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令和元年度 第２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１２月３日（火） 午前１０時００分～１１時３０分  
 
【場所】 豊田市役所 南５１会議室 
 
【次第】 １ 会長あいさつ 

２ 議事 
（１） 豊田市下水道ビジョン（案）について 
３ その他連絡事項等 
４ 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 
神頭 広好（愛知大学経営学部教授） 
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） 
杉本 敦子（豊田商工会議所女性会会長） 
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） 
野々山 輝美（あいち豊田農業協同組合女性部長） 
近藤 信子（足助地域会議委員） 
鈴木 弘美（下山地域会議委員） 
城金 茂樹（公募委員） 
青木 厚子（公募委員） 

     ＜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） 
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） 
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市村 哲（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） 
岡野 久（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＞ 近藤 恭弘（豊田商工会議所第一工業部会部会長） 
           三吉 茂俊（豊田市区長会理事） 

石橋 博文（豊田加茂薬剤師会監事） 
深見 友和（稲武地域会議委員） 

 
【傍聴者】      なし 
 
 
 
 



 ─ 3 ─ 

【議事等の摘要】 
 
１ 会長あいさつ 
 ・本日は大変お忙しい中、御出席をいただきありがとうございます。本日は豊田市下水

道ビジョンについて御審議いただきます。 
・豊田市下水道ビジョンは、豊田市の下水道事業の基本理念や施策、役割などを明確に
する重要な計画ということで、委員の皆様に御審議をいただきたいということであり
ます。 

・委員の皆様から御意見あるいは御提言などいただければと思います。よろしくお願い
します。 

 
 

２ 議事 
（１）豊田市下水道ビジョン（案）について 
 〇（上下水）岡田企画課長 
   ・資料に基づいて説明 
  【豊田市下水道ビジョンの策定の趣旨と位置づけ及び基本理念と目指す将来像】 
  ＜意見・提言及び質疑応答等＞ 
 〇なし 
 
  【下水道を取りまく社会情勢】 
 〇城金委員 
  ・3-1の(2)財政・人材の制約のところの国の債務残高 1,100兆円というのは、

国と地方公共団体を合わせた金額という記憶があるがいかがか。 
〇岡田企画課長 

  ・国と地方合わせた金額である。誤解を招く表現になっているので見直したい
と思う。 

 〇竹内会長 
・豊田市の下水道普及率は、6 ページに 88.7 パーセントと出ているが、3 ページには
下水道事業は整備促進から管理運営の時代に移行したとなっている。豊田市として
は、管理運営の時代に入ったと考えているのか。 

〇岡田企画課長 
  ・管理の時代と整備の時代が今のところ同時進行で進んでいる。先ほど説明した豊田

市未普及アクションプランという整備計画では、令和 7 年を目標に整備を進めてお
り、以後は下水道事業の整備は縮小していく方向になる。それ以降は、維持管理時
代に移行する形である。 
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  【豊田市下水道の現状と課題】 
 〇松本委員 
  ・上下水道局に関して専門でない方もみえるので、説明していただきたい思う部分が

ある。下水道といえば、汚水処理というのが一般的なイメージだと思うが、二つ目
に雨水対策というところがある。一般的に下水道事業で雨水対策をやるという印象
がないと思うので、どういった部分を下水道事業の雨水対策の対象としているかと
いうことを、今一度説明していただくと委員の方もわかりやすいと思うがいかがか。 

 〇岡田企画課長 
  ・下水道事業では、市街地の雨水対策事業を進めており、内水・外水という言葉があ

る。外水というのは、例えば川が決壊して、先日の台風１９号のような災害が発生
するもののことをいうが、下水道で扱っているものは、内水である。内水というの
は街中に降った雨のことで、下水道は内水を河川に流すまでの作業である。極端な
集中豪雨で側溝があふれてしまうものを内水氾濫として位置付けており、近年の異
常気象に伴って起こる内水について、どういう対策をしていくのかについて取り組
んでいる。 

