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※委員任期：H30.5.23～H31.10.11
税理士
町簡易水道事業事前評価委員会長
（旧町水道課長）
一般財団法人新上五島町振興公社理事
㈱十八銀行上五島支店長
※委員任期：H30.12.1～H31.10.11
駐在員連絡協議会若松地区代表
（若松地区郷長）
奈良尾地区区長会代表（先小路区長）
町女性団体協議会役員
町女性団体協議会役員

平成 30 年度 第 2 回新上五島町水道事業
経営審議会 会議結果（会議録）

ありがとうございました。
なお、本日は増田副会長、今村委員につきま
しては、諸事情のため欠席となっております。

（事務局）

続きまして、事務局の方も私の方から簡単に、

皆さんこんにちは。本日は、師走の大変お忙

氏名のみ紹介させていただきます。

しい中、お集まりいただきまして誠にありがと

（事務局職員の紹介）

うございます。
ただ今より、平成３０年度第２回新上五島町
水道事業経営審議会を開会いたします。

皆さん、お気づきのこととは思いますが、課

早速ですが、新任委員の田﨑様について、簡

長の中野が不在です。

単にご紹介をさせていただきます。

１１月１日から体調を崩しまして病気療養

十八銀行上五島支店長でありました前任の

で休んでおりまして、今審議会には当初出席す

山口委員が、１２月１日付けで転勤・転出が決

る予定でしたが、叶わず、今月も病休となって

まったことから委員辞退の申し出があり、受理

おります。事務局として課長不在は、委員皆様

しております。

方に対して大変申し訳ない事態ではあります

その後任といたしまして、新たに上五島支店

が、町長、副町長とも協議しながら残る職員で

に着任されました田﨑支店長に急遽、委員委嘱

万全を期して対忚させていただきますので、事

をお願いしましたところ、快く承諾をいただき

情ご賢察の上、ご理解ご協力を賜りますようよ

ましたので、山口委員の残任期間１２月１日か

ろしくお願いいたします。

ら平成３１年１０月１１日まで委員委嘱とな

【配布資料確認】

りました。
田﨑委員におかれましては、転勤早々の慌し
い中で、最大限のご配慮をいただいたものと、
感謝いたします。どうぞ、そのお立場で忌憚の

（事務局）
それでは、配布資料の確認をいたします。

ないご意見を賜ればと存じます。よろしくお願
いいたします。

（配布資料確認）

【委員・職員紹介】

【報告：会の成立】

（事務局）

（事務局）

せっかくですので、ここで簡単に自己紹介を

会議に先立ちまして、ご報告があります。

よろしいでしょうか。

まず、本日の会議出席者は８名でありますの

まずはじめに、田﨑委員、次に板垣会長、そ

で、会は成立していることをご報告いたします。

して右周りの順にお願いいたします。

それでは、これからの議事進行につきまして
は板垣会長にお任せいたしますので、どうぞよ

（委員自己紹介）

ろしくお願いいたします。

（事務局）

（会長）

１

事務局より、本会は成立していることの報告

ざいますが、新上五島町水道事業のみならず、

を受けました。

水道事業を経営する地方公共団体１，２７３事

さて、前回審議会で、会議の原則公開の決定

業体のうち、３割を超える４２４事業体におい

と傍聴はできるとの取り決めをしましたが、本

て給水原価、こちらは料金徴収対象の水道水１

日の会議も同様でよろしいでしょうか？

立方メートルを作るのに必要な経費というこ
とですが、この給水原価が供給単価、料金徴収

（「はい」の声あり）

対象の水道水１立方メートル当たりの販売単
価でございますが、こちらを上回るという、原

【傍聴について】

価割れの状況にありまして、小規模の水道事業
体にとっては、課題解決に向けた取り組みは非

（会長）

常に厳しいものがあるなと感じるところでご

事務局にお聞きしますが、本日、傍聴人はい

ざいます。

らっしゃいますか？

さて、本日の審議内容は、建設事業計画、財
政収支計画の事務局説明を受け、その後、水道

（事務局）

料金見直しの必要性があるかどうかについて

傍聴人はおりません。

お諮りすることになります。
どうぞ忌憚のないご意見を交わし、意義ある

【会長あいさつ】

審議内容となりますよう、委員皆様のご協力を
お願いいたしまして、あいさつとさせていただ

（会長）

きます。

各委員の皆様及び事務局の皆さん、改めまし

【諮問事項：水道料金の見直しについて】

て、こんにちは。
今まさに、国会におきまして、水道事業の

（会長）

経営の安定化に向けて、民間の参入を促す、つ
まり「民営化」しやすくする水道法改正案が昨

それでは、次第に沿って進めさせていただき

日５日、参議院本会議で可決、改めて衆議院に

ます。

送り返しての採決となる見通しでございます。
争点の民営化の手法は、
「コンセッション方

諮問事項「新上五島町水道料金の見直しにつ
いて」の２回目ということで、事務局より説明

式」と呼ばれ、自治体が施設の所有権を持った

をお願いします。

まま運営権を長期間、民間に売却できる制度で

（事務局）

す。先進の諸外国では、水道料金の高騰や水質
悪化の問題が相次いで、近年は公営に戻す動き

こんにちは、よろしくお願いいたします。

が加速している中にあって、なぜ日本は逆行す

前回審議会では、諮問書の概要、審議の進め

るのかと野党側の反対も相当なものがありま

方、水道料金見直しの基本的な考え方について、

した。

ご説明させていただきました。

なぜ、政府は民間企業の参入を促そうとする

今回は、水道料金見直しの必要性の有無をご

のか。政府の説明によれば、その最大の理由は

審議、ご決定していただくために、水道事業経

「深刻な赤字を克服するため」ということでご

営の基本的な考え方と将来の見通しについて、

２

水道事業の建設事業計画及び財政収支計画を

一方、高度経済成長時代の給水人口増加や生

ご説明させていただきます。

活水準の向上による水需要の増加に対忚する

本日、お配りしました資料「水道事業経営の

ために建設した浄水場、配水池、水道管路等の

基本的な考え方と将来の見通しについて」の３

水道施設は、徐々に耐用年数を迎えております

ページをお願いします。

ので、施設の統廃合及びダウンサイジングによ

Ⅰ 経営にあたっての基本的な考え方

り、適正な規模で効率的な更新を進めていく必

１ 現状と課題

要があります。

新上五島町の水道事業は、旧５町時代の昭和

また、東日本大震災や熊本地震などをみても、

３０年から４０年代にかけて給水を開始して

水道施設は大規模な地震等により壊滅的な被

以来、随時、拡張事業を進め、町民の生活に欠

害を受けやすく、復旧までの長期断水により住

かすことのできない水を安全かつ安定的な給

民生活や事業活動に重大な影響を及ぼすこと

水に努めてきました。

が考えられます。

また、平成の大合併により上五島地域旧５町

これらの課題を解決していくためには多額

が合併し、平成１６年８月１日に「新上五島町」

の費用が必要なことから、水道事業の経営はま

が誕生しました。水道事業も経営の一元化が図

すます厳しくなっていくものと予想されます。

られ、旧町の１７簡易水道事業も新町にそのま

これまで、毎年の建設改良事業費を抑え、企

ま引き継がれ、経営の効率化を図るために統・

業債残高の抑制に努めてまいりましたが、今後

廃合し、１４簡易水道で運営してきました。

とも現在と同様に起債の借入れを行うと、給水

平成２９年４月からは、国の意向に沿って簡

人口１人当たりの企業債残高は、平成３０年度

易水道の統合促進を図り、上水道事業（公営企

見込みの約１６万円から平成５８年度（２０４

業会計）への移行を行いました。

６年）は約２５万円に増加します。公平な世代

国が提唱する民間委託の推進や広域化の推

間負担を図るためには、給水人口の減尐に伴い、

進により経営の効率化を図り、将来にわたって

企業債残高も減尐させる必要があります。

安全安心な水の供給を「独立採算」の経営によ

また、すべての簡易水道事業の統合に伴う上

って運営しなければなりませんが、島の多くの

水道事業（公営企業会計）に移行しましたが、

小規模水源に原水を求め、多くの小規模水道施

移行初年度の平成２９年度決算において、すで

設を抱え、点在する小集落へ給水しているとい

に７，８６０万円の欠損金（赤字）を計上して

う構図に変わりはなく、経営環境が厳しい福祉

おり、移行後２７年後（平成５５年・２０４３

的な水道施設であることは否めません。

年）には資金が底をつくことが見込まれます。

近年、水道事業を取り巻く状況は変化してお

計画した建設改良事業を予定どおり実施して

り、人口減尐が続いているほか、町民の節水意

いくためには、適正額での補填財源残高の確保

識の定着、節水機器の普及、経済情勢による地

は必要であり、この補填財源を増加させるため

域経済の低迷等、使用水量の減尐に伴い水道料

には、利益を確保していく必要があります。

金収入の減尐が続いております。将来の人口推

２

今後の経営方針

計では、今後５０年で給水人口は半減する見込

水道事業は、利用者からの水道料金により事

みであり、使用水量も同様に減尐する見込みで

業を運営する独立採算の企業として、常に経済

