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平成３０年度 第１回豊田市上下水道事業審議会 会議録（概要版） 

 

【日時】 平成３０年５月２５日（金） 午後２時００分～３時３４分  

 

【場所】 豊田市役所 南５１会議室 

 

【次第】 １ 委嘱状交付（新委員のみ） 

２ 諮問書伝達 

３ 市長あいさつ 

４ 審議会委員及び事務局紹介 

５ 会長あいさつ 

６ 会議録、資料について説明 

７ 議事 

（１） 諮問内容について 

（２） 水道事業の概要について 

（３） アセットマネジメントの取組について 

８ その他連絡事項等 

９ 事業管理者あいさつ 

 

【出席者】＜委 員＞ 白井 正敏（中京大学経済学部教授） ※会長 

南  龍久（愛知大学名誉教授）   ※副会長 

竹内 信仁（愛知学院大学総合政策学部教授） 

石橋 博文（豊田加茂薬剤師会監事） 

鈴木 弘美（下山地域会議委員） 

深見 友和（稲武地域会議会長） 

清水 元久（豊田森林組合代表理事組合長） 

西山 良博（区長会理事） 

近藤 信子（足助地域会議委員） 

梅森 美佐惠（ＪＡあいち豊田女性部部長） 

杉本 敦子（商工会議所女性会会長） 

安藤 みさ子（公募委員） 

須賀 博之（公募委員） 
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     ＜事務局＞ 今井 弘明（豊田市事業管理者） 

伊藤 裕二（上下水道局局長） 

杉本 尚久（上下水道局副局長） 

水谷 隆治（上下水道局総務課長） 

澤田 亜紀（上下水道局経営管理課長） 

成瀬 光明（上下水道局企画課長） 

岡部 年朗（上下水道局料金課長） 

堀江 荘平（上下水道局水道整備課長） 

神谷 憲秀（上下水道局水道維持課長） 

丹羽 勝彦（上下水道局上水運用センター所長） 

山口 正美（上下水道局下水道施設課長） 

野口 朝司（上下水道局下水道建設課長） 

河合 保幸（上下水道局企画課副課長） 

金子 卓矢（上下水道局企画課担当長） 

畑田 彦（上下水道局経営管理課副課長） 

八木 衣絵（上下水道局経営管理課担当長） 

池田 浩司（上下水道局経営管理課担当長） 

土屋 宅央（上下水道局経営管理課担当長） 

播磨 有希子（上下水道局経営管理課主査） 

古田 ひろこ（上下水道局経営管理課主査） 

 

 

 

【欠席者】＜委 員＞ 伊藤 健一（連合愛知豊田地域協議会） 

成瀬 修司（豊田市小中学校長会） 

近藤 恭弘（豊田商工会議所第一工業部会部会長） 

 

【傍聴者】      なし 
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【議事等の摘要】 

 

１ 委嘱状交付 

・市長より新任委員（６名）への委嘱状交付（うち１名欠席） 

 

２ 諮問書伝達 

 ・市長より白井会長へ諮問書の伝達 

 

３ 市長あいさつ 

・みなさんこんにちは。お忙しいところ御出席いただきましてありがとうございます。 
・ただいま白井会長様に、諮問書をお渡しいたしました。豊田市では、水道料金、下水
道使用料、いずれも４年に一度、見直すことにしております。今年度が水道料金の見
直しの年にあたりますので、ぜひとも忌憚のない御意見をいただきまして、御答申を
いただきたいと思います。 

・話は変わりますが、来年、ラグビーのワールドカップが、豊田のスタジアムでも４試
合開催されます。来月は１７日に四つの大学の交流戦と翌週の２３日には、日本代表
戦、対ジョージアの国際試合が開催されます。ぜひ、ご観戦ください。 

・先日、ラクビーの日本協会に苦情の電話が入っているとニュースで流れていました。
アメリカンフットボールと間違えて苦情があるそうです。 

・試合を見たことがないと、アメリカンフットボールとラグビーの違いがわからないと
いうことは、あながちないこともないだろうなと思いながらそのニュースを見ていま
した。 

