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千葉県水道事業運営審議会 議事概要 

１ 日  時  平成２７年１２月１７日（木）午後２時３０分～４時３５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、 

        伊藤（和）委員、山中委員、坂下委員、野田委員、田村委員、

小宮委員、宮本委員、清水委員、板倉委員、伊藤(久)委員、

後藤委員、髙橋委員、乗本委員（以上１８名（２名途中出席）） 

４ 県の出席者 （総合企画部） 

        鶴巻総合企画部長、山口水政課長、 

        能條副課長兼水道事業室長、小澤水政課主幹 

        （県水道局） 

        田谷水道局長、渡辺管理部長、下埜技術部長、 

高澤技術部次長、縣技術部次長、永島総務企画課長、 

新谷業務振興課長、石井財務課長、 

        堀江計画課長、松江川浄水課長、宇内給水課長、 

        貫井総務企画課副参事兼政策室長 他 

５ 議  題 （１）千葉県営水道事業について（報告） 

       （２）県内水道の統合・広域化について（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１６名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、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、御報告い

たします。 

   また、審議会については、千葉県情報公開条例第２７条第３項の規定に

より、公開となっておりますので、御了解ください。 

 それでは、開会に当たり、鶴巻総合企画部長より御挨拶を申し上げます。 

 

（２）鶴巻総合企画部長挨拶 

 ○ 本日は、委員の皆様には、師走のお忙しい中、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、県政の推進に、御理解、御協力を賜

りまして、重ね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２９７万人のお客

様に御利用いただいています。 

現在、県水道局では「中期経営計画２０１１」に基づいて、様々な施策

に取り組んでおりますが、今後、昭和３０年代以降に大量に整備した水道

施設が順次更新時期を迎えることを踏まえ、長期施設整備方針及び次期中

期経営計画につきまして、今年度内の策定に向けて取り組んでいるところ

です。 
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本日は、この長期施設整備方針及び次期中期経営計画の策定状況につい 

て、御説明を申し上げるとともに、県内水道の統合・広域化のリーディン 

グケースとして、現在検討を進めております九十九里地域、南房総地域の 

用水供給事業体と県営水道との統合について、一定の進捗がございました

ので、御報告いたします。 

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）議題の説明及び質疑 

（司会） 

○ それでは、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。引き続きまして議長をやらせていただきます。 

  千葉県水道局は、東京、横浜に次ぐ全国第３位の大変大きな組織です。 

また、千葉県内の水道事業体には、企業団の他、市町村が経営している

所もあり、卸売や小売も様々で、全国の縮図のようになっています。苦労

されながら行政は一生懸命やっていると思います。 

本日は１年振りですので、委員の皆様には、忌憚のない御意見をいただ

き、有意義な２時間にしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

議題１千葉県営水道事業について（「長期施設整備方針（素案）」の概要） 

事務局（水道局計画課長）から説明。 

 

質疑 

（坂本会長） 

 ○ 委員の皆様方、どのようなことでも結構です。御意見なり、御質問なり、

いただければと思います。 

（伊藤（和）委員） 

 ○ 常日頃、安定的に水を供給していただき、事故もなく県民が水の心配な

く安心して過ごせるのも、今日お集まりいただいた皆様方のお陰と、感謝

申し上げます。 

さて、小さい市町村では、浄水場の整備に、１００億円単位の費用が

掛かることが一番の課題になっています。いつも申し上げていますが、

県水道局で県全域の水づくりを対応していただきたいと思っています。

「長期施設整備方針（素案）」では全く触れていませんが、これは無理な

ことなのでしょうか。 

   併せて、昨今では、窒素、硝酸の問題が、農地等で生じてきております。

その２点についてお尋ねしたいと思います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 県では、平成１３年の行政改革委員会で、県水道局も含めた県内水道の

あり方について、役割分担も含め検討すべきではないか、と提言を頂きま
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した。これを踏まえて、有識者による「県内水道経営検討委員会」の中で、

