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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１２月２０日（水）午後２時３２分～４時４９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、 

        伊藤委員、宍倉委員、阿井委員、武田委員、守屋委員、 

        塚定委員、小宮委員、浅井委員、後藤委員、岩渕委員、 

        片倉委員（以上１６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、 

        花野井主幹兼水道事業室長、戸田水政課主幹 他 

        （県水道局） 

        伊藤水道局長、吉野管理部長、松田水道部長、 

        縣水道部次長、堀江水道部次長、山口総務企画課長、 

        松宗業務振興課長、横尾財務課長、 

        長田計画課長、岡戸浄水課長、渡辺給水課長、 

        増田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） 

       （３）千葉県水道ビジョンの策定に向けた検討状況について 

（報告） 

 

６ 概  要 

（１）開会 

（司会） 

   ただいまより、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、審議会は、千葉県情報公開条例に基づき、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、坂本会長をはじめ各委員の皆様には年末のお忙しい中、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。  
   今年一年を振り返ってみますと、九州北部豪雨、あるいは度重なる大型

台風の襲来があり、水害や土砂災害が特に多い年であったと感じておりま
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す。 

   最近では、東日本大震災はもとより、熊本地震などの大規模な災害に、 

我が国は見舞われております。 

   そのような災害時であっても、きちんと水を供給するという水道の使命

は、しっかりと果たしていかなければならないと思います。 

   そのためには、施設の耐震化や更新、さらには危機管理体制の強化など

を特に力を入れて進めていく必要があると考えております。また、人口  

減少社会を迎える中で、これからは大幅な収益の増加は、従来に比べて  

見込めない状況になってきております。 

   そのような状況を踏まえまして、経営基盤の安定化・強化も、非常に大き 

な取り組むべき課題であると私共も考えております。安全でおいしい水を

将来にわたって安定的に供給していく使命をしっかりと果たしていかなけ

ればならないと思っております。 

   本日は、審議事項はございませんが、３点について報告をさせていただ 

きます。どうか今申し上げた視点にも立ちまして、委員の皆様方にはそれ

ぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜りますようお願いを申し上げまし

て、開会にあたります挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。  
 

（３）委員紹介及び県職員の紹介 

 

（４）議事開始 

（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。 

 

（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３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。 

 

（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。 
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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。 

 

質疑 

（会長） 

   ありがとうございました。新聞に企業土地管理局と県水道局の統合とい

う記事が掲載されていましたが、統合によって県水道局にはどのような 

影響があるかについて御説明いただきたいと思います。 

 

（事務局） 

   今回の統合の考え方でございますが、企業庁の後継組織である企業土地

管理局の事業の進捗状況や公営企業の利点を踏まえまして、県として当局

との一体化により、組織の効率化を図るということで、検討されている  

ものと聞いております。 

   当局としてのメリット・デメリットにつきましては、これから検討して

いかなければいけないと考えておりますが、現時点では当局として特別な

支障があるとは認識はしておりません。ただし、この件につきましては、 

これから総務部、企業土地管理局及び水道局でワーキングチームを設置 

いたしまして、組織体制や規程の関係、様々な統合した場合の論点などを

整理して検討していきたいと考えております。 

 

（会長） 

   先程の事務局の説明について、御質問、御意見がございましたらお願い

いたします。 

 

（委員）  
   資料２の２ページに「今後に向けて」という括りに、『将来的には、給水 

区域内人口は減少に転ずるものと予想されており』と記載されていますが、 

今後の給水区域の人口予測はどのようになっていますか。 

 
（事務局）  
   平成２８年度実績では、県営水道の給水区域内人口は、前年比で１万７ 

千７百人ほど増加しています。給水人口につきましても１万８千７百人増 

加しています。 

   平成２０年に実施した県営水道エリアの水需要の予測では、今後もしば

らくの間、給水人口は増加傾向にあり、平成３６年度にピークを迎えると

いう予測となっております。  
 
（委員）  
   将来人口は、ピーク後まで予測されていますか。また、高齢化率の予測を

含めて人口予測はされていますか。 
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（事務局）  
   平成２０年度に実施した予測は、平成３７年までとなっております。  

