
「第２次津市水道事業基本計画（案）」に対する意見募集の結果について 

 

意見の概要 意見に対する考え方 

10 年計画となっているが、拙速に 10 年

足らずで計画をする必要はない。東南海の

地震も考えられ地震対策が大事では内か。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今回の基本計画は、今後 50 年間の投資経

費を試算した上で、将来世代に先送りするこ

とのないよう、事業費の平準化を行い、その

うち、平成30年度からの 10年間の計画です。 

 また、東海・東南海・南海地震に備えて、

施設の耐震化を進める計画としています。 

 自己水源系統が 51％、県水系統が 49％

と記述しているが、長良の水が来てからま

ずい水道になった。鮎釣りに行くが、小便

くさい長良の水は止めて欲しい。遠路はる

ばる地震国で、大事な水は地元で、産直で

考えてほしい。 

現行のままとします。 

【理由】 

 全ての水源において水質基準を満たして

おり、自己水源の保持や活用についても、継

続して取り組んでいきます。 

 また、東海・東南海・南海地震の備えにつ

いても、県水の施設は耐震基準を満たしてい

るという回答を得ていることから災害時の

バックアップとして有効です。 

水源は原則、地産地消 

 価格、東南海地震対策から経済的検討

を。 

 人口減少社会で、大規模でなく、小回り

のきくコンパクトな自己水源は大切です。 

現行のままとします。 

【理由】 

 市内すべてを県水へ切替える計画ではあ

りませんが、県水へ切替える地域について

は、施設の老朽化も進んでおり新たな施設の

更新費用や維持管理費用等を踏まえて総体

的に検証した結果、県水への接続切替えとい

う結論に至ったものです。 

 また、東海・東南海・南海地震の備えにつ

いても、県営水道の施設は耐震基準を満たし

ているという回答を得ていることから災害

時のバックアップとして有効です。 

 県水への切り換えとあるが、危機対策上 

長良川水系に依存しすぎるのはかえって

危険であり、自己水源を廃止は慎重である

べきと思う。 

現行のままとします。 

【理由】 

 市内すべてを県水へ切替える計画ではあ

りませんが、県水へ切替える地域について



は、施設等の老朽化や鉄・マンガン等の濃度

が比較的高い地域やクリプトスポリジウム

対策等が必要な地域もあり、新たに安定した

水量の自己水源の確保ができないことから、

県水に切替えることにより、安全で安心な水

道水の供給が担保できるものです。 

 また、東海・東南海・南海地震の備えにつ

いても、県水の施設は耐震基準を満たしてい

るという回答を得ていることから災害時の

バックアップとして有効です。 

 安定した水源の確保は自治体の責務で

すが、水源の確保や治水対策は自治体を悩

ませてきました。ましてや、10 の市町の

合併自治体である津市は、水源の確保や治

水対策に努力をされ、総合支所の存在理由

にもなっています。 

 しかし、水源確保は１自治体の権限を越

え、国の河川行政に大きな影響を受けて来

ました。とりわけ、長良川からの県水は

国・県の影響を受けています。2005 年 7

月 8 日の「中日新聞は」、これまで三重県

が長良川から取水していた水は、実は木曽

川からの取水だと報道して問題になりま

したが、水源さえも事実ではない事もある

のです。 

 今回の計画では、安濃、河芸地区の自己

水源を放棄して長良川の県水を入れると

されていますが、今でも半分しか使ってい

ない県水は、返上こそすれ増加する必要は

ないと考えます。 

現行のままとします。 

【理由】 

 安濃、河芸地域については、施設等の老朽

化やクリプトスポリジウム対策等が必要な

地域や鉄・マンガン等の濃度が比較的高い地

域もあり、新たに安定した水量の自己水源の

確保ができないことから、県水に切替えるこ

とにより、安全で安心な水道水の供給が担保

