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小浜市水道ビジョン改定に関する市民パブリックコメント意見募集の結果 

 

令和 元 年９月１７日 

小浜市  産業部 上下水道課 

 

〇意見の募集期間  令和 元 年７月１０日～７月３１日 

〇意見提出数    １２件 

【提出されたご意見の概要および市の考え方】 

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 水道は暮らしの要のため、水道事業の民営化には反対

する。 

 

昨年１２月に水道法の一部が改正され、その内容の一

つである「官民連携の推進」については、「水道事業の民

営化」として大きく報道されましたが、これは水道事業経

営の多様な選択枠を広げる観点から、地方公共団体が水道

事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等

の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民

間事業者に設定できる仕組みが導入されたものです。 

本市としましては「将来にわたり安全で良質な水道水を

安定して供給していくには、公営企業による経営が望まし

い」と考えており、現時点では運営権を民間事業者へ設定

することは考えていません。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

２ 全国では水道施設に小水力発電を導入する事例が増え

ている。新規に発電施設を作るより低コストで、発電利

用や売電益を維持費にあてる事も考えられる。 

 水道事業では、水道施設の位置エネルギー（落差）を有

効利用する形で小水力発電を行っている事例があります。 

 本市の水道施設では、主要水源はいずれもポンプでくみ

上げた地下水を高台の配水池に送水するもので、その過程

において、発電に適した落差はありません。 

また、高台の配水池については、給水に必要な水圧を確

保するための高さに設置しているため、発電によって生じ

る減圧の影響を補う余剰落差はありません。 

このことから現時点では、小水力発電の導入は難しいと

考えています。 

 しかし、小水力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギ

ーの導入活用は、二酸化炭素排出量の削減や売電益による

維持管理費等のコスト縮減にもつながる可能性があるこ

とから、今後とも調査研究は必要と考えています。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

３ 安心安全な水の供給は、人の暮らしに必要不可欠であ

ることから、老朽化施設の更新や施設整備のための水道

料金の値上は、市の事業全体を見て、どこにも無駄がな

く、削減する部分が無い場合に限り賛成する。 

また、今後の維持管理費のことも鑑み、不必要なイン

フラ整備はやめてもらいたい。 

 水道事業は独立採算制を原則として、市の一般会計とは

別の企業会計による経営を行っており、その経費はお客様

からの水道料金によって賄われています。 

しかし、人口減少社会への移行、節水機器の普及などに

よる給水量の継続的な減少により水道料金収入が減少し

ていく中、必要な施設整備を進めなければならないとい

う、厳しい事業環境を迎えています。 

本市では、これまでも水道施設の統廃合や老朽施設の更

新に努めてきましたが、時間の経過とともに更新が必要な

水道施設は増加していきます。 

 今後、これらの水道施設の更新を着実に進めるために

は、将来的に段階的な水道料金の値上げが必要になると考

えています。 

 また、不必要な整備や無駄な事業を行わないために、適

切な維持管理による長寿命化、将来の水需要を見据えた、

施設規模の適正化、統廃合等を加味した効率的な施設整備

に努めるとともに、アセットマネジメント手法を用いた中

長期的な更新需要と財政収支見通しを検討し、財源の裏付

けのある計画的な投資を行ってまいります。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

４  令和元年６月１１日付けの福井新聞に「水道料段階的

値上げへ 小浜市水道ビジョン案に明記」とあったが、

ビジョンのどこに明記されているのか分からない。 

 料金値上げには反対である。 

 

