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笠岡市上下水道事業運営審議会委員委嘱式  

平成２８年度第１回笠岡市上下水道事業運営審議会 

会議録 

 

○ 笠岡市上下水道事業運営審議会委員委嘱式 

１．日 時  平成２８年７月２７日（水）１０:００～１０:１０ 

２．場 所  笠岡市役所 本庁舎 第1会議室 

３．被委嘱者 

堤行彦  （福山市立大学都市経営学部，都市経営学研究科） 

  西村輝子 （笠岡商工会議所） 

  橋本雅俊 （笠岡青年会議所） 

  吉岡祥子 （笠岡市婦人協議会） 

  藤井守  （笠岡市消費生活問題研究協議会） 

  淺野ツヤ子（笠岡市愛育委員協議会） 

  小寺英子 （笠岡市栄養改善協議会） 

  東山琴子 （かさおか母親クラブ協議会「かさママねっと」） 

  山本昇吉 （笠岡市行政協力委員長協議会） 

  北村幸  （若者会議） 

  岡本裕也 （笠岡市政策部） 

 

 

 

○平成２８年度第１回笠岡市上下水道事業運営審議会 

１．日 時  平成２８年７月２７日（水）１０:１０～１２:００ 

２．場 所  笠岡市役所 本庁舎 第1会議室 

３．出席者 

 審議委員 堤委員，西村委員，橋本委員，吉岡委員，藤井委員，淺野委員， 

小寺委員，東山委員，山本委員，北村委員，岡本委員 

 市    小林市長 

 事務局  三縞上下水道部長， 

笠原課長，仁科課長補佐，瀬良田係長，鳥井技師，小西主事補 

 

 傍聴人 ２名（報道機関） 
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４．議事次第 

１）開会 

２）市長あいさつ 

３）審議会の公開について 

４）会長・副会長の選任 

５）審議会への諮問 

６）議題 

（１）笠岡市の水道事業の概要について 

（２）笠岡市水道ビジョン(現行)の取り組み状況について 

（３）笠岡市上下水道事業運営審議会の開催予定について 

 

５．配布資料 

１）笠岡市上下水道運営審議会委員名簿  

２）第１回笠岡市上下水道事業運営審議会資料  

３）笠岡市水道ビジョン（平成１９年度～平成２８年度）  

４）平成２６年度笠岡市水道事業会計決算概要  

５）笠岡市上下水道運営審議会条例，笠岡市水道条例  

６）新水道ビジョン【参考】（厚生労働省健康局水道課）  

７）新水道ビジョン（厚生労働省健康局）  

  ８）私たちの水（岡山県西南水道企業団リーフレット） 
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７．笠岡市上下水道事業運営審議会 会議録 

１）開会 

笠原課長：ただいまから，平成２８年度 第１回笠岡市上下水道事業運営審議会を開催

いたします。開会に際しまして，市長の小林からご挨拶申し上げます。  

 

２）市長あいさつ 

小林市長：おはようございます。本日は皆様お仕事などがあるにも関わらず，お集まり

いただきありがとうございます。  

笠岡市民にとって水は本当に大切なものです。笠岡市に水道が引かれて４０年ほどにな

りますが，西南水道企業団ができ，笠岡諸島の有人７島を含め，おいしい水を安定供給で

きるようになりました。しかしながら，５年前の東日本大震災や４月の熊本での地震をみ

ましても，水の大切さを昨今改めて感じることになっています。笠岡市の水道事業におき

ましても，水道管も古くなり，定期的に水道管の取替工事は進めているのですが，漏水が

起きてしまっています。水道事業関係者の皆様には事故の未然防止に日々努力してもらっ

ているにもかかわらず，漏水が起こってしまうということは、笠岡市内に血管のように張

り巡らされた水道管の維持・管理が本当に大変なことだという思いを持つと同時に，皆様

と協力して隅々まで新鮮な水をお届けする最大限の努力を引き続きおこなっていく所存で

ございます。  

どうか皆様，引き続き力を貸していただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

今日はどうもありがとうございます。  

 

笠原課長：市長は公務のため，ここで退席いたします。  

（市長退席） 

 

３）審議会委員・事務局員自己紹介 

笠原課長：本日，初めて，顔を合わせた方もいらっしゃいますので，委員の方から順に自

己紹介をお願いします。 

 

（堤委員から名簿の順に自己紹介，事務局自己紹介） 

 

４）審議会の公開について 

笠原課長：審議会の公開についてお諮りいたします。本日の審議会について会議及び会議

録等を公開とすることで委員の皆様は異議ありませんでしょうか。異議はないようですの
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で本日の審議会及び会議録等は公開といたします。  