あります。

性を発揮しながら絶えず事業の検証を行い、効
果的・効率的な事業を展開していかなければな

３

りません。簡易水道事業の運営では、赤字であ

ております。（旧町別：若松地区１３．１％、

っても一般会計からの繰入金という財政支援

上五島地区５１．４％、新魚目地区１２．６％、

がありましたが、平成２９年度からの上水道事

有川地区７６．２％、奈良尾地区３１．９％の

業移行に伴い、一層の独立採算制が求められて

増）

います。

今回は、平成２９年度に上水道事業へ移行し、

平成２３年度策定の新上五島町水道ビジョ

建設事業計画や財政収支計画を踏まえた水道

ン（水道基本計画）では、経営目標を「経営、

料金の見直しが必要と判断しております。

安全、安定、環境、顧客」の視点で捉え、「未

経営見通しでは、人口減尐に伴う水道料金収

来に引き継ぐ新上五島町の水道～安全で良質

入の大幅な減尐により、２７年後（平成５５

な水を安定して～」を基本理念としています。

年・２０４３年）には資金不足に陥ることが推

主要施策を「安全で良質な水の安定供給の推進」 計されております。
としてきました。

有収水量の大幅な減尐傾向は続き、給水原価

今後の経営に当たりましては、来年度更新予

と供給単価の均衡は市町村合併前から崩れて

定の新たな水道ビジョン及び実行計画として

おり、平成５８年度（２０４６年度）には差額

策定を検討している「新上五島町水道整備計画」 が約２００円まで拡大し、料金回収率は約５６．
によって、老朽施設の計画的な更新、浄水場等

６％まで悪化します。料金収入が減尐する一方

の統廃合による更新費用・維持管理費用の削減、 で、水道管の延長や水道施設は一定規模を維持
基幹管路の優先的な耐震化等を進めなくては

する必要があるとともに、老朽管解消事業や耐

なりません。水道施設整備計画では、老朽管解

震化事業を進めるためには、長期的な経営見通

消事業のほか、基幹管路及び災害時重要ルート

しに基づく収入の確保が必要となります。

の耐震化についても検討が必要と考えます。

６ページをお願いします。

引き続き、これらの事業を推進するためには、 ２

水道施設整備状況と今後の更新計画の方

更なる経費節減に努め、可能な限り国庫補助事

針

業を活用して企業債借入れの抑制を図るとと

（１）水道施設整備状況

もに、必要な資産維持費を算入した適正な水道

昭和５９年度に事業費のピークを迎え、その

料金を設定し、老朽管の解消事業等の財源を確

後は、区域拡張及び建設後２０年経過ごとに基

保していく必要があります。

幹改良事業を実施してきました。

また、平成２８年度に策定した経営戦略にお

基幹改良事業により、布設管路は２０年スパ

いても、水道ビジョンや水道施設整備計画等の

ンで更新事業を行っているが、管路の一部及び

内容を反映させ、投資と財源の均衡を図り、将

各施設の大幅な改修までは行っておらず、水道

来にわたり持続可能な安定した事業経営に努

施設の老朽化が進んでいます。

めていかなければなりません。

（２）今後の更新計画

３ 水道料金の見直しについて

①耐用年数どおりに更新した場合と更新基準

消費税増に伴う料金改定を除く、平成１８年

を法定耐用年数の１．７倍とした場合で検討し

の料金改定では、上五島地域旧５町の料金水準

ました。

の格差解消と適正料金化を目的に、料金算定期

①の場合、耐用年数通りに更新を行うため、最

間を平成１８年度から平成２１年度までの４

も事業費が高くなり、毎年、１０億円近い事業

年間とし、水道料金を平均３７．１％引き上げ

費が必要となります。

４

②の場合は、更新基準を法定耐用年数の１．７

●給水人口の減尐により、一人当たり企業債残

倍として、毎年の建設事業費を２億５，０００

高は、現在の約１６万円から平成５８年には約

万円に平準化した場合、企業債借入金、企業債

２５万円に増加します。

残高比も低くなり、将来世代の負担が抑えられ

１２ページをお願いします。

ます。

４

８ページをお願いします。

将来を見据えた課題

（１）人口減尐に伴って、給水人口、有収水量

３ 現行水道料金による経営見通し

が大幅に減尐する。

（１）給水人口と有収水量の推移

（２）料金収入が減尐する一方で、水道管の延

●給水人口は、平成５８年（２０４６年）には

長や施設は極端には減らすことができないた

約１万２，０００人減尐し、現在の約４０％に

め、将来にわたり老朽管の更新など一定の建設

減尐します。

投資が必要である。

●有収水量は、平成５８年には約８７万㎥減尐

（３）建設投資の財源を企業債に依存しており、

し、現在の約５２％に減尐となります。

一人当たり企業債残高の上昇により、将来世代

（２）損益・現金収支の推移

との世代間の負担に格差が生じる。

●損益は、上水道移行初年度から終始赤字とな

（４）供給単価と給水原価は、上水道移行初年

り、平成５８年には単年度赤字が約１億６，０

度前から原価割れ。

００万円まで拡大し、平成２９年（２０１７年）

有収水量の減尐に伴う給水原価の上昇によ

から平成５８年までの損失合計は約３８億円

り、供給単価との差が更に広がる。

となります。

（５）今後の経営見通しでは、損益上はすでに

●資金収支は、平成４４年（２０３２年）から

赤字に転落しており、補填財源も多額の残高不

単年度資金収支がマイナスに転じ、平成５５年

足となるため、長期的な経営見通しに基づく収

（２０４３年）には底をつき、平成５８年には

入の確保が必要である。

約マイナス３億円となります。

続きまして、資料１の「新上五島町水道事業

１０ページをお願いします。

建設事業計画」をお願いします。

（３）供給単価と給水原価の推移

１ページをお願いします。

●供給単価と給水原価は、移行初年度（平成２

２

９年度）から原価割れしており、平成５８年（２

町内における施設数は、水源３０箇所、浄水

０４６年）には差額が１９９．０３円に拡大し

場２８箇所、配水池７５箇所と町内各地に点在

ます。

しております。今後事業計画の中で、５浄水場

●料金回収率は、平成３０年（２０１８年）の

（小河原、太田、立串、小串、荒川浄水場）の

７４．２６％から平成５８年には５６．６１％

休止計画はありますが、その他の施設は、改良

と更に悪化します。

して今後も運用予定です。

（４）一人当り企業債残高の推移

課題

施設の耐震化率は低く、施設更新には、大幅

●企業債残高は、平成３８年（２０２６年）ま

なコストが必要です。管路においても平成２２

では大きく減尐し、その後は横ばいで約２０億

年度から平成２９年度までの管路更新率８．

円で推移します。

６％に留まっています。
３ページをお願いします。
４．アセットマネジメント

５

（１）定義

７ページをお願いします。

水道におけるアセットマネジメント（資産管

⑥緊急管路更新事業の３ページの３－３上水

理）とは、「水道ビジョンに掲げた持続可能な

道国庫補助事業メニューの１つで、補助率は４

水道事業を実現するために、中長期的な視点に

分の１となりますが、災害拠点である上五島病

立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたっ

院に安定供給を図るため、七目、浦桑、青方間

て効率的かつ効果的に水道施設を管理する体

を一部既設管を利用し、接続する計画です。ま

系化された実戦活動」を目指す。

た新魚目の北部地区の災害拠点となる北魚目

（２）目的

中学校、小学校の体育館に安定的な供給を図る

①中長期的な視点を持って水道資産の管理運

ため、大水浄水場と立串浄水場間を接続する計

営が実践されること。

画です。

②アセットマネジメントの実践を通じて、維持

以上で私の説明は終わらせていただきます。

管理、計画及び財務等の各担当が、更新投資の

（事務局）

必要性や財源確保について共通認識を持つこ
と。

私の方からは、資料２の「財政収支計画」と

③まずできることからアセットマネジメント

いうのをお配りしているかと思うのですが、こ

を実践し、その実践により明らかとなった課題

ちらの資料につきましては先ほどの資料３の

を解決することにより、資産管理水準の継続的

説明で一通りいたしましたので、詳しい説明は

な向上につながること。

省かせていただきます。

④財源の裏付けを持った更新需要見通しを作

当初、昨年にお配りした財政収支資料から若

成することで、水道施設への更新投資が着実に

干内容が変わっておりまして、それを元に、さ

実施されること。

きほど資料３でご説明させていただいたもの

（３）結 果

であります。

更新基準を法定耐用年数の１．７倍とし更新

以上でございます。

事業費を２億５，０００万円の場合が、更新需

【質疑】

要が抑えられるため、企業債借入金、企業債残
高比も低くなり、将来世代の負担も抑えられる。

（会長）

５ページをお願いします。
５．施設整備年次計画

ただ今、水道事業の経営の基本的な考え方と

アセットマネジメントの結果を参考に年間

将来の見通しについて説明を受けました。

の事業費を２億５，０００万円に抑え、管路更

質疑に入るところなんですが、尐し説明も長

新も全体の約２０％の更新とした場合の事業

かったということで、ここでちょっと早いんで

