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千葉県水道事業運営審議会 会議結果 

 

１ 日  時  平成２５年１０月２１日（月） 

午前１０時３０分～１２時３０分 

２ 場  所  ホテルプラザ菜の花 ３階菜の花 

３ 出席委員  坂本委員、太田委員、滝沢委員、轟木委員、金親委員、 

伊藤委員、本間委員、阿井委員、鈴木委員、中田委員、 

藤井委員、浅井委員、後藤委員、清水委員、岩本委員 

（以上１５名） 

４ 県の出席者 諸橋副知事 

               （総合企画部） 

鶴巻総合企画部長、深井水政課長、 

川島水政課水道事業室長、能條水政課主幹 

        （県水道局） 

岩舘水道局長、村石管理部長、幡谷技術部長、 

知地技術部次長、岩瀬技術部次長、岩津総務企画課長、 

高橋業務振興課長、石井財務課長、牧野計画課長、 

小林浄水課長、下埜給水課長、 

清水総務企画課副参事兼政策室長 他 

５ 議  題 （１）千葉県営水道事業の現況（報告） 

       （２）県内水道の統合・広域化（報告） 

 

６．議事概要 

（１）開会 

（司会） 

○ ただいまから、千葉県水道事業運営審議会を開会いたします。 

本日は、委員数２０名のうち１５名の委員の御出席をいただいており

ます。 

「委員数の半数以上が出席」されておりますので、本審議会の設置  

根拠である千葉県行政組織条例第３２条第２項の規定により、本審議会

は成立していることを報告いたします。 

   また、審議会については、千葉県情報公開条例によって、公開となっ

ておりますので、御了解ください。 

開会に当たり、諸橋副知事より御挨拶申し上げます。 

 

（２）諸橋副知事挨拶 

○ 皆様、おはようございます。 

本日は、大変お忙しい中、審議会に御出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

   また、皆様方におかれましては、平素より県営水道事業のみならず、

県政全般にわたり、御理解及び御高配を賜っておりますことに、この場

を借りて御礼申し上げます。 

  最近の自然現象では、予想できないことが連続しております。東日本
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大震災では、水道事業者の方をはじめ関係者の皆様に御協力、御活動  

いただいたことについては記憶に新しいところでございます。 

また、今年は２年連続の渇水がありましたが、先般は台風による豪雨

で、県内でも水害となり、県民の皆様に被害が出たところであります。 

   さらに、自然災害ではありませんが、ホルムアルデヒドが検出される

といったこともございました。こういった中でも、私どもは県民の皆様

に生活の必須のインフラである水道が安定的かつ良質に供給されると

いった事に精一杯努力してまいりたいと思います。 

さて、本日の当審議会は７年ぶりの開催となりました。 

本日は、「千葉県営水道の現況」を報告させていただき、もう一つは、

水道を将来、安定的に供給する上で大変重要な課題である「県内水道の

統合・広域化」といった取り組みを御報告させていただきます。 

是非、委員の皆様から忌憚のない御意見をいただいて、今後の水道事

業の運営に役立たせていただきたいと考えております。 

私ども精一杯努力させていただきますので、先生方の御意見を頂戴し

て、今後の御指導及び御協力をお願いいたしまして、御挨拶に代えさせ

ていただきます。 

 

（３）委員紹介及び県職員の紹介 

 

（４）会長及び副会長の選任 

（司会） 

○ 現在、本審議会では、前回会長を務めていただきました小松委員が 

退任され、会長が不在となっております。 

千葉県行政組織条例第３２条第１項で、会長が会議の議長となる旨 

規定しておりますが、会長、副会長が選任されるまでの間、仮議長を  

選任していただき、進行をお願いしたいと存じますがいかがでしょうか。 

（委員） 

  （異議なしの声） 

（司会） 

○ それでは、仮議長の選任について、委員の皆様にお諮りいたしますが、

皆様いかがいたしましょうか。 

（委員） 

  （事務局一任の声） 

（事務局） 

○ 事務局としては、委嘱年数が一番長い、坂本委員にお願いしたいと 

存じます。 

（委員） 

  （異議なしの声） 

（仮議長：坂本委員） 

○ ただいま仮議長に選任された坂本でございます。 

しばらくの間、御協力のほどよろしくお願いします。 

では、当審議会の会長、副会長の選任を行いたいと思いますが、選任

方法について、事務局から説明してください。 
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（事務局） 