 第４章「将来の事業環境」２．「更新需要の増加と資金

の確保」（２）「資金の確保」P４９の５段落目に「（省略）

現在使用している水道施設の更新を進めていくには、段階

的な水道料金の値上げが必要となる見込みであるため（省

略）」としています。 

 これは、今後、水道施設の更新を進めていくには多額の

費用が必要となるが、給水収益の減少が予想されることか

ら、施設の延命化や将来の水需要を見据えた効率的かつ効

果的な投資を行うことにより、更新費用の抑制や平準化の

取り組みを行った場合においても、将来的に段階的な水道

料金の値上げが必要となる見込みとした、将来の事業環境

を示したものです。 

 福井新聞は、この部分を見出しに取り上げられたものと

考えております。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

５ 今後の施設更新のため「解体・更新積立て金制度」を設

け、余った予算は使い切らず、貯金してほしい。 

水道事業は企業会計による経営を行っており、一般の企業

経営と同じく、予算を使い切るのではなく、営業収益等から

必要となる営業費用等を差し引いた利益については、今後の

施設更新の投資資金として留保しています。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

６ 第６章「実現方策３－３ 企業債残高の抑制」の項目の

中で、「水道事業における主な財源は水道料金収入と企

業債であり（省略）」とあるが、第３章「水道事業の現況

と課題」 

７．「経営状況」（１）「財政状況」の円グラフ（経営状況）

の総収入の中には、「企業債」という言葉が見つからな

い。企業債について、分かりやすい表示が必要である。 

また、企業債をどれぐらい持っているのか。その企業

名と金額の公表が必要である。 

水道事業は地方公営企業法に基づき、地方自治体が経営す

る企業として経営を行っています。 

その会計制度は企業の経営成績や財政状態を明らかにす

るため、企業会計方式を採用し、収益的収支（水道料金を主

な収入源とし、水をつくりご家庭に水をお届けするための収

支）と資本的収支（補助金や企業債を主な収入源とし、水道

施設の整備などを行うための収支）の２本立てで構成してい

ます。 

 水道事業の「赤字」や「黒字」等の経営状況を表す場合は、

一般的に収益的収支を用いるため、水道ビジョン（案）にお

いても、収益的収支を円グラフにして経営状況を表示してい

ます。 

 企業債とは、水道事業のような地方公営企業が施設の建

設・改良などに要する資金に充てるために国などから借りる

資金のことをいい、本市の借入先は、財務省、地方公共団体

金融機構、若狭農業協同組合、福井銀行などで、平成２８年

度末残高は１，７５７，５０９千円です。 

 今後も、水道施設の更新事業等を進めていく中で、各年度

において、給水収益等では賄いきれない資金の不足額を補う

ために企業債の発行が必要となります。 

 企業債を増やすことで現在の料金値上げを抑えることが

できますが、過度に企業債を増やすことは将来世代に負担を

残すことになります。 

 そのため、効率的な施設整備に努め、単年度の企業債の借

入額が償還額を超えることのないよう、計画的な投資により

企業債残高の抑制を図ってまいります。 
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 また、本市水道事業の決算状況は、市ホームページの「暮

らしの情報」→「水道・下水道」→「〇〇年度水道事業決算

報告」で公表しております。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

７ 昨今、新幹線の工事に伴い地下水に異常がみられる事

象がいくつか見受けられる。 

小浜市内には湧水が数多くみられ、「水」にまつわるス

トーリーや商品もあり、これは誇るべきことである。こ

れを踏まえ、新幹線工事はリスクが大きいことから、取

り返しがつかなくならないよう、安全安心な水の供給の

ために新幹線の工事をやめてほしい。 

将来、新幹線トンネル工事により水源等への影響の有

無や調査方法についても表示する必要があるのではない

か。 

 北陸新幹線は、日本海国土軸を形成し、大規模災害時に

おいて東海道新幹線の代替機能を果たす国家プロジェク

トです。 

北陸新幹線の全線開業により、嶺南地域が首都圏や関西

圏と直結することで、本市や沿線自治体、福井県全体の発

展に様々な面で大きく寄与するものと期待しております。 

本市としても北陸新幹線小浜・京都ルートの早期開業

と、開業後を見据えた新たなまちづくりに向けた取組を全

力で行っております。 

一方、北陸新幹線のトンネル工事が原因とみられる、河

川水や沢水の渇水被害の報道があったことは承知してお

ります。 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から公表

された「北陸新幹線（敦賀・新大阪間）計画段階環境配慮

書」に対し、水環境に関して「工事による河川や地下水の

流量減少や水位低下、排水による水質変化等の影響につい

て詳細に調査し、影響の回避や低減を最大限図ること」等

の意見書を福井県を通じて提出し、対応を求めておりま

す。 

今後、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に

おいて環境影響調査が行われることから、現時点において

水道ビジョン（案）で北陸新幹線工事の影響や調査方法に

ついて記載するものはありません。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

８ 給水人口と給水量等の減少、小浜平野地下水調査の結

果などから、河内川ダムは小浜市にとって必要なかった

のではないか。 

 

県営河内川ダムは北川総合開発事業の一環として県営

事業により、一級河川北川水系河内川に建設された多目的

ダムで、その役割は洪水調節、河川環境の維持、用水の確

保と多岐にわたっています。 

本市は平成元年度起業の小浜市水道事業第３期拡張事

業において、河内川ダムを水道水源とする利水者として、

福井県、若狭町（当時は上中町）とともに共同事業者とし

て事業参画しています 

ご意見のとおり水道水源としては、人口減少社会への移

行、節水機器の普及などによる給水量の継続的な減少、ま

た小浜平野地下水調査の結果などから、現状では直ちに水

源をダムに求める必要は生じていません。 

小浜平野地下調査による地下水の安全性は、現状の地下

水環境が持続されることが前提としており、無条件に将来

の地下水の安全性を示したものではありません。 

今後も、地下水の水源は重要でありますが、危機管理の

上で、地下水以外の水源の確保として、河内川ダムは必要

と考えています。 

このほか、河内川ダムは洪水調節機能による北川沿川の

水害被害の軽減、渇水時において既得用水の補給や河川環

境の保全に必要な水量の確保が可能になるなど、北川の下

流域に位置する本市にとって、様々な面で必要な施設とな

っています。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

９ 河内川ダムの総事業費、小浜市が支払った負担金、今

後の維持管理費など市民に開示すべきである。 

 