計画は次表のとおりになります。

すが、１０分間の休憩を取りまして、その後に

表内の事業費は、施設更新事業費になります。 質疑に入りたいと思います。
詳細は、８、９ページに年度計画、１０ペー

それでは休憩に入ります。

ジから１９ページに主要施設の更新費用を計

（10 分間の休憩）

上しております。２０ページは、地区別管路延
長と平成２２年度から平成２９年度の改良延

【休憩中】

長を計上しております。

６

（事務局）
（会長）

渇水があったときなどですが、最近青方ダム

それでは、再開して質疑に入ります。

の減りが尐し目立っている、渇水に青方ダムが

なお、委員さんにお願いをいたします。質疑

ちょっと弱くなっているために、安定的に水を

の際は、ご面倒ではございますが、挙手をして

供給したいと考えておりますので、有川からで

いただきまして、議長の確認を得てから、議長

すね。

は会長が務めるということになっております

（A 委員）

が、私が確認をしてから発言していただくとい
うことでよろしいでしょうか。ご協力をお願い

ちょっと待った。有川はそんなに水がある

いたします。

の？

それでは、質疑の方、よろしくお願いいたし

（事務局）

ます。

ありますけど。

（A 委員）
（A 委員）

いいですか。さきほど説明しました、人口減
尐によって有収水量が下がっていくんでし

ないですよ。

ょ？
それと資料１で説明した、緊急管路更新事業、 （事務局）
これは整合性が合わないと思うんですけど。ど

いや、全部を賄うわけではありません。

ういう意味ですか？

（A 委員）
（事務局）

いえいえ。緊急時に賄えなければ一緒でしょ

資料１ですね。

う。

（A 委員）

（事務局）

そうです。事業費は１億２５０万円。これは

上五島病院だけの・・・。

どういう意味ですか。

（A 委員）
（事務局）

その管の維持管理費はどうするんですか？

資料１の３ページに書いてありますが、緊急

使わないときは。

時において、同一の水道事業体（系列間の連絡

（事務局）

管に限る）で水道水を相互に融通できる施設を
整備するで、これが今、青方と有川を結ぶのに

通常は繋がないので・・・。

一番使える補助メニューかなと思っています。

（A 委員）
（A 委員）

それで維持管理費はどうするんですか？

なんで結ばないといけないのか。

管路は延長して・・・。

７

（事務局）

（A 委員）

延長してもと言われても・・・。

どこを使っておりますか、有川では？

（A 委員）

（事務局）

言われてもって、あなた方がするんですから。

上有川下流域も使っておりますし・・・。

きちっと説明してください。

（事務局）

あのですね、有川は水があるんじゃないんで
すよ。それは前の課長がおるので分かるでしょ

鍋山橋下の河川からです。

う。あのときの渇水期をどれだけ苦労して皆さ

（A 委員）

んがやってきたか、各町村がやってきたか分か
りますよ。

そこをしないから、今のようになっているん

どうですか、前の課長？ 有川は水がありま

でしょう。高崎関係も使っていますか？

すか？

（事務局）
（事務局）

高崎は使っていません。

私の印象としては、維持管理の大変さもある

（A 委員）

のでしょうが、有川に余力があるのかないの
か？ 水源、水量としての余力と、システム、

使っていないでしょう。

給水体制としての余力があるのかでもニュア

（事務局）

ンスが違いますけれども、他よりは、東浦にし
ても有川から補水ができる体制になっていま

そこまでの渇水が来ていないということで

すので、渇水期を乗り越えるということでは他

す。

と比べると余力があると言えると思っており

（A 委員）

ます。

そういう状態のときに、安定した供給ができ

（A 委員）

ると思いますか？

どこの町村も一緒ですが、自分のことを言っ

（事務局）

てなんですが、有川の場合はあの渇水時には３
ヶ月前から手を打っているんですよ。３ヶ月前

もともとですね、有川地区簡易水道事業とい

から。そうして確保しているんですよ。最終的

うのは、給水人口５，０００人規模での水処理、

には、太田水源からも持ってきている、そうい

水が安定的に作れるということで認可をとっ

う状態です。

て事業を行っているんです。実際が今はもう、

今、補水施設は全部廃止しているのですか、
どこも。

五斗ヶ浦まで入れた統合整備事業ということ
で、２４年度に認可を取って、これだけの人口
を入れてもまだ当初の有川地区の人口より減

（事務局）

っています。

いえ、使っています。

（A 委員）

８

ちょっと待ってください。それは分かります。 いものですから・・・。

（事務局）

（A 委員）

水量的には余裕があると考えた上での、管を

町の方も把握しているんじゃないですか、ど

繋げようという考えなんです。それは青方も一

ういうふうになっているのか。１池のろ過日数

緒なんですけど、全体的な見直しで水需要的に

がどれぐらいなのか？

は余裕が出てきてるという判断の中で、この計

（事務局）

画を立ち上げています。

すみません。担当者を呼んできます。お時間

（A 委員）

をください。

それは分かりますけど、水源の関係は前と違

（A 委員）

ってきてると思います。
安易になんのかんのとしておったって、将来

そしてもう一つ、奈良尾簡易水道の新浄水場

どうなるのか分かりませんけど、人口が減って

ですね。あなた方はこの浄水場一本でいいとい

いるんだから、いたらない施設は作らないよう

うことで作りましたよね。まだまだ統一されて

にするのがいいと思います。安易に。

いないようですが、そこはどうなっているのか

それから、計画のところでもう一つですが、

な。

若松の三年ヶ浦浄水場ですね。あなた方は、あ

（事務局）

そこはダムだから急速ろ過機が必要ではない
かと私が再三言ったんですよ。だけど緩速ろ過

奈良尾簡易水道に関しては、来年度で一忚事

で十分ですよと説明がありました。

業が完了する予定です。

あそこは若松の基幹施設でしょう。今あそこ

そのため奈良尾浄水場と萱場浄水場の２系

の稼働率はどうなっていますか。緩速ろ過で。
平均４０日間持っていますか？

統になる予定です。

担当者に聞

（A 委員）

いてください。

１系統にならないんですか？

（事務局）
（事務局）

話を進めておいてください。担当者を連れて
きますが、その件だけでよろしいですか？

もともと２系統の計画です。前々から A 委員
からご質問があっている１系統にできないの

（A 委員）

かという件なんですけど、１系統にするために

ええ。

はもう一つ整備費用が発生するので、今すぐに
というのはできません。

（事務局）
（A 委員）

細部の状況までとなりますと、各地区の担当
者にしても、施設は維持管理業務委託として業

簡素化、簡素化と言いながら、尐しも簡素化

者にまかせている状況ですので、微に入り細に

になっていないじゃないですか。

入りますと、ご質問に答えられないかも知れな

９

（事務局）

緯が分かるような感じでおっしゃっていただ

今回の奈良尾簡易水道事業では、浜串、岩瀬

ければ助かります。

浦、中山、雑子場の４つの浄水場を廃止します。
今年度、高井旅も廃止しますので、事業効果は

（A 委員）

随分出てきていると思います。

経過を話しますので率直にお答え願います。
今ですね、若松で一番大事な水源だと思います

（A 委員）

三年ヶ浦浄水場の問題ですが、ろ過池１池当た

事業効果は出てきていますけど、奈良尾浄水

りの稼働日数はどれぐらいですか？

場の１日あたりの処理能力はいくらですか。
給水人口と処理能力、処理能力を併せて答え

（事務局）

てください。

緩速ろ過池が６池ありまして・・・。

（事務局）

（A 委員）

確かに給水人口の減り方が一番早い、大きい

いえ、１池の問題です。１つの緩速ろ過池は

ですが。

どれぐらいで動いていますか。

（A 委員）

（事務局）

あなた方は浜串の船舶給水を入れているで

ろ過砂入れ替えまでで、４５日程度です。

しょう。

（A 委員）
（事務局）

そんなに持てるんですね。間違いないですね。

はい。

（事務局）
（A 委員）

４５日ぐらいで、かき取りとか砂上げまで行

何で入れているの、船舶給水を？

っています。

船舶給水を町民の負担にさせるのが変なん
ですよ。１㎥当たり１，０００円でも２，００
０円でも取っていいんじゃないですか？

（A 委員）

水

それはもう本当ですか？

道料金改定のときに。

（事務局）
（事務局）

はい。

若松地区担当者です。

（A 委員）
（水道課給水班若松地区担当者

入室）

これは将来にわたることですから、きちんと
してください。

（事務局）

大体ダムですから濁りますね。その時も４５

今来ましたので、いきなりと言われてもすぐ

日間持てるんですね。

に答えきれないということもありますので、経

１０

（事務局）

では梼ノ木浄水場にありますが、設備の管理等

水質が悪いときは３０日とかですけど、普段

がうまくいけばいいんでしょうけど、その変い

は砂洗いまで含めて４５日ぐらいですんでい

ろいろ問題もありますので、今後すぐに急速ろ

る状態です。

過機ということは、今の水道課では考えており
ません。

（A 委員）