○ 会長、副会長の選任について御説明します。 

千葉県行政組織条例第３０条第１項により、会長、副会長は委員の  

互選により定める旨規定されております。以上でございます。 

（仮議長：坂本委員） 

○ 事務局から、会長、副会長は委員の互選によると説明がありましたが、

いかがでしょうか。 

（阿井委員） 

○ 当審議会での委員経験も長く前回の審議会で副会長を務めていただ

き、また、県内水道経営検討委員会でも委員長を務めていただいた坂本

委員に会長を御推薦いたします。 

（仮議長：坂本委員） 

○ ただいま、私を会長にとの御提案をいただきましたが、皆様いかがで

しょうか。 

（委員） 

 （異議なしの声） 

（仮議長：坂本委員） 

○ 「異議なし」とのお声がありましたが、よろしいですか。 

ありがとうございます。それでは、私が会長をお引き受けさせていた

だきます。 

次に、副会長は、いかがでしょうか。 

（金親委員） 

○ 副会長には、現在の県水道局中期経営計画２０１１事業等評価会議の

座長で、当審議会の委員も２期務め、水道事業にも精通している太田 

委員を推薦いたします。 

（仮議長：坂本委員） 

○ ただいま、副会長に太田委員と御提案がありましたが、いかがでしょ

うか。 

（委員） 

 （異議なしの声） 

（仮議長：坂本委員） 

○ 「異議なし」とのことですので、副会長は太田委員ということで決定

いたします。これで、仮議長の職を解かせていただきます。 

（司会） 

○ ありがとうございました。 

新会長に選任された坂本様、副会長に選任された太田様には、御挨拶

をお願いいたします。 

（坂本会長挨拶） 

○ 私は、長く水道行政に携わっていますが、千葉県は大変なところだと

認識しています。面積も東京都と神奈川県を合せたぐらいあり、その中

に大きな県営水道があり、いくつかの水道用水供給事業体があります。 

 また、市町村が行っている水道事業体があり、簡易水道もある。こう

いった中で、千葉県は一生懸命やっていることを認識しています。 
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以前、私は県内水道経営検討委員会で、千葉県の水道をどうするかと

いった議論をしました。その検討が、その後どうなっているのか、本日

報告があるということで楽しみにしています。 

日本の水道は色々な事を抱えていますが、千葉県が一生懸命やれば 

大丈夫だと思っているところです。 

（太田副会長挨拶） 

○ 私も平成１９年の県内水道経営検討委員会において「これからの千葉

県内の水道について［提言］」に関わった経緯があります。当時、県レ

ベルで統合・広域化を掲げ、まとめたのは千葉県が初めてでありました。

その内容は、県と市町村の役割分担、統合に向けたビジョン、あるいは

ロードマップ、そして財政的な裏付けと非常にきめ細かく、かつ実効性

のある提言が出されました。これを受けて千葉県として、今日まで具体

化に向けてやってこられたことは高く評価していいと思います。 

提言の内容は、今日まで色褪せることなく、より一層価値を高めてい

ます。構想の具体化に向け、引き続きお手伝いさせていただきたいと  

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（５）議題の説明及び質疑 

 

「千葉県営水道事業の現況」について 

 

事務局（水道局総務企画課長）から説明。 

 

質疑 

（鈴木委員） 

 ○ 資料１の６ページのグラフ（収入・支出の中期的動向）で、人件費が

平成１９年度から２４年度の推移をみると努力の成果が見える一方で、

人件費が圧縮している割には委託費の数字があまり変わらない。この 

中身と理由について示していただきたい。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ 例えば、浄水場管理について、職員が行っていたものを外部委託する

など、職員数を減らす一方で委託費が増えていくといった動きになって

います。 

（鈴木委員）  

 ○ 私が尋ねているのは、人件費が圧縮している割には、委託費があまり

増えていない。その状況を伺っています。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ このところ委託を進めているものは、先ほどの浄水場管理委託、水道

事務所の料金の収納事務などを進めています。浄水場管理委託や料金収

納事務の委託の発注については、３年間まとめて委託することで委託費

の軽減を図っています。 

具体的には浄水場、給水場の運転管理、量水器の管理など色々な業務

の見直しを行い、委託可能な業務は委託し、発注にあたっては３年間ま
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とめて発注することでより安く合理的に進める努力をしています。   

