪広域水道企業団との統合協議を一旦中止することを決定する一方、将来目標として「府域一水道

＋民営化」を掲げ、まずは民営化の検討を進めることとしていた。なお、報道によれば、大阪広域

水道企業団企業長の堺市市長は民営化に慎重な姿勢を示しており、民営化を前提とする水道事業の

統合については、なお紆余曲折が予想される。 
4 大阪市水道局「水道事業民営化について（検討素案）」（平成 25 年 11 月）：大阪市ウェブサイト

（http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000242442.html）にて閲覧可能。 
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額の更新費用が必要となること、職員数が多く、生産性・効率性が低いこと、公営企業

債の残高が多いことなどが挙げられている（検討素案 3.(1)、18 頁）。 

これを受けて、検討素案は、水道事業について、①効率性の追求（施設・人員のスリ

ム化・効率化）、②国内外での事業展開、③広域化による規模の拡大が必要としている

（検討素案 3.(2)、19 頁）。 

 

Ⅲ.  経営形態・民営化手法の比較検討 

 

1. 経営形態の比較検討 

 

検討素案では、今後の水道事業を担う経営形態として、現状の①地方公営企業に加え、

②独立行政法人、③指定管理者制度、及び④民営化が比較検討され、その結果、前記の

課題に対応するために、民営化を検討することが必要であると結論付けている（検討素

案 4、20 頁～29 頁）。 

 

図 1：経営形態の比較（要点のみ） 

 主なメリット 主なデメリット 

地方公営企業 ・ 市・議会の関与があり、継続

性・公共性が担保される。 

・ 地方公務員制度・予算単年度

主義等の法制度面での制約が

あり、直面する課題に対応で

きない。 

・ 業務の範囲を拡大できない。 

独立行政法人 ・ 市・議会の関与があり、継続

性・一定の公共性が担保され

る。 

・ 中期計画（料金に関する事項

を含む。）の認可等による市の

関与が残る。 

・ 業務の範囲を拡大できない。 

指定管理者制度5 ・ 民間企業も指定管理者となる

ことができる。 

・ 料金の決定に市の承認が必

要。 

・ 業務範囲が施設管理に限定さ

れ、発展性や規模の拡大が望

めない。 

民営化 ・ 地方公務員制度・予算単年度

主義等の法制度面での制約を

受けない。 

・民間事業者にとっての経営の

自由度が確保される。 

・ 事業運営の効率性、発展性や

規模の拡大を図る上で優れて

いる。 

・ 公共性を担保するための措置

が必要。 

（出典：検討素案 4、20 頁～29 頁に基づき当職ら作成） 

 

 

                               
5 コンセッション方式による場合でも、地方公共団体の公の施設を運営する運営権者は、運営権の

設定を受けると共に、地方自治法上の指定管理者の指定を受ける必要があるが、ここでは、指定管

理者制度のみを利用する場合を想定している。 
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2. 民営化手法の比較検討 

 

検討素案では、水道事業の民営化の手法として、①民間が資産（施設）を所有し、か

つ運営を行う「上下一体方式」と、②市が資産（施設）を所有し、民間が運営を行う「上

下分離方式」が比較検討されている（検討素案 6、36 頁～48 頁）。 

そして、(i)民間事業者の経営が破たんした場合や大規模災害等が起こった場合にも、

事業が継続され6、公共がその責任、役割を果たすことができること、(ii)公共側から

一定のガバナンスを及ぼすことができること、(iii)固定資産税の負担がないこと、(iv)

改正 PFI 法の活用により早期の実現可能性があること等から7、まずは、PFI 法に基づく

公共施設等運営権制度（コンセッション方式）を活用した上下分離方式による民営化を

選択するとしている（検討素案 6.(5)、47 頁）。 

 

IV.  水道コンセッションの基本的仕組み 

 

1. 基本的な仕組み 

 

