
 1

千葉県水道事業運営審議会 議事概要 

１ 日  時  平成２７年１月１６日（金）午後１時３０分～３時２０分 

２ 場  所  千葉県文書館 ６階多目的ホール 

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、 

        本間委員、阿井委員、鈴木委員、中田委員、藤井委員、 

        板倉委員、伊藤(久)委員、後藤委員、髙橋委員、乗本委員

（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、山口水政課長、 

        川島水政課水道事業室長、小澤水政課主幹 

        （県水道局） 

        田谷水道局長、岩瀬技術部長、小林技術部次長、 

        永島総務企画課長、新谷業務振興課長、石井財務課長、 

        縣計画課長、松江川浄水課長、中島給水課長、 

        貫井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 会議概要 

（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、諸橋副知事から御挨拶申し上げます。 

 

（２）諸橋副知事挨拶 

 ○ 本日は、委員の皆様には、年始の大変お忙しい中、御出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

   また、日頃から県営水道をはじめ、県行政全般にわたりまして、御理

解、御協力を賜っておりますことに、この場をお借りして御礼申し上げ

ます。 

   県営水道は、県民生活に不可欠なライフライン施設として、また、経

済を支える社会基盤として、県人口のおよそ半分にあたる２９５万人の

お客様に御利用いただいています。 

   近年、東日本大震災をはじめ、平成２４年５月のホルムアルデヒド検

出事故など、これまで想定していなかった事態が発生しています。今後
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とも県営水道では、不測の事態にも備え、県民の皆様に安全で良質な水

を安定して供給し続けられるよう、全力で運営してまいりたいと考えて

います。 

   昨年度の審議会では、委員の皆様から、県営水道の将来像や今後の更

新計画について、貴重な御意見をいただきました。また、「県内水道の

統合・広域化」については、県民に安全で良質な水を将来にわたって供

給していくために必要な取り組みとして大きく期待する、という御意見

をいただいたところです。 

   委員の皆様方には、今後とも、県営水道事業の健全な運営のために、

御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたしま

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） 

 ○ 審議会の委員の皆様におかれましては、昨年１１月２１日から新たな

任期となり、新しい委員もお迎えしているところです。 

   ここで、任期が新しくスタートしたことから、会長、副会長の選任に

ついては、委員の皆様、いかがいたしましょうか。千葉県行政組織条例

第３０条第１項の規定では、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が、委員の皆様、いかがいたしましょうか。 

（阿井委員） 

○ 今までの水道事業運営審議会の経緯も一番御存じの坂本先生に是非

会長を、副会長には水道局の中期経営計画の外部評価もしていただいて

いる太田先生にお務めいただくのがよろしいのではと思うのですが、い

かがでしょうか。 

（委員） 

  （異議なしの声） 

（司会） 

○ それでは、会長を坂本委員に、副会長を太田委員に、引き続きお願い

したいと思います。 

   本会議の議長につきましては、千葉県行政組織条例第３２条第１項に

より、会長が議長となる旨規定されておりますので、坂本会長に「議長」

をお願いしたいと思います。 

（坂本会長） 

 ○ 坂本でございます。僭越ではございますが、会長をやらせていただき

ます。委員の皆様には活発な御議論をいただきたいと思います。資料の

御説明等はコンパクトにわかりやすくお願いします。 

 

（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 
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事務局（水道局総務企画課長）から説明。 

 