・豊田市の今回の水道料金もそうですし、様々なものの使用料の見直しをしていますが、
建物のように目で見てわかるものは、議論がしやすくて、市民の皆さんにも御理解を
いただきやすいのですが、水道や下水道のような目に見えない、見えにくいものとい
うのは、なかなかその議論がしづらいですし、ましてや市民の皆さんにわかっていた
だくのは、実は、我々としては、努力のいることだと思います。 

・そういう中での今回の御審議ですので、なおさら難しいこともあるかと思いますが、
ぜひ、苦情が来るようなことのないような対応をしてまいりたいと思いますので、ど
うかよろしくお願いいたします。 

・今日は、ありがとうございます。 

 

４ 審議会委員紹介及び事務局職員紹介 

・審議会名簿により、委員を紹介  

・事務局職員は、配席図と上下水道局の組織図で紹介に代える。 
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５ 会長あいさつ 

・審議会の会長を務めさせいただいております白井です。中京大学経済学部に在籍して
おります。よろしくお願いいたします。 

・ただいま、新委員の皆様方の御紹介がございました。こちらからも新委員の方々よろ
しくお願いいたします。 

・また市長より適正な水道料金のあり方について諮問をいただきました。当該審議会の
役割は、上下水道事業に関する必要な調査および審議となっております。その中でも
４年に一度見直しが行われる水道料金及び下水道の使用料金のあり方については、委
員の皆様から多角的に御審議いただいております。 

・本年度は、今回を含め５回の審議会が予定されております。皆様の活発な御発言をい
ただきながら、円滑な審議、議事進行に努めたいと思っておりますので、よろしくお
願いいたします。 

 

６ 会議録、資料について説明 

 ・会議録は、要旨をまとめたものを豊田市ホームページで公開する。会議録には発言者
も明記させていただく。 

 ・配布資料の確認 

 

７ 議事 

（１）諮問内容について 

○経営管理課澤田課長 

・資料に基づいて説明 

 

＜質疑応答＞ 

○須賀委員 

・単身世帯の増加等による世帯構成の変化と書いてありますが、これが水の使用量が
減る理由になるのですか。データはありますか。単身世帯だったら世帯が増えれば
使用量も増えると思いますが。  

○澤田課長 

・実は、有収水量が平成１７年当時は、４，５６９万７，０００立方メートルでした
が、２８年度は４，４１４万９，０００立方メートルということで、実際に減って
います。 

○須賀委員 

・減っている事実は分かりますが、これが原因になっていると言えるのですか。増え
るのではないですか。 

 ○池田担当長 

・水道料金は、世帯当たりの構成人数が多くなると、１か月当たりの水の使用量は、
当然ながら増えると思います。単身世帯が増えると確かに、総量としては増えます
が、１世帯当たりで見てみると、使用量は、人数が多い家庭よりも、相対的に少な
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くなります。豊田市の水道料金の料金体系というのは使えば使うほど高くなる料金
体系になっていますので、世帯の構成員が少なくなれば、１世帯当たりで使う水の
量は減ります。それを考えると、全体の世帯数は増えますが、収益の増加は見込め
ないことになります。 

 ○須賀委員 

・データがあったら見せてください。取りようがないから、ないと思いますが。 

○池田担当長 

・そうですね、なかなかしっかりとした相関関係というのは難しいかもしれません。 

○須賀委員 

・普通、資料を見ると人口減少とか少子化とか必ず書かれますが、それが書かれてな
く、単身世帯の増加を原因とするというのが納得いかない。 

○池田担当長 

・単身世帯の増加も一つの原因と私たちは、思っています。 

 ○須賀委員 

  ・データがあるなら見せていただきたい。なかなか単身世帯の増加が原因ということ
は言われていないと思いますが。 

○ 澤田課長 
 ・御用意できるようでしたら、御用意させていただきます。 

 

（２）水道事業の概要について 

○経営管理課播磨主査 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

 ○須賀委員 

  ・資料を見せていただきましたが、１番の眼目である改正水道法のことが非常に曲解
されて記述されているように思います。私はこれについて意見を述べさせていただ
きます。 

