
第１回 森町上下水道事業の料金等審議会議事録 

 

期 日 令和 3 年 10 月 6 日(水) 14 時～15 時 

場 所 森町役場町民生活センター 2 階 集会室 

出席者 委員：佐藤和美、加藤久幸、川岸和花子、鈴木康之、鈴木寿一、山

本玲子、岡田スミエ、梅下博光、大原直幸（委員名簿順によ

る 出席者 9 名） 

    町 ：課長、課長補佐、水道課(2 名) 

コンサル：㈱大場上下水道設計(2 名) 

 

1 開 会 

 

2 町長挨拶 

日頃より、森町の町政運営、水道事業の運営につきましてはご理解とご

協力を頂いていることを改めてお礼を申し上げます。 

またこのたびは皆様ご多忙のところにありますけれども、本審議会の委

員をお引き受けいただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼を申

し上げます。 

森町の水道事業でありますが、昭和 49 年に事業を開始しております。そ

れ以降、安全で安心、そして安価な水道水を町民の皆さん、事業者の皆さ

んにご利用していただくために、日々業務に励んでいるところでございま

す。 

しかしながら、昭和 49 年の事業開始以来で 47 年経過しているというこ

とで、施設の老朽化等さまざまな課題がございます。 

これまでにも、老朽化施設の更新、あるいは石綿管の布設替え、あるい

は水道管の耐震化等、取り組んできましたけれども、今後を見るときに人

口減少であるとか、あるいは例えば洗濯機など、水を使う家電製品の節水

機能が非常に向上しておりまして、また利用者の皆さんにも節水意識が高

まっておりますので、そういったことで今後の水道料金の収入が減少して

いくという見通しを立てております。 

森町におきましては、平成 28 年度に森町水道事業基本計画を更新し、ま

た平成 30 年度には、森町水道事業経営戦略を策定しております。そのよう

な計画、戦略の中で、今後水道料金見直しの検討が必要であるという結論

に至っております。 

そのようなことから、こうして森町上下水道事業料金等審議会を立ち上

げさせていただきまして、委員の皆様にご審議をいただきたいと考えてお



ります。 

後ほど諮問をさせていただきますので、数回にわたっての審議会の開催

になろうかと思いますけれども、よろしくご審議いただきますようお願い

いたします。 

最後に本日お集まりの皆様方の益々のご発展とご多幸を心よりお祈り申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

3 事務局紹介 

事務局：上下水道課課長、課長補佐、担当職員 2 名 

水道コンサルタント ㈱大場上下水道設計 2 名 

 

4 委員紹介 

事務局より委員 9 名の紹介及び各委員よりご挨拶 

 

5 審議会について 

審議会について「【別紙】水道料金等審議会について」にて説明 

 

6 会長、副会長 

委員提案により事務局案が諮られ、会長に佐藤委員、副会長に加藤委員を

選任、了承を得た。 

 

佐藤会長 ：微力ではございますが、森町のために皆様と一緒に有意義な

審議会を作って参りたいと思います。私達の生活に直結する

上水道事業ですが、様々な課題を抱えております。しかしな

がら、私達は今私達が何不自由なく水が飲める、使える、こ

ういう恩恵を次の世代に私達の子供や孫の世代に繋いでいか

なければなりません。そのために、森町がさらに発展してい

きますように健全な水道事業というものを皆様と一緒に考え

てまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

加藤副会長：安心、安全な水の提供、それから公平公正な審議ということ

で、今後、皆様と一緒に審議をしていきたいと思いますが、

よろしくお願い申し上げます。 

 

7 諮問 

町長より佐藤会長へ諮問 



8 審議 

(1) 議題 1 

事務局より「森町水道事業の概要と課題について（資料 1）」を説明 

 