それらのトータルでこういった数字の動きになっています。 

（坂本会長） 

 ○ 全国的な流れで、今まで直営で行っていた業務を民間に委託するとい

った傾向はあり、水道法の改正により第三者委託が創設され、民間でで

きることは民間でという傾向になっています。これにより、委託した分

だけ職員の人件費が減っているという説明ですが、トータルで見ると 

資料のような結果であるという説明でした。 

   将来の委託の方向は、県水道局はどのように考えていますか。例えば、

東京都では、多摩のほうは株式会社がやっており、将来的には２３区の

ほうもやっていくようですが。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

○ 県水道局は、第三セクターをもっていないので、先ほどの浄水場の 

管理などを委託していきます。 

（鈴木委員）  

 ○ 概要はわかりました。人件費が、平成１９年度の９９億円から平成 

２４年度は７７億円。委託費が、平成１９年度の６０億円から平成２４

年度は６５億円と、人件費の削減の割合と委託費の増加の比率に疑問が

あったのでお伺いしました。今の説明では、分かりにくいところがある

ので、次回に精査いただくよう努力願います。 

（轟木委員） 

 ○ ３ページの職員数の推移について、平成２１年度の９６８名から平成

２４年度の８７４名と約１００名程度減っています。今後の５年間もこ

のように１００名程度減っていきますか。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

○ 県全体で行革計画、定員適正化計画を立てています。水道局も県全体

の中で行っています。今年は計画の区切りで、前の定員適正化計画に沿

って職員数を抑えてきました。今、次の定員管理適正化計画を作成中な

ので、今後のことをお示しすることはできませんが、今まで相当減らし

てきているので、この勢いで減らしていくのは厳しいと考えています。 

（轟木委員） 

 ○ 負担は少ない方がよいが、水道は県民に必要なものなので、職員数を

適正に管理されないと困ります。今までのように５年後も職員が１００

人減ってしまうと適正に運営できるのか心配なところです。 

（坂本会長） 

 ○ 全国の水道を見ますと、職員は大変減っています。５万人いた職員が

今３万人位になっています。団塊の世代の職員が退職したことで、特に

中小の水道事業体は深刻であります。その点で、民間委託へという話も

出てきますが、県水道局は日本で第３の規模を誇っていますが、今後、

今までのように職員が減っていくことは心配です。 

（伊藤委員） 

 ○ 職員の問題では、特に技術職員が減っており深刻な問題になっていま

す。合理化を図り、経営の安定、あるいは、おいしくて安全な水をリー

ズナブルに提供するといった課題をクリアしなければなりません。しか
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し、絶えず安全・安心な水を供給するには十分な専門知識が必要です。 

   そこで、技術職員の採用状況は、どのようになっているのか伺います。 

（事務局：水道局技術部長） 

 ○ 傾向としては先ほど坂本会長の話のとおりです。昭和４０年代に大量

採用した技術職員が大量退職しまして、以前、事務職・技術職合わせ  

１４００名位いましたが、現在は９００名を下回り、その中で再任用職

員が２００名程度います。 

   新たに採用した職員は育成しなければなりませんが、時間もかかりま

す。今、厳しい状況にあるのは確かです。 

（坂本会長） 

 ○ 年齢構成はどうなっていますか。若い職員を採用しているのか。 

（事務局：水道局技術部長） 

 ○ 昨年度は４０名程度採用しています。特に土木職は精力的に採用して

います。 

   なお、年齢構成は５０代の職員が約４割を占めています。今後も大量

退職が続くため、若手職員の育成を頑張ってやっていくという状況です。 

（伊藤委員） 

 ○ 最近の技術革新は大きく進化しています。その中で、今までの技術の

伝承を守り発展させていく面で技術職員の確保をしっかりやっていた

だきたい。それは、次の議題の「県内水道の統合・広域化」の問題にも

つながっていきます。千葉県全体の水道の羅針盤的な役割を県水道局が

果たす。そういった使命を果たせるような人員の配置及び確保をお願い

いたします。 

（清水委員） 

 ○ ２点伺います。 

   １つ目は、管の更新です。耐用年数４０年となっていますが、適正に

更新されるか。 

   ２つ目は危機管理の問題です。地震については、中期経営計画の中の

主な取組に記載していますが、今の国際状況をみるとテロ、例えば、  

水道の中に生物化学兵器みたいなものを混入されると大変なことにな

ります。施設では、そういったことに対し、どのような対応を行ってい

るのか伺います。 

（坂本会長） 

 ○ 清水委員から２点ありましたが、管の更新については、アスベスト管

の対応も含め回答願います。 

（事務局：水道局財務課長） 

 ○ 管路につきましては、毎年、計画的に進めております。資料１の５ペ

ージ記載のグラフにある資本的収支の建設事業費１９０億円を計上し

ていますが、この大部分が管路の更新に充てています。今後、耐用年数

４０年を超える管路について、その延長が増してくるので、今後、更に

大きな予算を割かなければならなく、厳しい状況になりますが、当面は

管路の更新を計画的に行っていくことを考えています。 

（事務局：水道局給水課長） 

 ○ アスベスト（石綿セメント）管につきましては、昭和４７年度末に約
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２３００キロメートルありましたが、計画的に更新工事を行い、平成 