できます。 

 また、長良川水系からの水源は、中勢地域、

北勢地域の 10 の自治体が要望した水量分の

施設が構築されており、現行の施設能力を活

用して県水供給に切替えますので増加では

ありません。 

 県水への切り替えを容易にやるべきで

はない。遠くの水より近くの水を使うべき

だ。何より安心が大切だ。浄水場の場居説

明がないので理解がしにくいが、働く場所

作りとしても重要だ。 

現行のままとします。 

【理由】 

 県水へ切替える地域については、施設等の

老朽化や鉄・マンガン等の濃度が比較的高い

地域やクリプトスポリジウム対策等が必要

な地域もあり、新たに安定した水量の自己水



源の確保ができないことから、県水に切替え

ることにより、安全で安心な水道水の供給が

担保できます。 

 また、東海・東南海・南海地震の備えにつ

いても、県水の施設は耐震基準を満たしてい

るという回答を得ていることから災害時の

バックアップとして有効です。 

 なお、廃止予定の浄水場はすでに遠方監視

により自動化しており、新たな雇用の創出に

つながるものではありません。 

 地元のおいしい水をこれからも飲みた

い。長良川の水はイヤです。 

現行のままとします。 

【理由】 

 県水へ切替える地域については、施設の老

朽化も進んでおり新たな施設の更新費用や

維持管理費用等を踏まえて総体的に検証し

た結果、県水への接続切替えという結論に至

ったものです。 

 なお、全ての水源において水質基準を満た

しており、自己水源の保持や活用について

も、継続して取り組んでいきます。 

 河芸地域の自己水源もやめて、長良川の

水をとのことですが地震等の災害が起き

た時に長い距離を走っている配管の損壊

があれば、ライフラインとしての水はどう

なるのでしょうか 地域の水源を維持す

ることも大事だと思われます。 

現行のままとします。 

【理由】 

 施設等の老朽化や鉄・マンガン等の濃度が

比較的高いこともあり、安定した水量の自己

水源の確保ができないことから、県水に切替

えることにより、安全で安心な水道水の供給

が担保できるものです。 

 また、県水の施設は耐震基準を満たしてい

るという回答を得ていることから災害時に

も有効であります。 

 安定した水源の確保は自治体の責務で

す。これまでも、雲出川を擁する津市は水

害に悩まされながらも対応してこられま

した。しかし、今回の計画では、安濃、河

芸地区の自己水源を放棄して長良川の県

水を入れ、災害対策で「バックアップ」工

現行のままとします。 

【理由】 

 安濃、河芸地域については、施設等の老朽

化やクリプトスポリジウム対策等が必要な

地域や鉄・マンガン等の濃度が比較的高い地

域もあり、新たに安定した水量の自己水源の



事をおこなうとのこと。長良川からの敷設

管は地震時に対応出来るのでしょうか。計

画ではわかりません。自己水源と県水の水

質比較も必要だと考えます。 

確保ができないことから、県水に切替えるこ

とにより、安全で安心な水道水の供給が担保

できます。 

 なお、県水の施設は耐震基準を満たしてい

るという回答を得ていることから災害時に

も有効であります。 

 また、水質検査結果についてはホームペー

ジに掲載しており、全ての水源について水質

基準を満たしております。 

 老朽資産問題が機械的に記述されてい

るが、下水のポンプ場のポンプは 30 年 35

年放置競れていると表が記載されており、

バランスを欠く。単純すぎる。 

現行のままとします。 

【理由】 

 本計画では、施設、管路について、それぞ

れ経過年数を算定しており、その結果、2038

年度には健全資産が 25％まで減少し、老朽化

資産が 50％を超えます。これは、現有する資

産を法定耐用年数で更新しなかった場合の

試算であり、そうならないため更新基準を定

め、計画的に更新を行う計画となっていま

す。 

 