  ・水道事業の民営化改正水道法案に反対する意見 須賀博之 

・今国会で水道法が改正されようとしています。今日現在、厚生労働委員会では高度
プロフェッショナル制度導入の働き方改革法案が審議され、まだ１度も改正水道法
は審議されていません。会期は６月２０日までですので、まだ期間がありますので、
多分、与党多数で成立する可能性が非常に強いと思われます。 

・改正水道法は、水道の基盤の強化を主目的に、水需要の減少、施設の老朽化に直面
し、水道事業を広域化、この次が問題なのですが民営化によって課題を克服しよう
とするものです。 

・核心は水道事業の運営権を民間事業者に譲渡できる仕組みを導入することです。 

・水道事業の民営化は水道施設の所有権は自治体に残しつつ、運営権を民間事業者に
譲渡売却するコンセッション方式をはじめ、いわゆるＰＰＰ、官民連携ＰＦＩ民間
資金活用と呼ばれる方式で、この方式で豊田市でもＰＦＩは給食センターとか、交
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通安全施設等で導入がされており、ＰＰＰは図書館でも導入されています。 

・施設のＰＦＩや指定管理者制度のＰＰＰとは異なり、そもそも憲法２５条に定めら
れた国民の生存権を具現化したものと言われている水道法に基づく、公衆衛生の向
上、生活環境の改善を目的とした極めて公共性の高い水道事業を、利益優先の民間
企業に委ねることは大変問題があると考えます。 

・民間事業者は利益を上げるため、水道料金を引き上げ、合理化を進めるなどして 

サービス低下のリスクが大きいと考えます。今でも、全国の市町村事業は５０パー
セントが赤字という状況にあると言われています。 

・一般会計から多額な税金が補てんされ成り立っている自治体の水道事業は、この民
営化で確実に料金が上がると思われます。 

・パリの例では、民営化により３倍水道料金が値上がったという事実があります。世
界的に水道事業の民営化はかなり前から行われています。ただ、再び公営化すると
いうケースも非常に多く見られ、世界では、２０１４年で３５カ国１８０例が再び
公営化されていると報告されています。 

・民営事業者の利益優先の経営の結果、水道料金の値上げや水質悪化など、住民サー
ビスの低下が理由とされています。 

・今法案に対して既に三鷹市や佐倉市などの自治体では、民営化に反対する意見書を
内閣等に提出しています。 

・今国会で十分な国民議論がないまま成立されるとしていますが、大変大きい問題と
考えます。 

・本来ならばこの審議会で、この問題こそ議論すべきと考えます。今までディスポー
ザーの問題や市町村型浄化槽の問題を提起しました。残念ながら箸にも棒にもかか
りませんでしたが、委員の最低の役割として記録にとどめるために発言します。 

・少なくとも豊田市においては、民営化を導入しないよう、また、市民の意見をよく
踏まえて対応していただきたいと要望します。 

○澤田課長 

・貴重なご意見をありがとうございました。参考意見ということで、一旦これをお預
かりさせていただきます。確かに民営化という問題は非常に難しい問題と思ってお
りますので、今回できるかどうかわかりませんが、もし御議論いただけるような機
会がございましたら、お願いしたいと思います。 

○今井事業管理 
・水は毎日、市民の方が口にされるものですから、須賀委員と同じような趣旨になる
かもしれませんが、民営化は、現時点では考えておりません。 

・一部、業務委託みたいなことは当然進め、効率的な経営を進めていかなければなら
ないとは考えていますが、民営化については、研究はもちろん、コンセッション方
式が適切かどうかという検討はしますが、導入に当たっては、慎重に考えないとい
けないと思っています。 

・一旦直営から離れますと、技術者、今、水道事業を担っている職員も、それに携わ
ることがなくなります。 
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・後から直営に戻そうとしても、その技術がなくなってしまうということもございま
すので、よほど慎重に、取り組む必要があると考えております。 

・御意見ありがとうございました。 
○白井会長 
・この問題については事務局の方にお預けしますので、ご配慮ください。 

○深見委員 
・今の説明で昨年度の収支で、５億円の収益が出たということでいいのですか。 

○澤田課長 

・そうです。 

○深見委員 

・豊田市は、市民に配った水の収益で儲けているという解釈でいいのですか。 

○澤田課長 

・利益としては確かにありますが、これが、将来の更新財源になっていきますので、
ただ、皆さんからお金を貰って儲けているということではなくて、将来、活用する
ためのものになります。 