公共施設等運営権制度（コンセッション方式）を活用した上下分離方式による民営化

においては、大阪市は、施設を保有しつつ、PFI 法に基づく公共施設等運営権を運営会

社に設定し、運営会社は、水道事業を経営するための水道法第 6条第 1項に基づく厚生

労働大臣の認可を受けて水道事業を行う8。なお、運営会社は、水道事業の一環として、

水道料金を自らの収入として収受し、施設の維持管理・更新を行う。 

かかる方式による民営化のスキームとして、検討素案は、以下の図 2 のような仕組み

                               
6 なお、(i)上下分離方式による場合でも、運営会社が経営破たんした場合の事業承継は、市に事

態を収拾する能力があり、かつ、新たな民間事業者を見つけることができることが前提となり、ま

た、実際に事業承継を行うにあたっては、第三者や従業員との契約承継等の手続が必要となり、一

定の手間とコストがかかり得ること、(ii)逆に、上下一体方式による場合、検討素案では、経営破

たん時の事業継続が困難とされているが、様々な事業再生手法を用いることにより、事業継続の可

能性を探る途がない訳ではないことに、留意する必要がある。 
7 上記の他、検討素案では、上下分離方式（コンセッション方式）でも、長期的契約の場合、上下

一体方式（完全民営化）と同様に長期的な視点での経営が可能であるとされているが（検討素案

6.(1)、36 頁）、コンセッション方式においては、完全民営化の場合と異なり、事業契約終了時の

取扱い如何によっては、民間事業者による経営のあり方等にも大きな影響を及ぼす可能性があり、

両者が全く同様であるとはいえないように解される。（コンセッション方式の場合、例えば、運営

権者の期中における投資により価値が創出・増大した資産の行政当局又は次の運営権者による買取

りの可能性、かかる買取り等が行われる場合の価額評価の方法等如何といった論点が存する。この

点は、民間事業者による当初の入札手続に際しての事業評価に影響を与えるのみならず、期中にお

ける事業者による資産管理・保全のあり方にも一定の影響を及ぼす可能性がある。）さらに、幅広

い事業展開の可能性についても、上下分離方式と上下一体方式とで差違はないとされているが（検

討素案 6.(2)、39 頁）、これは結局、コンセッション方式における実施方針や事業契約の内容次第

であることに注意が必要である。例えば、仙台空港基本スキーム案（脚注 11 参照）では、運営権

者は、原則として、空港用地外で事業活動を行ってはならないとされている。 
8 この場合、市と運営会社の給水区域が重複することは許容されないため（水道法第 8 条第 1項第

4 号）、市が受けている水道事業認可については、水道法第 11 条第 1 項に基づき厚生労働大臣の許

可を受けて市の水道事業を廃止することとなる（検討素案 7.(1)、51 頁）。 
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公共施設等の管理者等 

を示している（検討素案 6.(6)、49 頁）。 

 

図 2：運営権制度を活用した上下分離方式による水道事業スキーム（想定） 

 

 

 

 

 

 

（出典：検討素案 6.(6)、49 頁の図に基づき当職ら作成。なお、図中の番号は、検討素案 6.(6)、

50 頁の解説における番号に対応している。） 

 

2. 運営会社 

 

検討素案によれば、運営会社は、水道事業の公共性に鑑み、当初は、大阪市が 100%出

資する会社とするが、できるだけ早期（検討素案には、「例えば 5 年以内」と付記され

ている。）に金融機関、商社等の民間企業からの出資を受け入れるとされている（検討

素案 8.(3)、61 頁）。また、当初から、企業経営に優れた人材を積極的に登用するとさ

れている（同上）。 

また、運営会社は、大阪市域の水道事業の運営のみならず、市域外の水道事業の受託

や、海外への事業展開も目指すとされている（検討素案 8.(4)②、64 頁）。その際には、

持株会社の設置も検討するとされている（同上）。 

 

 

運営権者 

厚生労働省 ④水道事業開始認可の取得 

①公共施設等運営権実施契約 

②指定管理者の指定 

⑤職員・資産・業務の移管 

⑨運営権対価支払い 

⑩モニタリング 

水道施設

保有 

資金
融資 

⑧施設更新 

水道施設 

③水道料金の設定 
・供給規程の策定 

金融機関 

公の施設 
の設置 

④水道事業廃止許可の手続き 

水道料金 

運営権 

⑦サービス 資金借入 
・返済 

 

民間事業者 

利用者 

大阪市 

⑥水道局⇒市長部局 

民間事業者の業務 
・経営管理 ・整備計画作成 
・施設更新 ・施設運転管理 
・お客様サービス 

大阪市の業務 
・施設保有、処分 ・資金借入、返済 
・モニタリング 

・財務省 

・地方公共団体 

金融機構 
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3. 事業契約期間 

 

大阪市と運営会社との事業契約の期間については、長期的視点に立って、施設の更新

投資も含めた事業計画を策定する必要があることや、国内の他の分野や諸外国のコンセ

ッションの例に鑑みて、30 年程度とすることが妥当とされている（検討素案 8.(5)②、

66 頁～67 頁）。 

 

4. 運営会社への規制 

 

運営会社は、長期にわたり市域の水道事業を独占的に運営することとなるため、検討

素案では、その弊害を排除する仕組みについても検討されている（検討素案 8.（参考）、

68 頁）。 

例えば、①料金の改定には市の承認を要することとし、運営会社が自由に料金を上げ

ることができないようにすること、②市が事業をモニタリングし、サービス等が契約に

定める基準を満たさないときにはペナルティを課すことを可能とすること、③運営会社

が事業に失敗した場合、市が事業の継続することを可能としておくことなどが挙げられ

ている（同上）。また、市が運営会社の株式を保有することにより、取締役の選解任等

を通じて、運営会社のガバナンスを確保することが企図されている（同上）9。 

 

5. 事業の運営方法の見直し 

 