また、高齢化率の予測については、行っておりません。 

 
（委員）  
   将来人口予測をしっかりとされた方が良いかと思います。千葉県人口 

ビジョンの予測では、２０６０年に高齢化率が３９．５％まで上昇する  

見込みとされ、２．５人に１人が高齢者という時代を迎えるということで、

水道局もぜひ高齢化率の予測をしていただきたいと思います。 

 
（委員）  
   資料２の４ページ「２ 平成２８年度の主な事業の実績について」基本

目標１の『湾岸埋立地域の管路約２４ｋｍを含む約７０ｋｍの管路につい

て、更新・耐震化を実施』とありますが、湾岸埋立地域の更新・耐震化を 

目指す管路の総計はどのくらいですか。 

 

（事務局）  
   全体としては、約７００キロメートルを考えています。年に２５キロメ

ートル程度を計画し、平成５２年度の完了を目標に進めているところです。 

 

（委員）  
   もっとスピードを速めた方が良いと思います。 

 

（委員）  
   初めて委員になられた方もいらっしゃると思うのでお話しますと、県営

水道は、申し訳ありませんが、儲けが出る地域を給水区域としているため、

利益が出るのは当たり前です。 

県水区域といっても、浦安市、市川市、鎌ケ谷市は、全市域を県水道局が

行っていまして、その他は市の水道と二重構造になっているため、料金の 

格差が生じています。その料金の格差を、各市は一般会計から繰り出しを 

行い、県水道局の料金と合わせていることを、特に消費者代表の方々には 

是非とも認識していただきたい。 

そこで、先程説明がありましたが、県から市町村水道に毎年約３０億円の

補助金を出しています。累計で１千億円を超えてます。これも県の単費です。

また、県のみが出しているのではなく、県が半分、地元の市町村が半分出し

てます。 

さらには、６つの用水供給に対しても、構成市町村は繰り出しをしている。

交付税措置があるとはいえ、大変な市町村の負担があるということが、千葉

県の水道の大きな問題点であるということを認識いただきたい。 

県営水道の１立方メートルあたり家庭用の料金を１円上げると、いくら 

収益が増えるかというと、単純な計算ですが３億２千万円です。 

今、県水道局の１立方メートルあたりの料金は、１３２円です。県内事業

体の平均が１８４円。これ位の差がある。勝浦市は、最も安い八千代市の  

３倍、県営水道の２倍です。 
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これは県が主導して、これ以上県営水道を拡げないので、各自治体が協力

してやってくださいと当時の沼田知事が各地域にお願いをして、企業団を 

作って運営しているというのが現実です。 

私は大網白里市に住んでいますが、子供の頃は池から水道水を取って飲ん

でいました。これがみんなで利根川から水を引っ張って利用しなさいという

形の中で、その導水の事業費をかけたということで水道料金も上がりました。

普及率が上がらないのは、地下水の方がおいしいため、利用している方も 

多い。八千代市では、地下水を水道水にしているので、一番おいしいです。

そのような地域もあるということを、認識いただきたいと思います。 

 

（会長） 

   この補助金が始まったのは昭和５１年頃で、県から年間３０億円出して

います。 

 県水道局も好き好んで効率の良いところを行っているのではなく、昭和

初期に関係市町村からの陳情を受けて実施したもので、結果的に見れば 

良いところになっているということです。 

 
（委員） 

   以前、厚生労働省で、水は各都道府県が一本で作っていくような計画が

あったと記憶にありますが、その後そのような動きはないのでしょうか。 

 

（会長） 

   それは国ではなく、日本水道工業団体連合会です。 

 