５）会長・副会長の選任 

笠原課長：会長及び副会長の選任に移ります。笠岡市上下水道運営審議会条例第５条の規

定で，「審議会に会長及び副会長各１人を置き，それぞれ委員の互選により定める。」とな

っております。会長，副会長への自薦，推薦はありますでしょうか。  

自薦，推薦がない場合に事務局で予めお願いした方がいらっしゃいます。その方のお名

前を申し上げます。会長には，堤行彦様，副会長には 西村 輝子 様，このお二方にお

願いすることで了承いただけますでしょうか。  

（委員の拍手により了承） 

会長・副会長に選任された堤様，西村様，会長，副会長席にご移動ください。  

 

６）審議会への諮問（市長に代わり，三縞部長が代読） 

笠原課長：審議会への諮問に移ります。堤会長に対し市長に代わり，上下水道部長 三縞

忠宏が諮問書の内容を読み上げ，諮問いたします。  

 

三縞部長：笠岡市上下水道事業運営審議会長 様。笠岡市上下水道事業運営審議会条例第

２条の規定により，下記の諮問事項について，貴審議会の意見を求めます。  

諮問事項 １ 健全な水道事業の運営について，２ 水道料金のあり方について  

諮問の要旨。笠岡市水道事業は笠岡市全域を給水区域としています。平成２７年度末では

行政区域内人口５０，８９７人に対して給水人口５０，１８４人で水道普及率は約９８．

６パーセントとなっています。運営形態は地方公営企業法を適用し，独立採算を基本とし

ています。未給水区域の解消，老朽化の進む既存施設の更新並びに維持管理にかかる費用

を賄うために水道料金の安定確保等を事業経営上の大きな課題として取り組んでいます。 

事業経営の指針として，平成１８年度に策定した「笠岡市水道ビジョン」は平成１９年度

から平成２８年度までの１０年間を設定年度としており，次の時代に向けて新たな目標を

設定し，水道の理想像の実現に向けた事業計画である「笠岡市新水道ビジョン（仮称）」を

立案する時期にきています。 

厚生労働省は平成２５年３月に，水道をとりまく状況の大きな変化を踏まえ，来るべき

時代に求められる課題に挑戦するため，新しいビジョン（「新水道ビジョン」）を公表しま

した。この中で大きな変化の一つとして，日本の総人口の減少を挙げ，これからは，給水

人口や給水量の減少を前提に，老朽化施設の更新需要に対応するために様々な施策を講じ

なければならないという，水道関係者が未だ経験したことのない時代が既に到来したこと

を示しました。 
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もう一つの大きな変化としては東日本大震災の経験を踏まえ，水道においても，これま

での震災対策を抜本的に見直した危機管理の対策を講じることが喫緊に求められていると

しました。「新水道ビジョン」では，これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩

恵をこれからも享受できるよう，今から５０年後，１００年後の将来を見据え，水道の理

想像を明示するとともに，これを具現化するため，今後，当面の間に取り組むべき事項，

方策を提示し，これらは，水道事業者のみならず，国，都道府県，市町村等の行政機関，

首長，議員，水道の設置者，水道の関連団体，民間企業，大学・研究機関，水道を利用す

る住民等，幅広い関係者に関与し，今後の水道の理想像を共有し，役割分担に応じた取り

組みに挑戦していくことを目指すとしました。 

「笠岡市新水道ビジョン（仮称）」では，５０年後，１００年後を見据えた笠岡市の水道

の理想像を明示し，この理想像を具現化するために，当面の間に取り組むべき事項や方策，

関係者の役割分担を具体的に示します。 

「笠岡市新水道ビジョン（仮称）」の策定に際し，水道の安定供給を担うという，市民生

活，社会の経済活動にとっては欠くべからざる社会基盤である水道事業が，独立採算とい

う健全な財政基盤に依拠しながら，将来にわたって安定に水道を継続できるように，今後

の水道事業経営について，水道料金のあり方を含めて貴審議会の意見を求めます。 

平成２７年７月２７日 

笠岡市長 小林嘉文 代読 笠岡市上下水道部長三縞忠宏 

 

笠原課長：ここから先は，会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

堤会長 ：会長に選任されました，堤です。皆様よろしくお願いいたします。ただいま，

諮問書により当審議会へ意見が求められました。諮問事項は１つ目は 健全な水道事業の

運営について，２つ目は 水道料金のあり方についてです。  

このことについて，当審議会で審議し，審議の結果を市長に答申することとしてよろしい

でしょうか， 

 異議はないようですので，諮問事項を当審議会で審議し，審議の結果を市長に答申する

ことといたします。 

 

（７）配布資料の確認 

笠原課長： お手元の配布資料を確認いたします。  

笠岡市上下水道運営審議会委員名簿，第１回 笠岡市上下水道事業運営審議会 資料 

フラットファイルに綴じた資料が一冊，岡山県西南水道企業団リーフレット，以上です。 
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（８）第１回審議会議事録署名委員の指名 

