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令和元年度 第１回豊田市上下水道事業審議会 会議録（概要版） 

 

【日時】 令和元年７月２日（火） 午前１０時００分～１２時１０分  

 

【場所】 豊田市役所 南５１会議室 

 

【次第】 １ 委嘱状交付（代表者のみ） 

２ 市長あいさつ 

３ 審議会委員及び事務局紹介 

４ 会長・副会長選任 

５ 会長あいさつ 

６ 会議録、資料について説明 

７ 議事 

（１） 平成３０年度水道事業会計決算について【報告】 

（２） 平成３０年度水道水源保全事業特別会計決算について【報告】 

（３） 平成３０年度下水道事業会計決算について【報告】 

（４） 水道事業における災害対策について【報告】 

（５） 豊田市下水道ストックマネジメント計画について【報告】 

８ その他連絡事項等 

９ 事業管理者あいさつ 

 

【出席者】＜委 員＞ 竹内 信仁（名古屋大学名誉教授） ※会長 

中山 惠子（中京大学経済学部教授） ※副会長 

松本 嘉孝（豊田工業高等専門学校准教授） 

藤嶋 伸一郎（豊田商工会議所：豊田信用金庫 副理事長） 

近藤 恭弘（豊田商工会議所第一工業部会部会長） 

杉本 敦子（豊田商工会議所女性会会長） 

三吉 茂俊（豊田市区長会理事） 

伴 健太郎（豊田市小中学校長会） 

鈴木 誠美（豊田森林組合代表理事組合長） 

近藤 信子（足助地域会議委員） 

鈴木 弘美（下山地域会議委員） 

深見 友和（稲武地域会議会長） 

城金 茂樹（公募委員） 

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

杉本 尚久（上下水道局局長） 

成瀬 光明（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） 

岡田 政彦（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） 

新實 三矢（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） 

澤田 善之（上下水道局下水道施設課長） 

竹村 浩一（上下水道局下水道建設課長） 

新岩 康正（上下水道局企画課副課長） 

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） 

播磨 有希子（上下水道局経営管理課担当長） 

藤村 正実（上下水道局経営管理課担当長） 

古田 ひろこ（上下水道局経営管理課主査） 

西口 隆洋（上下水道局経営管理課主査） 

 

 

 

【欠席者】＜委 員＞ 神頭 広好（愛知大学経営学部教授） 

石橋 博文（豊田加茂薬剤師会監事） 

野々山 輝美（あいち豊田農業協同組合女性部長） 

 

【傍聴者】      なし 

 

 

 

 



 ─ 3 ─ 

【議事等の摘要】 

 

１ 委嘱状交付 

・市長より審議会委員 代表者（１名）への委嘱状交付 

           他の委員（１３名）は机上配付 

 

２ 市長あいさつ 

・本日は大変お忙しい中、令和元年度第１回豊田市上下水道事業審議会に御出席いただ
きありがとうございます。 

・この３、４日、九州の特に南部の豪雨を見ていて、上下水道や電気といったライフラ
インが遮断されて、これからその復旧復興に相当時間がかかるだろうと思いながらテ
レビや新聞を見ています。 

・この豊田市も、いつ何時、同じような状況に至るか本当に心配しており、そのときに、
一刻も早くも立ち直れるように、日々の備えはしていますが、備えには当然限界があ
り、地震では、「最初の３日間は自分で備えを」と言っていましたが、最近では「最
初の１週間は、自助努力で」という言い方に変わってきています。やはり水害、自然
災害でも全般において、自助努力をお願いしなければいけないですし、そういう思い
を共有していただかなければいけない時代になっていると思っています。 

・この審議会では、令和２年度に、次期の下水道使用料等の御審議をいただくわけです
が、サービスを受ける、あるいは自然災害のときにリスクを抱えているので、そのと
きには、さらに経費が嵩むといった、様々なことを考える中での使用料の考え方にな
りますので、非常に難しい判断になると思いますが、是非、忌憚のない御意見を賜り
たいと思います。 

 

３ 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。 

 