有収率 津市 85％ 類似事業体 90％ 

 銀行等の振り込み等で行えばこの数字

も理解できますが、顔が見える形での集金

方法を考えると数字は上がると思います。 

理由：汚水組合の回収率はかなり高い。 

方法：小学校区に在住の人に未納者の集金

を依頼する。 

次のとおり一部を修正し、その他については

現行のままとします。 

【理由】 

 有収率は、有収水量を総配水量で除して算

出し、施設の稼働が収益につながっているか

を示す指標です。 

 ご意見を拝読しますと収納率ではないか

と推察しますが、有収率について説明が不足

した部分もあると考えますので、P58 以降の

付録・語句の説明へ総配水量と有収率を記載

することとします。 

【修正前】なし 

【修正後】 

総配水量・・・配水池から送り出したすべて

の水量 

有収率・・・有収水量を総配水量で除して算



出し、施設の稼働が収益につながっているか

を示す指標 

財政収支の見通しだが、自己水源の状況

や、県水でも長良と雲出での割合や担架な

ど明示せずに、結論の押しつけは止めるべ

きである。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今後 10 年間の水道事業を運営していく上

で、財政の収支均衡を図る必要があります。 

 今後も毎年度の予算・決算等を市広報（水

道局だより）やホームページにより公表し、

水道事業の経営状況について、ご理解いただ

くよう取り組んでまいります。 

 また、料金改定の検討をする場合には、市

広報（水道局だより）等により、その必要性

を広く市民の皆様にお知らせしてまいりま

す。 

 水道事業は 10 年間での工事が値上げの

大きな理由ですが、10 年間で、従来の 2

倍の工事を行う計画とされています。短い

期間で実施する必要があるのでしょうか。

15 年間であれば負担は大きく変わりま

す。15 年間の試算はありません。試算を

提示すべきです。 

 さらに、水道事業会計を見ますと、基金

残高は約 53 億円、流動比率は 391.6％

（2015 年度地方公営企業年鑑）となって

おり優良です。そもそも、基金は必要な施

設更新工事を行うために貯金してきたの

ではありませんか。試算の再検討をされる

べきです。 

 