（委員） 

   そうですか。千葉県は、そのようなことを行ってもらうと本当に助かり

ます。というのも、全国的に給配水管が相当老朽化しています。また、水を

作る浄水場も最低でも三桁の億がかかり、小さな規模の末端給水事業体に

よっては、非常に負担が大きい。 

そのような中で、千葉県の場合は、３００万人がおいしい水、安全・安心

な水で本当に恵まれています。水道料金が高い安い以前に、健康に直結す

る安心な水を飲むことができる。しかし、農村地域では、水道も来ておら

ず、地下水で行っています。戦後７０年の間に化学肥料を使ったため、化

学肥料が地下水に浸透して、どこを掘っても硝酸が出るという飲用水に適

さない地域が拡がっています。 

千葉県には、そのような地域もあることを踏まえていただきたい。県水

道局も不拡大を守りながら進まれては非常に残念に思います。少し位水道

料金が高くても良いので、県全体の安心・安全な水を県水道局が担当して

もらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（会長） 

   将来、千葉県は一つの水道になるというターゲットを求めていますし、 

その先には首都圏と一緒になろうということも、以前の提言に盛り込まれ

ています。 
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   肥料の硝酸性窒素の話は、厚生労働省も十分認識していることですし、

その辺も含めて地下水をどうするかというのは、国全体の大きな問題だと

思います。 

 

（委員） 

   水政課は、地下水の対策、地盤沈下など色々とチェックしてください。

例えば、県立病院、がんセンター、あるいは食品メーカーなど大量に水を

使うところは、地下水を利用しています。そのようなところも、県水道局

の水を使ってもらえるようにしなければ、今現在を誇らしげに、安心感を

持っているだけでは、私はいけないと思います。 

将来も安定していくためには、大量に水を使う方々に県水道局の水を 

使ってもらうためにはどうするのか。そのような努力を水政課は行うべき

です。千葉県の水、県民の命、そこまで直結してやってもらいたい。 

 

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） 

   これからの統合の考え方について説明がありましたが、君津の例も参考

にしながら、最終的には一本化というような話もありました。そのような

方向に向かっていくのかなと思いますが、県が用水供給、市町村が末端  

給水ということで役割分担することと、統合していくことは、方向性が  

合わないのではないかと。市町村がそれぞれ統合していくという風に思い

ますが。 

 

（会長） 

   私が会長をやらせていただいた県内の水道をどのようにするかという 

委員会で、「今の水道法上では、県の役割というのはどちらか言うと用水 

供給的なところにあるのではないか」という御意見がありました。 

   県営水道は、元々末端給水も含めて進めてきましたので、せっかく末端

給水まで行っているのだから、考えとしては、用水供給と末端給水を切り

離しても良いが、実際にそれをやるのはやめましょうと申し上げまして、

将来は末端給水も含めて県は一つの水道としました。ただし、県営とは  

言っていませんので、どのような形にするかは、その時にまたお考えに  

なったら良いということで、役割分担的なところに市町村も入って責任を

持っていくというような形でまとめています。方向としては、矛盾して  

いるとは考えられないのではないかと解釈しております。 

 

（委員） 

   それでは、最終的にも市町村も何かしらの役割を担っていくと。 
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（会長） 

   実際に水を飲まれている住民の方々との関係もありますので。 

   来年の４月から香川県が一つの水道になりますが、高松市水道局や県営

の用水供給もなくなります。これは県も入った企業団という形で全市町村

がその傘下に入り、まとめて企業団でやっていこうと。このような形が  

これからの日本の水道の形ではないかと考えられます。大阪府もそのよう

な形で進んでおりますし、それから奈良も最近、県下一つの水道にしよう

と。 

   ただし、提言では県営ということは言っていませんので。千葉県の場合

も大きな県ですから、その辺はそのような形になった時にまたお考えに 

なったら良いと思います。ただ、用水供給と末端給水を切り離すと非常に

無駄も多い。 

   神奈川県に相談を受けていますが、用水供給があって、大きな市がいく

つかありますが、将来はみんな一緒になった方が良いですよ、用水供給の

役割は終わりましたというような話をしてきました。 

   千葉県の問題を解決すれば、日本の水道は全部解決すると私は思って 

いますが、それほどに色々なものを含んでいますから。損得を言ってる  

だけが、少し問題というような感じがします。 

 

（委員） 

   最終的に料金の平準化ということもないわけですね。 

 