堤会長 ：議事録作成にあたって，第１回審議会の会議録署名委員を指名いたします。橋

本委員と吉岡委員にお願いします 

 

９）議事 

堤会長 ：それでは，議事に入ります。議題（１）笠岡市の水道事業の概要について事務

局から説明願います。  

事務局 ：資料（「平成28年度第１回笠岡市上下水道事業運営審議会」）に基づき，笠岡市

の水道事業の概要について説明 

堤会長 ：笠岡市の水道事業の課題は，給水人口の減少による料金収入の減少，老朽化し

た施設の更新，職員の高齢化，安全な水の安定供給であることを確認。 

（質疑応答） 

 

小寺委員：水道事業者とは具体的に誰のことを指すのでしょうか。 

 

三縞部長：水道事業者とは水道事業を行っている者で，笠岡市においては水道事業管理者

である笠岡市長と，そのもとで働く水道課職員が水道事業者となります。 

 

藤井委員：水道の職員が不足しているということですが，採用についての考えは。岡本副

市長がいるので尋ねるが，その辺についてはどうなっているのか。 

 

三縞部長：まず，事務局からお答えします。笠岡市全体としても，合理化などの面から職

員の数は減少しています。水道事業においては，昭和50年ごろから日本全国で拡張事業を

行い技術者の数を増やしましたが，現在は拡張の方針はとっておらず，また，その当時採

用された職員が定年を迎えていることもあり，職員は減少の傾向にあります。 

笠岡市としても最低限の人数は確保しようとしていますが，技術職の職員については，大

学の数が減っていることもあり，募集に見合った応募がないのが現状です。また，技術系

の職員を養成する期間が取れないという現状もあります。 

 

岡本委員：補足します。今の説明のような話は全国規模で起きています。人口減少社会の

中で職員の採用数が減り，高齢化しているという現象は笠岡市に限らず他の市町村でも起

きています。片や，成長時代に整備した水道施設の耐用年数を迎える時期にも来ており，
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その更新費用や維持・メンテナンス等のコストがかかる上に人口が減少しているため，そ

のコストを少ない人数で支えなくてはなりません。そのため，独立採算制の水道事業では

全国的に水道料金が上がっている傾向にあります。 

今回の審議会では，いかに水道料金を下げるかというのも大きな課題になっており，こ

のような現状下においていかに効率性と安全性のバランスを保ち水道料金を決めるのかが

重要になっています。 

 

西村副会長：配水池が４２箇所，加圧ポンプ室が３５箇所ということですが，笠岡市とし

てこの数で問題ないのでしょうか。火事等の際に十分な配水ができるのでしょうか。 

 

三縞部長：高梁川が渇水しない限り笠岡市としては問題ありません。給水，浄水につきま

しても，十分な能力があります。火事の際に使用しても大丈夫です。 

 

西村副会長：新横島の火事でホースが２本しか使えず、全焼したということがありました。

市全体としては水があっても，地域ではこのようなことが起こっています。このような問

題を改善していただきたいと思います。 

 

三縞部長：消火栓は場所によっては多くのホースを使うと水圧が落ちてしまいます。今後

は配置も含め，消防と話し合い進めていきたいと思います。 

 

北村委員：技術者が不足しているということですが，水道事業は民間業者や第３セクター

へ委託することはできないのでしょうか。 

 

三縞部長：できます。笠岡市でも，以前は職員が行っていた検針を民間委託しています。

笠岡市は行っていませんが，料金の収納を委託している自治体もあります。西南水道企業

団では処理場の運転を委託することを計画しています。このように職員が減少する中で，

効率化のため，民間への委託は行われています。厚生労働省は責任の部分も含めて包括的

に委託することを提唱しています。 

 

北村委員：今後，新水道ビジョンを作成するにあたり，民間委託の例を参照し，どれくら

いの費用対効果，コスト削減が見込めるのかを明示してもらえればと思います。 

堤会長 ：全国の水道事業者が同じような課題を抱えており，それに対応するため，民間

委託や広域化が検討されています。今後のあり方として，民間委託も含めた事業運営は審
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議会の中で検討していくに値する議題だと思います。 

 

東山委員：耐震化率とはどういった数値なのでしょうか。 

 

三縞部長：管路耐震化率とは水道管全体の長さのうち，地震に耐えられるように交換した

管の長さの割合を表す指標です。基幹管路というのは，配水管の基となる太いパイプであ

り，３７．８％が耐震化できており，その他の部分については６．８％耐震化しておりま

す。 

また，配水池については４２箇所のうち４１箇所が，加圧ポンプ室については３５箇所

全てが耐震化できており，事故が起きると影響の大きい根幹的な設備については耐震化が

進んでおります。 

 