現行のままとします。 

【理由】 

 基本理念である「持続する水道」を実現す

るため、50 年先を見据えた上での今後 10 年

間の計画であり、本計画では更新基準年数を

設定し、それに基づき事業計画を立てていま

す。今回の計画分を 15 年間で実施した場合

は、その後の更新についても先送りとなり、

安全で安心な水道水の供給が担保できなく

なる恐れもあることから、本計画を基本とし

て事業を実施していきます。 

 2017 年度（平成 29 年度）末の資金残高約

53 億円については、大規模災害等に備え給水

収益の一年分を確保しておくことが望まし

いとされる金額ですが、必要な施設の更新を

進めると減少の一途を辿ることになり、収支

バランスを保つため 2021 年度に 28％の料金

改定が必要となるシミュレーション結果か

ら、決して優良と判断できるものではありま

せん。 

 今回、水道・下水道の整備計画が同時に

提案されており、私たち市民への料金値

現行のままとします。 

【理由】 



上・負担も同時に襲ってきます。水道は

10 年間の大規模改修が値上げの理由との

ことですが、10 年間という短い期間で実

施する必要があるのでしょうか。例えば

15 年間であれば負担は大きく変わるので

はないでしょうか。15 年間の試算も出し

ていただきたいです。 

 基本理念である「持続する水道」を実現す

るため、50 年先を見据えた上での今後 10 年

間の計画であり、本計画では更新基準年数を

設定し、それに基づき事業計画を立てていま

す。今回の計画分を 15 年間で実施した場合

は、その後の更新についても先送りとなり、

安全で安心な水道水の供給が担保できなく

なる恐れもあることから、本計画を基本とし

て事業を実施していきます。 

 2021 年に値上げを検討されているが、

28％となっているが、あまりに率が大き

く、負担が大きいので見直しが必要ではな

いか。 

現行のままとします。 

【理由】 

 平成 30年度から 10年間の収支状況を考え

ていく中で、安全で安心な水道水を供給する

ため、必要な施設の更新や耐震化等を進めて

まいりますと、現行の料金体系では健全な事

業運営が困難となりますが、現段階ではあく

までもシミュレーションとしてお示しして

いるものであり、今後一層の経営健全化に向

けて取り組んでまいります。 

上下水道料金の値上げについて 

 この度、津市上下水道料金の大幅値上げ

についてのチラシを見ました。津市の広報

では今まで何の説明もなかったと思いま

す。津市の上下水道料金値上げなら、津市

から市民に対して値上げの説明が必要で

はないでしょうか。前葉市長は「現場の声

が大事」と常々、広報などで述べておられ

ます。現場とは市民の生活ではないでしょ

うか。市民に対して上下水道料金値上げの

具体的な説明もなく短期間の「パブリック

コメント」を求めて市民の理解を得た。と

なれば形式だけではないでしょうか。上下

水道料金は市民（現場）の生活に大きく影

響します。市民が納得できるように資料な

どをだして各地域での説明会など市民の

理解を得る必要があるのではないでしょ

現行のままとします。 

【理由】 

 今後において料金改定の検討をする場合

は、市広報（水道局だより）等を通じて、水

道事業の現在の経営状況や料金改定の必要

性を広く市民の皆様にお知らせして、ご理解

いただくよう取り組んでまいります。 

 また、市議会でもご協議いただいた後、詳

細が決定いたしましたら、市広報（水道局だ

より）やホームページなどを通じて、お知ら

せをしてまいります。 



うか。 

 

 上下水道共に大幅な値上げ案である。パ

ブリックコメントでの意見・提案だけにと

どまらず、利用者に対し各地域での説明会

を開催して頂きたい。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今後において料金改定の検討をする場合

は、市広報（水道局だより）等を通じて、水

道事業の現在の経営状況や料金改定の必要

性を広く市民の皆様にお知らせして、ご理解

いただくよう取り組んでまいります。 

 また、市議会でもご協議いただいた後、詳

細が決定いたしましたら、市広報（水道局だ

より）やホームページなどを通じて、お知ら

せをしてまいります。 

 市民の一人としては、安全で安心なおい

しい水をできるだけ安く供給してほしい

ということになりますし、必要な負担はし

なければとは思います。しかし「これでど

うだ」といわれてもわからないことも多

く、判断しかねます。この際、全市民が上

下水道のことをしっかり理解するため、全

市民にゆきわたる説明会を開いて下さい。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今後において料金改定の検討をする場合

は、市広報（水道局だより）等を通じて、水

道事業の現在の経営状況や料金改定の必要

性を広く市民の皆様にお知らせして、ご理解

いただくよう取り組んでまいります。 

 また、市議会でもご協議いただいた後、詳

細が決定いたしましたら、市広報（水道局だ

より）やホームページなどを通じて、お知ら

せをしてまいります。 

上下水道料金の値上げについて 

 「値上げありき」のパブリックコメント

では意味がないと思います。上下水道の値

上げは私たち市民の生活を苦しめ困りま

す。値上げはやめてほしい。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今回の計画については、料金改定を前提に

