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会   議   録 

１ 会議名 

  第１８回阿賀野市水道事業審議会 

 

２ 開催日時 

  平成２７年９月４日（金） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 

３ 開催場所 

  阿賀野市上下水道局 ３階 大会議室 

 

４ 出席者（傍聴者を除く）、氏名（敬称略）    

  ・委 員：小林龍幸（会長）、斎藤泰弘（副会長）、市川英敏、村上清彦、山崎正春、山

口功位、佐藤利江子、鈴木美由紀、市川明子、長谷川正衛（１０人全員出席） 

  ・事務局：荒木上下水道局長、仁谷上水道次長、木滑浄水場長、新保副参事、高橋庶務

係長、菅原庶務主任 (計６人) 

 

５ 議題（公開・非公開） 

  （１）会長及び副会長の選任について（公開） 

  （２）平成２６年度水道事業会計決算状況報告（公開） 

  （３）平成２７年度建設改良事業の発注状況（公開） 

  （４）放射性物質を含む浄水発生土の状況 (公開） 

  （５）「健康のため水を飲もう」推進運動の取り組み状況（公開） 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 傍聴者の数 

  なし 

 

８ 発言の内容（○印は概要表示） 

 

司会（新保副参事） 

   ○第１８回阿賀野市水道事業審議会の開会を告げ、本審議会が規定により傍聴が可能

であること、議事録は市のホームページで公開することなどの承諾を求める。 

   市長が欠席のため、事務局（荒木上下水道局長）から挨拶をお願いする。 

事務局（荒木上下水道局長） 

   皆様、お忙しい中、本当にありがとうございます。 
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   今ほど司会が申し上げましたとおり、皆様、改選になられてから初めての審議会とい

うことで、市長が来てご挨拶を申し上げるところですが、 後まで調整させていただき

ましたが、日程調整がつきませず、くれぐれも皆様によろしくということでありました

ので、変わって私の方から申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

司会（新保副参事） 

   ○改選後、初の審議会であるため、会長及び副会長が選任されるまで、前会長である

小林委員に座長をお願いする。 

 

座長（小林委員） 

   私、小林龍幸と申しまして、安田の出身でございます。皆様から、ご審議内容につい

てご意見を頂き、活発な会議にさせていただきたいと思っております。 

   ただ今事務局より、新会長・副会長の選任があるまで、座長を託されましたので、進

めさせたていただきたいと思います。 

   ただ今から、第１８回阿賀野市水道事業審議会を開会いたします。 

   今年度初めての審議会の開催でありまして、ほとんどの方が再任されましたが、昨年、

新発田市から選出の佐藤委員が辞任された関係で、新任の方がお一人いらっしゃいます

ので、簡単で結構ですので、それぞれ自己紹介をお願いしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

   事務局より時計回りでお願いします。 

 

   【委員、事務局より自己紹介を行う】 

 

   大変ありがとうございました。 

 

   それでは、次第に基づきまして、事務局説明をお願い致します。 

 

 ５ 議題(１) 会長及び副会長の選任について 

 

事務局（荒木上下水道局長） 

   それでは、私から説明をさせていただきます。 

   審議会委員の改選にあたりましては、昨年の審議会において皆様方からご承諾いただ

きまして誠にありがとうございました。任期につきましては、平成２６年１１月１日か

らの２年間でございます。 

   今回が改選後、初めての開催ということで、会長、副会長の選任が必要となるもので

ございます。 

   なお、審議会条例におきましては、第４条に「委員の中から互選」をさせていただく、

となっておりますので、推薦をお願いしたいと思っております。 
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   任期につきましては、今ほど申し上げましたとおり２年間。平成２８年１０月３１日

までとなります。自薦、他薦を問いませんので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

   また後程、私どもの方からご提案をさせていただきますが、本年度におきましては、

水道事業の経営計画である「水道ビジョン」を改訂する予定年度となっております。 

   私どもといたしましては、新たに向こう１０年程度の計画を策定する「新水道ビジョ

ン」を作成したいと考えておりますので、皆様方の任期中にご審議をいただく格好にな

ります。何卒お力添えをいただきますようお願い申し上げます。 

 

