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住民監査請求監査結果 

 

１ 請求の受理 

令和２年８月１７日付けで請求人から地方自治法（以下「自治法」という。）

第２４２条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求（高監委第２６５号。

以下「本件請求」という。）は、形式上の要件を具備しているものと認め、同日

付けで受理した。 

 

２ 請求の要旨及び理由 

監査に当たり、請求書記載事項及び事実証明並びに請求人の陳述から請求の要

旨及び理由を次のように解した。 

(1) 請求の要旨 

令和２年３月市議会において、高槻市水道部庁舎（以下「水道部庁舎」とい

う。）の耐震改修工事の費用を含む令和２年度高槻市水道事業会計予算案が上程

され、賛成多数で可決された。高槻市水道部（以下「水道部」という。）は少な

くとも平成２９年１２月までは、水道部庁舎を建て替えるとしていたが、耐震

改修をすることに方針転換をした。その理由について、高槻市水道事業管理者

（以下「管理者」という。）は、令和２年３月５日の本会議において「一時的な

支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性がある」と答弁する一方

で、耐震改修と建て替えの費用の比較について、「建て替えの方が年間数百万円

程度の優位性があるものと試算している」と答弁している。 

水道部庁舎については、長期的な視点で考えなければならず、今回耐震改修

を選択しても、２０年後には建て替えをする必要に迫られる可能性が高い。今

後は財政状況が悪化していく見通しであるから、財政的には、耐震改修を中止

し、現地での建て替えを行うべきである。この点について、管理者は「耐震改

修を選択しましたのは、こうした中で、将来にわたる健全経営を見据えたもの

であり、これからも経営環境に応じた的確な判断を行ってまいります。」と耐震

改修へ方針転換したことの合理的な理由を示していない。 

令和２年度高槻市水道事業会計予算には、水道部庁舎の耐震改修に係る基本

設計の費用として７６５万８千円が計上されている。また、耐震改修に係る令
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和６年度までの総費用は９億７，５５２万５千円とされているが、これらの費

用が将来的に水道部の損害となる。 

よって、本件の経緯及び詳細並びにその責任者を明らかにした上で、水道部

庁舎の耐震改修工事に係る費用の支出の差止めを勧告することを求める。仮に

同費用が既に支出されている場合には、関係団体、関係人、高槻市の関係職員、

決裁権者、専決権者、管理者その他の責任者に対し、不当利得返還請求又は損

害賠償請求することを勧告することを求める。 

(2) 請求の理由 

   地方公営企業法第３条では、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮す

るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなけ

ればならない」とされており、２(1)のとおり、耐震改修に係る費用は無駄で

あることから、「常に経済性を発揮」しなければならないという点に反し、違

法又は不当である。 

   耐震改修を選択した場合、年間数百万円の損失が約２０年間続くと考えられ、

仮に年間２～３００万円の損失があるとすると、合計で５，０００万円前後と

なる。損失の可能性について市議会で指摘されながら、水道部が耐震改修に係

る費用を支出した場合、管理者には故意・重過失があるというべきである。 

 

３ 監査の実施 

(1) 監査対象事項 

本件請求は、水道部庁舎の耐震改修工事に係る費用、すなわち耐震改修の基

本設計、実施設計及びその工事の費用の支出について差止めを求めるものであ

る。耐震改修の基本設計費用を含む令和２年度高槻市水道事業会計予算が議決

されていることから、水道部庁舎の耐震改修工事に係る費用が支出されること

が相当の確実さをもって予測されると判断し、自治法第２４２条第１項に規定

する違法又は不当な公金の支出（当該行為がなされることが相当の確実さをも

って予測される場合を含む。）に当たるか否かを監査対象事項とした。 

(2) 監査対象部 

水道部 

(3) 請求人の証拠の提出及び意見陳述 
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令和２年９月３日に、自治法第２４２条第７項の規定に基づき請求人に陳述