(2) 質疑 

委員 

資料 5 ページの給水量について一宮処分場での使用水量があるため確保で

きているとのことですが、この一宮処分場は継続的にいつまであるか教えて

いただきたい。 

事務局 

令和 8 年度まで埋め立て事業延長ということで、そこまでは確実にあると

聞いています。ただし、完全に水の供給も終わるということではなく、水量

としては減る可能性がありますが、それ以降も水の使用はあると考えていま

す。目安としては令和 8 年度ということになります。 

委員 

紀の川の水管橋が前触れもなく落ちたのを見て驚きました。そういうこと

を考えると、消費者としては、水が出なくなったらどうしようという心配が

あります。 

耐震化など行っているとのことですが、この森町全体で老朽化した部分や

耐震化などの工事はどのくらい済んでいるのか教えていただきたい。 

事務局 

森町で初期に布設している管種は硬質塩化ビニル管というもので、この法

定耐用年数が 38 年となっており、初期に布設した管路については 47 年とい

うことで、漏水が多い状況になっています。これについては令和元年度に管

路更新計画を策定しており、それ以前についても漏水が多い箇所は布設替え

や耐震管に替えるなどしてきていますが、更新計画で定めることで、効率的

に経済的に直していこうということで、経営戦略にも合わせた中で 40 年間

という長いスパンではありますが、約 80 億円掛かるという費用を年間 2 億

円という費用に均しながら進めていこうということで、管路の更新は毎年行

っているところです。また、石綿管については令和 2 年度に 100％布設替え

が完了しています。 

委員 

資料 11 ページの森町水道事業の基本方針の「強靭な水道」に挙げられてい

る項目の詳しい説明とどのように進めているか説明をお願いします。 

事務局 

老朽化施設の計画的な更新については、先ほどの更新計画に基づいて、実



施しています。 

北部配水池緊急遮断弁の更新とありますが、地震等に自動で水を止める弁

のことで、増設と改修を来年度予定しており、それに合わせて遮断弁を更新

する予定です。 

管路の計画的な耐震化及び更新については、先ほどの老朽化施設の計画的

な更新と同じ説明となります。 

市場簡易水道統合整備は地元との話し合いの最中で、統合していくに当た

り、管路を新しく布設するのはもちろんですが、枝の管路も全て整備しなけ

ればならず、これらを地元との話し合いの中で進めていく考えです。 

第 1 水源、第 5 水源は地下に掘った井戸ですが、昭和 49 年に掘った古い

井戸で、更新に大変費用が掛かります。現状、水量が足りないということで

あれば更新をしなければなりませんが、県水受水とほかの自己水源で十分賄

える水量であるため、更新に費用が掛かる水源は廃止するということで基本

計画の方針に基づいて廃止しています。 

北部配水池・南部配水池のドーム改修は来年度以降改修を予定しています。 

北部配水系・南部配水系の配水池容量不足については、配水系の使用水量

に対して 12 時間分を貯めておくという基準があり、これらの配水系は不足

しているため、来年度以降の北部配水池・南部配水池の改修計画で解消して

いく予定です。 

管路網の適正水圧の確保は水圧の高いところ、低いところがあり、水圧が

高いところについては減圧弁を使い水圧を下げて、水圧が低いところについ

ては水圧をあげられるような管路の更新を行っていきます。これらの更新は

管路更新計画にも入っています。 

今後の水需要に見合った水源計画については、先ほどの説明に出た二つの

水源を廃止しましたが、人口減少に見合った水源計画を立てています。 

南部送水ポンプ場及び太田川水管橋の廃止・撤去について、南部送水ポン

プ場、太田川水管橋は廃止しています。 

委員 

空気と一緒で、いつでも当たり前にあるのが水道だと思っていたが、先ほ

ど出た話にもあったが、水が出なくなると大変なことになるはずです。資料

最後のページで料金改定の必要性という報告があります。資料 6 ページを見

ると近隣市町の状況では特別安いというように見えますが、県内の水道料金

比較を見ると真ん中ぐらいにあります。森町の料金が 4,356 円というのはい

つからこの金額になっているのですか。 

事務局 

この金額については、消費税の改定を除き、昭和 54 年以来料金の改定は行



っていません。東部の市町が安いのは富士山の伏流水で、自己水源をもって

いるのが強みで、焼津市は沿岸地域ではありますが湧水が豊富なところであ

るため、そのあたりが理由ではないかと思っています。 

委員 

内部留保資金が数年でなくなるとのことですが、昭和 54 年というと 40 年