一つの方向性としての御意見をいただき、「県は広域自治体として、水道

用水供給事業を担い、市町村は、住民生活に密接なサービスである末端給

水事業を担う」という考え方に基づき、現在、県水道局と共に用水供給事

業体の統合・広域化の検討を進めている状況です。 

   小規模事業体の経営力の向上については、末端給水事業体の統合に向け

た検討をしようとする市町村等に対し、積極的に支援をしていくスタンス

で取り組んでいるところです。 

（事務局：水道局浄水課長） 

 ○ 県水道局では、利根川からの取水量が多く、上流での農薬の使用等が課

題であり、農薬の監視、水質の監視強化をしているところです。 

（伊藤（和）委員） 

 ○ 利根川から取水する水の窒素分のことではなく、農業が盛んな千葉県で

は、化学肥料等が使われ、地下水中の窒素分、硝酸が増えていることにど

う対応するか、その一つの方策として、水道事業を拡張する必要があるの

ではないのかという意味の質問です。 

（坂本会長） 

 ○  窒素、硝酸性窒素が入っている井戸水を飲むと、赤ちゃんはチアノーゼ

の様になることがあります。県では、もっと水道の使用を促すべきではな

いかと理解しましたが、よろしいですか。 

（伊藤（和）委員） 

 ○ そのとおりです。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 地下水の汚染につきましては、県水質保全課において、水質汚濁防止法

に基づく水質測定を毎年県下全域で実施しており、井戸から硝酸性、亜硝

酸性窒素の検出や、基準値超過がないか調査をしています。 

調査結果では、東総地域に硝酸性、亜硝酸性窒素の汚染を受けている井

戸が多く出ていると聞いており、地下水保全対策を推進するため、市町村

等が硝酸性、亜硝酸性窒素除去の技術を採用する場合に、財政的・技術的

支援に取り組んでいるところです。 

水政課もメンバーとして、情報収集、情報共有を図りながら、硝酸性、

亜硝酸性窒素の削減に向け協力させていただいております。 

汚染を受けた井戸は、上水道に切り替えることが対応策の一つだと考え

ています。 

（坂本会長） 

○ 県水道局では、水源として使っている井戸はありますか。 

（事務局：水道局計画課長） 

 ○ 県水道局では、常用している水源としての井戸はありませんが、予備水

源として５万１千㎥、一日に汲み上げる量を保有しています。 

（坂本会長） 

○ 県水道局以外の、井戸を水源にしている事業体はどのような状況でしょ

うか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 県内全体で、水道事業体が使用している井戸は５３２本あり、そのうち、

４６６本が地盤沈下対策の規制を受けています。主に、県水道局エリアを
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含め、東葛、君津、印旛地域などは規制を受けており、硝酸性、亜硝酸性