の機会を与えた。陳述の概要は、次のとおりである。  

 水道部は水道部庁舎については、当初建て替えを行うとしていたところ、合

理的な理由もなく耐震改修工事を行うことに方針転換をして、令和２年３月市

議会に予算を計上した。この問題について詳しく調べるため情報公開請求をし

たが、その結果について３点述べる。 

 １点目は、コストを比較した文書が見当たらなかったということである。令

和２年３月市議会で管理者は、建て替えは耐震改修に比べて年間数百万円ほど

のコスト面での優位があるものと試算したという答弁をした。当然、その試算

に関する資料が存在しなければおかしい。しかし、情報公開された公文書を調

べたが、そのような資料は見当たらなかった。隠されていると思いたくはない

が実際どうなのか。本件に関しての非常に重要な資料であるので監査委員は、

その資料を特定して具体的な金額を明らかにしてほしい。 

 ２点目は、建て替え等の再検討に係るプロジェクトチームの発足の理由や議

事録がおかしいということである。決裁文書にあるプロジェクトチームの発足

と検討内容という項目には「建て替えについて事業を進めようとしたが、残地

を整形地として有効活用するための土地の購入及び取得について所有者との協

議が難航するなどし、事業の進捗が遅れた。」ということが真っ先に書かれてい

る。つまり、土地の購入が、建て替えから耐震改修へと方針転換する理由の１

番目のように書かれているが、本当に土地の購入が必要なのか。水道部庁舎の

建て替えに係る決裁文書における建替事業概要では、「現在の水道部庁舎の機能

を維持しつつ、必要最小限の敷地面積となるように現状敷地の北側で建て替え

を行う。」と記載されており、現状敷地内の北側で建て替えるということなので

あり、隣接地の購入が必要であるとは書かれていない。また当該プロジェクト

チームの議事録について、話し合った項目は記載されているが、検討過程が全

く分からず議事録とは言えないような代物である。 

 ３点目は、市民サービス等への影響についてである。平成２５年度の検討時

は、耐震改修は市民サービスの低下を招くなどの問題が生じるとされていた。

「耐震改修設計業務改修検討報告書」に居ながら工事には問題が多いというこ

とが書かれているが、令和２年３月市議会で水道部が提出した資料には、耐震
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改修工事について「お客さまサービス、危機管理体制への影響が少ない。」と書

かれており、明らかに以前の見解と矛盾している。 

 水道部庁舎は建て替えを行うべきであり、耐震改修工事を行うことは、水道

部に損害を与えることになるため、差止め等の勧告をお願いする。 

(4) 関係職員の意見陳述 

令和２年９月３日に、水道部の次長、総務企画課長及び同課副主幹が陳述を

行った。その際、自治法第２４２条第８項の規定に基づき請求人の立会いを認

めた。 

ア 関係職員の陳述の概要は、次のとおりである。 

水道部庁舎は、昭和４７年度に建築された建築物で、建築基準法上の新耐

震基準以前の建築物であるため平成２５年度に耐震診断を実施し、耐震強度

を示すＩｓ値が、建築物の耐震改修の促進に関する法律の基準である０．６

を下回っていた。 

この結果を受けて検討を行った結果、災害時における安全性、機能性の確

保や、長期的視点における費用の優位性などから、水道部庁舎は建て替えを

行うこととし、平成２６年３月市議会の福祉企業委員会協議会においてその

旨の報告を行った。その後、当該地の資産価値を高めるための隣接地の取得

や建て替え事業のスケジュール等について検討を行い、その結果を平成２９

年１２月市議会の同協議会において報告を行った。 

しかし、令和３年度から令和１２年度までを計画期間とする高槻市水道事

業基本計画（以下「次期基本計画」という。）を、令和元年度から策定するに

当たり、今後１０年間の収支を予測する中で、建て替え経費が今後の水道経

営に及ぼす影響について、再度精査を行ったところ、大阪府北部地震により

管路の耐震化の必要性がさらに高まったこともあり、建て替えにより、経営

状況がより厳しくなることが判明し、水道部庁舎の建て替えについて、見直

しを行うこととした。 

見直しを行う中で、水道部庁舎機能の市役所庁舎への移転の検討も行った

が、移転をすることで水道部各課の執務室が分散することとなり、お客様サ

ービスや危機管理体制に影響が生じることから、現時点での移転は困難であ

るとの結論に至った。 
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また、平成３０年に水道法が改正されたが、この改正は、今後全国の水道