くらいこの値段で推移しているということで、そうすると 43 年ぶりに料金

改定を考えざるを得ない、上げざるを得ないということがあるということで

すか。 

事務局 

そのとおりで、老朽管の更新、配水池の改修など事業費を考えると上げざ

るを得ないという認識でおります。 

委員 

40 年ぶりに上げるとなると相当な抵抗があるのではないですか。例えば、

使用水量が多い企業さんなどは簡単には上げられないのではないかと思い

ますが。 

事務局 

全員の同意が必要かといえば、そうではありませんが、森町として初めて

の料金改定となるため、どのような状況となるか読めない部分がありますが、

丁寧に説明をしていくしかないと考えています。 

委員 

値上げの際はどのようなステップで進めていくのかと、料金改定は平成 30

年度のアセットマネジメント等の資産運用の検討を踏まえての改定という

認識でよろしいですか。 

事務局 

まず、料金改定のステップについては、資料 16 ページの右側の改定した場

合のグラフで令和 5 年度と令和 10 年度に改定を見込んでいますが、令和 5 年

度に 30％、令和 10 年度に 15％での試算となっています。 

二つ目のご質問は、そのとおりで経営戦略やアセットマネジメントに基づ

いたもので、将来的な更新工事に必要な 40 年間で 80 億円、年間 2 億円とい

う支出を賄っていくために、どのくらいの収入が必要となっていくのかとい

うところからの試算となっています。 

委員 

この資料の表やグラフだけでは、どのくらい不足するのか見えない。いろ

いろな試算をしてくれているのだろうが、具体的な金額で示してもらわない

とどのくらい不足しているのか、どのくらい料金を上げれば不足に間に合う

のか見当がつかない。具体的な数字で示してもらえないか。 



事務局 

確かにこのグラフだけでは皆さん分からないと思いますので、第 2 回以降

の審議の中で考えていければと考えており、今後、ご希望の資料を用意させ

ていただき、審議していただければと考えています。 

委員 

いろいろ話を聞いて、料金改定の必要性はあるのかと思いますが、資料 16

ページの下に、水道事業の健全経営のためには、令和 5 年度と令和 10 年度に

料金改定が必要と書かれていますが、これありきの審議会なのですか。 

事務局 

料金改定ありきではありません。コロナという状況もありますので、他市

でも昨年度上げる予定だったものを先延ばしした例もあり、ここに書かれて

いるからそのとおりにするというものではありません。料金等のあり方につ

いて審議するということですので、料金を上げることについての審議では決

してないということはご理解いただきたいと思います。 

副会長 

コロナ禍で Zoom での在宅勤務、オンラインでの勤務などの仕事の関係の

方が多くみられる中で、水道使用水量が今後、ワクチン接種が今進んでいる

中で大分感染者が減ってきていますが、企業等大口の利用者など、かなりコ

ロナの影響があると思いますが、今後の給水量の見通しを伺いたいと思いま

す。 

事務局 

使用量については、当然、一般家庭の人口減少という流れの中で、徐々に

減っていくということが経営戦略の中で示されています。企業さんについて

は新東名森町パーキングについては確かにかなり減りましたが、企業で大口

の利用者につきましては、それほど減っていないという状況でした。 

しかしながら、給水量については、当然増えるよりは減っていくという掴

みをしていますので、今後も徐々に減っていくということで捉えています。 

会長 

資料 5 ページの有効率が 80％台を推移していますが、この有効率が 8 割と

いうのは若干低いのかなと思います。ということは、漏水が起こっていると

いうことです。漏水が起こっているということを前提にして、資料 13 ページ

に示されている管路の更新を進めることで今 80％くらいの有効率の目標値

をいくつに設定してこの管路の更新がなされているのですか。これについて

は、次回に教えていただければ結構です。 

森町の管路は老朽化して、漏水が起きていることがこの数字で分かるとい

うことです。 



（質疑終了） 

(3) 議題 2 

事務局より「その他」を説明 

次回審議会は令和 3 年 11 月中旬を予定 

(4) その他 

委員 

審議会の資料について、その場で資料を頂いても、なかなか理解できない

部分が多いため、できれば前もって資料を頂ければ、事前に見ておけるので、

審議会の少し前に送っていただけませんか。 

事務局 

次回以降、事前に郵送させていただくようにしますので、よろしくお願い

いたします。 

 

9 閉会 

 