これから先も何十年とそれでいけると思い

（A 委員）

ますか？

もう、今のままで行くと。

（事務局）

（事務局）

いや、もうそろそろ、昨年から今年にかけて
雨が降る量が尐なくなってきて、ダム水の水質

はい。今までどおり緩速ろ過池で行う方がよ
いとは考えております。

が悪いので、ちょっと懸念しております。

（A 委員）
（A 委員）

了解。それでは責任を持って、これから先や

はい、分かりました。いいですよ。

ってもらわないといけないですね。
さっきの奈良尾の件ですが。

（水道課給水班若松地区担当者

退出）
（事務局）

（A 委員）

船舶給水の料金を上げたらということです

今、大体分かりました。砂かき揚げの賃金を

か？

見れば分かるんでしょうけど。
将来にわたって無理じゃないですか。やっぱ

（A 委員）

り、いい水を飲ませるためには、急速ろ過機が

いいえ、それはまた別のことです。

いいんじゃないですか。安定供給をするために

船舶給水も入っているでしょ、あなた方の１

は。維持管理もかからないでしょうに。

日当たりの給水量の中に、４００トンもいくら

それに、緩速ろ過池の前に前処理機があるの
も変ですもんね。

も。積むかどうかも分からないのに、毎日では
ないのに、なんで毎日の処理能力の中に入れる
のか、そこを私は聞きたい。皆さんの前で。

（事務局）

それがないと、今度作った急速ろ過機で済む

前任者というか、旧町時代に行ったことなの

んじゃないですか、全体が。

で、どうしてそれを付けたのかはっきりとはこ
ちらは分かりません。意図することは分かりま

（事務局）

すけど。

奈良尾の人口自体が急激に減っているお陰

A 委員が言われる急速ろ過池を設置すると
いうことは、今後とも考えておりません。基本

で、確かに言われるように、一つの浄水場施設
で全て賄うことは現在可能です。

的に、ダムの水質改善装置が必要だとは考えて
おりますが、現在、維持管理業務等で、今若松

（A 委員）

１１

可能と思いますよ。あそこには急速ろ過機が

んですよ。急速ろ過機ができたんでしょうが。

あるでしょ。２台も。緊急時に２台起こしたら

それで緊急時でも賄えるんじゃないかと言っ

１日当たり２，０００トンになるんですよ。そ

ているんですよ、私は。それでは、何のために

れぐらいの設備にはしてると思いますよ。

するんですか、そういうことは。そういう厳し

それを何でそういうふうにしてるんですか。

さが足りないんですよね。

高崎でもそう、緊急時には２台運転できるよう
になっているんですよね。

私は改良工事関係の委員長をしてきたから、
もう総仕上げでしょうけん。だから、しょうが

そういうふうになっているのに、１ヶ月に１

ないものを作らなくていいんですよ。これから

回積むかどうかも分からないのに、何であなた

人口が減っていくんですから。いたらないもの

方は給水量の中に入れるんですか。

を維持管理する必要もないし、町民に安定して
供給を図るかが問題でしょう。いたらない施設

（事務局）

を作ってどうかというんじゃないんですよ。

ただもうすでに、そういうことで浄水場施設
を作っておりますので、ただ今後、これはまっ

青方も人口が減っていけば、使用水量は尐な
くなっていくんですから。

たく私自身の計画ですけれども、例えば、桐地
区までつなげば、梼ノ木方面ですね、白魚地区

いたらない施設を繋ぎまくって、維持管理す
る必要はないじゃないですか。

まで全部が奈良尾浄水場の水でカバーすると
いうのは、人口的にも浄水場規模からも可能に

前も言っていましたけど、この青方の水圧の
高さ、有川の有収率はいくらですか、今。

なるんですよ。
となれば、船舶給水で言われている３００ト

（事務局）

ンというのが、最終的に大きくなってくるのか

有川地区は８０％を超えております。

なと思います。
２１年度の認可時には、船団の方も今より多

（A 委員）

くありましたので、それだけの水が必要でした
が、確かにその後の事業で船団が一船団となっ

それから、上有川は夜中にいくら出ておりま
すか？

ておりますので、そこまでは私どもも２１年度
時点では把握できませんでしたので、その当時

（事務局）

は３００トンの給水が必要と。確かに月に２回

夜中にいくら出ているのか。夜間の最小流量

しかいりませんですけど、奈良尾というか新上

のことだと思いますが、時間あたり６トンぐら

五島町の基幹産業である遠洋漁業、巻き網船団

いです。

に水を供給するというのは、一番のいいお客様
でもありますので、それがあったからだめだよ、 （A 委員）
月に１回しか入れないからだめだよいうふう

それは漏水ですね。

にはならない。そんな考えではやっておりませ

（事務局）

んので。

いや。A 委員が知っている上有川と高崎から

（A 委員）

の配水を仕切らないで、フリーにして送ってい

いいえ、私はそれをだめだとは言っていない

るときは０トンになったんですが、現在は給水

１２

範囲を分けているんです。

で４気圧ぐらいしかないと思いますよ。皆さん

上有川水系と高崎水系を仕切弁で閉めて、分
けております。

方は水圧が高いから、いくらやっても一緒です
よ。あなたが言った昭和３０何年度の給水管は

この前１００トンぐらいの漏水を見つけて

どこも生きていますよね。ビニールパイプ、給

修理したんですが、そこで上有川６トン、高崎

水管の。本管だけはあなた方ががたがた言って

６トンぐらいとなっております。

いるだけであって、実際は生きているんですよ
ね。

（A 委員）
（事務局）

それはどこを修理したんですか？

そうですね。

（事務局）
上有川の鍋山橋という所からナンバエ橋ま

（A 委員）

での区間、まだ改良をしていないところです。

（A 委員）

実際は、それの整合性も合わないんですよね。

（事務局）

分かります。それなら分かります。

基本的に、給水管は個人さんの持ち物なので、

今、青方はいくらですか？

水道事業の中で変えるというのはできない。本
管をやり変えるときに、公道上で接続する。そ

（事務局）

れ以外は個人さんの品物なので扱わない、とい

ちょっと時間をいただければ資料を取って

うことでやっています。

きます。６０％台かなとは思いますが・・・。

（A 委員）
（A 委員）

それは分かります。だから同じ耐用年数です

その６０％台かなというときに、有川から水

よね、ビニールパイプだから。

を送る、どうよこうよという話自体が私は理解

（事務局）

できない。

確かに、４０年経っても個人さん宅の家の中

（事務局）

は個人さんの品物なので、水道が手を出すこと

漏水量は４トン、５トンぐらいしかないので

はできませんので、対忚はしていません。

すが、なかなか有収率的には上がらない状況で

（A 委員）

す。

それでも生きていますよ。

（A 委員）
いやいや、漏水量が４トン５トンぐらいだか

（事務局）

ら有収率が上がらないというのは、それが変で

しかし、個人さん宅もやはり漏水も増えてい

す。金にならないのがあるのでしょうから。言

るのは、随時、修繕をお願いしているところは

い方がちょっと変なかもん。

増えていますね。

あのですね、水圧が低い有川地区でも、最高

１３

（A 委員）

やはり一番大きいのは、水道本管からの漏水

だから、有収率を上げるためにどうしたらい

です。

いかという施策を出して下さいよ。
今から人口がどんどん減っていくのに、水道

（B 委員）

料金だけが高くなられては皆さん方迷惑でし

本管からメーターまでの漏水も当然あるん

ょう。

でしょう。

（B 委員）

（事務局）

有収率が上がらないというのは、漏水以外に
どんな要因があるんですか、一般的に考えて。

それもあります。例えば、個人さん宅の敷地
内で漏水があっても、給水装置は個人の持ち物
なので、町が負担して修理するわけにはいかな

（事務局）

いので、修理をお願いしますと言うのですが、

一般的には、老朽化による本管からの漏水と、 どうしても自分たちのメーターに関係ない所
あと、家庭の給水、家の中での漏水ですね。

だとなかなかですね、そこは相談の上で行うよ
うにはやっております。

（B 委員）

塀より車道側の公道内であれば、給水管であ

しかし、それはメーターには出ないでしょう。 っても、漏水量の増や他の住民さんの迷惑にも
なりかねないので町が負担して修理していま

（事務局）

す。基本的は、塀から個人さん宅の敷地内に関

水道メーターのコマが回るので、例えば B
委員さん宅のメーターバルブを開けて、全部の

しては、水道料金には関係ないんですが、して
もらうという形にしています。

水栓を閉めた場合、メーターのところの小さな
コマがあるんですけど、それが動けば家の中で

（B 委員）

漏水している、動かなければ漏水していないと

「してもらう」というのは？

いうことで、個人さんでも判断ができます。
普段の水道料金が、ポンと上がって、これは

（事務局）

おかしいなというのは、検針人さんからちょっ
と増えた、なんかあったんですかと言われると

工事費を個人さんに負担してもらうという
ふうに対忚しています。

きが多分あっているかと思います。
個人さん宅は、それで確認ができるんですが、 （B 委員）
あとは公園とかで水を出しっぱなしにされて
いるとか、そういうこともたまにありますね。