窒素の対策も併せて、上水道に切り替える方向になると考えています。 

（伊藤（和）委員） 

 ○ これから、硝酸性、亜硝酸性窒素対策についても積極的に取り組んでい

ただきたい。将来を見据え、県民の健康につながる水づくりのため、引き

続きお願いします。 

（伊藤（久）委員） 

○ 「安全でおいしい水の安定供給と経営の維持」について質問したいと思

います。昨日の新聞に、水道水から地下水へ転換した結果、平成２４、２

５年度の２年間で約５億３千７百万円減収したという記事が出ていまし

た。 

「安全でおいしい水の安定供給と経営の維持」と少し矛盾するように思

いますが、どのようにお考えでしょうか。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

○ 新聞記事は、県内全体の影響ですが、県水道局エリアに限って申し上げ

ますと、平成２４、２５年度の２年間で地下水利用に転換したことによっ

て減少した水道使用水量は約３３万１千㎥と推定され、これによる水道料

金の減収は約１億５千万円と推計しております。 

地下水転換が進められているのは、大口使用者が中心となっていますが、

この減収額の中には、必ずしも地下水転換を図った影響だけではなく、例

えば、その使用者が何らかの節水型機器を使用しているというような影響

も含まれていますので、全てが転換による影響とは考えていません。 

これは全国的な問題であり、経営面への影響や費用負担の公平性にも課

題があることから、県水道局では（公社）日本水道協会を通じて問題提起

し、国へ要望をしております。今年度も１１月に関係省庁へ要望させてい

ただいたところです。転換による影響は、当局の給水収益の割合からする

とわずかではありますが、今後も続くと大きな問題になりかねないと考え

ておりますので、引き続き水政課等との関係部局と連携を図り、対応を検

討してまいりたいと考えています。 

（伊藤（久）委員） 

 ○ わかりました。できるだけ安全でおいしい水の安定供給をお願いします。 

（板倉委員） 

○ 県水道局では、約１２７万㎥／日の施設能力を確保し、給水しています

が、その中に印旛沼から受けている水が入っていると思います。御存知の

ように、印旛沼の水は全国ワースト１と言われていますが、どの位の割合

を使用しているのかお聞きかせください。 

また、印旛沼が将来もこのままでいいのか、隣接する印西市としては一

番関心があるところです。浄化をすれば、きれいな水を供給できるのでし

ょうが、元の水源が汚れている。 

県水道局として、将来どのように取り組もうとしているのか、考え方を

お聞かせ願いたいと思います。 

（坂本会長） 

○ 水質から言うと、印旛沼は東の横綱と言われた時代もあり、今では随分

良くなったと思います。柏井浄水場では全国で初めてオゾン処理を取り入

れたという経緯もあります。印旛沼の管理と柏井浄水場について、どのよ
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うな苦労があり、どの位おいしい水になっているかお聞かせいただきたい

と思います。 

（事務局：水道局浄水課長） 

○ 印旛沼の水をどの位使っているかという御質問ですが、県水道局の約１

割となっています。 

印旛沼の浄化については、県の水質保全課が事務局の印旛沼水質保全協

議会、若しくは、河川環境課と水質保全課が事務局の印旛沼流域水循環健

全化会議で、印旛沼の浄化活動を行っており、県水道局としても、積極的

に参加し、浄化活動に寄与できればと考えています。 

印旛沼の水質は良いとは言えない状況です。県水道局では、飲用水とし

て使用するため、全国で初めてオゾンと活性炭を組み合わせた高度浄水処

理を取り入れた経緯があります。 

（板倉委員） 

○ よくわかりました。県水道局エリアの給水量の約１割が印旛沼を水源と

していることも踏まえ、今後、県として沼の浄化を真剣に取り組む必要が

あると思います。 

（小宮委員） 

 ○ 何点か質問させていただきます。まず必要施設能力について、「適宜見

直しを行い、適正規模について十分配慮しながら整備を行います」とのこ

とですが、「適宜見直し」について、もう少し御説明いただきたいと思い

ます。 

それから、先ほどの地下水転換について、国に要望書を出されていると

いうことですが、県水道局として、具体的な対応策を考えてはいないので

しょうか。 

もう１点、老朽管ですが、法定耐用年数の４０年を経過したら替えなけ

ればならないということはないと思いますが、これから大変長い距離の管

を替えていく必要があり、その際、耐震化や長寿命化を図らないのでしょ

うか。 

（事務局：水道局計画課長） 

 ○ １点目の施設能力の適宜見直しについて、県水道局では、平成２０年度

に水需要見通しの見直しを行い、現時点ではほぼ予側どおりとなっている

ことから、直ちに見直す必要はないと考えています。水需要のピークを迎

える平成３６年度には、約１１３万㎥／日が必要となる見込みのため、現

有施設能力の１２７万６,８００㎥／日で給水可能と考えています。その

後、給水量は徐々に下がっていくことが見込まれ、施設能力に余裕が出る

ことも考えられることから、浄水施設の更新時に併せ、適宜見直しをして

いきます。 

   ３点目の老朽管について、減価償却費は、建設時の費用を年度ごとに分

割して、毎年３条（収益的収支）予算の支出に入ってくるのですが、４０

年を過ぎますとかなり低くなり、４０年経った管を更に使うことで経営の

安定につながると考えています。このため、布設年度、管の状態などを確

かめながら適切に更新時期の検討をしたいと考えています。更新時には、

全て耐震管に取り換えるとともに、管メーカーの発表で１００年の使用が

期待できるという管材料を採用することで、長寿命化を図っています。 

（事務局：水道局総務企画課長） 
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 ○ ２点目の地下水転換の問題については、現行の法制度では、水道事業体