（会長） 

   それは視野に入れて。ただし、すぐに料金を一緒にしてくださいと言う

と、安くなる地域は賛成します。広域化ができない一番のネックは、料金

の問題です。隣の料金と比べてどうか。全く同一の料金であれば良いけれ

ども、それぞれ独立採算で事業を行っているため、なるべく平準化して  

いこうということで進めてきています。 

   最初から同一の料金にすることはできませんから、とりあえず何年かは

猶予期間を置こうと。埼玉県もそうです。県営水道ですら複数の料金が  

ありましたが、今は同一になっています。愛知県も同様です。だから、少し

時間がかかりますが、将来的には同一の料金にするというのが今の動き 

だと思います。 

 

（委員） 

   それでは、最近の動きとしては、君津のような広域統合という形なので

しょうか。 

 

（会長） 

   君津は良いことを行っていると思います。ここは、元々用水供給の企業

団で始まっており、小櫃川から水を取っています。この水も県水道局へ  

送っていますが、あの地域だけで末端も含めて一緒にしようという動きが

あって、南房総もそうですよね。幸いにして県営水道という立派な大きな  

水道がありますから、ここが色々面倒見ながらと言ってはなんですが、  
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進めていこうという感じではないかと思います。 

 

（委員） 

   資料１の 1 ページの給水対象区域図ですが、白地の地域はどのような  

プロセスを取って進めればよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

   給水対象区域図の中で、芝山町は公営の水道事業がございません。他の

白地のところは、市町村で運営している水道事業があります。 

   具体的に白地の部分で統合の動きなどの話があるのは千葉市で、やはり

市の中で二つの水道を経営しているため、どうにかして欲しいという相談

はあります。今、お話を伺っているところではございますが、具体的にど

のような連携ができるかなどは協議しているところでございます。その他

の香取地域、多古等については、特に目立った動きはありません。山武市

については、九十九里地域の末端の研究会に入っておりまして、末端事業

体で統合すべく研究を進めているところでございます。 

 

（委員） 

   説明を聞きまして、水を作る方は県が担ってくれると、末端は市町村が

ということは理解できました。 

   困っても声も出せない、声が届かない所があり、香取でも給水区域外の

ところが沢山あります。そのようなところをこれからやってもらいたい。 

   そして、大事な水があることを今、忘れてしまっています。もう一度、

人々の健康はどう守られているか基本を考える必要があります。ですから、

この水５００ミリリットル。1 リットル牛乳は１４０円です。水だと自動 

販売機で１００円玉一つ入れなきゃ落ちてこないんですよ。２本落とすと 

２００円。そうすると、水の方が牛乳より６０円高い。だから、それほど 

水は大事で、高価でも皆飲みます。 

   そのような時代ですので、地域の料金格差に決着をつけるのは、国が  

出てこなければ難しいと思います。国にあれをやれ、これをやれと言うの

ではなく、今、大事なものが何か、環境や緑を守るのも大事、そして水も命

を守る原点ということで、これからも坂本先生に御教示を頂きながら、私

共も頑張りますので、担当職員にも頑張って貰いたい。勇気あるダイナ  

ミックな改革をやるイノベーションを起こすような人が水道局長に来て 

もらいたい。県水道局は幕張にありますが、これからも知事部局と連携を

とってお願いします。 

 

（会長） 

   国も決して、ないがしろにしているわけではなくて、先般、水循環基本法

という水全体を束ねる法律が議員立法で成立しました。水は雨が降って 

流れて海に行きという風に循環していますが、その中で水のシステムを 

どうするかということを組み立てた法律ができまして、内閣府に本部を置

いて頑張っています。水が大事だということは、国もわかっていますが、

そのやり方をどうするかと。その組み合わせの中で、これから水道はどの
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ようにしていくかということを PR しています。 

 