作成したものではなく、平成 30 年度から 10

年間の収支状況を考えていく中で、安全で安

心な水道水を供給するため、必要な施設の更

新や耐震化等を進めてまいりますと、現行の

料金体系では健全な事業運営が困難となる

シミュレーション結果をお示ししたもので

す。 

 今出されている 2018 年度からの水道

料・下水道料の基本計画について反対で

現行のままとします。 

【理由】 



す。 

 上下水道料金の大幅引き上げは、年金生

活者にとって大変な負担となります。一昨

年に国保料の値上げが実施され、生活費を

切り詰めている状況もあり、これ以上の負

担増は許せません。 

 もう少し、市民の意見を聞く機会を作っ

て、みんなが納得できる様、基本計画を示

して下さるよう要望します。なんでも市民

への負担をということでなく、市民税の使

い方を見直してください。 

 今回の計画については、料金改定を前提に

作成したものではなく、平成 30 年度から 10

年間の収支状況を考えていく中で、安全で安

心な水道水を供給するため、必要な施設の更

新や耐震化等を進めてまいりますと、現行の

料金体系では健全な事業運営が困難となる

シミュレーション結果をお示ししたもので

す。 

 料金改定の検討をする場合には、市広報

（水道局だより）等により、その必要性を広

く市民の皆様にお知らせしてまいります。 

 水道料金の近年の値上げは、2008 年（平

成 20）に 19.69％、2014 年（平成 26）に

消費税増税に伴い料金を上げています。今

回の計画では2021年に平均28％の値上げ

を見込んだ計画となっています。そもそ

も、28％の根拠が不明です。下水道計画

（案）の丁寧な積算に相当する水道料金シ

ミュレーションの提示はしていただきた

いと思います。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今回の計画については、料金改定を前提に

作成したものではなく、平成 30 年度から 10

年間の収支状況を考えていく中で、安全で安

心な水道水を供給するため、必要な施設の更

新や耐震化等を進めてまいりますと、現行の

料金体系では健全な事業運営が困難となる

シミュレーション結果をお示ししたもので

す。 

 料金改定の検討をする場合には、市広報

（水道局だより）等により、その必要性を広

く市民の皆様にお知らせしてまいります。 

事業の基本理念に関わる意見です。 

 安全・安心で、なおかつ「安い」水を。

まず、料金が「類似自治体や県内市の中で

低いから上げてもいい」との説明です。県

都である津市の水道料金が低くてだめな

んでしょうか。市民アンケートでも（Ｐ29）

水道、下水道への感心が高いことを紹介し

ています。 

 また、「津市まち・ひと・しごと創生 人

口ビジョン・総合戦略 」の基本目標④に

おいて、「人と人が繋がった暮らしやすい

地域づくり」の項目で「安心で安定した給

現行のままとします。 

【理由】 

 安全で安心な水道水を供給するため、必要

な施設の更新や耐震化等を進めていく必要

があります。現行の料金体系では健全な事業

運営が困難となるシミュレーションとなっ

ています。安全・安心で安価な水道を持続す

るため、今後一層の経営健全化に向け取り組

んでまいります。 



水確保」の項目が記載されています。津市

の水は、安全・安心で、なおかつ「安い」

と押し出しができないのでしょうか。津市

で暮らしたいと思うポイントにできない

のでしょうか。 

 県企業庁と料金の何を交渉するのか不

明である。 

現行のままとします。 

【理由】 

 引き続き、料金全般について交渉していき

ます。 

 若手技術者の育成について、自前の技術

者がいなくて、水道事業は成り立たない。

「おい、こら」公務員は不要。技術のわか

る職員をきちんと計画をたてて養成する

ことが重要です。 

現行のままとします。 

【理由】 

 引き続き、あらゆる人材育成の機会を活用

し、技術職員の育成に取り組んでいきます。 

 3 割もの料金値上げについてです。水と

下水は市民が生活するに、なくてはならな

いものです。消費税でもあと 2％の値上げ

に、安倍政権でも躊躇をしています。さら

に、10 の市町が合併した津市です。今回、

大幅値上げ案であり、市民生活のみなら

ず、中小企業や商店の経営にも影響が多い

と考えられます。業態ごとの試算も提示さ

れないと、平均での値上げ案では理解が出

来ません。また、水道料金の近年の値上げ

は、2008 年（平成 20）に 19.69％、2014

年（平成 26）に消費税増税に伴い料金を

上げています。今回の計画では 2021 年に