座長（小林委員） 

   それでは、事務局から説明がありました、平成２８年１０月３１日までの間、会長、

副会長をやっていただける方、互選ということでありますので、自薦又は推薦でお願い

いたします。 

 

村上委員 

   今ほど、荒木局長からのお話にもありましたけれども、水道ビジョンの改正等、継続

案件も抱えておりますことから、会長、副会長については留任していただくのがよいの

ではないかと考えております。 

   そういうことで、会長に安田地区の小林委員、副会長には月岡温泉地区の斎藤委員に

お願いしたいと思いますので提案をいたします。 

 

座長（小林委員） 

   ○会長に小林委員、副会長に斎藤委員という提案があったが、他にないか諮る。 

    他の提案がないため、両委員に承諾を求める。 

小林委員・斎藤委員 

   ○会長及び副会長を承諾する旨を告げる。 

座長（小林委員） 

   ○会長に小林委員、副会長に斎藤委員が決定したことを告げる。 

 

   【会長・副会長の席に移動】 

 

小林会長 

   それでは、会長に再任ということでありますけども、水道事業の経営は、人口の減少

などによります料金収入の落ち込み、その状況下でも設備の更新は継続していかなけれ

ばならないなど、苦慮している状況も見受けられますが、私たち水道事業審議会も諮問

に応じるためには、日頃の経営状況を把握しなければならいと思っております。 

   再任ということで、これまでの経験が少しでも水道の経営に寄与できればと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 



 
 

4

斎藤副会長 

   只今、ご指名をいただきました斎藤でございます。 

   前回のビジョンの策定のときも、お手伝いをさせていただいておりますので、微力で

はございますが会長を補佐して努めたいと思いますので、ご協力のほど、ご指導のほど

よろしくお願いいたします。 

 

小林会長 

   それでは、議題に入りたいと思います。 

   事務局には、議題の（２）から（５）までを続けて説明いただきます。 

   なお、次第と合わせながら説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 ５ 議題(２) 平成２６年度水道事業会計決算状況報告 

 

事務局（荒木上下水道局長） 

   それでは、私の方から順次説明をさせていただきます。 

   まずもって、資料の確認をお願いいたします。 

   ○配布資料の確認をおこなう。 

    ・平成２６年度水道事業決算報告書（事前配布） 

    ・阿賀野市水道事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・【資料Ｎｏ.１】 

    ・平成２６年度給水量実績 ・・・・・・・・・・・・・・【資料Ｎｏ.２】 

    ・平成２６年度決算の概要と経営分析 ・・・・・・・・・【資料Ｎｏ.３】 

    ・平成２７年度建設改良事業の発注状況 ・・・・・・・・【資料Ｎｏ.４】 

    ・放射性物質を含む浄水発生土の状況 ・・・・・・・・・【資料Ｎｏ.５】 

    ・「健康のため水を飲もう」推進運動の取り組み状況・・・【資料Ｎｏ.６】 

    ・阿賀野市“新水道ビジョン”の策定について ・・・・・【参 考 資 料】 

 

事務局（荒木上下水道局長） 

   ○「阿賀野市水道事業の概要」について説明する。 

事務局（仁谷上水道次長） 

   ○「平成２６年度給水量実績」について説明する。 

事務局（高橋庶務係長） 

   ○「平成２６年度阿賀野市水道事業会計決算の概要と経営分析」について説明する。 

 

 ５ 議題（３） 平成２７年度建設改良事業の発注状況 

 

事務局（仁谷上水道次長） 

   ○「平成２７年度建設改良事業の発注状況」について説明する。 
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 ５ 議題（４） 放射性物質を含む浄水発生土の状況 

 

事務局（木滑浄水場長） 

   ○「放射性物質を含む浄水発生土の状況」について説明する。 

 

 ５ 議題（５） 「健康のため水を飲もう」推進運動の取り組み状況 

 