事業体の経営状況が非常に厳しくなることから、水道事業の基盤強化を目指

して水道事業の広域連携を推進し、水道法に基づき具体の連携方策を協議し

ていくこととされている。水道部庁舎の建て替えの見直しに当たり考慮すべ

き大きな要素であり、他の水道事業体との広域連携は、経営状況等により様々

な形態が想定されるが、連携によって業務量や職員数が減少し、必要となる

庁舎機能や規模の変化も予測される。 

令和２年３月市議会で管理者が「水道事業を取り巻く環境は、今後、変化

していくものと予測しております。これからも経営環境に応じた的確な判断

を行ってまいります」と答弁しているとおり、今後の環境変化により、必要

となる庁舎の機能や規模が変化する可能性があることから、それに備え、建

て替えではなく、水道部庁舎を耐震改修することとし、耐震改修に係る基本

設計業務を令和２年６月２９日に契約締結し、基本設計を行っているところ

である。 

請求人は、水道部庁舎の耐震改修費用の支出が水道部の損害となり、違法

不当であると主張しているが、これは、令和２年３月市議会で管理者が「概

算といたしまして、建て替えの方が年間数百万円の優位性があるものと試算

をしております」と答弁したことを受けたものであるが、これは、「長期的に

は建て替えの方がよいということですが、費用面では建て替えの方が何円得

するのでしょうか」との質問に対し答弁したものである。 

質問は、耐震改修後の水道部庁舎が更新時期を迎えた時に、平成２５年に

積算した規模・内容で建て替えることを前提としているが、水道部では、今

後の状況からすれば、その可能性は極めて低いと考えている。その時点での

業務量や職員数に見合った庁舎の機能や規模を精査し、市役所庁舎への移転

の再検討や水道部の既存施設の活用なども含めて、支出を抑制する手法を検

討する必要があると考えている。 

請求人は、耐震改修を中止し、当初の計画どおり、現地での建て替えを行

うべきと主張しているが、今後の環境変化を考慮せず、今、建て替えを行え

ば、結果として不必要な支出が発生する可能性があり、主張は失当であると

考える。 
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したがって、将来を見通すことが困難な中で、建て替えではなく耐震改修

を選択したことは、「地方公営企業は常に経済性を発揮しなければならない」

とする地方公営企業法第３条の規定に合致しており、違法又は不当な点はな

いと考える。 

イ 関係職員の陳述に対する請求人の反論の概要は、次のとおりである。 

耐震改修が将来的に良いのであれば資料を見せるべきであるが、資料が一

切提示されないまま、年間数百万円の差異があるという答弁だけでは、耐震

改修は損害を与えると考えざるを得ない。 

将来的な見通しが不透明とのことであるが、見通せる中での最善のことを

すべきで、そうすると年間数百万円優位である建て替えを選択してよいと思

う。２０年後のことは誰にも分からないが、おそらく水道事業は人口が激減

するような状況にならない限りは、現状の規模で考えるべきである。見通せ

ていないのであれば、現状の最善である建て替えを選択すべきではないかと

考える。 

(5) 関係職員の事情聴取等 

令和２年９月１５日に、水道部の次長、総務企画課長及び同課副主幹に対し

て事情聴取を行った。また、請求書及び証拠書類について調査し、関係職員に

対し質疑を行った。 

 