平均 28％の値上げを見込んだ計画となっ

ています。 

 現在、下水道使用料を含めて 10,000 円

の家庭では、今回の値上げで約月 13,000

円となり、年間で 36,000 円以上の持ち出

しとなります。平均 28％の値上げとされ

ていますが、中小企業や病院、飲食業者で

の試算を明らかにしてください。 

現行のままとします。 

【理由】 

 本シミュレーションでは必要となる全体

費用に対して、確保できる収益を見込んだう

えで、なお不足する収益を給水収益（料金収

入）全体で埋める場合、2021 年度に 28％の

改定が必要であるというシミュレーション

結果をお示ししたものであることから、業態

別の試算は行っていません。 

 人口の減少は、津市の場合大きく動いて 現行のままとします。 



おり、正確名把握が必要ではないか。 【理由】 

 津市総合計画基本構想・第 2次基本計画の

人口推計をもとに給水人口を推計していま

す。 

 少子化対策（人口減少）と地震・災害を

考慮して水道事業を進めていただきたい。 

現行のままとします。 

【理由】 

 人口減少や節水機器の普及により水需要

の減少に伴い、水道施設規模の縮小、地震等

の災害に備えて施設の機能強化等を実施し

ていく計画としています。 

 最近の津市のパブコメの提出者数を見

ますと、「津市都市マスタープラン」はさ

すがに 19 人なのですが、「津市教育振興ビ

ジョン後期基本計画（案）」は 1名、「第 4

期津市障がい福祉計画（案）」にいたって

はゼロの実績です。有権者が 23 万人とす

ると 10 万人に 1 名のレベルです。いきな

り事業計画にパブコメで、「意見を聞きま

した」とするには、あまりに形骸化した手

法ではないでしょうか。 

 地域の状況（水道水の取水形態から、下

水の状況も）は多様です。水道局の皆さん

もご苦労されているとは思いますが、異な

る地域の話は、地域（旧町）段階での説明

が必要ではないでしょうか。津市は、9の

旧市町に総合支所を残してみえます。ぜ

ひ、支所ごとでの説明会を検討ください。 

現行のままとします。 

【理由】 

 パブリックコメントについては、広く市民

の皆様から意見をいただく手法として有効

であると考えます。 

 今回の計画については、市議会からもご意

見をいただき策定を進めるものです。 

 また、今後も毎年度の予算・決算等を市広

報（水道局だより）やホームページにより公

表し、水道事業の経営状況について、市民の

皆様にもご理解いただくよう取り組んでま

いります。 

 広報で知り、まず思ったことですが、イ

ンターネットで資料を閲覧できるとのこ

とで試みました。しかし、膨大な資料に圧

倒、一市民には読んでも理解は容易ではあ

りませんでした。例えば、この間、市長さ

んが地域懇談会を開いてくださっている

ように、地域説明会のような機会をつくっ

ていただけるとよいのではと思いました。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今回の計画については、市議会からもご意

見をいただき策定を進めるものです。 

 また、今後も毎年度の予算・決算等を市広

報（水道局だより）やホームページにより公

表し、水道事業の経営状況について、市民の

皆様にもご理解いただくよう取り組んでま

いります。 



 初歩的なことだが、本計画の説明会や意

見聴取の案内について、市の広報にも広報

しない、説明会もやらずホームページだけ

というのは乱暴なやり方で、民主憲法の下

では通用しないことを指摘したい。市民の

一員として上水道は、人権・生存権の基盤

（インフラ）のであり、国民の共有財産で

ある。動植物にとって生存に欠かすことの

できない物質である。地方自治法から言っ

て「くらしと命をまもる」地方自治体とし

て、軽く扱ってもらっては困る。重要だ。

しかも不十分な内容で 3 ヶ月ぐらいの期

間があってしかるべきで、延期を求める。

拙速に決める内容ではない。 

現行のままとします。 

【理由】 

 今回の計画については、市議会からもご意

見をいただき策定を進めるものです。 

 また、今後も毎年度の予算・決算等を市広

報（水道局だより）やホームページにより公

表し、水道事業の経営状況について、市民の

皆様にもご理解いただくよう取り組んでま

いります。 

 まとめの2067年には老朽管が60.2％に

なるという試算には異和感をおぼえます。 

現行のままとします。 

【理由】 

 放置すれば 2067 年度には老朽管が全体の

60.2％となりますが、そうならないため計画

的に老朽管更新を実施していきます。 

 