それは分かります。そこで何トン漏ったかと
いう数量は出ないんでしょうね。

また、消火栓の訓練時にきちんと閉める操作
がされていなくて水が漏れていたというのは、

（事務局）

実際にあっているので、これは消防等に言って、

そこだけでというのは難しいですね。よっぽ

訓練が終わったらきちんと確認するようにと

ど、庭に水溜りがドンと出てきたよとなれば、

指導はしております。そういうことでの漏水と

極端に増えるので、夜間の配水流量で分かるか

かがたまに見受けられます。

も知れないんのですが。

１４

水道管布設につきまして、昭和３０年、４０

（A 委員）

年代の設計というのは、道路を掘削して埋設し

どうですか、青方地区は？

ますけど、今は床均ししてから砂を１０ｃｍ入
れ、その上にパイプを乗せる、更にその上に砂

（事務局）

を１０ｃｍ入れています。管の上下に１０ｃｍ

浅子水系について申し上げますと、１０月、
１１月の有収率で６８％です。

の砂があることで、尐々の揺れがあっても土圧
があっても割れないということであります。
だから、国・県道などは、昔は深さ１ｍ２０

（A 委員）

ｃｍで埋設していましたが、今は管上６０ｃｍ

この６０％台というのは、何十年も一緒です
よね。全然改良のかの字もないんですよね。私

でよいというわけで、それだけ設計指針が変わ
っております。

が委員をしてきてずっと見てきてますけど、そ
のときからですよ。

今破れているのが、水圧の問題でと A 委員が
言われましたけど、ほとんどが管の下に砂を置

なにを努力しているのか、私は分かりません。 かなかった関係で、石に当たるわけですね。土
だから、抜本的に漏水を止めるためにどうした

圧で、石を支点に天秤作用でほとんどが管が破

方がいいのか、考えてした方がいいんじゃない

れる、漏水の原因となっております。

ですか？

青方地区については、給水人口が多いので有
収率を上げようということで、今どういう対策

（事務局）
よろしいでしょうか？

を取っているのか、対策が甘いというお話です
平成２５年度から

が、職員のみでやっておった漏水調査、それに

水道課長ということで、今言われた漏水対策、

加えて、管路延長３ｋｍから４ｋｍほどになる

有収率向上ということは大きな改善目標の一

と漏水調査委託費が１５０万から２００万円

つとして取り組んできました。

近くするんですが、外部の漏水調査専門業者も

全体的に有収率が低いということで、その段

入れております。全部の管路を管路探査、それ

階では給水人口が多い、有川は有収率が低くか

から仕切弁、給水バルブを音聴棒で聴く、そう

ったし、青方地区はその段階ではまあまあ良か

いった調査内容で、毎年１回はやってきました。

ったんだけど、今逆転しております。

ただその成果が、残念ながら青方地区について

給水人口が多い所の有収率が高いと給水人

は成果が上がっていないというところで、水道

口の低い所も引っ張ってくるので、有川、青方、

に詳しい方だったり、議会あたりで、有収率向

それから若松地区の有収率を上げるというこ

上の成果が上がっていないということでお叱

とで、取り組んできました。

りを受けているところであります。

現在、有川地区は８０数％で、管の改良とい

その対忚としてどうすればよいのか。もう一

うのは１億７，０００万円ほど町長の肝いりで

つは、鹿児島県の漏水調査会社が提案としても

予算が付きましたので、一部を除きほとんどの

ってきたのが、成果主義です。従来の調査は管

管の改良が済んでおります。

路上や仕切弁、バルブを音聴調査し、漏水箇所

この前、本管が破れたというのは、まだ改良

を見つけてもそうでなくても委託費を支払う

していない所、結局、一番弱いところが破れて

という契約でしたが、成果主義は７０％の有収

いるというわけです。

率を７５％に持っていくという契約で、その成

１５

果が上がるまでは、何回でも調査に入って目標

（事務局）

を達するという調査内容であります。そのよう
な業務委託の方法もありますので、それを取り

そこは新年度、３１年度で全部やり変える計
画であります。

入れる時期に来たのかなと思っています。それ
をやっていない理由は、上五島青方地区の配水

（A 委員）

池から出る水の量を測る電磁流量計が古くて、

だから、そういうところを一つ一つやってい

感度が良くないのではないか、そのことが有収

って、いたらないものをしないようにしないと、

率にも影響してるんではないかとの懸念も一

人口は減尐ですから。ダムの水が急に下がりま

つありましたが、今年度新しいものに交換して

したよ、何が下がりましたというは、降水量の

おります。替えた結果が、有収率に変化はない

問題ですよ。だからダムが漏ってるんですかと

ということで、やはり漏水がある、探しきれて

いうことですか、青方のダムは。そういうこと

いないということで、今度は成果主義の契約内

はないでしょう。今まで溜まっていたんだから。

容でそういった業者を活用するのも方法かな

そこを踏まえて、やっぱり、改修するものは改

とは思っております。

修する、統合するものは統合する。はっきりし

有収率が低いことはお叱りを受けて当然の
こととは思います。

て、そこの先をしないと、いたらないものはし
ない。それが基本でしょう。

有収率に関しましては、現実値８５％、上水
道事業者の全国平均９０％でありますけども、

町民から水道料金を貰うんですから。あまり
にも計画がずさんですよ。

同規模団体の平均が大体８２、３％ですので、
そこまでは持っていきたい、そういうことで努

（会長）

力を続けたいということであります。

その他、ご質問等ございませんでしょうか？

（A 委員）

（C 委員）

よろしいですか。この計画書はいいんですよ。

いいでしょうか。私は A 委員みたいに水道に

やっぱり、当たり前の維持管理をして、それか

詳しくないんですが、資料３の７ページ、今後

ら計画書を作らないと。

の更新計画の方針というところで、②番の更新

前の課長が言ったとおり、今の問題は県担当
者とも喧嘩したんですよ。補助金のときに。何

基準を法定耐用年数の１．７倍とした場合とし
て表が載っておりますよね。

で管の下に砂を入れさせないのかと。大分やり

その１．７倍というのはどのような根拠なん

ましたよ、私も。だけど、だめですよというこ

ですか？ 私ちょっと素人で、なんか水道のあ

とでした。そのツケが今回ってきてるんですよ。 れで、決まっている数字ですかね。
有川の場合は、パイプが大きいもんだから自
分で割れるんですよ。下に石があれば。だから、

