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千葉県水道事業運営審議会 結果概要 

 
１ 日  時  平成２９年２月２８日（火）午後２時～４時１０分 
 
２ 場  所  千葉県庁本庁舎５階大会議室 
 
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、 

        本清委員、伊藤委員、山中委員、坂下委員、野田委員、 

        田村委員、小宮委員、小出委員、伊澤委員、浅井委員、 

        岩渕委員、片倉委員（以上１７名） 
 

４ 県の出席者 （総合企画部） 

        遠山総合企画部長、井田水政課長、 

        花野井水道事業室長、戸田水政課主幹 

        （県水道局） 

        田谷水道局長、谷上管理部長、下埜水道部長、 

        松田水道部次長、縣水道部次長、葉岡部総務企画課長、 

        布施業務振興課長、横尾財務課長、 

        堀江計画課長、鶴岡浄水課長、宇内給水課長、 

        上大川管理部副参事兼総務企画課政策室長  他 
 
５ 議  題 （１）千葉県営水道事業の現況等について（報告） 

       （２）県内水道の統合・広域化について（報告） 
 

６ 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１７名の御出席をいただいております。  

   「委員の半数以上が出席」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条の３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、開会にあたり、遠山総合企画部長から御挨拶を申し上げます。  

 

（２）総合企画部長挨拶 

   本日は、委員の皆様には年度末の大変お忙しい中、御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。  

   また、日頃から県政各課にわたり、御指導・御助言をいただき、併せて  

お礼申し上げます。  

   県営水道は比較的安定した経営を保ちながら、職員一丸となって良質な

水を県民へ提供しているところです。  

   この３月には東日本大震災からちょうど６年が経過します。  

   災害時にはライフラインの重要な一つである水道の確保は極めて重要で

あり、災害時に直ちに水を供給できる体制をとること、老朽化施設及び   
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管路の合理的・計画的な更新、さらには人口が減少していく中で、経営基

盤の強化も図らなければいけません。  

   県営水道をはじめとした県内の水道は、そういった課題を乗り越えてい

かなければならないと私どもも考えております。  

   本日は、審議事項というのはございませんが、「千葉県営水道事業の現況

等について」、「県内水道の統合・広域化について」を御報告させていただき

ます。  

   委員の皆様方にはそれぞれのお立場から、忌憚のない御指導・御助言を

頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

   簡単ではございますが、御挨拶と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） 

   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。  

   千葉県行政組織条例第３０条第１項の規定により、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が、委員の皆様、いかがいたし