４ 監査の結果 

(1) 事実の確認 

ア 水道部庁舎について 

水道部庁舎は、昭和４７年１１月竣工で、鉄筋コンクリート造、一部鉄骨

造、地下１階、地上４階、塔屋２階の建物で、延床面積は３，６６４．８０

㎡である。 

イ 耐震診断について 

水道部では、平成２５年度に水道部庁舎の耐震診断を実施している。 

Ｉｓ値（構造耐震指標）は、建物の耐震性能を表わす指標であり、地震力

に対する建物の強度及び地震力に対する建物の靭性（変形能力、粘り強さ）

が大きいほど、この指標も大きくなり、すなわち耐震性能が高くなる。Ｉｓ



- 7 - 
 

値の目安は以下の表のとおりである。 

Ｉｓ値が0.3未満 地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い 

Ｉｓ値が0.3以上0.6未満 地震に対して倒壊又は崩壊する危険性がある 

Ｉｓ値が0.6以上 地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い 

水道部庁舎の耐震診断の結果、各階において、Ｉｓ値が０．２８から０．

５６であった。 

ウ 耐震診断結果を受けた水道部庁舎の在り方の検討について 

 (ｱ) 平成２５年度の水道部庁舎の建て替えの決定について 

４(1)イの耐震診断結果に基づき耐震改修工法を行うに当たり、水道部

庁舎は、災害時にライフラインである水道管の復旧や応急給水活動の中

心となる特に重要な防災拠点として大地震後も補修することなく建物を

使用できるよう、Ｉｓ値の目標を０．９として検討を行ったところ、各

階で大規模な改修が必要となり庁舎を使用しながらの改修が困難なこと

から、仮設庁舎を設ける必要が生じ、約１０億円もの耐震改修費用が必

要との結果となった。さらに、仮設庁舎への引っ越しなど仮設費用が必

要なことや、工事期間中の市民サービスへの影響なども懸念されたこと

から、当時においては耐震改修ではなく建て替えを行うことが妥当と判

断した。 

平成２５年度に積算した建て替えの事業規模は７階建て延床面積約６，

０００㎡で、概算事業費は約３６億円を見込んでいた。 

(ｲ) 平成２９年度の水道部庁舎の建て替え内容の変更について 

水道部庁舎の機能を維持しつつ、必要最小限の敷地面積となるように

現状敷地の北側で建て替えを行う計画に変更した。また南側の敷地は、

北側の建て替え敷地と分割し、別途利活用を図り、現状敷地の北東に隣

接している民地の駐車場を取得し整形地とすることで利活用価値の向上

を図ることに変更している。 

エ 水道法の改正について 

  平成３０年１２月に水道法が改正され、令和元年１０月に施行された。こ

の水道法改正は、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
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ことを目的とし、都道府県は水道事業者又は水道用水供給事業者（以下「水

道事業者等」という。）の間の広域的な連携を推進するよう努めなければなら

ないこと、水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこ

と、広域連携の推進等が盛り込まれている。 

オ 水道事業の今後の収支予測について 

 水道部では令和元年度に、次期基本計画の策定に当たり、今後１０年間の

収支予測を行っている。次期基本計画の素案によると、水道料金収入は令和

元年度の約５１．６億円に対し、現在の料金体系を維持した場合には、令和

１２年度に約４６．０億円、令和４２年度に約３２．７億円となる見通しと

なっている。一方で、「安全」な水を、災害時等でも「強靭」に、将来にわた

って「持続」して、お客さまに届けるためには、老朽化した水道施設の更新

が必要不可欠として、「１ 老朽管の計画的更新と耐震化の推進」「２ 大冠

浄水場の浄水処理工程の段階的更新と強靭化」「３ 施設・設備の計画的更新

と水道部庁舎の耐震改修」の３つを重点事業として掲げ、その推進を図ると

している。これらの投資に必要な事業費の総額は、１０年間で約３０１億円

が見込まれている。以上のことなどから、収益的収支の見通しでは、水使用

量の低下に伴い料金収入の減少が見込まれる一方、施設の更新等に伴って減

価償却費が増加するため、当年度純利益は減少し続け、令和１２年度には赤

字に転じる見通しとなっている。また資本的収支の見通しでは、令和６年度

から企業債の発行を見込んでいるが、施設への投資が増えたことによる建設

改良費の増加に伴い、資金期末残高が減少し、現在約６０億円ある資金残高

も令和１２年度にはマイナスに転じる見通しとなっている。 

カ 水道部庁舎の建て替えから耐震改修への方針転換とその理由について 

水道部によると、４(1)オで述べたように今後の経営状況は厳しくなる中で、

多額の費用を要する建て替えは困難であり、さらに４(1)エの水道法改正に伴

い、今後、経営状況等により様々な形態の広域連携を実施する可能性があり、

その場合、業務量や職員数が大きく減少し、必要な庁舎の機能・規模も減少

することが考えられるため、建て替えを行うと結果として不必要に過大な支

出となるおそれがあるなど、将来を見通すことが困難な状況にあることから、

耐震改修に決定したとのことであった。 
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水道部では、建て替えの見直しに当たり、市役所庁舎への移転についての