が影響を受けるからという理由で規制はできません。 

水政課や水質保全課などが実施した調査結果から、規制区域でありなが

ら規制対象外となっている、いわゆる小口径の井戸による地下水の汲み上

げが、直ちに地盤沈下に影響を及ぼすという明確な関係は出ておらず、地

盤沈下の観点からの規制も難しいという状況です。 

そうした中で、県水道局としては先ほども申し上げたように、（公社）

日本水道協会を通じ、新規に地下水を使った専用水道を設置する場合には、

何らかの規制を掛けられるような、新たな法整備や、地下水汲み上げの専

用水道設置者やその利用者に対して一定の負担を求めることができるよ

うな仕組みの創設などの新たな施策検討を国に要望しているところです。 

（伊藤（和）委員） 

 ○ 県水道局としての取組みも検討していただきたい。 

 

議題１千葉県営水道事業について（「次期中期経営計画（素案）」の概要） 

事務局（水道局総務企画課長）から説明。 

 

質疑 

（野田委員） 

○ 上下水道料金の徴収一元化について、（資料１の３ページに）合意に達

した４市と新料金システムの仕様細目に関する協議を完了したと記載が

あります。発送手続きの事務作業の簡略化、経費削減、利用者にとっても

１通の請求書で上下水道料金を支払うことができるため、是非、上下水道

料金の徴収一元化を進めていただきたいと思っています。 

合意しなかった市川市・船橋市等７市については、県水道局の当初の説

明と実施計画に食い違いがあり、条件面で折り合わなかったと伺っていま

す。その点について説明をお願いします。 

（事務局：水道局業務振興課長） 

○ 条件面については、「千葉県水道局給水区域における上水道料金と下水

道使用料の徴収一元化協議会」の中で丁寧に整理し、同意書を提議しまし

た。最終的に参加しなかった７市はその条件に同意できなかったためと考

えています。 

（野田委員） 

○ 県の担当者が代わったことで、最初に県が提示した条件そのものが変わ

ってしまい、７市は合意できなかったと聞いています。その点については

どうなのでしょうか。 

（事務局：水道局業務振興課長） 

○ 請求書等を一つにして経費節減でき、支払いも一度で済むため、住民サ

ービスの向上につながるというところから話し合いが始まりました。具体

的な負担割合などは、協議会の中で初めて協議されたと認識しております。 

（野田委員） 

○ 市町村に求める負担金の割合が変わり、それでは話が違うということで、

７市が合意できなかったと伺っています。その辺の不信感みたいなものが

あると思いますので協議会の中でよく話し合い、合意できなかった７市も



 7

後々、合意できるようお願いしたいと思います。 

（坂下委員） 

○ クレジットカードによる水道料金の納付の進捗状況について、説明をお

願いします。 

（事務局：水道局業務振興課長） 

○ クレジットカードによる水道料金の納付については、「千葉県水道局中

期経営計画２０１１」の中で、新たな料金収納の形態として、費用対効果

や他事業体の導入状況を参考に、引き続き検討していくとしています。 

平成２５年度に近隣市の状況を調査したところ、利用者の約１割強が口

座振替からクレジット払いに移行した一方、納付書払いの割合は殆んど変

わらず、収納率の向上は期待できなかった旨の回答でした。また、クレジ

ットカードの手数料は全て事業体で負担していました。 

調査結果から、手数料に係るコスト増が見込まれる一方で、収納率の向

上が見込めないことがわかり、今のところ導入に向けた移行はなされてい

