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（水を使っている人）

（いろいろな設備）

四日市の水道を考えるシンポジウム四日市の水道を考えるシンポジウム

2019 年 12 月 14 日（土）に四日市市 市民交流館　本町プラザ１Fホールにて開催された
私たちにとって大事な命の水についてのシンポジウムを取材しました。
2019 年 12 月 14 日（土）に四日市市 市民交流館　本町プラザ１Fホールにて開催された
私たちにとって大事な命の水についてのシンポジウムを取材しました。

取材

　2018 年の水道法改正により、 コン
セッション方式（官民連携の一種で運
営権を民間事業体に長期売却する方法）
による、 水道事業の民営化が可能になり
ました。
　四日市市と三重県は、 その導入を推
進するトップセールス事業体として、 国に
より選定されています。
　しかし、 世界の多くの都市では、 水
道の民営化を行ったあとに水質悪化や料
金高騰、 等により再公営化された例が
あとをたちません。 設備の老朽化や災害
から、 安全でおいしい水を守るために私た
ちが知っておくことは何でしょうか？
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「水道民営化で水はどうなる」「水道民営化で水はどうなる」

水ジャーナリスト。
アクアスフィア・水教育研究所代表。
水と人の未来を語るWEB マガジン
「アクアスフィア」編集長。
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水ジャーナリストとして水問題やその解決方法を調査、発信。
アクアスフィア・水教育研究所を設立し、自治体・学校・企業・
NPO・NGOと連携しながら、「みずから考える人」、「水を語れ
る人」を育成するなど、水問題を水リテラシーの普及活動（国や
自治体への政策提言やサポート、子どもや市民を対象とする講演
活動、啓発活動のプロデュース）を行う。
NPO法人 WaterAid Japan理事、NPO法人 地域水道支援センター
理事、武蔵野大学非常勤講師、愛知県立芸術大学非常勤講師 

☜この図は分数のよう
な形をしています。 下
は水を使っている人。
上は水が水源から家
に来るまでにあるいろん
な設備。 設備は自治
体や水道事業者によ

＜改正水道法＞　2018 年 12 月の国会で改正案が可決され、 成立。
最大の変更点は、 自治体が給水責任、 施設の所有権を持ったまま、 運
営権を民間企業に売却する 「コンセッション方式」 を選択できるようになった
こと（24 条）。 2019 年 10 月 1日より施行

自治体の中で自分たちの水道施設がどうなっているか

きちんと図面などに書き起こされている自治体は 4 割

しかありません。

そもそも人口減少による料金収入減少が水道事業を困難

にしているわけで、人口減少が目立つ自治体や、規模が

小さな自治体は、民間企業が参入しても、厳しい状況は

変わらないでしょう。営利を求める民間企業なら、そう

いった小さな自治体を相手にしないのではないかという

ことが危惧されます。

＜プロフィール＞　はしもと・じゅんじ　
1967 年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。水ジャーナリスト。
アクアスフィア・水教育研究所代表。Yahoo! ニュース個人オーサー
ワード 2019。自治体・学校・企業・NPO・NGO と連携しながら、
水リテラシーの普及活動（国や自治体への政策提言やサポート、子
どもや市民を対象とする講演活動、啓発活動のプロデュース）を行う。
近著に『67 億人の水』（日本経済新聞出版社）、『日本の地下水が危
ない』（幻冬舎新書）、『100 年後の水を守る　水ジャーナリストの
20 年』（文研出版）、『水がなくなる日』（産業編集センター）など。

①人口減少、節水社会が広まっている。

　分母の数がどんどん減って、例えば 10 人で支えてい

　たのが 5 人になれば単純に考えると利用負担が 2 倍

　になる。節水型の家電や設備が増えた。自然環境に良

　いが、水道経営からすると水が売れない。

②施設、設備の老朽化→交換しなくてはいけない

　費用がかかるため少しずつ交換するので古くなった水道

　管などがそのまま残ってしまう。2018 年大阪北部地震

　では 40 年の耐用年数を 10 年以上超える水道管の破裂

　で大規模断水が起きている。1 ㎞の水道管を更新するに

　は 1 ～ 2 億円必要で、日本中に張り巡らされた水道管

　66 万㎞。更新費用は膨大。

③人材不足、技術継承難への対応

　専門知識を持つ水道の職員がどんどん減っている。

　地域の特性を生かしている仕事なので地域の水の事情

　がノウハウとして必要。これからも気候変動が確実に

　おきるので、より水を扱うのが難しくなる。一律では

　なく地域に合ったやり方が必要。

　2018 年 12 月に水道法が改正されましたが、ほとんど

の人が知りません。

　今から宮城県の事例をお話ししますが、なぜなら

宮城県が 1 号事例として成立してしまうと四日市でも

影響が出るかもしれないからです。

　「みやぎ型管理運営方式」
■上水道・工業用水道・下水道事業をひっくるめて 20 年間民間

　企業が運営する。

■水質を維持するための方法は、民間企業にまかせ、水道料金の

　徴収も民間企業が行う。

このところの新聞報道では、この方式のメリットだけが

強調されています。上水道に限れば 20 年間で 120 億円

削減するとなっている。まったく根拠のない数字です。

　政府は、 自治体よりも民間企業のほうがコスト削減のノウハウ
があり、 さらに民間企業を参入させることで競争原理が働いて、
さらなるコスト削減が期待できるとしており、 更新コストの削減は、
水道料金アップを抑制することにも繋がると政府は期待しています。
　はたして、 そううまくいくのでしょうか。
　水道事業は独占事業と言えます。 そもそも競争が行われる事
業なのでしょうか。 だいたい人口減少による料金収入減少が水道
事業を困難にしているわけで、 人口減少が目立ったり、 規模が小
さな自治体は、 営利を求める民間企業が相手にしないのでは？
また水道料金の値上げに上限をつけたら、 サービスの低下につな
がらないかということが危惧されます。
　　宮城県の事例をお話しします。 宮城県が 1号事例として成
立してしまうと四日市でも影響が出るかもしれません。 宮城県議
会で 「コンセッション方式」 を導入する条例改正案条例を今、
可決しようとしていますが、 ほとんどの方は知りません。
（12/17 に可決しました。 宮城県は 2022 年 4 月から導入する方針）

　
　

　　　　今日は水道の現状と課題、
　　　住民参画についてお話しします。
　　みなさんは、水道料金がどのようにして
　　　決まっているかご存知ですか ?
　

　その解決のため、 2018 年 12 月に水道法が改正されましたが、
改正されたことを、 ほとんどの人が知りません。
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■上水道・工業用水道・下水道事業をひっくるめて 20 年間民間
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ってちがいます。 ダムや浄水場、 配水池等がある自治体もあれ
ばない自治体もある。 また、 きれいな地下水を使用している所
ではこういった設備はほとんどなくて若干の殺菌だけでいい自治体
もある。 大都市ではたくさんのダムから水を引っ張り、 浄水場も
たくさんあって水道管も経路が長い。 一律ではありません。
　現在の日本の水道料金には約 10 倍の格差があり、 今後も
拡大していくと考えられています。 なぜなのか、 これには 3 つの
課題があります。

　“みやぎ型” と言ってコンセッションという言葉が表に出ていません。
このところの新聞報道では、 この方式のメリットだけが強調されて
います。 上水道に限れば 20 年間で 120 億円削減するとなって
いる。 まったく根拠のない数字です。
　コンセッションをやる場合、 自治体と請け負う企業が契約を