 〇鈴木委員 
  ・8 ページの(8)に職員の確保及び技術の継承という項目がある。今現在、職員が維持

管理や改築更新等を進めていると思う。現実的に職員の確保が非常に難しくなって
くることが予測されるということだと思うが、こういった事業、維持管理等を外注
にしていく構想はあるのか、あるいは全く考えてないのか伺う。 

 〇澤田下水道施設課長 
  ・下水道事業には、雨水事業と汚水事業がある。それぞれの事業に管路と施設があり、

汚水の施設は、官民連携で、民間事業者へ維持管理を包括委託しており、管路につ
いても、維持管理を民間事業者へ包括委託している。雨水の施設については、直営
で維持管理を行っている。 

 〇中山委員 
  ・外部委託は、鈴木委員と同様、聞きたかった点であるが、それ以外の点で伺う。水

道も下水道も管の老朽化が全国的な問題になっていて、補修計画を立て、それらを
加味して、水道料金や下水道使用料を決めていると思うが、それがどこでも全面に
出るのに管路の補修計画、対応策が出ていないようだが、今後の管路の計画は出さ
れないのか。 

 〇岡田企画課長 
  ・老朽化に伴う補修計画等は、管路も施設も含めて、先ほど話したストックマネジメ

ント計画により定めている。管路についてはテレビカメラで管路内の状態を把握し、
健全度曲線を用いて 20 年後、30 年後の更新費用を算出し、事業計画を策定してい
る。また、一般的な下水道管路の耐用年数は 50 年だが、点検や部分的な維持補修
を行なえば長寿命化できるので、豊田市では管路の状態により補修を行うことで、
目標耐用年数を 75 年と設定している。施設も同じように状態監視保全や時間計画
保全という概念があるが、下水道のストックマネジメント計画は、平成 30 年度に
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スタートしたところであり、今後データの蓄積をして、将来的な維持管理コストを
予測し、今後の経営に反映していく。 

 〇中山委員 
  ・通常 50 年のものを 75 年の対応としていくことはすばらしいと思うが、これまでも

管路の更新計画はあったと思う。だからこれから計画を立てるのではなく、既に管
路の交換する時期などを蓄積したデータがあると思うがいかかが。 

 〇新岩企画課副課長 
  ・7 ページの(3)の表に整備後 30 年経過というラインがある。これを見ると現在豊田

市が抱えている管路は実はそれほど老朽化していないことが分かる。しかし、場所
よっては管路が傷んで、改築をしたという例は当然ある。ただ量的なものは余り多
くないということを御理解いただきたい。今後は常に管路の中をカメラで状態把握
し、その状態に応じて改築を進めていくという考えを持っており、その改築に必要
な長期的な事業費のシナリオというのも当然持っている。今後の点検調査の結果次
第で、随時見直しを行っていくが、大規模な改築は今のところまだないというのが
現状である。 

 
 【具体的な施策】 

 〇城金委員 
・資料の 6 ページの地図のところに、汚水処理人口普及率の比較があるが、意外に愛
知県平均よりも豊田市のほうが低いという印象を持った。その背景をまずお聞きし
たい。それと関連して、資料 11 ページの下水道接続の促進となっているが、本市
の接続率をお教えいただきたい。 

 〇岡田企画課長 
  ・豊田市の汚水処理人口普及率が県平均より低いのは、下水道普及率が低いことが大

きい。豊田市の場合、流域関連公共下水道といって、矢作川と境川の流域関連で整
備を進めているが、豊田市は二つの流域の最上流部あり、下水道整備を本格的に実
施したのが、平成になってからである。緊急的に秋葉に終末処理場を作ったが、そ
れも廃止して現在は流域関連下水道につながっている。このように下水道の始まり
が遅れてしまったことが大きな要因である。 

 〇竹村下水道建設課長 
  ・接続率は、資料の 16 ページ、管理指標、③番の下水道接続促進に掲載してある。

現状の接続率は、平成 30 年度末で 94.9 パーセントである。接続促進は、下水道建
設課において、供用開始しているにもかかわらず、未接続の方のお宅に接続相談員
が毎日、個別訪問し、接続の依頼等を行っている。 