事務局（新保副参事） 

   ○「「健康のため水を飲もう」推進運動の取り組み状況」について説明する。 

 

小林会長 

   ○事務局の説明が終了し、１０分間の休憩に入ることを告げる。 

 

   【１０分間の休憩】 

 

小林会長 

   ○事務局の説明に対して、質問や意見を諮る。 

 

佐藤委員 

   私は会計に関しては全く分からないが、当年度純利益がポンと上がったのは、今年だ

けだと思うが、形としてはこのままこの形を踏んでいくということになるのか。 

   民間に合わせた制度改正ということだが、民間制度上では赤字になるとの説明があっ

たが、これが損益計算書に表れてこないということは、近寄ってはいるが、全く同じで

はないということか。 

事務局（荒木上下水道局長） 

   平成２６年度から４６年ぶりに制度が大きく変わったということで、新会計制度が適

用されます。数値的なものは、これからも続きます。 

   ただ、民間とは全く同じものではありませんので、仕組みが少し違うということ、近

づけてはいるが全く一緒ではありません。 

事務局（高橋係長） 

   平成２６年度が５千万円ほど、昨年度と比べると現金の伴わない利益があると申し上

げましたが、今後、１０年間で試算をいたしますと、ほぼ同額の現金を伴わない利益が

発生いたします。 

   例えば、当期純利益を１億円計上できたとしても従来と比べれば５千万円差し引いた

分しか、現金は溜まらないということになります。 

   ただし、利益は利益ですので１億でれば１億の利益、５千万でれば５千万の利益、こ

れは正規の利益と見ざるを得ません。 

   ご説明の中で、補てん財源のことも若干申し上げましたが、補てん財源というのは公
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営企業の独自の制度で、民間で言えば内部留保といいますが、そこで現金がどれくらい

あるかを調整して管理していくということになります。 

佐藤委員 

   もう１点よろしいか。 

   東京電力から補償金が入ってきたわけだが、放射能が、一般の河川水からは検出され

ないが、浄化したものからは数値的に出てきているということか。それは、何が原因か。 

事務局（木滑浄水場長） 

   河川水をそのまますくって検査にかけると放射能は一切検出されません。ですが、河

川水の中にある汚れた泥等の濁質分に放射性物質はくっつく性質があるので、浄水場に

水を持って来て汚れた部分を取り除いた汚泥には放射性物質がくっついてきます。 

   泥の状態で検査しますと濃度はそんなにないのですが、天日で乾かして水分を抜きま

すと濃縮されて１００～２００Ｂｑ/ｋｇの濃度が検出されます。河川水の水の状態では

検出されませんし、阿賀野川の上流が福島県ですので流れてくる可能性もございますし、

河川の底に付着しているものが、雨が降って濁流となって来る場合もございますし、そ

ういった影響は完全にゼロではないということになります。 

佐藤委員 

   もう１点お願いしたい。 

   今後、指定廃棄物は出てこないと思うが、特定産業廃棄物は、まだこれから出てきて、

その処分費として補償金が入るということか。 

事務局（木滑浄水場長） 

   指定廃棄物とは８，０００Ｂｑ/ｋｇを超えるもので、８，０００Ｂｑ/ｋｇ以下は今

の法律では通常の産業廃棄物として処分して構いませんというのが国の意向であります。 

   浄水場で保管しているものは平成２４年４月１日に法律が外される以前のもので、そ

れまで、原発の事故が起きて出てきたものは全部、濃度に関わらず保管しなければなり

ませんでした。 

   ところが、平成２４年４月１日以降は８，０００Ｂｑ/ｋｇ以下のものは、普通の産業

廃棄物として処理して構わなくなり、今はそのように処理しております。保管している

物はそれ以前に出たもので、まだ法律に縛られているものであります。法律の縛りを外

してもらえれば、通常の産業廃棄物として処理ができます。 

小林会長 

   長期前受金の収益化についてだが、会計制度の見直しに伴い、国からの補助金等を収

益化することにより、今まで赤字だったものが黒字にすり替わるという、数字のマジッ

クという感じでよろしいか。 

事務局（高橋係長） 

   言われる通りかもしれませんが、公営企業では、減価償却費を低く抑え、料金転嫁を

抑制するために、補助金等の金額を差し引いた額を帳簿価格とみなして減価償却できる

「みなし償却」制度を適用しておりましたが、これが廃止となった関係で、補助金分も

償却しなければならなくなりました。 
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   そういたしますと、減価償却費が増加しますので、その相当額を順次収益化すること