ましょうか。 
 
（委員） 

   水道事業運営審議会の委員として長く御尽力いただき、経緯も一番御存

知の坂本先生に引き続き会長を、副会長には県水道局の中期経営計画の  

外部評価をしていただいている太田先生にお願いしたいということで御提

案したいと思います。  
 
（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。  
 
（会長） 

   進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

   本日の議題は、報告事項が２件です。  

   議題１は「千葉県営水道事業の現況等について」となっていますが、県内

水道の概況を聞いてからの方がわかると思いますので、事務局からまず 

県内水道の概況の説明をお願いします。  
 

資料１ 県内水道の概況について（説明）  

事務局から説明。 
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（会長） 

   ありがとうございました。御質問につきましては、議題１の説明が終了

した後にお願いしたいと思います。  

   続いて、「千葉県営水道事業の現況等について」事務局から説明願います。 
 

議題１ 千葉県営水道事業の現況等について（報告）  

事務局から説明。 
 

おいしい水づくり計画について  

事務局から説明。 
 
質疑 

（会長） 

   ありがとうございました。ただいまの説明について、御質問、御意見が  

ございましたらお願いいたします。  
 
（委員）  

   今まで県営水道の給水区域では、下水道使用料は市で、上水道料金は  

県営水道で徴収していましたが、千葉市を含めた４市において、上水道料

金と下水道使用料の徴収の一元管理を平成３０年１月からスタートします。 

   この一元化について、具体的に支障があるかも含めて御説明いただきた

いと思います。  
 

（事務局）  

   来年１月から、千葉市、成田市、市原市、鎌ケ谷市の４市で始めさせてい

ただくということで、平成２６年３月に覚書を結び、正式に自治体として

決定するため、県議会に議案をお諮りしています。  

   議会で可決していただきますと、それをもって、正式に規約を結ぶと  

いう段階まで来ています。  

   現在、県水道局の水道料金システムと併せ、下水道使用料の計算から  

徴収までの機能を付け加えた形でシステムを作っており、これも来年１月

から稼働する予定です。  

   スタートは４市ですけれども、その他７市についても、実施状況を見な

がら参加を判断していきたいとのことです。  

   メリットにつきましては、利用者の方々は、支払いや転入の申込などの

様々な手続きが一カ所で済むということ、また、各市においては、県水道

局から検針データを提供してもらい、下水道使用料を計算し、徴収業務を

行っていたものを、県で一括して処理するという経営的なメリットがあり

ます。  

   それから、現状では上水道料金の徴収率の方が下水道使用料の徴収率よ

り高いので、一括徴収によって下水道使用料の徴収率が上がるという   

期待もされています。  

   県水道局としても、受託することで様々な業務の見直し等が図れ、利用

者、４市、県水道局それぞれメリットがあるということで進めてきている

ところです。  
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（委員）  

   上下水道料金の徴収を一元化することで、千葉市は経費の削減が期待で

きます。 

   ただ一つ、私が心配しているのは、上水道と下水道は一元化できますが、  

井戸水がまだあります。  

   一元化ということになると、井戸と下水、あるいは井戸と水道と下水の

場合がありますので、それについても是非考えていただきたいと思います。 

   また、県水道局が上下水道料金を徴収することになりますので、マニュ

アル等を作り、未収金が出ないようにスタートする時点で考えていただき

たい。これは要望にしておきます。  
 

（会長）  

   井戸水もあるということですが、大丈夫ですか。 
 

（事務局） 

   井戸水利用の下水道使用料については、市でいろいろと考えていただい

ておりますので、運用について、各市とよく話し合って進めていきたいと

思います。 
 
（委員） 

   徴収一元化ということは、事務の効率化を図るというメリットがあると

思いますが、延滞金の徴収はどのように行うのでしょうか。  
 
（事務局） 

   延滞金は、市で条例を定めて徴収しているところとしていないところが

あります。徴収しているところについては、延滞金をシステムの中で計算

し、請求事務を行うということで進めています。  
 
（委員） 

   それは県がやるということですか。それとも、各市がやるということで

すか。 
 
（事務局） 

   下水道の延滞金を徴するかどうかは市の判断になりますが、徴収業務に

ついては、下水道使用料と同様に県水道局が受託します。 
 
（委員） 

   地下水のくみ上げが、どんどん拡大していると言われています。 

   水を大量に使う病院や食品メーカーは、水を使えば使うほど水道料金が

高くなるため、地下水をくみ上げています。  

   県内でどのくらいの事業主が地下水をくみ上げているのか、大きな病院

等がくみ上げている水量あるいは何か所くらいの事業者がそういうことを

やっているか、今把握している内容をお示しいただきたいと思います。 
 
（事務局） 

   水道利用者の地下水転換は、事業体の経営状況に影響を及ぼしていると

考えており、平成２５年、２７年に県内水道事業体を対象に地下水利用へ

の転換状況等の調査を行っています。  
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   平成２７年の調査で、県内４１の水道事業体のうち、２７事業体が転換