 〇中山委員 
  ・下水道ビジョンは、でき上がったら市民の方等にも公開という形になるのか。 
 〇岡田企画課長 
  ・下水道ビジョンは、11 月 26 日から 12 月 25 日までパブリックコメントを行い意

見を募集している。完成したら、ホームページ等で 3 月末に公表の予定である。 



 ─ 6 ─ 

 〇中山委員 
  ・人の目に触れるものであれば、お願いが幾つかある。3 ページ、先ほど指摘があっ

たが、(2)のところで右の図では、国と地方の債務残高、国債地方債と書いてあるの
に、本文では「国の」と書いてあるので、修正をお願いしたい。それから左の文章
では、全部西暦で表記してあるが、右の文章では和暦になっている。図や表も和暦
と西暦が混在している。ネットなどから取られたにしても、全体として「一部、年
号の表記に関しては改めました。」と注釈をすればいいので、どちらかの表記に統一
するか両方併記する方がきれいだと思う。それから 6 ページの先ほど問題になって
いた汚水処理の普及率これも何年ということを書いていただきたい。どこから引用
したとかもお願いしたい。ＢＣＰとか最近話題のＳＤＧｓなどに関しては、ＢＣＰ
くらいになると、聞いたことのある方が多いと思うが、ＳＤＧｓは、割と最近なの
で、聞いてない方もいるし、年配の方も小さなお子さんも中学生や高校生だって見
るわけですから、ＳＤＧｓと書いてＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔ Ｇｏａｌｓとか、ＢＣＰにしても略語と書くほうが優しい気がするので、そ
ういった点を公開前に直していただきたい。 

 〇岡田企画課長 
  ・見直しを行い、市民の方に、わかりやすい形を目指していきたいと思う。 
 〇松本委員 
  ・12 ページの⑦番、研修の推進で、人材育成が入っているが、具体的にどういった取

組をするのかは提案できてないと思う。ＯＢを講師として勉強会の実施とあり、指
標として研修参加者率があげてある。指標としては、あげられないかもしれないが、
例えば、近隣の方との交流や学会への参加など、多様な研修の方法があると思う。
指標にするのは難しいのかもしれないが、今後は他市町村若しくは学界との連携も
頭に入れ、多様な情報を手に入れることが必要だと思っているので、ぜひ検討いた
だきたい。 

 〇岡田企画課長 
  ・人材育成について、どのような指標にするか、かなり議論があったが、人材育成と

いうのは重要な問題なので、他市町村との交流や学会への参加についても、積極的
に進めていきたいと思う。 

 〇城金委員 
  ・資料の 16 ページの上の進捗管理のところに、本市のアセットマネジメントの取組

によりと書いてあるが、このアセットマネジメントについて教えていただきたい。 
 〇岡田企画課長 
  ・16 ページを御覧いただきたい。一般的に分かりにくい言葉であるが、アセットマネ

ジメントは、目指すべき目標を達成するため、事業が抱えるリスクやコスト及びパ
フォーマンスの最適なバランスを確保しながら事業運営を継続するものである。豊
田市で行うアセットマネジメントの取組は、大きく 2 つの柱を設けており、1 点目
が上下水道局の組織力の向上、2 点目がストックマネジメントある。ストックマネ
ジメントは簡単に言うと維持管理計画と思ってもらえれば結構である。組織力の取
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組の主なものとしては、業務フロー図を策定している。業務フロー図とは、手順書
のことで現在 226 業務を掲げている。その手順書に従って進めると、ある一定の技
術力があれば、同じ成果物ができるというものである。16 ページの表にある管理指
標には、上下水道局の目標数値を掲げており、これとは別に職員がどのような目標
に向かって事業を進めて行くのかを明確にする体系図も作っている。こういった自
分の立ち位置が分かるようなものを、来年度、本格運用して、組織力向上に努めて
いきたいと思っている。豊田市の上下水道局としては、アセットマネジメントの取
組として、組織力の向上とストックマネジメントの両輪でそういった体制を確保し
ていきたいと思っている。 