検討を行ったが、水道部各課の執務室が分散し配置されることから、市民サ

ービスや危機管理時の対応、業務の効率性等の影響が避けられないことが判

明し、市役所庁舎への移転は困難と判断した。 

  また、平成２５年度当時は水道部庁舎についてＩｓ値０．９で耐震改修工

事を検討していたが、平成２５年度以降に大冠浄水場管理棟の耐震改修が完

了しており、災害時の指揮命令機能を同施設が担えることから、水道部庁舎

は大地震によって大きな補修をすることなく建物を使用することができるＩ

ｓ値０．７５に見直すことで、耐震費用の軽減を図るとともに、必要最小限

の配管の更新等を合わせて実施することとした。その結果、居ながらの工事

が可能となるなど、市役所庁舎への移転に比べ、市民サービス、危機管理面

での影響は少ないと考えているとのことである。 

さらに、大阪広域水道企業団（以下「企業団」という。）と経営状況が良

好でない団体の水道事業が統合する動きがみられ、現時点で水道部が企業団

と統合する予定はないものの、将来的に企業団と統合する可能性も否定はで

きず、そうなれば、現時点で多額の費用を支出して建て替えを行っても、統

合によって水道部庁舎を企業団に無償で移管することとなることも建て替

えと判断することが困難な要因の１つであるとのことである。 

キ 水道部庁舎の今後の在り方についての水道部の見解について 

  令和２年３月市議会における「今回の耐震改修によって、庁舎の耐用年数

は令和何年までになるのでしょうか。」との質問に対して、管理者は「耐用年

数については、過去に現庁舎の調査を行い、コンクリート等の状態から、今

後２０年程度使用することが可能と考えております。」と答弁している。２０

年程度使用した後の水道部庁舎の在り方について、監査委員が確認したとこ

ろ、２０年後も厳しい経営状況が続くと予測していることから、水道部単独

の庁舎を建設することは難しく、市役所庁舎への移転の再検討や水道部の既

存施設への集約移転の可能性が高いとのことであった。 

ク 耐震改修及び建て替えに係る１年当たりの費用の試算について 

  令和２年３月市議会で管理者が「建て替えの方が年間数百万円程度の優位

性があるものと試算している」と答弁した試算であるが、耐震改修について
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は、令和元年１２月に概算工事費として積算した約１０億円を、耐震改修後

の耐用年数と設定した２０年で除し、１年当たりに要する費用として約５，

０００万円と算出している。一方、建て替えは、平成２５年度に７階建ての

庁舎として概算費用を積算した約３６億円を基に、現庁舎と同様の４階建て

の延床面積に換算し、物価上昇等を見込んだ約３０億円を、建て替え後の耐

用年数と設定した７０年で除し、１年当たりに要する費用として約４，３０

０万円と算出したものである。 

  なお、水道部によると、この試算は、耐震改修には配管の更新や庁舎の長

寿命化などの費用が含まれ、建て替え費用には建て替え後の給排水管等の更

新費用が含まれないなど、その後の維持管理費用が含まれるかなど条件に差

があるため、実際に耐震改修費用や建て替えを行ってから必要となる費用は

大きく異なるとのことであった。 

ケ 水道部庁舎の耐震改修工事に係る基本設計について 

令和２年６月２４日に、水道部庁舎耐震改修その他工事基本設計業務（以

下「基本設計業務」という。）の制限付一般競争入札が実施され、入札業者３

者のうち、予定価格と最低制限価格の範囲内で、最も低い入札額を入れた株

式会社アルト建築設計事務所が落札した。 

令和２年６月２９日に、水道部は株式会社アルト建築設計事務所と、基本

設計業務について、履行期間が令和２年６月２９日から令和３年２月２６日

までで、業務委託料７５９万円（うち消費税等額６９万円）で契約を締結し

ている。履行期間が終了していないことから、基本設計業務に係る支出は発

生していない。 

(2) 判断 

請求の要旨及び理由、請求人から提出された証拠書類、請求人の陳述、関係

職員の陳述及び事情聴取並びに関係書類から判断した結果は、次のとおりであ

る。 

請求人は、水道部庁舎の耐震改修工事に係る費用の支出は地方公営企業法第

３条に反し違法・不当であり、支出の差止めを勧告することを求めている。 

地方公営企業法第３条は、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮すると

ともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければ
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ならない」と定めており、ここにいう「企業の経済性」とは、企業一般に通ず