ません。 

なお、徴収一元化の関係市においては、コスト増への懸念等から、導入

に向けた意向は出されておりません。 

以上の状況を踏まえ、徴収一元化の実施後の導入の可否については、引

き続き慎重に検討していきたいと考えております。 

（坂下委員） 

○ クレジットカードの導入で県の税金等の収納率は上がっています。近隣

市の状況云々ではなく、１割位の手数料が掛かっても利便性の向上につな

がるので、再度検討してもらいたいと思います。 

（田村委員） 

○ 先ほどの長期施設整備方針（素案）の中で目標使用年数が示され、法定

耐用年数を超えて使用できると理解していますが、そうすると減価償却の

期間より長い期間で使用するため、会計上、資産評価に違いが生じると思

われますが、どのように考えているのでしょうか。 

（事務局：水道局財務課長） 

○ ９５％を減価償却し、残りの５％を残存価格とし、５％の範囲で簿価を

整理し、更新するまでその価格で評価しています。 

（田村委員） 

○ 財政健全化法等の様々な連結会計で表示すると、資産価値がずれた場合、

事業内容が正確に反映されないという懸念もありますので、是非この点に

ついても考慮に入れてほしいと思います。 

（山中委員） 

○ 質問の一点目は、家庭における水需要についてです。私が調べた限り、

大半がペットボトルの水で済ませ、水道水や井戸水は飲みません。一般家

庭に対してはどのような調査を行っているのでしょうか。 

二点目は、東日本大震災時にどのような処置をしたのでしょうか。 

三点目は、ペットボトル「ちばポタ」についてですが、私が水道常任委

員会委員のときにお願いして、４万～５万本を作っていただき、東日本大

震災の際は、４～５千本を被災した宮城県に送った経緯があります。 

この「ちばポタ」を安心の水として、キャラクターやデザインを少し変

え、自動販売機で販売してはどうかと思います。自動販売機で販売すれば、
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やはり千葉の水はおいしいと、いう状況になると私は考えています。 

（事務局：水道局計画課長） 

○  家庭でのペットボトルの需要について、平成２０年６月、内閣府が水に

関する世論調査を行ったとき、「水道水をそのまま飲んでいる」方の割合

は３７．５％と、確かに多くはないという結果でした。また、当局が行っ

たインターネットモニターのアンケートでは、「そのまま飲んでいる」方

の割合は４０．８％でした。 

（事務局：水道局技術部次長） 

○  東日本大震災時の対応について、管路の修繕は９２６件に及び、相当の

期間を要しました。ただ、関係する民間事業者及び他事業体の協力により、

応急給水は３月３１日、断減水は４月７日に復旧・解消し、現在では復旧

事業は全て終了しています。 

（事務局：水道局総務企画課長） 

○ 「ちばポタ」は、デザインがかわいいと評判も良く、非常に人気がある

と聞いています。委員のお勧めや、２２年度に開催された千葉国体を受け、

製造しています。 

その後、県の水道水のおいしさ、イメージを改善するためのＰＲに活用

する目的で、様々なイベントや、県内で他事業体が行うイベントで依頼が

あれば無料配布用として提供をさせていただいております。販売が主たる

目的ではなく、あくまでＰＲのために作っています。 

 ただし、チーバくん物産館、県庁生協の店舗、県議会棟、庁舎・事務所

の自動販売機では１００円で販売しています。 

現段階では、販売目的で作るところまで検討はしていません。 

 