実態を把握しておりまして、平成２４、２５年度の推定減収は約５億４千

万円です。 

   その後の状況を把握するため、現在調査を行っているところです。 

   なお、水道事業体では、料金体系の見直しや啓発により、水道水を使って

もらう工夫をしている水道事業体もあり、県ではこのような対応策を他の

水道事業体に情報提供してきたところですが、今後も先進事例等を把握し

た場合には、各水道事業体の参考になるよう情報提供を積極的に行ってい

きたいと考えています。  
 
（委員） 

   地下水のくみ上げによって、県水道局はどのくらいの減収になっていま

すか。将来、県水の経営に関連してくる問題ですので、県水が把握している

範囲の状況と数字をお示しいただきたいと思います。  
 
（事務局） 

   平成２７年度の調査ですが、給水区域における年間の水道料金がおおむ

ね１千万円以上となったことのある契約者について、どの程度減収になっ

たのかを確認したところ、２年間で１１件、平成２４年、２５年の合計で  

１億５千万円ほどの減収が生じているという調査結果です。  

   県水道局としては、日本水道協会を通じて国に対し、地下水利用に係る

法整備等（専用水道の設置者、あるいは利用者に対して一定の負担を求め

ることができる仕組みを設けてもらいたい旨）を要望しているところです。 
 
（委員） 

   本当の経営安定につながるような策が少し乏しいのではないかと感じま

すので、これからがんばってやっていただきたいと思います。 

   それとおいしい水、安全な水についてどういう考えでやっていますか。 
 
（事務局） 

   安全な水については、水道法の水質基準を守ることはもちろんのこと、

お客様に対して２４時間３６５日飲用に供する水を提供するのが、我々 

水道事業者の役目だと考えています。 

   おいしい水については、今から３０年前に水源での浄水処理がうまく  

いかず、提供した水道水がかび臭いといった苦情が出た時がありました。  

   その後、高度処理を導入したことにより、かび臭いという苦情はほぼな

くなってきたところですが、お客様の中には当時の記憶を今だに持ち続け

ている方もおり、水道水はかび臭い、おいしくないといったイメージを   

持っている方がまだいらっしゃると考えています。  

   私どもとしましては、マイナスのイメージを払しょくする、プラスの  

イメージに変えていくということで、平成１８年度からおいしい水づくり

に取り組んできているところです。  
 
（委員） 

   サイバーテロがいろいろと問題になっています。このサイバーテロと 

いうのは、専門的な知識がある方に対応してもらわざるを得ず、想定外の

ことが起きることも考えられます。 
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   問題が起きる前から考えて対応する必要があると思いますが、サイバー