る経営原則としての合理性と能率性を主として指す（地方公営企業法及び地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（公営企業に係る部分）の施行に関する

取扱いについて（昭和２７年９月２９日自乙発第２４５号））とされている。そ

して、地方公営企業は、地方公共団体の権力的な行政に比べはるかに能率的な

処理が可能であり、民間企業とほぼ同様に経済合理性に従った運営をなし得る

ものであり、地方公営企業が経済性を発揮して能率的・合理的な業務運営を行

い最少の経費で最良のサービスを提供することこそ住民の福祉の向上に資する

ものである（改訂地方公営企業法逐条解説５３頁）とされている。 

地方公営企業法は、地方公営企業に関する法令等が同法第３条に規定する基

本原則に合致するものでなければならないこと（第５条）、管理者は、地方公共

団体の長が任命し（第７条の２第１項）、長は管理者に対して必要な指示をする

ことができること（第１６条）、財務についても、特別会計（第１７条）、独立

採算制（第１７条の２第２項）、計理の方法（第２０条）、料金（第２１条）、予

算（第２４条）、繰越し（第２６条）、出納（第２７条）、監査（第２７条の２）、

決算（第３０条）、計理状況の報告（第３１条）、剰余金（第３２条）、欠損処理

（第３２条の２）、資産の取得、管理及び処分（第３３条）などについて具体的

な規制を行っていることなど、全体として同法第３条の常に企業の経済性を発

揮し、地方公営企業の健全な財政運営を確保することを企図していると考えら

れることに照らすと、地方公営企業の財務運営を危殆に瀕せしめることが明ら

かであることなど、同法の趣旨を没却するような事態を招く場合は、当該行為

は、同法第３条に違反するものとして、違法と評価されることがあると解すべ

きである。そして、地方公営企業における財務運営、経営判断は、政策的、専

門的見地から多角的、総合的に勘案してなされることを要するものであり、そ

の意味において、当該地方公営企業は当然一定の裁量権を有するものであるか

ら、地方公営企業法第３条の趣旨に反するとして当該行為が違法となり得るの

は、地方公営企業が下した判断が、当該行為の性質、その当時の状況等に照ら

し、上記裁量権の逸脱又は濫用と評価される場合に限られるというべきである

（名古屋地方裁判所平成１５年３月２４日判決）。 

その上で、裁量権を逸脱又は濫用し、違法となるか否かの判断に当たっては、
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その判断が裁量権の行使としてされたものであることを前提として、同判断の

基礎とされた重要な事実に誤認があること等により同判断が全く事実の基礎を

欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により同判

断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについ

て審理し、それが認められる場合に限り、同判断が裁量権を逸脱又は濫用する

ものであると認めるのが相当である（最高裁判所昭和５３年１０月４日大法廷

判決）。 

以上を前提として、水道部庁舎の耐震改修工事に係る費用の支出が、地方公

営企業法第３条に反するか否かについて判断することとする。 

そこで、建て替えから耐震改修へと方針転換したことについて合理的な理由

がないとする請求人の主張について検討する。 

４(1)ウ(ｱ)のとおり、管理者は、平成２５年度当時、水道部庁舎を建て替え

ることが妥当であるとの判断を行っている。 

しかし、水道部の現在置かれている状況を監査委員が質したところ、４(1)