（事務局）

そういうところですから、鍋山橋から浄水場ま

お答えします。まず説明の方でアセットマネ

で早くやり変えて安定した供給をしないとい

ジメントの説明を担当者の方から先ほどさせ

かんし、そういうとこは急がないと。何を急ぐ

ていただいたんですが、アセットマネジメント

のか、計画で。

というのが、現行の資産を全部洗い直しまして、
資産ごとにどれぐらい経過しているか、それぞ

１６

れを全て洗い出しまして、それを元に５年後、

この１週間ぐらいでと事務局から話がありま

１０年後、１００年後までですね、した場合に

したが、民営化と繋がった話だなと思ってるわ

どれぐらい資産の老朽化が進むのかを示した

けですよ。実際、昨日、一昨日の朝日新聞でも、

のが、ざっくりと言えば、それがアセットマネ

改正案は、国の経営悪化が懸念される水道事業

ジメントということになります。

の基盤強化が主な目的だから、水道を運営する

そこを踏まえまして、本来でいきますと、耐

自治体に資産管理の適切な管理を求め、事業を

用年数以内に更新するのがベストではあるん

効率化させるために広域連携を進める、これが

ですが、ただそうしますと事業費が膨らむとい

完全に繋がっているわけですたい。

うことになりまして、移行前の時点で、どれぐ

それでですよ、資料３の３ページですけど、

らいの事業ができるかということを内部で検

上から１０行目ぐらいからですね、段落がつい

討したところ、過去１０年間の事業費の中で一

て、平成２９年４月からは、国の意向に沿って

番尐ない事業費というのが２億５，０００万円、 簡易水道の統合促進を図り、上水道事業への移
それを一つの基準として一度アセットマネジ

行を行いました。次ですよ、国が提唱する民間

メントを見直そうということで算定しました

委託の推進や広域化の推進により経営の効率

ところ、毎年２億５，０００万円ずつ事業をし

化を図り、将来にわたって安全安心な水の供給

ていった場合にできる事業の範囲が１．７倍で

を独立採算の経営によって運営しなければな

すね、耐用年数が１．７倍を超えたものから順

りませんが・・・と書いているんですが、これ

次更新するのであれば、２億５，０００万円で

は他所にも出すんですよね・・・国が提唱する

済むということになっておりますので、この書

民間委託の推進や広域化の推進をしながら安

き方からすると、先に１．７倍があって、そこ

全安心な水を供給しますということを新上五

から２億５，０００万円と見えてしまうんです

島町も書くとするならばですよ、民間委託もす

が、実際は事業費がどれぐらい、２億５，００

る、視野に入れるのかなというのが一つと、大

０万円ぐらいできるとみなした場合に、逆算し

体、広域化というのは、ここは全然該当せんで

て計算してみた場合可能と。当然これが２億５， ね、いわゆる長崎市と時津町や長与町で広域と
０００万円でなく、３億、４億となった場合は

か考えてるわけで、これはただ他所から持って

この１．７倍というのがどんどん小さくなって

きたことを書いているだけね、広域化はどこと

いくという形ですね。

するとかという話になって、あまりカッコ良か

ということになりますので、事業費を基準に

話ではないと思いますよ。考えた方が良いと思

算定した結果ということになります。

うな、この文言はね。

（C 委員）

（事務局）

はい、分かりました。

県と市町での広域化連合の話は行っており
ます。ただし、県の説明によると、まず県とし

（B 委員）

て市町村と広域連携の話をしないことには、国

よかですか。C 委員が言うとおり、１．７倍

庫補助事業がもらえないと。事業を行うにはま

というのは、逆算して１．７ではなく、１．７

ず広域化の話をしなさい、というのが国から降

だけにしたかったと思っているんですが、ここ

りてきているみたいなんですよ。

で今、アセットマネジメントを読んだときに、

１７

新上五島町、小値賀町、五島市でブロックを

作りなさいと説明がありましたけど、その時は

かも知れないし・・・。

こういうのをしても何の意味もないでしょう、
との意見は言っています。ただし、県としては

（B 委員）

隣の市や町がどういう問題があるとかを水道

このへんはちょっと考えた方がいいな。

課同士の横の繋がりを持って、まずそういうこ
とから話をしてくださいということで、広域化

（A 委員）

と言う話には新上五島町も中に入ってしてい
ます。

町村が経営が無理だから、民間にやって水道
料金を上げて、健全化しなさいということでし

実際のところ、広域化を全体で考えていると

ょう。

いうことではありません。

（事務局）
（B 委員）

今のご意見のところでよろしいでしょうか。

県は国の顔を立てるために、そういうことを

この文章の書きぶりは見直した方がいいよ、と

言うわけであって、これは審議会として、これ

いう話なんですが、ここの書きぶりにつきまし

はあんたたちがきちんと読めよ、というのはみ

ては、今までの市町村の小さな水道というのは

っともない話で、私に言わせれば・・・。

補助金頼みで事業をやってきたわけで、そうい

あのね、民間委託ができるかできないかは別

った時に国も金がないもんだから、簡易水道を

として、これは入れてもいいかも知れないけど、 やめて上水道事業にしたら、補助金を減らせる。
広域化は全然関係なかろうと、どう考えてもそ

大体、簡易水道とは独り立ちできない事業とし

うでしょう。

て手厚い財政支援をしてくれていたんですが、
国の財政が厳しくなってきたので、結果的に小

（A 委員）

さい簡易水道は統合して、上水道という枠の中

新上五島町は関係ないでしょう。

で独り立ちしていきなさいよというのが国の
考え方であります。

（B 委員）

独り立ちするためには、国としては民間委託

どこと広域化するという話になる、小値賀町
としますか？

の推進と広域連携の推進、この２つの方法があ
る、そういうふうに言っているんですが、文章
としては「島の多くの小規模水源に原水を求め、

（事務局）

多くの小規模水道施設を抱え、点在する小集落

お見込みのとおりです。

へ給水しているという構図に変わりはなく、経
営環境が厳しい福祉的な水道施設であること

（B 委員）

は否めない」と続き、うちの町のような水道は

これは雛形かなんかをくっつけたかなとし
か見えないでしょう。

独り立ちできる状況ではない、今までと変わら
ない構図だ、ということを再確認する表記とさ
せていただいております。

（A 委員）
宇久は分からないでしょう。宇久町の水道は

（B 委員）

佐世保市だから。佐世保市の料金にもっていく

１８

さきほどの件は、広域化を抜いて書いた方が

（事務局）

良いと思いますよ。
民間委託というのは、もうしょうがないんじ

今、A 委員が言われたように、基本的には管

ゃないかな。昨日も専門家が言っていたんです

路更新以上に、配水地の位置を下げるなり、減

が、給水人口５万人以下はどこも赤字だそうで

圧井といって、途中の水圧を下げるところにタ

す。

ンクを置いて水を配るというやり方を考えて
おります。

（D 委員）

機械的に弁で、強制的に水圧を下げるやり方

テレビでは確かにそんなことを言っていま
したね。

もありますが、それではどうしても機械が壊れ
たら、また取り替えになり極端なお金がかかり
ますので、なるべくタンクを置いてそこで圧を

（A 委員）

下げて水を送るやり方を、今後は、管路の更新

料金を上げれば来るでしょう。１㎥当たり５
００円ぐらいにすれば来るかも知れない。

を踏まえた上で、タンクの設置を考えていくと。
用地などいろいろ発生しますので、どこにとい
うのは今後計画を密にして詳細設計の中でや

（B 委員）

っていきたいと考えております。

暴動が起きるよ。確かに厳しいのは厳しいで

（A 委員）

すよね、水道事業は。

それからあと一つお願いしたいのは、消火栓

（A 委員）

の問題ですよ。昔は消火栓があったんですが、

いいですか。いつも私が言うんですが、みん

そこには５、６軒しかないといったときに、わ

な水圧が高いですね、どこも。安定して５気圧