質疑 

（坂本会長） 

 ○ 委員の皆様方、どんなことでも結構ですので、御意見なり、御質問な

り、いただければと思います。 

（本間委員） 

 ○ 栗山浄水場のちば野菊の里浄水場への機能移転について、平成２５年

度に計画案を策定したと説明がありましたが、その進捗状況をお伺いし

たいと思います。 

（事務局：水道局計画課長） 

 ○ これは、老朽化した栗山浄水場と同規模の日量１８万６千㎥を、ちば

野菊の里浄水場に機能移転することに併せ、高度浄水処理システムを導

入するものです。今年度から２７年度にかけて、工事の発注に必要とな

る測量や地質調査、図面作成や数量計算などの実施設計を行っていると

ころです。 

   また、平成２７年度は、工事車両の通行に必要な道路の拡幅や補強な

どの安全対策を行い、２８年度から本体工事に着手する予定です。３５

年の稼働に向け、今後も整備を進めてまいります。 

（藤井委員） 

 ○ 徴収一元化の取組について、口座振替等手続き上難しいと思われる市

はどこなのか。また、その理由を教えてください。 

（事務局：水道局業務振興課長） 

 ○ どこの市というわけではなく、上水道と下水道の振替口座が別々の場

合は、いずれかの口座にしなくてはいけないため、手続き上、難しくな

ってくると思います。これについては、事前に利用者に通知をして、ど

ちらか一方の口座に統一する予定です。 

（藤井委員） 

 ○ ４市の話し合いが整って、７市が整ってないという訳ですね。残って

いる７市が合意することも、それほど難しくないと受け止めていいのか、

教えてください。 

（事務局：水道局業務振興課長） 

 ○ 合意しない７市の理由は、市によって違いはありますが、主なものと

しては、一元化後に、市に残る業務の処理方法について市の側で十分に

検討ができてなく、その業務の処理費用を考慮すると、トータルコスト

が割高になるのではないかという懸念があるようです。そこで、先行し

て実施する４市の状況を見て判断したいという意向があると聞いてお

ります。 

（轟木委員） 

 ○ 外部評価会議の委員は、学識経験者や公認会計士、ライフライン関係

者、消費者代表による５名とのことですが、所属やお名前は公表できま

すか。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ 既にホームページ等でも公表しております。まず、本審議会の副会長
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の作新学院大学経営学部の太田様に座長をお願いしています。それから、

東京大学大学院工学系研究科准教授の中島典之様、公認会計士からは、

千葉県監査委員の藤代政夫様、ライフライン関係者として京葉瓦斯株式

会社の企画部長である舩木隆志様、消費者代表として消費者団体千葉県

連絡会代表幹事の渡辺志げ子様、以上５名の方に委員をお願いしている

ところです。 

（鈴木委員） 

 ○ 平成２５年度の主要施策とそれを支える２９の主な取組について、一

部を除き、「達成している」あるいは「概ね達成している」とあり、達

成されていないものは、高度浄水処理システムの導入と思われますが、

どうしてできなかったのか、今後の対応をお聞かせ願いたいと思います。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

 ○ 資料１の３ページの右側の表の基本施策１の主要施策（２）「①高度

浄水処理システムの導入」の達成状況欄が｢ｃ｣となっております。これ

は「未達成だが進展している」という評価です。柏井浄水場の西側施設

へ高度浄水処理システムを導入する計画があり、建設予定地に埋設汚泥

由来の硫化水素が確認されたため、設置場所や時期を再検討する必要が

生じ、工事の着手が遅れることとなりました。中期経営計画期間内に予

定通りの工事まで入れる見込みがたっておりません。ただし、埋設汚泥

対策の調査は進めておりますので、評価としては｢ｃ｣となりました。今

後、そうした汚泥対策の検討を進めて、できるだけ早期に着手していけ

るようにしていきたいと考えております。 

（鈴木委員） 

 ○ 中身は理解いたしました。この調査期間というのは、どの位を目途に

しているのかお聞かせ願いたいと思います。 

（事務局：水道局計画課長） 

 ○ 今、現場で実証実験をしており、今年度末を目途に実験を終了する予

定です。その結果を受け、来年度から具体的な計画を策定していく予定

です。 

 