（委員） 

   津波や地震などの災害が起きると、被災した場所は目に見えますよね。

復旧しよう、今度は災害に備えよう。しかし、健康と水が直結していること

は、目に見えません。中国には、犬鶏が逃げ去るのは誰でも確認できるが、

知識が忘れて無くなっていくことは目に見えないから分からないという 

ことわざがあります。水もそうです。目に見えなくても、ボディーブローの

ように人間の健康を脅かします。ですから、千葉県が責任を持って、良い水

を作っていただくようにお願いします。その先頭に会長が立って御努力 

願いたいとお願い申し上げます。 

 

（委員） 

   資料３の４ページ右側のＣの統合効果と「＋α」が具体的には分かりま

せんが、一番下にある構成市町村そしてまた県が残額を出すということ 

だと思いますが、県が補助金プラス残額を出すということですか。それと

も県水道局が出すということですか。 

 

（事務局） 

   追加負担につきましては、県水道局の用供料金の引き上げを前提として

おりませんので、県と九十九里地域、南房総地域の市町村で行うことと  

しております。県水道局が払うのか、一般会計が払うのかは、まだ決まっ

ていないところでございます。 

 

（委員） 

   もう一点、７ぺージの君津地域における水道事業の統合広域化へ向けた

状況の中で、「ア 検討状況」としては、『今後は平成３１年４月１日の事業

開始を目指し』とありますが、平成３１年といったらもうすぐですよね。

それぞれの水道事業体の職員の身分はどのようになりますか？ 

 

(事務局) 

   現在、職員の身分や必要人員等について、協議会で話し合っているとこ

ろでございます。県からは職員を直接出すことは考えておりませんが、  

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市の職員で、今検討していると伺って 

おります。これから決まっていくというところでございます。 

 

（委員） 

   県水道局の職員になるということではないですか。 

 

（事務局） 

   違います。新たに広域連合という組織を作ります。今、君津広域水道企業

団が用供事業を行っていますが、企業団と各市の水道部が統合するイメー

ジです。 
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議題３ 千葉県水道ビジョンの策定に向けた検討状況について 

事務局から説明。 

 

質疑 

（委員） 

   統合の動きがない地域であったり、来年から始まる上下水道料金の徴収

一元化が実現できる市町村は喜んでいるわけですが、ほかの地区は色々 

事情があって今回参加しなかったことも含めて、このように統合化という

形になるのでしたら、県内水道事業者や市町村に対する説明会や話し合い

をこれから密にやっていただきたいと思います。そのような希望が皆さん

ありますよね。これから大きな曲がり角に来ている水道行政でございます

し、地元の自治体としては、将来どうなっていくのだろうということが  

ありますので、県水道局も市町村や水道事業者との話し合いを深めてもら

いたい。それで、信頼関係を作って、それが利用者の皆さんの安心安全に

つながっていきますので、説明を十分にしていただきたいと思います。 

 

（会長） 

   全国的に見ても、上下水道は別々に事業を行う余裕がなくなっており、

特に中小の市町村では、上下水道課や上下水道局のように上下水道を一つ

の課で行うような形になりつつあります。 

   料金についても、東京都もそうですが、上水道料金と下水道使用料を  

一緒に徴収しています。千葉県の場合は、過渡期で別々に徴収している  

ところもありますが、将来的には一緒に徴収する形なども含めて連絡を 

密にしていかなければいけないと思います。 

 

（事務局） 

   先程の御説明のとおり、水道ビジョンの策定にあたりましても、県内の

各水道事業者や市町村等の意見を踏まえたいと思います。御意見を踏まえ

て、丁寧に説明していきたいと思います。 

 

（委員） 

   今回から委員として出席させていただいておりますが、勿論、県全体の

課題を取り組まなければならないと思いますが、地元の問題というのも 

大事になってきます。 

   私は、市原市ですので、白地の地域となります。市の水道と県水道局との

関係をどのように解決していくのか、つまり一元化していくという目標が

あります。残念ながら、市原市も問題点がいくつか見えてきまして、これ

も県水道局と市の水道という２つの体制がある中での問題、事故が起こっ

たということだと思います。 

   先程から個々に市町村と同時並行で進めるというような意味合いがあり

ますが、心配しているのは県のマンパワーと言いますか、手順良くまずは

九十九里の方から、そして君津という広域企業団とはしっかり見えてくる

と思いますけど、白地の部分についても、しっかりマンパワーを持って  
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いただいて、順序良くやりますではなくて、同時並行で是非やっていただ