テロに対する安全対策について聞きたいと思います。  
 
（事務局） 

   サイバーテロに関してですが、サイバー攻撃によるウィルス等の侵入を

受けることのないように、水道局の浄水システムにおいては外部のネット

ワークと接続しない独立したシステムを導入しているところです。  
 
（会長） 

   昔、浄水場に農薬が投げ込まれたことがあり、大変なことになりました。 

   そういう経験も千葉県はお持ちなので、しっかりやってもらいたいと  

思います。 
 
（事務局） 

   建設時期が新しいちば野菊の里浄水場、福増浄水場にはおおむね覆蓋が

設置されております。その他の浄水場については、今年度から順次覆蓋を

進めていく計画です。  
 
（会長） 

   蓋もしていくということですね。  
 
（委員） 

   安全で安心な水の提供とありましたが、そのためには施設の老朽化や  

管路の老朽化というのは非常に深刻な話だと思います。  

   管路にしても施設にしても造った瞬間にメンテナンスが必要となるので、

メンテナンス部分を含めて水がいくらになるのかということをしっかりと

考えていただきたいと思います。  

   また、ただ古い建物を活かし続けるのではなく、新しいものにするとい

うことも踏まえながら、しっかりとした経営を再度考えていただきたいと

いうことを要望します。  

   それと、おいしい水ということでおおむね達成できたというお話だった

と思いますが、達成できなかったものとその理由、そして達成するために

はどうするのかということを伺いたいと思います。  
 
（事務局） 

   残留塩素濃度につきましては、 0.4mg/L を目標としているところ、

0.57mg/L で達成できなかった項目のうちの一つです。  

   この目標を達成できなかった主な原因は、法律上、一定の残留塩素濃度

(0.1mg/L)を確保することが求められていること、計画期間中に塩素多点注

入方式を導入予定としていたところが、他の工事等の関係もあり先延ばし

になったこと、残留塩素の低減化で大きく影響を受ける貯水槽での塩素消

費量の抑制の検討に時間を要したことです。 

   これらを踏まえ、第二次おいしい水づくり計画では効果の大きい塩素の

多点注入方式の拡大等により、更なる低減化を推進していくことを考えて

いるところです。 
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（会長） 

   水道法で蛇口から塩素が必ず出なければいけないということになってい

ますが、塩素が入りすぎていると臭い水になり、低くしたら法律上の数値

よりも下回ってしまうということで、そこのコントロールに苦労している

ということをおっしゃっているようです。  
 
（委員） 

   せっかく数値として出してあるのであれば、その数値を達成しなければ

目標達成とはならないので、ぜひそれを強く要望して終わります。  
 
（委員） 

   資本的収支の中で減価償却費等からの補てんがかなり大きなウェイトを

占めている一方で、長期修繕計画に関してはこの減価償却費を基にした 

計画がなされない、その場においての判断に委ねられていることが多いよ

うに思います。 

   減価償却費の補てんと、今後、長期修繕計画においての減価償却費をど

のようにとらえていくのか。この点について確認したいと思います。  
 
（事務局） 

   経営の基本としまして、赤字を出さないことが大前提としてあります。

まずは施設整備にあたっての減価償却費（今後発生する減価償却費）が  

いくらかかるか。給水収益６００億円をベースに施設整備の減価償却費が

いくら出るかと、それに対して足りないものについては赤字が出ないよう

に企業債の借り入れをどのようにコントロールしていくか、長期修繕計画

に合わせて赤字が出ないような形で健全経営ができるように考慮していま

す。 
 
（委員） 

   収益的な収支に関して主にお答えいただいたかと思いますが、資本的  

収支に関しても非常に大きな課題になるかと思いますので、この点も今後

御検討いただければと思います。  
 
（委員） 

   現在は給水人口２９９万人ということで全国第３位の大規模事業体とい

うことですが、千葉県の高齢者の増加の割合は全国第２位という状況です。 

   この将来への人口の予測はどうなっているのか、また、全ての浄水場に

おいて高度浄水処理システムが導入されているのかどうか確認させてくだ

さい。 
 
（事務局） 

   水道局の給水区域内の人口の見通しですが、中期経営計画を作る際の  

見通しとして、ピークが２０２４年で３０２万３千人。これを境に給水  

人口は減少していくだろうと推計しています。  

   細かい年齢別の見通しについては、計画の中で詳しくみておりませんが、

高齢者が増えることによって、一人当たりの水を使う量が減っていくと  

いう見方もありますし、家の中にいる人が増えるので水を使う量が増える

のではないかという見方もあります。  
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（事務局） 

   千葉県水道局では、柏井浄水場については西側、東側がありますので   