２４年度末では残り８．２キロメートルとなっています。これについて

は、公共工事や土地区画整理事業と併せ関係者と調整の上進めてまいり

ます。 

（坂本会長） 

 ○ 以前千葉県はアスベスト管がたくさんありましたので、私も気にして

おりましたが、あと約８キロメートルと努力されました。 

   テロ対策ですが、千葉県でも浄水場に薬が投げ込まれたことがあった

と記憶していますがどうでしょうか。 

（事務局：水道局技術部次長） 

 ○ 過去に北総浄水場で農薬投入の事案があったこともあり、テロ対策の

マニュアルを作成しました。なお、原水の監視は毎日行っています。ま

た、浄水場の警備をしっかり行っております。 

（後藤委員） 

 ○ 資料１の６ページのグラフ（収入支出等の中期的動向）では給水収益

が毎年減っています。県水道局のエリアでは老齢化がどれくらい進んで

いるのか。老齢化により水道の使用量も減っていきますが、それによっ

て水の使用量がどのように変化すると考えているのか伺います。 

（事務局：水道局財務課長） 

 ○ 千葉県も近年、全体的には高齢化は進んでいます。県水道局の給水 

区域１１市の高齢化の状況について資料は持っていませんが、県の全体

的な傾向とあまり変わらないと思います。高齢化による水の使用量につ

いてですが、水の使用量は、様々な要因があります。このグラフでは  

給水収益は低下の傾向にありますが、水の需要につきましては、人口の

問題や企業の活動状況もあります。また、節水意識の関係、更に夏季の

天候、暑いと水の需要が増えるという傾向もあります。遠い将来では、

人口の減少に伴い水の使用量が減ることは予想されます。この何年かの

状況でどうかといいますと、震災の影響で減っていますが、若干ではあ

りますが、回復の傾向もあります。今後も注意深く見守っていきたいと

思います。 

（阿井委員） 

 ○ 今までの議論の中で、人員のこと、高齢化に伴う水需要もそうですが、

平成２７年度までの中期経営計画を作っておきながら、きちんと回答で

きないところに問題があると思います。中期経営計画では、具体的なこ

とは書いていません。毎年の事情により勝手に変えられるわけです。 

職員の定数、水の需要、委託の発注量など毎年変えられてしまいます。

そういう意味で、７年前の水道事業運営審議会では、最初の中期経営計

画を提示いただき、説明をいただいた経緯があります。しかし、今回の

中期経営計画は平成２３年度からの計画を勝手に作成し、勝手に実施さ

れています。既に始まっている計画なので、今となっては、致し方あり

ません。今後、大きな計画については、出来ることならこの水道事業運

営審議会に諮っていただき、皆様の意見を聞いた中で、最終的な計画を

作成いただきたいと思います。今までの議論を聞いた中での結論だと思

いますが、いかがでしょうか。 
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（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ 計画については、厳しい御意見もあるとは思いますが、平成２２年度

に今回の中期経営計画を作成していまして、毎年度、評価しながら進め

ているところであります。 

   中期経営計画を審議会に諮る件につきましては、適正に対応したいと

思います。 

（阿井委員） 

 ○ 適正な対応はどのようなことでしょうか。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ 総合企画部とも相談しながらやらせていただきたいと思います。 