きたい。人が足りないから、こちらは少し後ですというようなことはせず

に、ハード的な整備の中で取組みがし易い地域については、即やっていた

だいて結構と私は思っています。 

   大きなビジョンの設定と５０年１００年を視野に入れた１０年という話

がありましたが、１０年というのは、すぐです。今、検討の結論が出たら、

すぐにハードの整備などになりますので、非常に期待した文章の一言だと

思っております。マンパワーを入れて、やれるところから進めていくと  

いうような体制を是非お願いしたいと思います。 
 
（委員） 

   会長から水循環基本法の話が出ましたが、縦割りの行政ではなくて、  

総合的に水を考えて管理するということは、非常に大事だと思います。  

そういう面では、井戸水と県水道局の関係もしっかり考えていただきたい。

水があまり多すぎますと、浮力が働いて悪さをしますので、適度な井戸水

の利用という考え方もしっかり持って総合的に捉えていただきたいと思い

ます。 

 

（会長） 

   平成２４年に水循環基本法が成立しまして、水道法も滝沢先生が大変 

お骨折りいただきまして改正まで持ち込んでいるところですが、これは 

実態に即した改正だと思っております。 

   その次のステップがあると、それは水循環基本法に基づいて、水のシス

テムを総合的に動かしていくことを考えていかなければ、地下水・雨水・

下水の処理水・水道・工業用水も、難しいのは農業用水ですが、水全体とし

てどうするかという形に動かす必要があります。 

 

（委員） 

   日本は、水に対するテロ対策が十分ではない気がしますので、今後しっ

かり検討していただきたいと思います。 

 

（会長） 

   飲み水は基本ですから、これから何が起こるか分かりませんので、テロ

対策は徹底して行わなければなりません。 

 

（委員） 

   質問ですが、君津地域における統合広域化で、母体となる組織を一部  

事務組合ではなく広域連合にした趣旨を教えていただきたい。 

   意見としては、平成２２年の当面の考え方は、基本的には広域自治体で

ある都道府県と基礎自治体である市町村の役割分担論で整理しています。

確かに水資源開発や用水供給というのは、広域的事務ということで都道府

県の本来的事務です。一方で、経営安定化補助というのは、そのような  

趣旨ではなくて、どちらかと言えば補完事務と言われる、先程から県内の

市町村は水道事業の実態を含めてかなり格差が大きいということに対して
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放っておいて良いのかというところがむしろあって、各市町村はそれぞれ

総合的行政主体だから自分でやりなさいよということが基本ですが、技術

的にも人的にも財政的にも難しいと。そのような時に広域自治体の都道府

県が補完するという役割も確かにあります。その一つの具体的な手立てと

して、財政補助があると私は思います。 

   そのような面から考えると、今進んでいるこの議論は、かなり役割分担

論というところから一歩二歩はみ出してきているというか、色々と御意見

が錯綜しているように伺いましたので、そういう意味で決して間違って 

いると言っているのではなくて、一定程度の経緯の中で発展があるのでは

ないかというところを市町村である基礎的自治体と広域自治体である都道

府県との間で関係性を明確にした中で、もう少しクリアに広域化あるいは

統合の問題を整理した方が分かりやすくなると思います。 

 

（事務局） 

   君津の統合では、県が用水供給事業のみ、４市は用水供給事業と末端  

給水事業を持ち寄ることとしておりまして、持ち寄る事務が異なります。

都道府県が入る一部事務組合では、異なる事務を持ち寄り処理することが

できませんが、広域連合では可能だということで、広域連合という経営  

主体で実施していくものです。 

 

（委員） 

   資料３の７ページの図では、県水道局は新たな経営主体の枠内に入って

いませんが、県はどのような形で関わることになりますか。 

 