全部で６の浄水施設がありますが、このうち３つの施設については現在  

高度浄水処理を入れています。  

   また、新たに現在１つの施設について、高度浄水処理施設を伴う新たな

浄水場を建設中です。  
 
（委員） 

   高度浄水処理が行われていない施設、今のお答えを聞きますと２か所  

ありますが、その予定はあるのでしょうか。 

   また、人口はこれから更に増えていくという予測になっていますが、   

千葉県が作った人口予測と整合しているのでしょうか。 
 
（事務局） 

   県内人口全体についてはパターンがいくつかありまして、一番下がる  

パターンやそれほど下がらないパターンがありますが、県の人口予測を 

念頭に置いて給水人口を見通しています。 
 
（事務局） 

   高度浄水処理の導入についてですが、現在の計画の中では全ての浄水場

に高度浄水処理を導入するという基本的な方針を定めているところです。 

   現在、ちば野菊の里浄水場での導入に取り組んでいるところです。その

後については、今後の計画の中で検討してまいりたいと考えています。 
 

議題２ 県内水道の統合・広域化について  

事務局から説明。 
 
質疑 

（委員） 

   水政課はここへきて将来の水をどう確保しようとか、一歩踏み込んで  

やってくれて、大変感謝申し上げます。  

   一つ問題なのが、香取の農業地帯や山武、銚子を含めた海匝地域の硝酸

性窒素による土壌汚染です。  

   千葉県中、ひいては国民全般に安心・安全な水が届くように、これからも

展開していただきたいと思います。 

   水道料金は大変な問題ですけど、人々の安全を考える上で統合・広域化

は枝葉末節な論理だと思います。これをまとめて、もう一歩踏み出す、その

ような水政課の活躍を求めます。  
 
（委員） 

   県内の水道事業体で、水道料金が違うということでしたが、こうした   

ステップを踏むと、九十九里地域水道企業団と南房総広域水道企業団が 

県水と一緒になって用水供給事業を行うと、県水の区域も含めて、そこに

住んでいる方たちの水道料金はどうなるのでしょうか。  

   そして、４ページに書いてありますが、３０億円というのはすごい金額

だと思いますが、このＣの統合効果のプラスアルファについての見通しは
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あるのでしょうか。  
 
（事務局） 

   プラスアルファの金額ですが、現在、検討会議、作業部会等で基礎調査を

実施しており、具体的にいくらになるか、これから出てくると思います。  

   それと水道料金ですが、県水区域につきましては、統合に伴って値上げ

ということはありません。 
 
（委員） 

   県水区域と九十九里地域水道企業団と南房総広域水道企業団が用水一元

化になるということで、全体的に水道料金は下がるのでしょうか。  
 
（事務局） 

   経営統合では、水道料金は変わりません。  

   先ほどありました４ページの資料で、九十九里地域水道企業団と南房総

広域水道企業団の用水単価を下げることを想定していますが、県水は値上

げすることはありません。  
 
（会長） 

   ６０年ぶりに水道法が改正されることになっています。  

   滝沢委員がその取りまとめの委員長をやられてまして、間もなく閣議  

決定されると思います。そのお話を少しお願いできますか。  
 
（委員） 

   水道事業も拡張の時代から経営の時代に入ってきており、これまでの  

水道法は、事業を拡張しサービスを隅々まで届けるという意味で非常に大

きな役割を果たしてきました。  

   これからは、既にある施設をしっかりと維持し、安心・安全な水を送り続

けるような仕組みに、法律そのものも時代に合ったものに変えていかなけ

ればいけないということで、一昨年から議論を始めています。 

   昨年、専門委員会という形で審議会の下に設けまして９回ほど議論をし、

昨年末に報告書を出しました。  

   最終的な案を閣議決定していただきまして、来年（平成３０年）４月１日

から新しい水道法施行ということで今進んでいるところです。  

   小規模な町村レベルの水道事業は日本にはたくさんありますが、そのよ

うな事業体の経営を支援するということで、都道府県にもそういった後押

しをする役割、あるいは統合に対して仲介役をするような役割を水道法の

中にもしっかりと明記し、県にも重要な役割を果たしていただけるような

仕組みにしよう、それに対して国も財政的なサポートも含めて取り組んで

いこうというような内容になっています。 
 
（委員） 

   私は白井市長でして、末端給水を行っていますが、水道は安全で安心、  

料金も家計の負担が少なくて済むのが良いのではないかと思っています。  

   白井市には県水と市営水道の２つがあり、給水原価が違いますが、市民

は同じ水を飲んでいるわけですから料金に差をつけるわけにはいきません。 

   市営水道は井戸がなく、全て印旛郡市広域市町村圏事務組合から水を買
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っています。いわゆる逆ザヤで、売れば売るほど赤字になってしまい、   