「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 

（後藤委員） 

 ○ 更新していかなければならない施設が多いという説明でしたが、九十

九里、あるいは南房総地域の浄水場ができてから、どれくらい経過して

いるかとか、何年後には更新のためにこれだけお金がかかるということ

がわかりません。資料２の７ページに必要な財政措置額が、年間約３０

億円となっていますが、施設の更新費用も含めて３０億円なのか。広域

化によって、水を安定供給することは必要ですが、負担額のところをも

う少し説明していただけたらと思います。 
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（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ まず、老朽化がどの位かという御質問ですが、資料２の 1 ページに企

業団の設立年度が記載されています。高度成長期時代に多くの施設が設

置されました。また、水道局の説明時に水道管の耐用年数は約４０年と

いう説明がありました。管が４０年、施設は６０年という耐用年数があ

りますので、これから、老朽化を迎えていくことになります。設置以降、

顕著には出てきていなかった施設の老朽化が出てきている状況です。 

  そのような状態をイメージしていただければと思います。 

   それからもう一つ、資料２の７ページの表は、２３年度の実績を基に、

九十九里と南房総の水道企業団の用水供給単価を県水道局の単価と平

準化されたレベルまで引下げるということで、この中には、老朽化対策

に、今後どれくらいを見込んでいくとか、今後４０年の必要経費をトー

タルに計算しています。 

（本間委員） 

 ○ 多くの時間を要して、県内水道の広域化について検討されてきました。

昨年度、進め方の取組方針案が示され、その後様々な検討を積み重ねた

ことは、成果として評価したいと思います。しかし、修正案で追加した

末端給水事業体の統合については、事業体によって、水道料金など様々

な格差が存在し、全ての事業体で共通点を見出し、理解を得ることが非

常に難しいと思います。そこで、質問しますが、全ての関係市町村から

賛成が得られなければ、統合広域化は進められないのか、また、末端給

水事業体は九十九里地域、南房総地域で、それぞれ一つに統合しなけれ

ばいけないのか、お伺いしたいと思います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 進め方案につきましては、県と市町村で、県が用水供給を、市町村が

末端給水をということで役割分担を整理しました。そういう意味からも、

九十九里地域水道企業団、南房総広域水道企業団の構成団体には、全て

賛成をいただくということが必要だと考えております。 

   末端給水事業体の統合・広域化は、今後給水人口が全国的にも伸び悩

む一方で、水道施設が老朽化し、更新費用が急速に増加していくことが

懸念されるわけです。そうなりますと、事業体の経営を圧迫していくこ

とになります。ですから、事業体の運営基盤の強化が急務だと思います。 

   修正案で追加した、末端給水事業体の統合は、リーディングケースの

統合効果を地域全体で共有化していくためのもので、当初案ではマイナ

ス効果が出る団体を解消するために修正案を提示しました。従いまして、

少なくとも事業体にマイナス効果が生ずることがない範囲での統合は、

最低限進めていく必要があると考えております。 

（本間委員） 

 ○ わかりました。事業体の将来のことを考えますと、今が、県の提案す

る統合・広域化を検討する好機といえると思います。十分な議論を尽く

し、理解が得られるよう努力してもらいたいと思います。 

（伊藤(久)委員） 

 ○ 八千代市と勝浦市では約３倍の料金格差がある。これを統合するとい

うのは、いくら提案が良いとしても十分議論しないと、料金の格差と人
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口の格差がすごく隔たりがあるので、その点、どうお考えでしょうか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 御指摘のように、人口密度が高い地域とそうでない地域とでは、例え