東山委員：老朽化した施設の更新と耐震化は別の問題なのでしょうか。 

 

三縞部長：老朽化した施設は更新の際に耐震化も同時に行います。 

堤会長 ：老朽化についての詳しい説明は２回目以降の審議会の中でも触れることになる

と思います。配水池，ポンプ室の耐震化は進んでいるとのことですが，配水池耐震化補強

補修率，ポンプ室耐震化補強補修率が低い数値となっているのはなぜでしょうか。 

 

笠原課長：次に説明する水道ビジョン（現行）の取り組み状況についての中で説明したい

と思います。 

 

堤会長 ：それでは，議題（２）笠岡市水道ビジョン（現行）の取り組み状況について事

務局から説明願います。 

 

笠原課長：議題（２）に入る前に，休憩は必要でしょうか。 

 

堤会長 ：それでは，今１１時１７分ですから，１１時２５分まで休憩します。 

 

（休憩） 

 

堤会長 ：それでは，議題（２）笠岡市水道ビジョン（現行）の取り組み状況について事

務局から説明願います。 
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仁科課長補佐：資料（「笠岡市水道ビジョン 基本理念に向けた具体施策の取組状況(平成

２８年度末)」）に基づき説明。 

別表１の塩素臭から見たおいしい水の達成率の数値が低いことについて，１年間で１度

でも消臭等のために塩素濃度が高くなってしまうと達成率が大きく下がってしまう指標で

あるためと補足説明。 

また，配水池，ポンプ室の耐震化が進んでいるにもかかわらず， 配水池耐震化補強補

修率，ポンプ室耐震化補強補修率が低い数値となっていることについて，算出の際に耐震

化の必要のない設備についても母数に含めているためであると補足説明。 

堤会長 ：ただいまの説明について，御質問はありませんか  

 

委員  ：（質問なし。） 

 

堤会長 ：それでは，（３）笠岡市上下水道運営審議会の開催予定について事務局から説明

願います 

 

笠原課長：次回第２階審議会は８月２３日（火）１０時から１２時までの予定です。場所

は笠岡市上下水道部庁舎２階会議室で開催いたします。内容はアセットマネジメントにつ

いてです。公共事業におけるアセットマネジメントとは、公共事業が本来持っている目的

である社会インフラによる公共サービスの最適化を達成するため、現在ある資産を適正に

評価し、それを将来に渡って安全かつ快適に維持するとともに、国民の多様化するニーズ

に的確に応えるため限られた財源等の資源を有効に活用しながら、適切な公共サービスを

提供していくためのマネジメントシステムです。  

公共事業における投資決定に始まり、これらの投資の配分と執行管理をより優れたもの

とするために、エンジニアリング、財務、経済及び実務の最適遂行手法を組み合わせるこ

とと言えます。公共事業におけるアセットマネジメントを検討するに当たって、公共施設

を管理する責務を担っている公共主体の関係者が留意しておくべき重要な項目は，  

・施設利用者、国民等に最小費用で最大限の満足度を与える  

・適正な管理水準の下で、適切な維持管理計画を策定し実行する  

・現有資産を最大限に有効活用させるため、様々なソフト施策の充実を図り、公共サービ

スの向上に努める  

・必要な新規投資を行う場合も、現有施設によって提供できる公共サービスの限界、利用

者ニーズの実態を踏まえながら、維持管理投資も含むアセットマネジメント全体の中で検
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討する 

というものです。  

今後，審議会は月一回程度開催する予定です。  

堤会長 ：何かご質問はありませんか。  

 

委員  ：（質問なし） 

 

堤会長 ：無いようですので，時間も１２時となりましたので，本日の会議を終了します。

事務局に進行をお返しします。  

 

笠原課長：皆様，本日は，委嘱を受けて第１回めの審議会，お疲れ様でした。閉会に際し

まして，西村副会長に閉会のご挨拶をお願いいたします。  

 

西村副会長：本日は第１回笠岡市上下水道事業運営審議会，皆様の御意見，御審議をいた

だき，まことにありがとうございます。私は水道については，笠岡のお水はおいしい，で

も水道料金は高いというくらいの認識でしたが，今日皆様とお会いし，お話をお聞きして

何となく水道について理解してきた気がいたします。そして審議会メンバーの皆様もよく

知っている皆様で，現在の世代である私達と未来に向かっている若い皆様方とが一緒にな

って水道事業についてしっかりと審議していきたいと思います。そして何より，専門家で

ある会長がいらっしゃるので，私達は安心してついていきたいと思います。  

これからの審議会に皆様どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

笠原課長：西村副会長 ありがとうございました。堤会長，皆様，長時間の御審議ありが

とうございました。以上で平成２８年度第１回笠岡市上下水道事業運営審議会を終了いた

します。次回もよろしくお願いいたします。  

 