４ 会長・副会長選任 

 ・豊田市附属機関規則に従い、委員の互選により会長候補として竹内委員の推薦があり
委員の同意によりを会長に選任 

 ・竹内会長の指名により、中山委員を副会長に選任 

 

５ 会長あいさつ 

・ただいま、委員の皆様方から御推薦をいただきまして、会長に就任することになりま
した。皆様方の御協力と副会長の中山さんの御支援をいただきまして、円滑な議事進
行に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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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）平成３０年度水道事業会計決算について 

○経営管理課播磨担当長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

○中山委員 

・２点、伺いたい。1点目は、報告１の左側、決算状況の収益的収支が税抜きの記載
であるのに対して、資本的収支が税込みの記載となっている理由を教えていただき
たい。 

・２点目は、資本的収支が５１億円ほどの支出超過となっており、積立金等を充てた
ということだが、議会などへの報告として、その収支不足に充てた内訳を報告せず
ともいいことになっているのか。大切なお金なので何からいくらということをあえ
て書いてない理由を教えていただきたい。  

○澤田課長 

・１点目の御質問ですが、収益的収支が税抜き、資本的収支が税込みになっているの
は、純利益を出すときに、消費税が入っていると正確な数字が出ないため税を抜い
て計算することになっている。そのため、収益的収支は、税抜き表示になっている。 

・２点目は、本日の報告資料は概要になっているため細かいところまで記載していな
いが、９月議会で報告する決算書には資本的収支のページに内訳が記載されている。 

○松本委員 

 ・概況の１にもあるとおり上水道に関しては、安全な水道水の安定供給ということが
１番大切な部分の一つと思っている。 

・安全というと、水質が非常に大きなポイントであり、水質に関しては上水運用セン
ターで確認されていると思う。 

・水質検査には、多くの薬品が使用され、また、検査技術も必要だと思うが、今後、
そういった費用は、増える傾向にあるのかどうか教えていただきたい。 

 ○丹羽所長 

・水質検査結果は、毎年ホームページで公表しており、水道法の水質基準に適合して
いる。 

・水質検査については、外部には委託せずセンターの職員が検査をしており、職員を
増員する予定もなく、備品や薬品もそれほど、変わらない予定であるが、今後、検
査箇所が増えれば、費用が増えるかもしれない。 

・全体的な費用としては、人件費や機械の更新費用、薬品費などがあるが、今、ここ
では集計値がわからない。 
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 ○松本委員 

・安全に供給するための体制や費用は、確保されていると理解した。 

 

（２）平成３０年度水道水源保全事業特別会計決算について 

○（上下水）総務課水谷課長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

○深見委員 

・水道水源保全事業の３番の中ほどに「水道原水の水質保全を目的としている」とい
う報告があったが、矢作ダムの源流や流入域を把握しているか。 

○丹羽所長 

・矢作ダムの源流は、長野県の大川入山である。流入域は、稲武地区などからの流入
があり、矢作ダムの両サイドからの流入もある。 

○深見委員 

・稲武地区に名倉川という川が流れており、名倉川は、設楽町の名倉から稲武地区を
通って矢作ダムへ流入している。流量はそれなりにあるが、稲武地区で中部電力が
取水しており、渇水期だと取水口の下流は水がほとんど流れなくなる。 

・水が流れない部分には木が生え、そこにごみが引っかかり、水が流れてない時期に
なると非常に臭くなる。何年か前に、大きな重機を入れ、掃除をして綺麗にしてく
れたが、何年か経ってまた木が生えてきている。 

・水がほとんど動いていない状態が続いている中でその水は最終的に矢作ダムに入っ
ているので、水質の保全という意味であれば、もう少し、しっかり見てもらえない
かという地域的な要望である。 

 ○水谷課長 

  ・状況を確認し、報告させていただく。 

○城金委員 

  ・市民に上質で安全な水を供給することは大事なことだと思っている。 

・水源である矢作川の岩倉ダムから年間４，５００万トン取水し、その水を我々が結
果的に飲んでいると思う。昔の話を言ってはなんだが、石野地区を流れる矢作川の
流量が減ってきていると感じている。 