ば、同じ１㎞の管路を新しくするための経費でも、給水戸数で割れば、

１戸あたり給水料金として負担してもらえる金額に相当な差が出てき

ます。料金が高い南房総地域、九十九里地域は、利根川から水を引くた

めに１００km 以上の導水路を造って水を引いているために値段が高く

なっています。だから、そういう高い地域を一つの地域としてとらえて、

まずは、その地域の用水供給事業体を統合して、卸しの値段を下げて、

それを受水する事業体も統合することで体力をつけて、今後、老朽管対

策についても対応していきましょうという御提案をしている、というこ

とです。 

（太田委員） 

 ○ 基本的なことを確認させていただきますが、平成２２年に示された

「当面の考え方」から出発されていると思います。その中で、県として

の広域自治体に基づく役割とか責任の範囲、それから市町村としての基

礎的自治体としてのそうしたものはどうなのかということが整理され

ています。その役割分担を明確にしながら、広域化なり、あるいは県内

水道のあり方を整理して考えていこうという報告でした。その中で、県

は広域自治体として、水源の確保といったところに責任を負うものとし

て、それに見合うかたちで用水供給といったところに軸足を置きながら、

水道事業の健全性や持続可能性に責任を負っているという整理をし、統

合・広域化も同時に必要だとしています。 

   要するに、一つは広域自治体と基礎的自治体の役割分担に基づく水道

事業に対する責任のあり方ということと、もう一つは、そのことと併行

して、統合・広域化が必要だという二本柱ですね。この二本柱がどのよ

うに組み合わさるのか、つまり、用水供給の水平統合の問題と、末端給

水レベルの水平統合の問題と、それから両者の統合の問題と、種類に分

ければいくつかの類型化ができますが、県と市町村の役割分担がそれぞ

れの統合の中にどのように反映されるのかが重要な部分です。「当面の

考え方」で、県、市町村の役割分担に基づいて、県営水道が給水してい

る地域についても、末端給水事業は市町村が担うとし、県営水道につい

ては、給水のエリアでの事業の見直しも示唆する文章になっています。

併せて、今後役割分担に基づく統合・広域化を進めるに当たって望まし

い経営形態は何かということを必要な合意形成なり、検討を進めていく

形になっている。この整理と、資料２の８ページの末端給水事業の統合

についても検討を進めるということ。これらがどのように連続性をもっ

て整理されているのかということが少しわかりにくいので、御説明いた

だきたいと思います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ もともと、修正前の案は、末端給水事業体の統合には言及しておりま

せん。そういう意味では、この資料２の５ページ「当面の考え方」を引

き継いでいるものと考えております。しかし、県の補助金を用水供給事

業体に振り替えたときに、補助金をもらっているよりも効果が小さくな
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ってしまう末端給水事業体があります。そのマイナス効果を解消するた

めには、末端給水事業体を統合することによって、市町村からみた課題

は解決できるわけです。 

   加えて、老朽化対策という中で、職員が３～４人しかいない団体でき

ちっとした対応が今後できるのか、技術の継承をしていけるのかという

部分についても、末端給水事業体の統合を進めれば併せて解決ができる。

どの事業体でも将来的に問題があるということは認識しておりますの

で、修正案に盛り込んだというのが経緯でございます。 

（太田委員） 

 ○ わかりました。今のお話は、資料２の１０ページの、各事業体におけ

る収入の中に占める補助金のあり様が、結果としてそういう解決策とし

て出てきたということだと思います。それは、統合したときに、メリッ

トとして生まれる事務改善とか効率化とか、そういう趣旨の、経営ある

いは運営の視点からの末端の水平統合というアプローチに聞こえます。

一つの過程としてメリットが見出せる可能性があると思いますが、一方

で、統合する末端給水事業体をどの範囲で見るのか、あるいは水平統合

といったものを実際に現実として具体化したときに、その経営や組織上

の問題の前提には、地形的な問題や給水密度の問題、どちらかというと

技術的な問題がありますが、そこのところの検討などはこれからという

ことでよろしいですか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 今の御質問は、末端給水事業体の統合の仕方、組み合わせということ