○深見委員 
・これが企業会計の説明にあった収支構造の内部留保金などのことですか。 

○澤田課長 
・そうですね。そちらにも影響してまいります。 

 ○深見委員 
・そういうことですね。あと、山間部の出身者としての意見としてなんですが、豊田
市の水道事業の説明で簡易水道は別に施設が簡易という意味じゃないと言われたの
ですが、浄水町にすごく立派な浄水場が昔からあると思いますけど、簡易水道の山
間地域に行くと、ステンレスの大きい箱みたいなものが山の中にありますが、あれ
が水道施設ということですか。 

 ○丹羽所長 

  ・はい、特に配水池が多いです。 

 ○深見委員 

  ・山の中にある施設が浄水場ということですか。 

 ○丹羽所長 

  ・浄水場もありますが、皆さんにお配りする配水場が多いです。 

 ○深見委員 

  ・あれは配るほうですか。どこかにまだ浄水場があるのですか。 

 ○丹羽所長 

  ・川の上流の水源の近くにあります。 

 ○深見委員 

  ・浄水場の大きさには関係なく、小さくても浄水システムは同じですか。 

 ○丹羽所長 

  ・はい、浄化のシステムは、水道法に基づく水質になるように、そこで水を作ってい



 ─ 8 ─ 

ます。 

 ○深見委員 

  ・簡易と聞くとすごく簡素に水ができる感じがしていましたので、確認させていただ
きました。先ほどの収益が、こうしたいろいろな設備にも使われることがよくわか
りました。 

 ○清水委員 

  ・管路等の老朽化の進行と更新の遅れと先ほど説明がありましたが、資料を見るとす
べて更新すると、１３０年かかると書いてあります。１３０年かかっていたら全部
終わらないうちにまた次が傷んでくるということになる気がしますが、それについ
てどうお考えですか。 

 ○澤田課長 

  ・これは国の資料ですので、豊田市とは状況が違います。また後ほど説明をさせてい
ただきたいと思います。 

 

（２）アセットマネジメントの取組について 

○成瀬企画課長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

 ○須賀委員 

  ・アセットマネジメントという難しいことをやってみえるようですが、こういうもの
はＰｌａｎ Ｄｏ Ｓｅｅで計画だけ作っても全く意味をなさないと思うのですが、
後のＤｏとＳｅｅですね。そういうチェックっていうのはどのように位置づけられ
ていますか。 

 ○成瀬課長 

  ・今、平成３２年に向けてアセットマネジメントを構築した後、どのように監査機能
を持つかというところを議論しています。アセットマネジメントを構築したときに、
それが作っただけで終わってしまうのを危惧しており、今後どうするかを今年の課
題にしています。 

 ○竹内委員 

  ・アセットマネジメントに取り組まれることを非常に評価していますが、少しこうい
うことを考慮しておく必要があるのではないかということをお話ししておきます。
一つは、豊田市の将来推計人口です。４０年までほとんど変わらないと言っていま
すが、豊田市の場合は、合併によって非常に人口の少ないところも含めて、合併し
ました。そうすると、国の推計だと市ごとにしかやっていないので、当然、地域ご
とに、かなり格差があります。豊田市の場合で、危惧しているのはこの推計です。
この推計は、多分豊田市の都市部が中心として出てくる数値だと思います。そうす
ると、ほかのところははっきり言うとかなり厳しい状況ではないかと想定されます。
だから、そういう推計をやって、その上で、どうするかということを考えないと、
多分、２０４０年までいくら計画を立てても持たないと思います。だからそこを検



 ─ 9 ─ 

討していただきたいと思います。一つは、それをやっておかないと、計画は立てた
けれど、要するに人口減で、ダウンサイジングしていかなければいけないのに、お
金がなくてできないということになってしまうと思います。 

・もう一つは、水道事業も下水道事業についても、補助金財政です。今の国の財政と
いうのは、いつ破綻してもおかしくない状態ですので、そこのところを考慮して、
いくらお金をためておくかということは十分今後の課題として、考慮に入れた計画
を立てる必要があると思います。 