県営河内川ダム建設工事は、総事業費４１５億円として

令和元年度末の事業完成を目指し、福井県が事業を進めて

います。 

河内川ダム建設工事に伴う事業負担金は、平成元年３月

３１日に福井県、若狭町（当時の上中町）、小浜市が締結

した「河内川ダム建設に関する基本協定書」に基づき、そ

れぞれが負担をしています。 

そのうち、本市の負担割合は６．６７％、金額にすると２

７億６,８０５万円となり、この財源は、国庫補助金１/２、 

県補助金が１/３、残る１/６が小浜市となっています。 

この負担金については、平成元年から毎年、市議会の予算

決算委員会で議決をいただいております。 

 

今後の河内川ダムの維持管理費用については、平成３１

年４月１日に福井県、若狭町、小浜市で締結した「河内川

ダム管理に関する基本協定」に基づき、建設時と同じ６．

６７％の負担をしていく予定で、年間２５０～３００万円

程度を見込んでいます。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１０  小浜市第５次総合計画改定基本計画では、新浄水場に

ついて、平成３３年（令和３年度）の完成をめざすとあ

るが、 

・場所 

・着工年月 

・総費用 

を市民に開示すべきである。 

現時点において浄水場整備に関する、場所、着工年月は

何も決まっていません。 

総費用については、平成２２年３月策定の小浜市水道ビ

ジョンにおいて、概算的な総事業費として約５８億円とし

ていますが、実際に設計等を行っていないため、詳細な総

費用は未定です。 

今回の小浜市水道ビジョン（案）では、浄水場整備につ

いて「（省略）新たな浄水場等の整備には多額の費用を要

し、水道事業経営に与える影響が大きいことから、今後、

他の河内川ダム共同事業者や広域連携の動向などを踏ま

え総合的に判断していく」としております。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１１ 第３章「水道事業の現状と課題」７．「施策の実施状況」 

平成２２年３月に策定した水道ビジョンの各施策のこ

れまでの実施状況について 

 ①老朽管及び石綿セメント管の早期布設替えについ

ての進捗状況において「概ね更新済」とあるが、 

石綿セメント管は元々何 kmあったものが、何ｋｍ 

残っているのか。 

②石綿管の撤去作業にあたっては「石綿障害防止規 

則」に基づき作業がなされたのか。 

③基幹管路の耐震化の推進についての進捗状況にお 

いて、「管路更新時には耐震管を採用」とあるが、 

布設替えをおこなった管は耐震管であるのか。 

基幹管路以外は、どのような管を使ったのか。 

 

安全なことを具体的に市民に知らせるべきです。 

 

 

 

①本市上水道の石綿セメント管は、昭和３０年代から昭和

４０年代にかけて約４０ｋｍ布設され、未更新は約０．９

ｋｍとなっています。 

※（現在の管路の状況は、第３章「水道事業の現状と課題」

７．「施策の実施状況」（４）管路に記載しています。） 

②水道工事においては、「水道用石綿セメント管の撤去作

業等における石綿対策の手引き（平成１７年８月 厚生労

働省健康局水道課）」に基づき作業を行っています。 

 また、その工事については監督職員による現場立会や工

事写真、関係書類による確認、検査部署による工事完成検

査により、適正に工事が行われたか確認をしています。 

③本市では、平成２０年度ごろから本格的に耐震管を採用

し始めました。 

近年の拡張や更新工事では、ほとんど耐震管を使用して

いますが、耐震管はコストが高いので、管路の重要度など

を考慮した整備方針を検討していきます。 

 

 第６章「実現方策３－７ お客さまとの相互理解のため

の情報共有の推進」において、施設状況や事業の必要性、

進捗状況などの情報提供を行っていくとしており、今後、

お客さまにご安心いただけるよう、わかり易い情報提供を

考えてまいります。 
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番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１２ パブリックコメントの投稿数は少なく、自治体発信の

みで市民全体に周知するのは難しいと思う事から、民間

企業や議員からの発信があると良い。 

パブリックコメント（意見公募）とは、市の基本構想およ

び市政のそれぞれの分野における施策の基本方針を定める

場合など市としての意思決定を行う過程において、構想など

の計画の素案の趣旨や内容その他必要な事項を公表し、広く

市民から意見や情報および専門的な知識を求めるものです。 

寄せられた意見に対して市の考え方を明らかにし、有益な意

見等を考慮し意思決定を行います。 

パブリックコメント（意見公募）への投稿数は、公募する

施策の内容によって、多いときも少ないときもあり、生活に

密着した内容には、多くの意見が寄せられる傾向にありま

す。 

市民への周知方法としては、チャンネルＯ（地元ケーブル

テレビ）での広報や、市公式ホームページへの掲載を行って

おります。また、意見公募の際には、市役所以外に、各地区

公民館に配備しています。 

パブリックコメント（意見公募）制度について、さらに広

く市民に周知するため方法等研究してまいります。 

 

 

 

 