だと思います。それは一つではないと考えています。もともと提示して

いるのは、九十九里地域で一つ、南房総地域で一つですが、それ以外に、

マイナスの効果が解消する組み合わせはあります。それも含めて市町村

には説明をしております。 

   ただし、自分の事業体の現状はわかっていても、隣の事業体はわから

ない。これでは、総論が良くても、判断ができないだろうということで、

周辺の事業体との勉強会を県から提案したところです。 

   現在、３つの地域に分かれて勉強会が実施されています。（資料２の

１ページの図で）南房総地域は上の半分と下の半分で分かれたグループ

で勉強会が立ち上げられています。末端給水事業体のことなので、基本

的には市町村にやっていただきたいと考えており、県としては、助言を

求められれば、協力していきたいと考えています。 

   統合の組合せとして、より小さなブロックでいいのかということであ

れば、マイナスが解消する形であればいいですということで検討してい

ただいている状況です。 

（滝沢委員） 

 ○ 平成２２年より、踏み込んだ検討をされているのかなという印象を持

っています。資料２の６ページの説明ですと、ここでは末端給水のこと

が書かれていなくて、千葉県水道局の第１ステップ経営統合と、第２ス

テップ事業統合のことだけが書かれていて、８ページにくると、リーデ

ィングケースの進め方は、「リーディングケースの協議と併行して、末

端給水事業体の統合についても検討を進める。」と、ここで初めて末端
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の話が出てくる。末端給水事業体の統合は、関係市町村等の合意を前提

として、第１ステップの経営統合に進み、末端給水事業体の統合後に第

２ステップに進むということですが、末端給水事業体が統合をしないと、

第２ステップの事業統合には進まないと、これは、そういう形で連動し

たものなのか、この辺についてお聞きしたいと思います。 

   末端給水事業体の統合のイメージというのは、次の９ページに書かれ

ていますが、末端の部分は、各事業体は自主的に話し合いがもたれてい

て、県としては、どういう関わり方をされているのか、この話全体とし

て、末端事業体ともお話されているので、県は県、市は市、ということ

ではなくて、この考え方全体として合意をもっていただくことで進めら

れているのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 当初は、末端の統合は入っておりませんでした。当初の取組方針案で

は、用水供給事業体だけを統合していきましょうということでしたが、

県の補助金がなくなった場合に、マイナスになってしまう事業体があり、

それでは用水供給事業体に、県の補助金を振り替えるという、この用水

供給の統合の案には賛成できないとの意見がありましたので、それを解

消するために、いくつかの末端給水事業体が合わされば、マイナスの団

体が解消しますので、末端の統合をしたらというのが考え方でして、末

端の統合と用水供給の統合は、連動しております。 

（滝沢委員） 

 ○ 資料２の１０ページを拝見しますと、第１ステップから第２ステップ

の間が、末端給水事業体の統合の期間で、その期間は約５年だとお考え

になっているということでよろしいですか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ ５年で実際に進むというのは難しいと思っています。第１ステップに

進んでから、５年後に第２ステップというのは、目標としてありますけ

れども、５年でできなかったら統合をやめるというわけではございませ

ん。 

（乗本委員） 

 ○ 初めて出席しまして、このように千葉県の南房総の方まで水道が行っ

ているとは知りませんでした。また、ニュータウンは、以前は水の臭い

がしたんですけれども、最近はとっても良くなりました。感心しており

ます。 

（中田委員） 

 ○ 県の補助金について、約２２億円ということで補助実績がありますが、

全国的に補助を実施しているのが、千葉県のみということで、千葉県だ

けがなぜこのような補助をしなければならないか、少し気になっていま

す。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ まず本県の地理の特異性があります。水源は利根川で、その上流の方

に水源があり、そこから長い過程を経て、千葉県は一番南で、さらに南

房総地域は利根川から導水路を１００キロ以上引いてきていることか

ら、経費が、他の都県から比べると相対的に高くなるということがあり
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ます。また、人口密度が小さい所にも水を持っていこうとすると、そこ