・審議会のテーマとずれているかも知れないが、ダムで取水されずに川を流れている
水の水質確保について、どうなっているか教えていただきたい。 

 ○水谷課長 

  ・岩倉に取水口があり、県の浄水場が豊田市の浄水町にある。私たちはそこからの水
を買っており、矢作ダムの水は飲み水、農業用、工業用など様々な用途で使われて
いるが、河川の水質となると分野としては河川担当の部署になる。 

 ○中山委員 

  ・水道水源保全基金は、全国に先駆けて豊田市が導入した。そのときはまだ合併前で
豊田市にきれいな水を供給してくれる５町村に、御礼の意味として豊田市からの基



 ─ 6 ─ 

金を水の源である森林の保全、間伐などに充ててくださいということから始まった。 
・その後合併をし、これまで基金を受けていた側の方も支払うこととなった。本来で
あれば御礼の意味として、森林を手当するということが第一義的な目的で、木曽三
川などもまね、全国的にも広がり、増えてきたと思う。 

・必ずしも水だけではなくて、稲武地区であれば、本来そこに充てるべきところだと
思うので、そういう事業にも、少し目を向けていただきたい。それでこそ基金を充
てる意味があると思う。 

 ○松本委員 

  ・深見委員の発言は、多分、「瀬切れ」と言われる水力発電に伴って起こる現象で、全
国的にも問題視されている。水利権の問題等もあり、多くの関係機関との話し合い
が必要になるので、すぐ解決できるものではないと思うが、生態系保全に関して言
えば、学術的な意味からも問題視されている現象だと認識している。 

・矢作川本線の水質に関しては、数年、愛知県の調査結果等を見ているが、ＢＯＤと
いう汚濁指標は、ＡＡランクで、上流から中流かけて、非常に低いレベルで、河川
水質に関しては全く問題ないという結果が出ているので、今、心配されている、水
源水質としては問題ないと認識している。 

 ○深見委員 

  ・水が流れてないのが問題だというのは、松本さんの御認識のとおりだと思いますが、
住んでいる方にとっては、悪臭や藻がわくので、苦痛な部分もあるということをお
伝えしたかった。川の水は、ダムに入れば、薄まってしまうので、今言われるよう
に水質的に問題ないというのは理解できる。 

 ○城金委員 

  ・水道水源林間伐事業の資料には間伐した木は切り置き間伐と書いてあるが、先ほど
の説明だと切り置き間伐は、森林で切った木をそこに横にしておくという話であっ
た。 

・以前、東海豪雨のときに沢抜けという現象が起き、山に生えていた木が流れたとき
に、切り置きしてあった木が一緒に沢の下流に流れ、矢作ダムに流入した姿を見て、
山の中に倒しておくだけでいいのか、防災的な面で検討する余地があるのではない
かという印象を持った。 

 ○水谷課長 

  ・間伐事業自体は産業部森林課が担当しており、森林組合が作業を行っている。林業
経営が成り立てば、おそらく切った木を置いておくということはしない。間伐を実
施していくうえで、最初に切った木をどうやって移動させるか考え、費用的な面で、
細かく刻んで、その場に置くのが１番いいという結論になったと聞いている。 

 ○鈴木（誠）委員 

  ・城金委員の御質問とおりで、今は何十年も育てた木が間伐される。間伐の域を越し
ていると思っており、樹齢がかなり伸びて、戦後５０年６０年経ったような木が、
間伐と称して切っている。そしてそれを切り置きしているということで今御質問が
あった。 
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・今は本当に等高線上に切った木を置くように言われ置いている。急傾斜の谷のとこ
ろには、そのまま置いているが、いつ、流れるかわからない状況である。それで、
おそらく２０万本ぐらい切っている。 

・切り捨て、切り置きという間伐本数がどれぐらいの容量になるのか。森林組合とし
ては、今は費用がかかって運び出せずに山に置いてある木が、実際に災害になって
流れることで予測される被害はかなりあると思う。 