検討素案では、民営化後における水道事業の方向性についても検討されている。 

まず、近い将来に大震災の発生が予想されているのに対し、管路の耐震化率は全体の

2 割程度に留まっており、管路の耐震化を加速させる必要が指摘されている（検討素案

9.(2)、75 頁～76 頁）。そして、管路の耐震化ペースアップのための資金は、民営化に

よる効率化・コスト縮減により捻出することが示唆されている（検討素案 9.(1)、74 頁、

9.(4)、82 頁～83 頁）。 

次に、逓増性料金体系の下、少量使用の世帯の水道料金が低額に抑えられており、世

帯全体の約 98%が給水原価以下の水道料金しか負担していない一方、給水原価を上回る

水道料金を負担している約 2%の世帯からの収益が収益全体の半分以上を占めている上、

                               
9 確かに、市による運営会社に対する出資を通じて、公共性の確保や市による運営会社のモニタリ

ングの強化に資することが期待できる面はあるかもしれない。しかし、他方で、本来、公共施設等

運営権実施契約の一方当事者である市と他方当事者である運営会社（及びそのステークホルダーと

しての株主）の利害は対立する可能性があるのであり、そのような状況下で市が運営会社の株式を

取得・保有することは、利益相反のおそれ（運営権設定者としての市（ひいては市民）の利益が十

分に確保されないおそれ）を生ぜしめるように思われる。したがって、株主として行動する部局と

運営会社を監督する部局とは別の組織とするなど、工夫が必要と考える。なお、英国の PF2 におい

ても、公共による事業会社への出資に関し、同様の利益相反の可能性が指摘され、事業会社に対し

て株式投資を行う部局は、事業会社と PFI 事業契約を締結する部局とは切り離された別の組織とす

るとされている（HM Treasury “A new approach to public private partnerships” p7 (2012)）。 
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前者の世帯が増加傾向にあることから、公平性や収益確保の観点から、水道料金を見直

す必要があることが示唆されている（検討素案 9.(3)、77 頁～81 頁）。 

 

6. 水道局の職員の取扱い 

  

民営化後は、運営会社が水道事業の運営を行い、市に残る事業は、主に、①水道施設

の保有、②残存する公営企業債の返済、③運営会社の経営モニタリングに限られること

となる（検討素案 7.(1)④、56 頁）。 

これに伴い、水道局の職員は、一部の職員を除き、市を退職し、運営会社又は関連会

社に就職するとされている（検討素案 12、99 頁）。そして、この身分移管（転籍）につ

いては、職員の同意を得ることを原則とするが、当該同意が得られない場合、分限処分

（免職処分）の回避措置を十分にとった上で、最終的には、分限処分（免職処分）を行

う可能性を示唆されている10（同上）。 

なお、民営化に伴う職員の処遇については、労働組合と十分な協議を行うとともに、

職員に十分な説明や意向調査を行うとされている。また、技術職員には、技術職等への

転任の機会を与えるとされている。この他、早期退職制度や配置転換などを活用した雇

用対策を講じるとされている（同上）。 

民営化に伴う職員の処遇は、地方自治体の水道事業のコンセッション・民営化におけ

る重要な課題であり、大阪市の今後の動向が注目される。 

 

V.  今後のスケジュール 

 

最後に、検討素案では、今後の想定スケジュール案を示している（検討素案 14、101

頁）。主なスケジュールは、以下のとおり。 

 

図 3：想定スケジュール案（要点のみ） 

時期 項目 

2014 年（平成 26 年）3月 基本方針案策定 

2014 年（平成 26 年）9月 実施方針案策定 

2015 年（平成 27 年）3月 水道事業等設置条例の改正（実施方針及び指定管

理者に関する事項を盛り込む） 

2015 年度（平成 27 年度） 運営会社の設立 

運営権設定・指定管理者に係る議会の議決 

運営会社による業務開始 

（出典：検討素案 14、101 頁に基づき当職ら作成） 

 

 

                               
10 大阪市職員基本条例第 39 条は、「任命権者は、事業の民営化により職制が廃止される場合（中

略）であって、これらの職制に所属する職員に対し、民営化後に当該事業を行う法人（中略）に就

職する機会が与えられているときは、当該職制に所属する職員を分限処分として免職することがで

きる。」と定めている。 
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VI.  結び 

 

大阪市の水道事業民営化は、コンセッション方式を利用した民営化の具体的な方向性

が示されたものとしては、仙台空港の民営化11に続き、全国で 2番目の事例となる。 

空港分野に続き、水道分野でも具体的な案件の検討が始まったことで、今後、コンセ

ッション方式の利用に向けた動きがさらに広がることが期待される。 

森・濱田松本法律事務所のインフラ・プラクティス・グループでは、PPP/PFI やイン

フラ・ビジネスについて、最新の情報に基づく法的な助言を提供できるよう、今後とも

当分野の各種動向について鋭意フォローしていく所存である。 
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11 仙台空港の民営化については、国土交通省がマーケットサウンディングを実施しているところ

であり、その開始にあたり、基本スキーム案が公表されている（国土交通省航空局「仙台空港特定

運営事業基本スキーム（案）」（平成 25 年 11 月）：国土交通省ウェブサイト（http://www.mlit.go.jp/ 

koku/koku_tk5_000006.html）にて閲覧可能）。 