は経費が掛かる。それから、県営水道が県の中心部を担っているという

ことが本県の特異性なのかなと思っています。水道法上では、基本的に

市町村が行う水道事業について、当時の市町村が出来なかったという事

情がある、その中で東京に近い湾岸部は、水質が悪く、井戸等では水の

確保ができない、そこを、県が広域的な視点から昭和９年に県水道局を

立ち上げた。そして京葉工業地帯の急速な発展に寄与したという状況が

あります。 

   最後の点は、値段が高くなったということとは違うかもしれませんが

そのような特異性がある中で、県営水道のエリアとそれ以外のエリアと

の料金格差が大きくなっているという事情があります。 

（坂本会長） 

 ○ 少し補足しておきますが、この補助制度は、千葉県の発展が非常に早

く、料金格差も広がり、当時の知事の時に政治決着として始まったよう

に記憶しております。他県でこういう制度があるかということですが、

私の知る限りでは、料金を下げるためにやろうということではなくて、

連絡管を繋ぐとか、それから小さな水道に対して補助するとかといった

県費補助はありますけれど、千葉県のこの補助制度は全国的には珍しい

と思います。 

   国では、料金格差是正ということでも一部やっていますが、県として

取り組んでいるところは、千葉県だけだと思います。 

（中田委員） 

 ○ これまでの経緯もあるでしょうし、これからも料金の格差是正という

のは必要だと思っています。これまでの歴史はおよそ理解できましたが、

ここ最近の、東日本大震災などの影響で大幅に減少してしまった給水収

益の回復が鈍いことですとか、更に老朽化した浄・給水場ですとか、水

道管路の更新費用の増加が見込まれているということでしたけれども、

これに対しての対策はどのように考えていますか。 

（事務局：水道局財務課長） 

 ○ 東日本大震災で落ち込みました給水収益につきましては、徐々にでは

ありますが、回復基調にあります。水道局としましては、経営コスト等

の削減を図るとともに、高度浄水処理など、国庫補助金を活用できるも

のは活用し、起債等の活用も考えて、水道料金に転嫁することなく、健

全な経営を維持していくという考え方で、現在進めております。 

（金親委員） 

 ○ 感想を述べさせてもらいますと、今回、初めて末端給水事業体の統合

という考え方を示されましたが、末端での統合を進めてもらいたいとの

想いが前々からありました。それぞれの事業体が経営統合と事業統合を

図っていただいて、いわゆる製造原価の圧縮が図られると考えます。で

すから末端で最大限の原価圧縮のための努力をするべきだろうと、その

一つの方法として、末端がそれぞれ統合を図っていく、それでその上に

立っての全体の統合という考え方ではないかと思います。要するに、県

下における県内水道の統合・広域化の大きな目標といいますか、最終的

な目標はそれぞれの用水の供給料金の平準化ではなく、それを更に推し
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進めた、末端給水料金の平準化と言いますか、それが、最終的な目標で

はないかと、私は理解しているわけです。その意味で、今回提案された、

末端における統合という考え方は、是非進めていってもらいたいと思い

ます。 

（髙橋委員） 

 ○ この資料を見てびっくりしたんですけれど、料金の格差ですね、市川

市は安くて良かったと思いつつ、逆に考えたら、高い所は大変だなと思

います。是非良い方向に進めていただいて、おいしい水が安く安全に飲

めるように、消費者としてお願いしたいと思います。 

（伊藤(久)委員） 

 ○ 資料２の５ページの「県営水道が給水していない地域」というところ

で、「必要な支援を行っていく」と記述がありますが、どのような必要

な支援を行っていくのか聞きたいということと、資料１の「マイクロ水

力発電設備」についてよくわからないので、以上２点質問します。 

（事務局：水道局浄水課長） 

 ○ 普通の水力発電は、大きなダムから落ちてくる水のエネルギーを使っ

て発電します。マイクロ水力発電とは小さい水力発電ということです。 

   当局で行っている、マイクロ水力発電は、浄水場から給水場に送水す

る際に、途中で山を越えたりするために必要な圧力をかけるのですが、

到達したときには余剰な圧力として残っているものがありまして、その

余剰な圧力を、それまでは捨てていましたが、水車を取り付けて、回転

させて、電気を取り出すというものです。現在、３か所で運転、稼働し

ているところです。 

（伊藤(久)委員） 

 ○ 私が実際に見学に行くことはできますか。 

（事務局：水道局浄水課長） 

 ○ 御希望があれば対応させていただきます。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 県営水道が給水していない地域は、資料２の 1 ページで、県営水道が