ざわざ口径７５ミリの管を引いて、消火栓を確

ぐらいでやっていくような体制をとっていか

保する意味があるのかと。

ないと。イタチごっこでしょう。今、あなた方

もう、給水管で済むようなところがあると思

が配水管を布設替えしたらいいですよと言っ

うんですよ。そういうことも考え直した方がい

ているが、その先にはまた耐用年数が来るんで

いんじゃないですか。

すよね。それの繰り返しでしょう。４０年のと
ころを６０年、７０年残さないとどうもならな

（事務局）

いでしょう。安定して送るためにはどうしたら
良いのか、考えないと。

それも一忚考えはしていますけど、それは住
民の皆様や消防署など、水道課だけの判断では

この前も魚目の浦桑で管口径５０ミリのパ

できませんので、町全体での話になります。水

イプが破れたんじゃないですか。自然圧でしょ

道課としては、先ほど A 委員が言われたように、

う、何にもないんだったら。浦桑も水圧が高い

口径３０ミリとか５０ミリとか小さい管で給

ですからね。やっぱり、そういうふうな改善策

水した方が、夏場の塩素管理など、安定的に水

を持ってやっていかないと、今のうちでしょう、 質を確保するのにも、それが十分いいんですが、
補助金が付いているときに。

どうしても今まであったものを外すというの

基本を考え直さないと。どうですか、担当者
として。

は住民さんたちの意見を集約してもらっては
じめてとなると思いますので、提案としてはそ
の都度していきたいと思います。

１９

います。

（A 委員）

将来の維持管理のために。そこのところは配

一番は頭島地区などですね。昔は人口おった

慮しながらやってもらわないと。

けれども、今は人がおらないんですよ。ああい
うところでわざわざ消火栓を付けて、もう今度

（会長）

改修するときには、給水管でいいんじゃないか

その他、質問等ございますでしょうか？

と思うんです。そういうとこは地域の人と話を

（A 委員）

しながらやっていかないといけない。
そして消火栓を設置するときには、一般の

今のうちに言っておいた方がいいですよ。

我々から料金として貰うんじゃなくて、町から
補助してもらわないと。それが当たり前でしょ。 （C 委員）
一ついいですか。資料２のところをいいです

（事務局）

か。３ページの資金収支の推移というところが

町から負担金としてもらっています。

ありまして、そこの中の緑のグラフがありまし
て、平成３２年、１０％水道料金を改定した場

（A 委員）

合としてグラフがありますよね。これを見ます

いくらぐらいもらっているのか知らないけ
ど。

と４８年、４９年頃がピークで、また下がって
きますよね。
ということは、またこの頃には料金改定の話

（事務局）

が出てくるということになるんですかね。

工事に関しては１００％です。

（事務局）
（A 委員）

そうですね。料金改定につきましては、５年

工事は１００％、それは消火栓だけでしょ、
配管もですか？

スパンで今までの決算、将来の見込み、将来の
更新需要を踏まえまして、現状の水道料金が適
正かどうか、その都度検討する必要があるかな

（事務局）

と思います。当然、この先１０年先、２０年先

配管はまた別です。消火栓単体だけです。

も資金ですとか経営の状況とかを踏まえまし
て、厳しいようであれば、また改定することに

（A 委員）

なると思います。

それは昔からでしょう。だけど、そのことも
考えてしないと、２人とか３人、４、５人しか

（E 委員）

いない時に、わざわざ消火栓を付ける必要があ
るかということですよ。

一つ質問いいですか。話がずれるんですけど、
前回の時に未収金というか、未納金のことで２，

そういうふうにして経費節減を考えながら

３００万円と言われましたけど、あれから２ヶ

やっていかないと。大きな地区はそれで済むか

月ぐらい経つんですが、いくらか回収とかはで

もしれないけど、１軒とか２軒しかないのに消

きているんでしょうか？

火栓をわざわざ付けるのはどうかな、と私は思

２０

（事務局）

ものなので、水道料金を滞納しておったって、

ええと、毎日、水道料金の収納はあっていま

すぐには切られんとさ。裁判したら、負けるか

して、平成３０年度今年に発生した水道料金以

も知れない。電気は切っても、水道は切られん

外についてもちょこちょこ入ってきてはいる

とさ。切らえんとさ、反対に。そういう話は聞

んですが、細かい数字が手元に資料がないんで

いたよ。

すが、全く入っていないというわけではないで

（A 委員）

す。

そういう弱いところを突っ込まれて、今のよ

（E 委員）

うに滞納する。

それは、自発的に入っているということでし
ょうか？ それとも、こちらの方から集金とか

（B 委員）

出かけて。

人権問題になるね。

（事務局）

（事務局）

まず、滞納してますよという督促状を発送し

確かに、電気とか電話とか、すぐ止まります

まして、それが届いて単純に忘れていた方もい

けど・・・。よっぽど悪質なケースの場合、明

らっしゃいますので、それをもとに収納される

らかにお金はあるけど納めないケースなどは

というケースもありますし、後は、職員が徴収

水道を止めることもあります。

に直接行ってお話していただくケースですと

個別の事情を考慮して、水道を止めるのが難

か、あとは、ずっと滞納が続いていますので、

しいというケースもございます。そこはお願い

いくらずつ納めていただくというお約束を取

して納めていただくしかないですね。

り付けて収納していただくと、ま、いろんな手
段といいますか、ありますので、その都度職員

（E 委員）

が対忚するようにしております。

それは分かりますけど、そういうところから
尐しずつでもですね、回収してもらって、もう、

（E 委員）

払わなくていいと思ったら困りますからね、そ

定期的にはそういうのはされないんです

ういう人たちはなんか・・・。

ね？

（A 委員）
（事務局）

もう、払わなくていいと思っている。

今年度は２回しています。督促状の発送です

（E 委員）

ね。

それは困りますね。払っている身からします

（E 委員）

と。

発送だけですか？

（事務局）
（B 委員）

自治体によっては、すぐに止めるところもあ

水道料金は、人命、生活に直接一番関与する

ります。

２１

を残さないようなことをやってもらいたいと

（事務局）

思います。

例えば、平戸市などですね。割と給水停止を
するみたいです。その分、それなりの成果を上

（B 委員）

げていると聞いております。

私は、値上げすべきだと思います。それは、
整備計画をもっと練った上ですけども、それじ

（A 委員）

ゃどうにもならんだろうという感じがします。

それ相当な準備をしているでしょう。準備が

ですから、どうにもならん前に、それなりの値

ないとできません。

上げはしておく必要はあると思います。

（B 委員）

（F 委員）

裁判する覚悟で取り組んでいるでしょう。

いろいろお話を聞かせていただいたんです
けれども、アセットマネジメントとかの話もあ

【水道料金見直しの必要性の有無】

りましたが、必要なものがどうしても必要とい
うことであれば、それは仕方がないことなんで

（会長）

しょうけども、前段階として、やるべきことを

よろしいでしょうか。それでは、先ほどの

きっちりやった上で、計画を立ててらっしゃる

建設事業計画、財政収支計画の事務局説明があ

という、その前提条件であれば、値上げもやむ

りまして、また、質疑忚答、ご意見なども踏ま

なしということと思います。

えまして、ここで本日の次第にもありますとお

やっぱり繰り返しとなりますけど、やるべき

り、水道料金見直しの必要性の有無につきまし

こと、先ほどからお話がいろいろあっています

て皆さんにお諮りしたいと思います。

けど、きちっとやった上での対忚ということじ

その前に、各委員皆様のお考えを一人ずつお

ゃないかなと思います。

聞かせ願えないでしょうか。また、その理由に

（G 委員）

ついても是非お伺いできればと思います。
それでは、こちらから。

年々、累積赤字が増えていく不安はあります