オのとおり、老朽管の更新や耐震化、大冠浄水場の浄水処理工程の更新・強靭

化などの投資や、水道料金収入の減収の結果、水道事業の今後１０年間の収支

状況は厳しくなることが予測され、令和１２年度には、当年度純利益が赤字に

転じ、現在約６０億円ある資金残高もマイナスとなる見込みとなっているとの

ことであり、それを否定する材料も見当たらなかった。また４(1)カのとおり、

水道部によると、水道法改正に伴い、今後の経営状況等により様々な形態の広

域連携を実施する可能性があり、その場合には業務量や職員数が大きく減少し、

必要な庁舎の機能・規模も縮小することが考えられ、結果として不必要に過大

な支出を生じさせてしまうおそれがあるとのことである。広域連携に関して、

水道部は現時点で企業団と統合する予定はないものの、将来的に企業団と統合

する可能性も否定はできないと述べている。次期基本計画の素案５３ページを

みると、企業団は、大阪市を除く大阪府内４２市町村で構成され、広域化の取

組が進められている。平成２９年４月には３市町村が、平成３１年４月には６

市町が企業団と事業統合しており、さらに５市町が統合に向けて取組を進めて

おり、構成団体の３３．３％が企業団との統合に動いている状況が認められる。

企業団と統合があった場合には、水道部庁舎を企業団に無償で移管することと
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なるとのことであった。水道部の建て替えから耐震改修への方針転換は、そう

した現状に鑑み検討を重ねた上で判断をしたものと認められる。加えて、耐震

改修に係る費用についての見直しも行われており、大冠浄水場管理棟が耐震改

修され、災害時の指揮命令機能の施設として十分な耐震性を有していることか

ら、水道部庁舎のＩｓ値目標を０．７５に見直すことで、耐震費用の軽減を図

るとともに、水道部庁舎を使用しながらの工事が可能となり、市民サービスへ

の影響が少なくなったとのことである。これらの事情を踏まえると、水道部庁

舎を建て替えから耐震改修へと方針転換した管理者の判断に至る過程に不合理

な点があるとはいえない。さらに、４(1)キのとおり、２０年後も厳しい経営状

況が続くことが予測されることから、水道部単独の庁舎を建設することは難し

く、市役所庁舎への移転の再検討や水道部の既存施設への集約移転の可能性の

方が高いとする水道部の見解は理解できるものである。 

以上のことから、多額の費用が必要となる水道部庁舎の建て替えを行うとい

う判断を見直し、耐震改修へと方針転換した管理者の判断は、社会通念に照ら

し妥当性を欠くものとはいえないことから、裁量権を逸脱又は濫用していると

はいえない。 

ちなみに、請求人は、令和２年３月市議会での管理者の「建て替えの方が年

間数百万円程度の優位性があるものと試算している」との答弁を根拠として、

建て替えを行うべきであると主張している。この試算について確認したところ、

４(1)クのとおりであり、建て替え又は耐震改修から２０年間についてみると建

て替えの方が年間約７００万円低額である結果となっている。しかしながら、

この試算は４(1)クのとおり、建て替え後の水道部庁舎の耐用年数を７０年とし

ていることや、耐震改修費用には配管の更新、庁舎の長寿命化等の費用が含ま

れ、建て替え費用には建て替え後の給排水管等の更新費用が含まれないことな

ど、仮に設定した条件の下で、建て替えと耐震改修それぞれの費用を水道部が

耐用年数と設定した数で除し、１年当たりに要する費用として算出した額を単

純比較したものに過ぎず、条件が異なれば、その結果も変わるものであり、建

て替えの方に優位性があるとは断定できないものである。そして請求人からこ

の試算以外で建て替えが優位であると示されたものもない。 

さらに、水道部庁舎の耐震改修については、まず、令和２年度分として、基
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本設計に係る費用を含む予算が市議会に上程され、当該予算を含む令和２年度

水道事業会計予算は、市議会での審議と採決を経ている。よって、水道部庁舎

の耐震改修は、管理者の独断的な判断ではなく、民主的な手続を経て進められ

ているものであり、この点からも管理者の判断が裁量権を逸脱又は濫用してい

るとはいえない。 

以上のとおり、水道部庁舎の耐震改修を行うとした管理者の判断は、裁量権

を逸脱又は濫用しているとはいえず、またその判断は妥当であると認められる

ことから、水道部庁舎の耐震改修工事に係る費用の支出は、地方公営企業法第

３条に反し、違法又は不当であるとはいえない。 

 (3) 結論 

以上のことから、請求人の主張に理由はなく、請求人が求める措置の必要は

認められない。 