（伊藤委員） 

 ○ 阿井委員の言ったとおりであります。県の職員は異動で替わってしま

います。そこで、この審議会があるのですから、毎年開催し、委員の  

知恵を借りましょうという形でお願いします。 

（滝沢委員） 

 ○ 通常、計画を作成すると、毎年チェックを行います。平成２３年度か

らの５カ年計画なので、今、半ばになりますが、通常だと、この計画の

評価を行う時期になっているかと思います。本来であれば、中期経営計

画をベースに議論すべきと思いますが、中期経営計画の中身をみると 

具体的な数値が書かれていないので、達成したかどうかの判断が難しい

と思います。１つは、職員数ですが、中期経営計画１４ページでは、  

平成２５年度に６００人弱になっていますが、資料１の３ページでは 

平成２４年度末で８７４人となっています。中期経営計画は２２年度 

作成の推計なので若干の違いが出るのはわかりますが、資料１の数字と

３００人近く違っています。８７４人は再任用職員を含む数字のようで

すが、このような数字を出すのであれば、再任用職員を含むのか含まな

いのかとか、構成がどうなっているのかとか精査をしていただきたいと

思います。こういった議論をする際は、委員からいろいろな意見が出ま

すがそれを支えるバックデータが必要だと思います。 

（太田副会長） 

 ○ 私から、多少、県水道局の状況を補足します。 

今までの議論で、この中期経営計画のチェック、評価が必要だという

意見はわかります。一方で、中期経営計画の冊子の５７ページ以降では、

いわゆるＰＤＣＡによって、具体的な数値目標なども出しながら、進捗

状況の評価を含め県水道局は行っています。これは、全国の水道事業体

を公平に見て、非常にきめ細かく評価システムを動かしていると思って

おり、私なりには評価をしています。 

実は、年に数回評価会議を実施していまして、１回で３時間前後の  

非常に密度の高い審議を重ねています。その結果については、ホームペ

ージで公表しているはずですが、今日の議論から皆様に伝わりきれてい

ないと感じました。そこで、これからは積極的に、また、伝えきるとい

うことを県水道局として考えていただきたいと感じました。 
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「県内水道の統合・広域化」について 

 

事務局（総合企画部水政課長）から説明。 

 

質疑 

（藤井委員） 

 ○ 県内の水道企業団の全てに県が構成団体となっているのか、資料２の

４ページ⑤記載の長期財政収支見通し調査は、資本的収支を反映してい

るのか、今回の統合は、県水道局と水道用水供給事業を行っている企業

団との統合なのか以上３点伺います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ １点目ですが、県が構成団体となっているのは、北千葉広域水道企業

団と君津広域水道企業団の２つのみです。    

   ２点目の長期収支見通し調査ですが、資本的収支を加味しております。 

   ３点目ですが、今進めている統合・広域化は、県が水道用水供給事業

を行おうとするものです。また、県水道局給水エリアの１１市について

は、難しい問題もありますが、末端の水道事業については市町村で行っ

ていただくというものです。 

   しかし、リーディングケースを進め事業統合まで行うと、試算では、

末端事業体によってマイナス、プラスの効果が出ておりますので、その

対応策の一つとして、末端の水道事業体の統合も必要だと考えています。

現在進めている「水道事業の統合・広域化」というのは、水道用水供給

事業は県が責任を持ち、末端の水道事業については大きくしながら地域

でやっていただくという方針です。 

（伊藤委員） 

 ○ この統合・広域化が動き出すことは素晴らしいことだと思います。 

一番ネックと思われる料金については、これだけ格差があります。自分

が住んでいる地域は１立方メートル当たり２２５円ですが、決して高い

とは感じていません。いつでも水を利用できる利便性を享受できるから

です。しかし、それぞれ考えに違いがあります。料金の問題では大きな

ネックがあると思われます。そのために、千葉県が１つの広域水道を 

目指して進めていただきたいと思います。そのためにも、当審議会にお

いて議論し、坂本会長、太田副会長の提言をいただきながら、千葉県が

１つになるような大きな目標を目指しやっていただきたいと思います。 

（阿井委員） 

 ○ 水道料金の一覧表を見ていただきますと県水道局の料金は１立方メ

ートル当たり１２８．５円です。これは、県内平均との格差が０．７２

倍であり、県が経営している水道が県内平均よりこれだけ安いというこ

とです。 

   実は、７年前の水道事業運営審議会の議論の中で、県水道局は、高度

浄水処理施設を導入し、おいしい水を提供しますと説明されました。 

高度浄水処理施設の建設では、莫大な費用がかかります。その時、私は、

おいしい水になるのであれば、料金を値上げしてもいいのではないかと
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いう提案をしました。その時、消費者団体の代表の委員からも、おいし