になりました。言われるとおり、マジック的なところもあるのかなと思います。 

   申し上げましたとおり、民間と同じにすると、基本的には私どもも赤字ですし、よそ

でも赤字が続出するということになります。 

   そうすると、水道料金も上げなければならないということになりますので、今までの

状態を維持させるための措置でありますので、まだ民間とは異なった会計ということに

なります。 

斎藤副会長 

   今のご説明で、補助金を頂くという説明がありましたが、その資産が非償却資産の場

合でも、今までは「みなし」でやっていたということか。 

事務局（高橋係長） 

   償却資産でなければ、いわゆる土地であれば、全く償却しませんので、この考えはあ

てはまりません。 

   現在、資本剰余金として残しているものが、土地に係る５百万円程度ということにな

ります。 

小林会長 

   私の方から、３点質問させて頂きたい。 

   緊急時に、例えば浄水場で送水管や設備が壊れたとか、災害になった場合の緊急時の

連絡管の整備についてお聞きしたい。 

   次に、トイレの流水量についてだが、以前は約１３リットルで流していたものが今で

は約４リットルで流れるようになり、民間では水を使わずに綺麗になるように企業努力

している。水道事業では危機感を感じていると思う。 

   いい対策はないものかと、「健康のため水を飲もう」推進運動に取り組んでいるが、渡

場の水は確かにおいしいかもしれないが、従来通り大室でも国の基準を上回る独自の管

理値を定めて、安心、安全のおいしい水を作っていただきたい。 

   後に、家庭用の浄水器を売りに来る業者がいるが、さらにおいしい水になるのか。 

   阿賀野市の水道水は、浄水器を使わなくても十分おいしい地域であると胸を張れるの

かお聞きしたい。 

事務局（荒木局長） 

   まず、緊急時の対応というかたちで、連絡管というお話がありました。先ほど、水道

施設の耐震化の取り組みということでご報告させていただきましたが、平成２３年から

平成２６年の４ヵ年で安田給水区の赤坂山配水池、それから大室浄水場の配水池の２つ、

合わせまして３つの配水池を耐震補強させていただいて、尚且つ緊急遮断弁ということ

でもしもの時に遮断をして水を溜めておけるという耐震施設の工事をさせていただきま

した。これによりまして、相当量の水を確保することが可能になりました。 

   また、阿賀野給水区と安田給水区ということで、給水区が分かれておりますが、非常

の場合については、給水区を連絡するバルブを開けながら、安田の水を阿賀野に廻した

り、阿賀野の水を安田に廻せるという連絡管が付いていますので対応は可能でございま
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す。 