その分を市営水道以外の人の税金も使って赤字補てんしているという大変

複雑なことになっています。  

   本来、ライフラインの一番確たるものが水道（飲み水）だと思いますの

で、統合といった形で、県と各水道事業体の役割分担をしっかりしていた

だいて、安心・安全で家計の負担が少ない料金で飲めるような水になって

いただければという要望です。  
 
（会長） 

   一つの市の中で県と市の２つが末端給水を行っているのは、全国的に 

見てもないわけではないが、千葉県は歴史的な経緯があってこのようなこ

とになっています。 

   将来の方向としてはみんな一緒にやろうと進めていただいていますし、

今回の法改正で広域連携というものが入っていますから、県の役割が重要

になってくるのではないかと思います。  
 
（委員） 

   友納知事時代に水がなくて困ったことがありましたが、それが今は九十

九里地域や夷隅地域等で統合しようと一生懸命やってくれているところを

見まして、非常にうれしく思っております。  

   これからも一般家庭に水がしっかり回るように、水道局の皆さんがんば

ってください。 
 
（委員） 

   県水道局では２０７項目で水質検査しているということですが、その他

の事業体について教えていただけたらと思います。  

   また、収益は人口以外でも、例えば小水力発電を取り組むことで安い   

水道水をより安全に供給可能なのか、経費で一番大きなものは何か、教え

ていただければと思います。  
 
（事務局） 

   県水道局以外の水質の関係については、水道法に基づく水質基準５１項

目の検査を行うことになっており、知事認可の水道事業体については水政

課で定期的に立入検査を行い、指導をしている状況です。  
 
（事務局） 

   料金の関係ですが、なぜ勝浦市と県水道局の水道料金にこれほどの差が

あるかと申しますと、先ほどの説明にもありましたが水源との距離の関係

です。 

   千葉県の場合、基本的に利根川か江戸川若しくは印旛沼から取水してい

ます。南房総地域は、水源から非常に離れており、房総導水路という大規模

な管により利根川から取水しているため、その建設費と償還費で水道料金

が非常に高くなっています。  

   この構造は基本的に変わることはありませんので、水道料金の平準化を

目指そうとすれば、広域的な統合をして平準化する方法しかないのではな

いかと考えています。 

   経費で一番大きなものは、施設の更新費用です。  
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（副会長） 

   当面の考え方において、県は広域自治体として水源開発や用水供給事業

を担い、市町村は基礎自治体として末端給水事業を担うこととし、取組方

針においては、末端給水事業体間の水平統合と用水供給事業体間の水平  

統合を同時併行で行うこととしています。  

   一つ確認ですが、第２ステップである用水供給事業体の事業統合は、   

末端給水事業体の水平統合があって初めて行われるという理解でよろしい

でしょうか。 
 
（事務局） 

   用水供給料金の平準化に市町村水道総合対策事業補助金を振り替えるた

め、末端給水事業体が統合しないと、全ての関係市町村に統合効果が出な

いという試算が出ました。  

   そのため、用水供給事業体の事業統合については、末端給水事業体の  

統合を待ってからという形になっています。 
 
（委員） 

   関係市町村が合意することを前提に第１ステップに進むという形で書か

れているこの合意の内容ですが、第２ステップでの末端水道の統合を含ん

での合意でしょうか。この合意は、どのような合意を考えているのでしょ

うか。 

   それからもう一つ、企業団の議会に対する説明や手続きを念頭に置きな

がら今後進めていく必要があると思いますが、構成市町村等の合意がとれ

れば、企業団の議会の同意もとれると理解してよろしいのでしょうか。  
 
(事務局) 