議題２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 

（野田委員） 

○  君津市で技術が確立された、上総掘りという井戸の掘り方があります。

久留里駅前の商店街では、上総掘りで掘られた井戸水を通行している方々

に供給しており、日本の名水１００選にもなっています。 

このような名水を使っているところに対する水道料金の考え方はある

のでしょうか。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

○  基本的に地下水は、その土地を持っている方の所有です。地下水の料金

をどのように徴収するかというのは、お答えが難しいところがあり、公共

水という観点もあり、先ほど印旛沼の話も出ましたが、きれいな水を保つ、

そのような活動はきちんとしていかなければならないと考えています。 

（後藤委員） 

○ 県水道局の水道料金を引上げずに、九十九里・南房総地域の用水供給料

金を平準化水準まで引下げるため、約３０億円／年が必要で、その補填方

法が（資料２の７ページに）示されています。今後、老朽管の更新費用が

掛かり、料金収入は落ちていくと、もっと必要な額は増えていくのではな



 9

いかと思います。 

どこにいても同じ卸値で水を買うことができるということは、とても良

いことだと思いますが、確実にここに示されている負担はなされるのでし

ょうか。 

それから、もう一点、高度浄水処理について、塩素臭がすると最近聞か

ないので、水道法による残留塩素基準は無くなったのか、お聞きしたいと

思います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

 ○ 約３０億／年の負担についてですが、これはあくまで目安で、九十九

里・南房総地域の用水供給事業体と県水道局の改修計画等を含めた３０年

間の経費を前提にその平均を仮試算したものです。 

（事務局：水道局計画課長） 

○ 「おいしい水づくり計画」についてですが、水道法では塩素の注入によ

る消毒が必要と、残留塩素濃度１リットルに０.１mg 以上確保すると規定

されています。 

併せて、殆どの方が水道水に塩素臭を感じないレベルとして、０.４mg/l

以下というところがありますので、「おいしい水づくり計画」では、残留

塩素濃度０.１～０.４mg/l を目指しているところです。 

（高橋委員） 

○ 私からは、再生可能エネルギー等の推進、資源リサイクルを是非進めて

いただきたいと思います。 

それから、水道の使用量が減ってきているとのことですが、消費者が節

水していることは誉めていただきたいと思います。先ほど、印旛沼浄化の

話がありましたが、私もきれいな水を流そうと使用済みの食器の汚れをな

るべく拭いてから水を使っています。 

（金親委員） 

○ 県内水道の統合・広域化（リーディングケース）については、水政課を

中心に、ようやく全２７団体の賛同をいただいたということです。 

これから具体的な作業に入っていくとのことで、「実務担当者による検

討会議」、「（仮称）統合協議会」が（資料２の６ページに）イメージ図で

示されていますが、具体的にいつ頃立ち上げられるのでしょうか、その見

通しをお聞きしたいと思います。 

（事務局：総合企画部水政課長） 

○ 現時点でいつまでに立ち上げるという話はできませんが、なるべく早く、

来年度当初には立ち上げたいと考えています。 

その前段階として、県水道局をはじめ、九十九里・南房総地域の用水供

給事業体の担当の方々と何度か打合せしている状況です。 

（金親委員） 

○ 是非とも早く立ち上げていただきたいと思います。 

（轟木委員） 

○ 色々と話を伺いましたが、県内水道の統合・広域化のイメージもできて

いて、今後具体的に進んでいくと思いますので、厳しく見ていきたいと思

います。 

（滝沢委員） 

○ 昨年と、今回とお話をお聞きしましたが、いよいよ１歩前に前進すると
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いうことで、しっかりと第一ステップに向け踏み出していただきたいと思

います。 

（太田委員） 

○ 県内水道の統合・広域化について、御苦労されたな、よくここまで辿り

着いたなと思います。 

   併せて、県水道局の方では、次期中期経営計画の概要の説明がありまし

た。今後は、更新需要が高まる中、大変厳しい経営環境を迎えます。いわ

ゆる内向きの事業運営はできない時代に入りましたので、しっかりとした

マネジメントができるかどうか、事業を計画する上で、実効性を担保する

必要があると考えます。 

   次期中期経営計画が、統合や連携を意識した体系、マネジメント力を検

証評価できるような体系になるということなので、成果を期待したいと思

います。 

（板倉委員） 

○ 同じ県民で、毎日欠かせない水道の料金が、地域により３倍もの格差が

あることを聞いて驚いています。 

これを解消すべく、これから県水道局と九十九里・南房総地域の用水供

給事業体との水平統合を進めようとしているということで、非常に高く評

価したいと思います。 

   県の皆様方の頑張りに、我々も協力していきますので、よろしくお願い

したいと思います。 

（坂本会長） 

○ 今日は、県が精一杯やっていることを聞かせていただきました。 

課題は色々あると思いますが、委員の皆様には温かく、時に厳しく県の

水道行政を見ていただき、県には、日本一の千葉の水道、皆が注目するよ

うな水道をやっていただければと思います。 

   それでは、本日の議事を終了し、議長の任を解かせていただきます。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。 