（事務局） 

   県は、新たな経営主体に構成団体として参加し、用水供給事業に関わり

ます。県水道局には、新たな経営主体から水を送る形となります。 

 

（委員） 

   水道法の改正は、会長から御説明があったとおりでございまして、昨年

度に閣議決定が行われ、国会に提出されましたが、審議未了で廃案という

形になりました。来年、もう一度提案していただいて、しっかりと改正案

を通していただきたいと考えています。 

   一番重要な点は、第一章が目的となっていますけれども、これまで整備

拡張を目的としていた部分に、水道の経営、これから安定した経営を将来

に渡って持続的に進めることが重要だという目的の部分が大きく書き換え

られておりまして、それに従って内容的にも経営基盤強化に向けた色々な

規定が盛り込まれるようになっていることでございます。 

   改正法案が通れば、全国の都道府県が広域協議会を作るようになってい

ますが、今の段階では自主的にそういった協議会を立ち上げて検討すると

いうことになっています。ただし、会長が言われたように、料金の問題な

ど色々な違いがあって、スタートはするけれど、そのあとは具体的なステ

ップに行かないというところが結構多いです。 

   お聞きしていて、千葉県は、色々な困難はありながらも、一つ一つ前に 
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向かって進みつつある成果を審議会で毎年お聞きしていますけれども、 

成果を見せていただけるようになっているなと思います。君津の話も平成

１９年から協議会を設置して１０年経っているわけですけども、非常に 

時間がかかったともいえますが、ここ２、３年で非常に急速に動きまして、

前に進んでいるという感じがします。それ以外についても、色々実務担当

者による検討会議や非常に多くの作業部会が開催されていて、前に進みつ

つあるのではないかと思います。 

   水道も、余裕があるうちにというと若干語弊があるかもしれませんが、

先に行けば行くほど、お互いの格差が大きくなってしまい、こういった  

検討が更に難しくなってくるという恐れがありますので、これまでの経験

や検討を踏まえて、更に一層加速した協議を進めていただきたいと思いま

す。 

   改正法案が通れば、全国の都道府県が先に取り組んでいるところを参考

にしようとすると思います。その中の一つが、おそらく千葉県となって、

全国の都道府県からヒアリングをしたいということで、議員も含めて視察

に来ると思います。そのような時に、良いアドバイスができるような形で、

是非とも先進事例の一つとして取り組んでいただければというのが、私 

からのお願いです。 

 

（委員） 

   報告を伺っていますと、どこに住んでも、どこの場所であったとしても、

安全でおいしい水が供給されるというのは、とても大事なことだと思って

おります。 

   資料を見まして、千葉県の水道ビジョンの「強靭」のところの取組みも 

ありますが、資料２の５ページの「計画の体系と平成２８年度の評価結果

一覧」を見ますと、内部評価では耐震化がＢ評価なんですね。Ｂ評価は、 

概ね達成しているということですが、色々な所で地震や地球規模の問題が

ありますので、Ｂ評価とは言わずしっかりと耐震化に対応していただきた

いと思います。 

 

（委員） 

   統合・広域化のリーディングケースである九十九里や南房総の検討に 

ついては、平成２８年３月２２日から第１回検討会議が始まりまして、  

約２年という年月を費やして今日まで来たわけですが、本年度末には統合

基本計画（案）を策定する予定ということで、是非とも今まで着実に進め

てこられた一つの成果という形で、統合基本計画をきちんとまとめていた

だきたいと思います。 

   そして、平成３０年度には（仮称）統合協議会の設置という予定になって

いますが、おそらく統合協議会の構成メンバーは、現在の事務局長、ある

いは各担当課長レベルではなくて、もっと高いレベルの人達で構成されて

いくのではないかと考えております。そうしますと、更にリーディング  

ケースの実現に向けて階段を上がっていくということになるのではないか

ということで、是非、積極的に今までと同じような形で歩みを進めていた

だきたいと考えております。 
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（委員） 

   私は、印西市に住んでいまして、印西市の中でも千葉ニュータウンは、 

成田ニュータウン、成田国際空港、千葉市などと同じ料金です。印西市の

それ以外のところでは、薄い黄色の地域になりますが、料金が少し違いま

すので、やはり先程からお話が出ていましたけれども、県下同一の料金に

なるように、皆さんの御努力をお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

   私は、浦安市から来ましたが、本当に大きな県で皆さんの御努力が有り

難いと思います。東日本大震災の際は、１ヶ月間も水が止まるということ

になり、水を買わなければならないという思いをしまして、こんなに苦労

するものだとは思いませんでした。本当に皆様の御努力をこれからもよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