ピンク色なので、これ以外の部分が、給水していない地域ということで

す。その地域の中で、現在、リーディングケースとして、九十九里・南

房総地域の末端給水事業体についても、用水供給事業体の統合を検討し

ていく中で、必要な支援を実施していこうとしています。リーディング

ケース以外の地域については、現段階では、具体的なことはありません

が、末端の統合を進めていく時には、経営主体の市町村からの意見を踏

まえながら、必要な支援を検討していきたいと考えています。 

（高橋委員） 

 ○ 小水力発電ということで、市川市の妙典給水場を見学させていただき

ました。エネルギーの余剰を使って、コスト削減にもつながるだろうし、

温暖化対策にもなると思うので、今後とも検討していただきたいと思い

ます。 

（坂本会長） 

 ○ 最後に私の方から、昨年、大きな国の動きがありましたので、簡単に

御報告します。 
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   昨年３月の終わりに、国会で水循環基本法が、全会一致で成立しまし

て、施行になっております。 

   私は、ずっとお手伝いしてきたのですが、最近の動きとして、超党派

の議員メンバーの中に、フォローアップ委員会というものを作りまして、

これからどういうふうに進めていこうかと議論しています。今まで、水

の法律は沢山ありますが、河川法とか下水道法とか、全部個別法なもの

ですから、全体の、いわゆる憲法に当たるようなものを作ろうというこ

とで、総合的な法律になっています。 

   フォローアップ委員会は、委員が４１名、様々な分野の方々に入って

いただいており、私もその一人ですが、その中に２つの分科会を作って

おります。一つは地下水関係で、もう一つは、上下水道の今後をどうす

るかというものです。 

   私は地下水の方にオブザーバーで、上下水道の方は委員として参加し

ております。 

   上下水道につきましては、早急にまとめていこうということで、この

中で上水道がどうなるかということ、水道法をどうしようかということ

も含めて千葉県の水道もかなり影響を受けるのではないかということ

で、関心を持っていただきたいと思います。 

   それから、地方の動きとしては、大阪市が民営水道で行こうという動

きをしております。大阪市以外のところは、府営水道でやっていたんで

すが、これが今企業団ということで、市町村が中心になってやる形にし

ております。大阪の水道をどうするかということも、広域化委員会を作

って、これも太田先生と私と委員になって、まとめて、将来は大阪府の

水道は一つですと。もっといえば近畿は一つということを言っているの

ですが、そういう動きの中で、大阪の水道はどうなるかというのは、非

常に大きな動きととらえています。 

   こういうことを見ていますと、千葉県の水道は、日本の縮図みたいな

ところがあって、様々なことを抱えている、ある面では大変ですが、そ

れを横から見れば非常に面白いと言ったら怒られますが、楽しみなとこ

ろだと思います。水源も房総半島の先まで持っていっているし、そうい

う面で、千葉県の水道がどうなるかいうことを、全国が、これまた、固

唾を飲んで見守っているということで、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

（藤井委員） 

 ○ 上下水道をどうするかということは、施設の老朽化や人口減少と関連

する話なのですか。 

（坂本会長） 

 ○ それも含めて、国の担当官庁が違うのでこれをどうするかとか、流域

管理の中で、上で下水を流して、下で上水道が取水しているという実態

もあり、その辺りをどうするかとか、そうした話も含めて議論すること

になり、非常に大きな話になると思います。 

 

（坂本会長） 

 ○ 事務局、何か他にお伝えすることありますか。 
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（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 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、議長の任を解かさせていた

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。 