 〇城金委員 
  ・アセットマネジメントというと民間事業者への管理委託とか代行といったイメージ

を持っているので、本市のアセットマネジメントも、人・モノ・カネを外部に委託
すると思っており、豊田市の官民連携やアセットマネジメントは、国交省が一昨年
前に出した「新下水道ビジョン加速戦略」の「第 2 加速すべき重点項目と基本的
な施策」の「重点項目１ 官民連携の推進」という文脈を踏まえて、書いてあると
思っていた。行政の皆さんが効率的に運営していることは分かっているが、私自身
は、住民サービスを民間に委託することはよくよく慎重に判断しなければいけない
と思っているので、国の基本構想に従いアセットマネジメントにより、外部委託す
るようなことが出てくると怖いと思い質問した。アセットマネジメントの定義につ
いて、もう 1 回、外部委託はないということであればありがたいが、そのあたりを
整理して教えていただきたい。 

 〇杉本局長 
  ・質問のあった本市のアセットマネジメントですが、アセットマネジメントは、一般

的には人・モノ・カネ、この調整された活動と位置づけられている。その中で豊田
市としては、アセットマネジメントの中でも、特に物、現有資産をどう管理したら
いいのか、その資産を管理していくにはやはり人、人材の育成、組織体制、組織力
の強化、ここが大事だろうということで、豊田市の上下水道局ではアセットマネジ
メントの二つの柱として、まず資産管理をするストックマネジメント計画、もう一
つは、組織力の強化ということでやっていこうと思っている。アセットマネジメン
トで全部民間に委託されるのではという話だと思うが、民間委託、官民連携につい
ては説明にもあったかと思うが、施設の包括的維持管理、処理場・ポンプ場の包括
的維持管理と平成 30 年 6 月から始めた管路の包括的維持管理、これについては、
民間の協力、ノウハウを生かしながら維持管理をしている。それ以外の部分につい
ては、現在のところで、民間に施設を全て委託する考えは持っていない。 

 〇竹内会長 
  ・16 ページに管理指標があるが、例えば浸水対策の推進で宅地被害件数というのがあ

る。目標で、中期目標のところに横棒が引いてあるが、これは当たり前のこととし
て 0 パーセント、0 件が目標ではないか。なぜここだけは 0 件としないのか。上下
水道局の理念として、とにかく浸水しないことを目標とすべきではないか。 
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 〇岡田企画課長 
  ・色々と議論があったところだが、現状でも 0 件、今後、異常気象などがあっても、

中期でも当然 0 件で、短期で０件を達成していれば現状維持として 0 件は当然で、
それ以上のものはないということで横棒とした。 

 〇竹内会長 
  ・市民が見たとき中期目標としては、浸水があるかもしれないことを考慮していると

とれるので、目標だから、とにかく我々は全力で宅地の被害がないように努力する
ということではまずいのか。 

 〇新岩企画課副課長 
  ・ビジョンを作っている内部の人間も意見が分かれており、もとは 0 であったが、例

えば調整池を作り対策が短期までに全部終わるという目標を我々は持っているので、
そういう視点から短期で目標を達成したのであれば、長期は横棒でいいのではない
かという意見があり 0 にしたが、会長の意見を踏まえ再度検討する。 

 〇神頭委員 
  ・8 ページの右の(6)経営基盤で、「将来的には人口減少などにより下水道使用料が減

少することが予想されます」とあるが、産業基盤がはっきりしているところは、雇
用量が変わらないということでいくと 2040 年予測と大体合う。トヨタ自動車ある
いは関連している産業の下水道使用料はかなりあると思うが、豊田市の特徴として、
下水道使用料に占める割合は、かなりあるのか。 