   以前、高齢化と水の使用量について審議会でお尋ねした時には、全然  

考えていないという答えが返ってきましたが、今日聞いていて、県が高齢

化していくということに対して、色々考えてくださり始めているのでは 

ないかと思って聞いていました。人口のピークを迎えれば、水の利用が  

少なくなるのかというとそうではなくて、給水人口が増えていても、実際

に高齢化に伴い、水の利用は減っていくんですね。 

   私は、松戸市から来ていますが、市の水道も給水人口が増えています。 

しかし、給水量は減っています。そういう状況があるので、これから人口

のピークを迎えて減る以前にどのように対処するのかということを考えて

いただきたいと思います。 

   それと県民であれば、同一価格または近い価格で水が供給されるべき 

ではないかと思いますが、県水道局の地域は、人口も多いですし、川も  

近くにあって、比較的水を作るための費用が少なくて済んでいると思いま

す。今、統合を進めている地域は、年齢も高いとなりますと、これから人口

もどんどん減る可能性があるという中で、同じような価格で行っていく 

ことは、かなり大変だと思いますが、是非その辺は良い知恵を出して、  

県民誰もが同一価格で安全な水を手に入れることができるように頑張って

いただきたいと思います。 

 

（委員） 

   私は、習志野から参りまして、市の水道が県水道局より安く、水道水も 

モンドセレクションを受賞した状況があります。水の供給というのは、  

適切な供給の仕方と節水という最も大事なことを忘れてはいけないのでは

ないかと思っております。 

   消費者の視点からすると、水だけに限らず、何事も無駄を見直すことと

合理化することが大事です。市販の自動販売機等で水を買われる方もいま

すが、市の水道や県水道局もきちんと消毒をして、水質の検査もお金を  

かけて行っているのに、自動販売機等で買うのが当たり前の社会になって

いることをもっと環境省ほか県水道局も見直すように市民に声をかけて 
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いただけるのもよろしいかと思います。 

 

（委員） 

   今回の統合広域化を進めるにあたって、一番の問題は交付税が変わる 

ことです。国が法律を変えるのは良いですが、もし統合広域化を全国的に

進めるのであれば、厚生労働省の補助金というわけにはいかないでしょう

けれども、市町村合併のような特例的な交付税措置などを先生方から厚生

労働省や総務省に是非お口添えいただきたいというのがお願いです。 

 

（委員） 

   これだけ広い千葉県を統合広域化することにおける色々な問題がある 

かと思いますが、一番難しい問題点を教えていただきたいのですが。 

 

（会長） 

   一番難しいのは、料金問題です。安くなるところは賛成ですが、高くなる

ところは反対します。安い、高い、しかも隣とどうなんだと。このような 

ことを言っていたら、いつまでたっても難しいということでして、そこは

将来に向けて、強固な水道を作っていくことからすれば、当初は少し差が

あっても段々一緒にするというような形も一つのやり方という感じがしま

す。 

 

（委員） 

   市民は自分達が受けることについて、当然の対価を払うということを 

認識する必要があるということでしょうか。 

 

（会長） 

   おっしゃるとおりです。水は、ただではありません。しっかりいただく 

ものはいただくということ、その代わりしっかりやると。 

   今日は色々な御意見が出てきましたが、千葉県が一生懸命やってくれて

いることを皆さんに御理解いただいたと思いますし、県議会議員の皆様も

大変御熱心に聞いていただいて、ありがとうございました。事務局の方達

もありがとうございました。 

 

（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、

長時間にわたりまして誠にありがとうございました。 