 ○成瀬課長 

  ・ありがとうございました。周辺山間地の人口は減少しており、最終的に調べると山
間地は厳しくなると思われ心配はしています。その辺のことを考慮してダウンサイ
ジング等も考えていきたいと思っています。 

 ○須賀委員 

  ・昨年の審議会で未普及解消アクションプランについて、市町村型浄化槽のことを質
問し、答えていただいと思いますが、あのときに、市町村型浄化槽は考えてない、
豊田市にはなじまないということでした。その理由は、他の自治体と比べ人数が多
く規模が大きいためと言われたと思います。私はその後、市の情報公開条例に基づ
いて、資料請求し、資料を見せていただきました。平成２４年に検討したもので、
検討内容の資料と、別に概算の資料がありました。資料は、全くやらない方向での
検討という感じがしました。お金がかかるとか、人数が多いことは理由にならない
と思います。市町村型浄化槽については、今、かなり普及してきており、全国の市
町村で、３００事例ぐらいあります。たしかに大規模のものは少ないと思いますが、
先ほど言われたように周辺部との格差が問題だと思います。豊田市の場合、市の豊
かな財政で豊かな生活が送られると思って合併したと思いますが、生活基盤の一番
重要な下水、浄化槽の問題を規模の問題で片づけられて、非常に残念に思います。
市町村の中でも相当豊かな財政の豊田市ですので、一般的な常識ではなくて、もっ
と市民のためという視点で施策を考えるべきであって、率先してやるのが豊田市の
ような中核都市の役割だと私は思います。豊田市の試算を見ても市町村型浄化槽の
整備費は、２００億円ぐらいです。私はもっと少なくてもできると思いますが、相
当の市町村が実際に市町村型浄化槽ということで市がお金を全面的に出して維持管
理をやっています。維持管理について、調べてみましたが、浄化槽法の１１条の検
査がどれくらいやられているか知っていますか。 

 ○山口課長 

  ・確実な数字は覚えていませんが４０％ぐらいだと思います。 

 ○須賀委員 

  ・もう少しいいと思いますが、半分は検査が全くやられていない。 

  ・水質については、浄化槽法の７条で設置されたとき１回やって終わりです。その後
チェックすることはない。私も以前、大きい浄化槽を管理したことがありますが、
これを普通の人がやるのは非常に難しいと思います。普通は消毒液を入れればいい
と言っていますが、相当気を使わないといい数字が出ないから合併浄化槽で、ある
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程度集めて、均一化してやる方向なのです。だから市町村型浄化槽はぜひ検討して
いただきたい。あの試算は少し過大と思われるし、いきなり全てをやるわけではな
く、他の事例を見てもわかるように１，０００基ぐらいでやるところもあります。
やり方はいくらでもあると思いますので、公平な行政効果というのを周辺に及ぼし
ていただきたい。下水のある、なしではすごく違います。 

 ○白井会長 

  ・今回、太田市長より健全な経営を図るため、適正な水道料金のあり方について審議
を依頼されましたけれど、審議、議論を深め、適正な料金について答申したいと思
いますので、議論をよろしくお願いします。 

 

８ その他連絡事項等 

○畑田経営管理課副課長 

・第４回の日程変更及び次回の審議会開催予定について説明 

 

 

９ 事業管理者あいさつ 

・委員の皆さんありがとうございました。今年度は水道料金について御審議いただく
ということで市長が諮問もさせていただきました。開催回数も、今日も入れて５回
を予定させていただいております。大変お忙しい中、申し訳ありませんが、よろし
くお願いします。 

・それから会議を５回も開催しますが、会議の時間も限られていますので、もしわか
らない点があれば、会議のときでなくても結構ですので、事務局へ御質問なり伝え
ていただければと考えております。 

・なにぶん市民の皆さんから見たときに地中に埋まっている施設が多く、配水池は大
きな塔が建っているのでわかりますが、浄水場などはほとんど見られる方もいない
と思います。わからない点があれば、事務局へ聞いていただければと考えておりま
す。 

・今日は長時間にわたりありがとうございました。 
 
午後3時3４分終了 