い水を作るために新たな設備投資をするのであれば、料金値上げもいい

のではないかという御意見もいただきました。しかし、当時の県水道局

は、料金を値上げしなくともおいしい水を提供できますという答弁をさ

れました。本日の説明でも、県水道局は、将来、管路の布設替え、改修

など莫大な費用がかかりますという説明をしながら、なぜ、水道料金に

触れないのかという疑問があります。県は、県内の水道に平等に係わる

べきと考えます。例えば、県営水道を１０円値上げするだけで、いくら

の利益が出ると思いますか。県としてのスタンスを水政課と県水道局で

県全体のことを考え、これからの水道行政を運営していただきたいと 

要望いたします。 

（坂本会長）  

 ○ 県営水道の設立時は、当時の市町村では水道事業を運営できないなど

の背景から、県営の水道が誕生した経緯があると思いますが、現状では、

よいところだけを行っているという誤解もございます。これからは県の

中核として、千葉県全体をどうするかということでやらなければならな

いと思います。 

（鈴木委員） 

 ○ 千葉県水道事業運営審議会の果たす役割、設置に対する意義をお示し

願いたい。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ この審議会は、県営水道の重要事項に係るものについて、御審議いた

だくものです。過去は、料金の値上げ等で頻繁に開催した時期もありま

したが、最近、料金値上げ等なかったことから、開催していない状況で

ございました。今回、開催させていただきましたが、今後は、県営水道

に係る重要な報告事項を含め、委員の方々に情報提供を行うことは必要

だと思っております。 

（鈴木委員） 

 ○ 私も、この審議会の委員になって６年になりますが、今回初めての 

開催でした。今の中期経営計画は平成２７年度に終わるので、次は、  

平成２８年度からの中期経営計画が示されると思います。当審議会の 

委員は、それぞれの立場の代表として出席していますので、我々県民の

声を聴取し、また、その声を反映させていただきたいと思います。 

   また、本日は、行政長が出席されておりませんが、この構成をどのよ

うに考えていますか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 審議会委員は、代理出席が認められないため、市長の出席はかないま

せんでした。 

（浅井委員）  

 ○ 統合・広域化の最も大きいメリットを伺います。 

   また、動力費・薬品費が高くなっているということは、水質が汚染さ

れているからと考えられます。私は、習志野市に住んでいますが、その

水は印旛沼からきており、大変汚れていると聞いています。この水を 

きれいにすることに費用がかかるのか。さらに、今後も、今までと同じ
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ような浄水のやり方を行うのかどうか伺います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 統合広域化のメリットは、再度、資料２の５ページをお開きください。

基本的な考え方にも記載していますが、規模が大きくなることにより、

経営基盤の強化が図られ、人員体制の整備もできます。また、災害対策

の充実、合理的な施設の整備・更新など多面的なメリットがあると考え

ております。 

   水質の関係では、水源の状況により、浄水の費用に差が出ます。技術

的なことでは、昨年は、ホルムアルデヒド検出の問題もありましたが、

そういったことにも対応できるよう高度浄水処理の導入を進めており

ます。費用の面もあり、事業体により違いもありますが、科学的な知見

や最新の技術を取り入れ、安全で良質な水を供給するという姿勢は変わ

らないと思っています。 

（中田委員） 

 ○ 現在の、他都道府県における水道の統合・広域化の状況はどうですか。 

   また、今回の統合が完全にできた場合の水道料金は、他の都道府県と

比較しどうなりますか。 

（坂本会長） 

 ○ 全国的な話なので、私がお答えします。例えば、近隣では、東京都の

場合は、すべて一緒にする方向で進めています。神奈川県は、県営水道

があって企業団があるという状況です。全国を見てもいろいろな状況で

す。統合のない県もあり、例えば、高知県、徳島県、宮崎県、秋田県な

んかは２つの市町村をまたいだ水道事業体がありません。他のところで

も、いろいろなことを行っています。 

料金の問題ですが、統合により平準化されます。統合の当初は、格差

があり、千葉県の今回の案でも、最初は格差がありますが、どこの県も

最終的には料金は統一されます。埼玉県も以前は水道用水供給事業がい

くつかあり、愛知県や兵庫県も同様で、料金も当初は格差がありました。

統合することによって、当面は高くなる場合もありますが、最終的には

いいところに落ち着いていきます。 

（坂本会長） 

 ○ 本日は貴重な御意見ありがとうございました。県も今日の意見を受け

止めて、やっていただきたいと思います。 

   事務局から他に何かございますか。 

（事務局） 

 ○ 特にございません。 

（坂本会長） 

 ○ それでは、以上で、本日の議事を終了し、議長の任を解かせていただ

きます。御協力ありがとうございました。  

 

（６）閉会 

（司会） 

 ○ 以上を持ちまして、千葉県水道事業運営審議会を閉会いたします。皆

様、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 