けれども、やっぱり、もう一度値上げ以外に手

（A 委員）

立てはないんでしょうかということで、小さい

それでは、私から。私は今までずっと見てき
て、あんまり賛成ではないんです。もう尐し、

細かいことからでもやっていかないといけな
いと思います。

しっかりしてもらわないと、賛成できません。
だけど、今の状態でいくと、必要というよう

水道使用者としては、値上げは避けてほしい
と思います。

なことでしょうけど。自分が言ったとおり、こ
れから先努力してもらって、益々もって節約で

（E 委員）

きるものは節約してもらって、やっぱりこの先、

私も、基本的には値上げは反対ですけど、い

経営としてやっていかないことには、私は駄目

ろいろとお話を聞いていくと、やっぱり値上げ

だと思います。

をしないわけにはいかないみたいですけど、や

そして、計画ももう尐し詰めて、将来に遺恨

っぱりそれなりに努力をしていただいて、目に

２２

見える努力をしていただかないと、住民の方も
やはり納得しないんじゃないかなと思います。

（会長）

これだけじゃないですけど、こういう努力をし

はい、ありがとうございます。

て、やっぱり無理ですという感じでしてもらっ
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たら、やっぱりそうだよねと納得されると思う

項の規定によりまして、「審議会の議事は、出

んですが、それが何にも見えないのに値上げ、

席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

赤字が出たから値上げというのは、多分納得が

は、会長の決するところによる。」としており

皆さんされないじゃないかと思います。

ます。

努力をお願いします。

これから、多数決を採りますけれども、まず
私会長はこの多数決には加わらないで、委員皆

（D 委員）

さんの多数決の決をとりまして、賛成、反対の

私も、皆さんの言う意見に賛成です。ただ、
値上げをする際においては、回覧等で周知する

どちらかに決まったということであれば、それ
が審議会の決定ということになります。

のではなく、皆さん各地域に赴いて、詳しく説

もし、同数であるという場合には、私の方の

明してくれればいいんじゃないかなと思いま

判断ということで、もちろん私の意見を付け加

す。

えた上での会長判断とさせていただければと
思います。

（C 委員）

それでは、水道料金を見直す必要があるかど

私もこの財政収支計画を見る中では、やむな

うか、ということですが、委員の皆様にお諮り

しかなと思っておりますが、各委員さんが言わ

します。見直す必要があるとのご意見の委員は、

れたとおり、努力するべきところは努力してと

挙手をお願いいたします。

いうようなことを付け加えたいと思います。
（必要性がある＝４名の委員が挙手）

（B 委員）
会長、一言言い忘れたのでよろしいですか。

（会長）

マスコミの話ですけど、全国の自治体の水道事
業が９９％、１００％近くが赤字だそうです。

次に、水道料金の見直しの必要はない、との
意見の委員の方は挙手をお願いします。

ここだけがずぼらしてやってるということで
はないと思うんですよ。私が考えるのは、水道

（A 委員）

事業を独立採算制で国がやれと言うこと自体

一忚、挙げますけれども。やはり、目に見え

が間違ってると思うわけで、当然そこには手出

た成果が上がらない限り、見直しは・・・とい

しの税金の投入があるだろうと、それが分かっ

うことで。

てこういう制度設計をしているわけです。大体
これがおかしいことで、赤字でということも、

（E 委員）

受益者負担ということで水道代にばっかりも

同意見です。

ってくるから何かおかしいわけで、本来は税金
の投入はあってしかるべきものだというよう

（必要性はない＝３名の委員が挙手）

に思うんです。基本的にはですよ。

２３

（会長）

（B 委員）

はい。この場合ですが、本日出席委員の方で、

委員に対してですか？

会長以外では７名が出席ということで、出席委
員７名のうち、４名が水道料金見直しの必要性

（会長）

があるということで挙手をいただいておりま

いえ、事務局に。もちろん、この審議会全体

すので、これにつきましては過半数で、ほぼ半

でもそうなんですが、そういったことが議論に

分に割れているということでありますが、過半

なるのか、ならないのかという話でございます。

数の賛成があったということで、水道料金の見
直しについてはその必要性があるということ

（事務局）

に決しました。

会長、よろしいですか。やるべきものとして、

この結果を持ちまして、次回からの水道料金

まず有収率向上をどう行う、次に未収金の収納

改定案についての審議に進んでまいります。

率向上に対してと、あと３つ目として、事業計

真剣なご討議、ありがとうございます。

画の全体的な見直し、これをやっていくという
ことで、よろしいんですか？

考え方としては。

【意見交換】
（A 委員）
（会長）

そうでしょ、当たり前ですよ。

それでは、意見交換に移ります。今回の事務
局説明もしくは全体的なことでも結構です。新

（事務局）

たに説明を求めたいことでも結構ですので、何
かご意見等はございませんでしょうか？

当たり前の取り組みが足りないという、それ
が目に見えていないという、お叱りの気持ちを
含めてのご意見ですので、それらについては十

（会長）

分に取り組んで行くというスタンスであるこ

特にないですかね。私の方から一点よろしい

とは間違いありません。

でしょうか。
会長からこのようなことを申し上げるのも

（A 委員）

何なんですが・・・、水道料金を見直す必要が

だから、さっき言った漏水問題でも、青方地

あるという上でも、その後、どのような内容で、

区はこういうふうな計画とか、こういうような

先ほど委員の方からほとんど同じように意見

対策を持っていますとか、どこの地区はどうし

が出たと思うんですが、まず先にやるべきこと

ますとか、水圧の高いところはこういうふうに

を明らかにすべきだろうとの意見が多数であ

やっていきますとか、そういうようなことをや

ったと思うんですが、そういったところの検討

ってもらわんことにはですね。

というのは今後なされるというのは、それはな
されるというふうに見てよろしいでしょう

将来にわたって安定して供給するためには
どうすればいいのか、ということでしょう。

か？
そういうことはもうしないというわけでは

（事務局）

ないですよね。その点だけ確認させてください。

具体的にどういう取り組みをどうするのか
ということですね。

２４

（会長）
（A 委員）

それでは、第３回新上五島町水道事業経営審

それによって、水道料金の改定というのが出
てくるんでしょうから。それを野放しにして、

議会の開催日を平成３１年２月１４日（木）
午後１時３０分からとします。

あなた方が言ったことに、ハイハイとはいかな
いですよ、委員としては。

【閉会】

（事務局）

（会長）

十分な資料をそろえていない、住民への説明

これをもちまして、第２回新上五島町水道事

が不足しているという、そういうふうに思われ

業経営審議会を閉会いたします。皆様、ありが

ているんですが、そういった取り組みが全くな

とうございました。

されていないということではなくて、やっては
いるんだけれどもその成果が出ていないと、広
報を通じての周知が足りないし、こういった審
議会で十分な説明の配慮が足りていないとい
うことについては、確かにそういう事について
は肝に銘じて取り組んでいくというスタンス
については、基本的に変わりませんので、その
ことはご理解をいただきたいと思います。

（会長）
他に、委員の皆様、ご意見等ございませんで
しょうか？
よろしいでしょうか。

【次回開催期日協議】
（会長）
最後に、次回審議会の開催日について協議し
たいと思います。次回開催日程について、事務
局より提案はありますでしょうか？

（事務局）
次回の開催は、来年の２月の初旬から中旬と
考えているんですが、いかがでしょうか。

（日程調整の上）

２５

15：30 閉会