 〇岡田企画課長 
  ・工業用排水は現在の下水道にはつながってない。例えばトヨタ自動車は自分たちで

処理して流しているので、企業関係の排水によって市の経営は大きくは左右されな
い。基本的には一般の住宅の影響が大きいというイメージを持っている。 

 〇神頭委員 
  ・下水道というと、まちづくりと関わっているので、例えば電線を地中化する話があ

るが、下水道の場合は人口が集中しているエリアに最短距離で管を通すか、道路の
下を通しているのかで、何か問題が起こるものか。 

 〇岡田企画課長 
  ・まちづくりで新たに区画整理などで、市街化されたところについては、当然下水道

の整備を行う。電線共同溝の関わりという話では土の中の話だが、調整をとりなが
ら、どこに管を埋めていくかという議論になってくる。限りある歩道の空間の中に、
皆が接続しやすい形で整備していくが、これは当初から計画すれば、大きな問題に
はならないと思う。 

 〇竹内会長 
  ・7 ページの雨水対策だが、豊田市は、降雨量、幾つまで耐えられるのか。それとも

う一つ聞きたいのは、台風１９号の被害状況を見て思ったが、例えば、豊田市にあ
まりに雨が降りすぎて矢作川に流せなくなるケースがあると思う。それで洪水が起
きても、矢作川の水位がある程度上昇すると、いくらポンプが動かせても矢作川に
流さないということを市民は知っているのか。まず全体としてどれだけの量に対し
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て豊田市は対処できるのか伺う。 
 〇岡田企画課長 
  ・中心市街地で 48 ミリ。7 年に 1 回の確率での整備は済んでいる。今後、10 年に 1

回の時間降雨量 63 ミリに向けて整備を進めていく予定だが、その中でも、雨水管
理総合計画の中で、全てがドライと言って水が浸かってない状況を保つというのは
難しいので、場所によっては道路冠水もよしとするようなところも見定め、ハード
とソフトを踏まえながら 1 時間 63 ミリの降水確率ついて、対応できる整備計画を
進めている。もう 1 点、矢作川の排水規制については、国と協定を結んでいないが、
国と協力してできる限りで排水していきたいと思っている。 

 〇城金委員 
  ・7 ページの(2)の質問だが、ここへ来るとき越戸ポンプ場の横を通ってきたが、確か

47災害のときに、浸水したエリアだと思う。例えば、越戸ポンプ場が浸水した場合、
その動力源は何か。ディーゼルであるならば、給油体制はどうなっているのか。47
災害のときはあのあたりは水に浸かり住民は船で行き来していた。そういったとこ
ろへ重油であれば、ポンプ場までローリーが入っていけるかどうか。あるいは燃料
がなくなってしまった場合のバックアップ体制は何かあるのか。 

 〇澤田下水道施設課長 
  ・動力源は、ディーゼルエンジンである。燃料は、重油で、浸水対策は矢作川が決壊

しなければ、エンジンなどが浸からない対策は講じているので排水はできる。燃料
の確保については、協定を結んでおり、そこから優先的に供給できる体制をとって
いる。 

 〇城金委員 
  ・住民が船で往来しなくてはいけない浸水状況のときに、ローリーがそこまでアクセ

スできるかどうか心配である。要するに燃料切れになったときに、ポンプも止まっ
てしまったということではなくて何かバックアップの体制があるかどうかを知りた
い。第 1 の質問はそこへたどり着く路地のルートをどう想定しているのか。協定を
結ぶことはできると思うが、結ばれた業者がそこまでたどり着けるかどうかという
ことを懸念している。止まってしまった場合のバックアップのことも含めて伺う。 

 〇澤田下水道施設課長 
  ・道路が冠水すれば、当然そこへの搬入はできないので、実際には給油できない。そ

のため自家発電設備を設けており、例えばポンプが停止した場合には自家発電で動
かすが、その燃料タンクも容量があるので、その容量がなくなれば機能しなくなる。 

 
 
３ 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 
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４ 事業管理者あいさつ 

・委員の皆さんには本当に御多忙の中、御出席いただき、また色々な御意見をいただ
きありがとうございます。 

・下水道ビジョンに関して、今、パブリックコメントをやっている最中でございます。
委員の皆様も、お気づきの点がありましたら、私どもへ御連絡いただければと思い
ます。 

・来年は、下水道使用料について御審議を願うため、回数も大変増えますが、よろし
くお願いします。今日は、誠にありがとうございました。 

 
 
午前11時30分終了 