   先ほどの資料の６ページの今後の予定についても書いていますが、来年

度、統合基本計画の素案を作った段階で関係市町村等に説明させていただ

き、その後、統合基本計画（案）にしようと考えています。  

   統合基本計画（案）が策定できましたら、平成３０年度には首長等を構成

員とする協議会を設け、さらに細かい検討をする予定ですので、どこかの

時点で市議会、町議会、企業団等の議会にかけていただかなければならな

いと思いますが、今のところは来年度丁寧に説明していきたいと考えてい

ます。 
 
（委員） 

   手続き的にはわかりました。末端の合意まで含んだ計画を想定していま

すか。 
 
（事務局） 

   末端の統合の進捗状況を見ながら、覚書という形で市町村での合意が 

とれたところが、第１ステップに進むタイミングだと考えています。 

   末端の統合も併行して進んでいまして、来年度には基本構想 (案)の策定

に向けて検討を進めている状況ですので、引き続き協力・支援等をしてい

きたいと思います。  
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（会長） 

   滝沢委員は、先ほど水道法の話でしたが、この千葉県について何か   

コメントありませんか。  
 
（委員） 

   統合・広域化は非常に時間のかかる作業であり、方針がぶれないという

ところが重要だと思います。 

   その道のりの中では様々な意見の違いがあると思いますが、大目的ない

し方針がぶれないということが、非常に重要な点なのかなという気がしま

す。 

   そういう意味では着々と前に進められているということで、今後とも 

引き続きしっかりと取り組んでいただければと思います。  

   もう１点ですが、先ほど料金のことで千葉県は地勢的にどうしても南の

方に水を長距離運ばなければいけないということで、これが料金格差の 

一因になっているという御説明がありました。 

   他の地域をみてますと、それぞれの地域でばらばらの水源のところも  

あり、一緒にやろうと言っても自分の水源があるから別にいいよという話

になります。 

   同じ水源を共有しているということは、コスト的にいろいろな課題に 

なっている反面、同じ水源を共有しているのだから、実現すれば県 が   

しっかりと水源を確保したうえで皆さんに水を配れるようになるという 

メリットもあります。  

   ばらばらの水源を抱えて小さい水道ばかりの他県の様子を見ていますと、

そもそも話し合いの土俵に上がってこないという地域もあります。  

   ですから、経営的にはいろいろな課題も当然あるかと思いますが、千葉

県には千葉県のこれまで積み重ねてきた水道資産があるので、それを  

いかにうまく活用するかが知恵の絞りどころになるのかなと思います。 

   お金がかかるのは確かだと思いますが、いかに皆さんが工夫をして統合

化する中での経営的なメリットを考え出して活用して、でも負担すべきと

ころは話し合いの上で負担するというのが、将来の素晴らしい千葉県の 

水道を残していくために重要な方針なのかなという気がしています。  
 
（委員） 

   統合が順調に進んでいるという裏には努力もおありだと思いますが、  

今後も引き続き努力していただきたいと思います。  

   また、おいしい水の話ですが、私は柏井浄水場の水を飲んでいます。１０

年前くらいまでは、臭くて直接蛇口からの水は飲めませんでした。  

   ところが、高度浄水処理システムが導入され、おいしい水を作っていた

ということを知りました。たしかに最近の水道水はおいしくなり、それに

対して感謝いたします。  
 
（委員） 

   地下水をくみ上げる、それが千葉の場合は制限がなく無料であるという

ことが驚いています。  

   東京の場合、例えば温泉施設であっても豆腐屋であっても、地下水を  

無料でくみ上げるということはないのかと思います。  
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   これからいろいろなことを勉強していきたいと思います。  
 
（会長） 

   地下水は地下水法がないので、東京で地下水をくみ上げてもお金をとら

れているわけではありません。ですから、これは全国的な問題になってい

ます。 

   勝手にくみ上げられたら、せっかく水道でもらおうとしていたところが、

はしごをはずされたような形になりますので、これは法律的にもいろいろ 

問題があるということです。  
 
（委員） 

   私は、印西市で印旛沼をすぐ近くで見ながら、毎日生活しております。  

   ここの水と利根川の水を合わせたものを私は飲んでいるんだろうなと  

毎日考えていますが、きれいな水を私は毎日飲んでいるんだと今日の会議

を聞きながら考えておりました。  

   ここにペットボトルがありますが、これも千葉の水でその割には私たち

一般の主婦なりお子さんなりにあまりＰＲされていないというのが正直な

思いです。 

   おいしい水、安全な水をこれからもずっと続けていただけるように皆さ

んにお願いしたいと思います。  
 
（会長） 

   事務局の方で何かありませんか。  
 
（事務局） 

   特にございません。  
 
（会長） 

   色々な御意見、励ましもいただきましたし、県もしっかりやるというこ

とですので、委員の皆様にもよろしくまたサポートをお願いしたいと思い

ます。 

   それから事務局の方、日本で３番目の水道ですからがんばっていただき

たいと思います。ありがとうございます。それでは司会に戻します。  

 

（５）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。  