・最終的に道路などが被害にあったときに災害復旧にかかる費用とお金がかかるから
ということで置いてある木を運び出す費用と本当にどちらが安いのか。 

・今は経費がかかるから山に置いてあるというのが実態である。材価が安いことの裏
返しだが、今、杉・ヒノキあたりで立米１万１千円とか１万２千円とかいう価格で
ある。これが２万円とか３万円になり、十分採算があえば山主、あるいは組合とし
ても、木を運び出せ、ひいては山主に還元できる。 

・本来は、木材の値段として還元できるところが、運び出しても採算が合わないとい
う現実がある。実際に山に置いてあるものを運び出したらいくらかかるかというこ
とを、これから組合として、試算をしていきたいと考えている。 

・数字が出たときにそれが高いのが低いのか。災害が起きたときに、先ほど言ったよ
うに、あとの手当を考えたらどちらがいいのか議論していただくことになる。そう
いう意味で、一度試算をしたいと、私案として考えているので、試算が出たら、色々
な関係各方面に、お伝えできると考えている。 

 ○水谷課長 

  ・ありがとうございます。森林課にも話をさせていただく。 

 ○竹内会長 

  ・この場では深く議論できないので、今後の問題として、検討していただき、何かい
い案が出れば、審議会に報告していただくこととする。 

 

（３）平成３０年度下水道事業会計決算について 

○経営管理課八木担当長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

 ○城金委員 

  ・貸借対照表の流動資産の未収金が８億２，０００万円で貸倒引当金２，０８０万円
と書いてあるが、なぜ貸倒引当金が発生するのか、基本的なことを教えて欲しい。 

 ○八木担当長 

  ・貸倒引当金については、主に下水道使用料の不納欠損に備えた貸倒引当金になる。
下水道使用料の債権回収に努力はしているが、払っていただけない方が中にはあり、
５年間というのが徴収の期限だが、それまでに納めていただけない場合は不納欠損
という形になる。そのため２，０００万円の貸倒引当金を計上する形になっている。 
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（４）水道事業における災害対策について 

○上水運用センター丹羽所長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

 ○城金委員 

  ・自家発電装置の燃料のことでお伺いする。豊田の配水場には１，９５０リットルの
燃料タンクがあると思うが、１，９５０リットルというと、結構な量だと思う一方
大きな施設だと、使用する量も多いものである。 

・仕事の関係で、配水場に給油した関係者に聞いたところ、数時間おきに給油したと
聞いているが、夜、災害が起こったときの、燃料の供給体制はどうなっているのか。
また、大規模災害では、給油施設まで油が来ない可能性もあるが、どういった対策
を考えているのか教えていただきたい。 

 ○丹羽所長 

  ・施設点検で、燃料はタンクの８割９割確保しており、不足すれば、補給している。
現在行っている停電対策が完了すれば、１２時間近くは稼働できるようなる。 

・東日本大震災のような大地震が発生すれば、大きなダメージで給油施設が壊れて燃
料補給に来られなくなることも想定されるが、豊田市としては、燃料業者と委託契
約を結び、確実に給油できる体制をとっている。 

・また、大災害が起きた場合は、日本水道協会による全国的な応援体制が構築され、
テレビ等でも報道されているように、給水車等で皆様へ水をお配りするなどの対応
がされる。 

 

（５）豊田市下水道事業ストックマネジメント計画について 

○企画課新岩副課長 

・資料に基づいて説明 

＜質疑応答＞ 

○なし 

 

８ その他連絡事項等 

○経営管理課畑田副課長 

・今年度と来年度の審議会開催予定について説明 

 

９ 事業管理者あいさつ 

・本日は、御意見、御質問を活発にいただき、今後の参考にさせていただきたいと思
います。 

・来年度は下水道使用料の改定について御審議をいただく予定をしており、さらにそ
の後は水道料金についても御審議をいただく予定をしております。委員の皆様には
御負担をおかけしますがよろしくお願いします。 

・また日ごろ、御意見、あるいは今日説明したことでも、不明な点があればいつでも
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結構ですので、御質問いただければと考えております。 
・本日は、長時間にわたりありがとうございました。 
 
午前１２時１０分終了 