   また、新発田エリアにつきましては、月岡が末端になっておりますので、ちょうど昨

年、平成２６年から新発田市の水道局と打合せをさせていただいて、新発田の水道と阿

賀野の水道管をつなげて、非常の時には新発田エリアからも水を送っていただけないか

ということで、検討作業を進めておるところでございます。 

   次に、節水についてのお話がございました。 

   水量報告の中でもご説明いたしましたが、生活用水が７割を占めております。一人当

たりの使用量を見ていただくと、４年前の平成２２年に比べまして下がってきています。

これは、先ほど小林会長が言われた、節水機器の普及というものが大きくあると思いま

す。 

   また、下水道の普及によりまして、節水をしておるという部分もあると思います。 

   そこで、私どもは従前から「水道水はおいしいです」と、「水道水を飲んでください」

ということでペットボトル水を作らせていただいて、是非、水を飲んでくださいという

ことで、宣伝も今年に入りましてから積極的にさせていただいているところです。 

   試算したのですが、毎日、コップ２杯ずつ水道から水を飲んでいただくと、年間１２

０万円ほど水道料金の収入が上がるということになっておりますので、みなさん、給水

区の方々ばかりでございますので、家に戻られましたら毎日２杯ずつ水を飲んで頂けれ

ばと思います。 

   ペットボトル５００ｍｌでだいたい１００円から１３０円ですので、ガソリンより高

い水を飲んでいる事になります。ペットボトル１本１００円というと安い感じがします

が、ガソリンより高いという話しをいたしますと、改めてペットボトル水は高いと思っ

ていただいて、水道を使って頂ける１つになればということで、宣伝をさせていただい

ているところでございます。 

   次に、浄水器についてということで、通常私ども水道水の検査項目５１項目の検査を

しております。ペットボトル水ですと食品衛生法の表示の義務が１６項目の検査で良く、

私どもはそれ以上の項目を検査しており、安心して御配りしておりますので、是非、お

使いいただきたいと、これも宣伝になりますが使用啓発ということでやらせていただい

ております。 

   いろんな水道局の方々とご一緒させていただいたり、水道を利用していただく他の所

から来る方々ともご一緒させていただく機会が多くありますが、阿賀野市の水は、大変

喜んでいただいております。 

   その一因は、川の水だけでなく渡場の地下水をブレンドさせていただいていますので、

ある意味美味しく飲んでいただけているのかなということもありまして、私どもの売り

の一つである地下水だけをボトリングさせていただいて、原水はこういう立派な地下水

を使わせていただいていますから、是非、これも飲んでいただきたいということで、使

用啓発に繋がればなという取り組みの一環として考えておりますのでよろしくお願いし

たいと思います。 

事務局（木滑浄水場長） 
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   一つだけご注意申し上げたいと思います。 

   浄水器というものは、いろいろなものがありますが、一般的には蛇口の末端に取り付

けて水道水に含まれる塩素分、カルキとも言いますが、これを抜くというのが一般的な

浄水器になります。 

   ところが、塩素の消毒部分というのは水道法で決まっておりまして、蛇口から必ず１

リットルあたり０．１ｍｇの消毒成分が出なければならないとなっており、浄水器を付

けますと逆に全部取り除いてしまいますので、浄水器を通した水というのは消毒成分が

ございませんので、フィルターを定期的に交換するとか、そういったところは十分に注

意していただければと思います。 

佐藤委員 

   冷蔵庫で作る氷も、浄水器の水だとカビが生えるということで、水道水でした方がい

いとテレビでやっていた。 

事務局（荒木局長） 

   今、水を溜めておくと自動で製氷する機械がついた冷蔵庫がありますが、あれは無菌

のペットボトルの水を使わずに、水道水をつかうようにと記載されています。 

小林会長 

   それでは、自信を持って阿賀野市の水道水を飲んでいただけるということで、みなさ

んが、朝夕一杯ずつ飲めば収入が１２０万円ほど上がるそうなので、頑張りましょう。 

長谷川委員 

   消火栓の件ですが、状況的に使わなければ非常にいいのですが、いざ緊急の場合、初

期消防などといいますが、使わなければならない状況になったら、圧を上げてくれるの

か、今はどのような状況なのか、お聞かせ願いたい。 

事務局（仁谷上水道次長） 

   消火栓の分野でございますが、私ども上水道は飲料水を供給しているというのが本分

でございまして、消火栓の分野になりますと消防水利の部分でありますので、こうなる

と消防、市の総務課の分野になりまして、水圧を上げるといったことが、我々の中で出

来ないのが現状であります。当然、初期消火になれば使っていただいて差支えないし、

やっていただければと思うのですが、その点検すらも消防が消防の予算でやっておりま

す。 

   私共も設置に関する依頼を受けて、設置はしますが、あくまでも消防からお金を貰う

という立場でございまして、消防水利に水道がそのためにブースターで圧を掛けるとか、

浄水場の方から圧を掛けて送るということなど、なかなか出来ないような状況になって

おります。消防水利とは別にしまして、防火訓練として、消火栓を使用するときは水道

局の方に申請を上げていただいているのが現状なのですが、水圧等に関してはなかなか

対応できるというのは難しいかなと思います。 

斎藤副会長 

   私たちは水圧を上げる時に、各場所に公設の消防団が消防車を持っていますので、消

火栓から消防車にポンプを繋いで、水圧を上げてはじくというやり方をすれば、いかよ
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うにも圧の加減が出来ると思います。 

 

小林会長 

   ○その他、意見・質問はないか諮り、質問等がないため、次第のその他に関して議題

の有無を確認する。 

 

事務局（荒木上下水道局長） 

   その他として一つだけ付け加えさせていただきます。 

   冒頭、お話し申し上げました、参考資料の「阿賀野市“新水道ビジョン”の策定につ

いて」ということでございます。 

   今回、ほとんどの委員の方につきましては引き続きお引き受けいただいておりますし、

長谷川委員におかれましては初めてですが、「水道ビジョン」の位置づけをご承知になっ

ておることと思います。基本的には今後の阿賀野市の水道をどんな風にしていくかとい

うものを定めていくということでございます。 

   私ども、平成２０年に 初の「水道ビジョン」を策定いたしまして、平成２４年に第

１回の改定をさせていただきました。 終目標年度が平成３０年ということでございま

したので、平成２７年に第２回目の改定をさせていただいて、平成３０年を迎えるとい

う予定であったわけでございます。 

   しかしながら、少子高齢化の進行に伴います人口の減少でありましたり、東日本大震

災の発生による危機管理、施設の耐震化ということで、新たな課題、新たな諸問題が発

生してきたところでございます。 

   また、阿賀野市においては、今後、阿賀野市が目指すべき姿を指標化や見える化した

新たな総合計画であります「阿賀野市総合計画２０１６～２０２４」、これを現在策定中

ですし、厚生労働省にいても「新水道ビジョン」として、給水人口や給水量が減少して

いることを前提とした施策への転換の必要性、震災対策、また危機管理等の必要性の観

点から、「安全・強靭・持続」をテーマにした新たな水道ビジョンを発表したところでご

ざいます。 

   私どもも、この機会をいい機会ととらえまして、「水道ビジョン」を改定するのではな

く、新たに作る阿賀野市の「総合計画」と厚生労働省の「新水道ビジョン」の基本理念

を踏まえまして、平成２８年度から向こう１０ヵ年の「阿賀野市新水道ビジョン」を策

定する予定でございます。 

   今、作業を進めておりまして、順調に行けば今年度末には皆様にお示し出来るのでは

なかろうかと考えているところでございます。 

   また、お示しをさせていただいて、ご意見、ご審議を頂戴して、新しいビジョンとし

て作っていきたいと考えております。そうなりましたら、ご連絡申し上げますのでご審

議をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

小林会長 
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   それでは、本日の次第が全て終了しましたが、決算状況からしますと、平成２６年度

も利益を計上しておりますが、給水量の減少はまだまだ続くようにも見受けられますの

で、一層の経営努力が必要になるものと思われます。 

   ただし、本日の議題にもありましたとおり、「健康のため水を飲もう」推進運動に取り

組んでいるように、事務局も“ただ手をこまねいていない”ようでございます。今はま

だ小さい運動かもしれませんが、経営努力をして、私も是非協力したいと思っておりま

す。委員の皆様もご協力くださるようお願いいたします。 

   事務局におかれては、水道はいかなる時でも大事なライフラインですので、安心でお

いしい水の供給を継続できるよう努めていただきたいと思います。 

   以上で本日の審議は終わりたいと思います。慎重審議、誠にありがとうございました。 

 

   ○審議会の閉会を宣言し終了する。 

 

９ 問い合わせ先 

  上下水道局 庶務係 TEL：0250-62-2159 

            E-mail：suido111@cocoa.ocn.ne.jp 


