
２０１1年度冬季研究会  

「水道広域化の動向と課題」 報   告  

    
                   秋山道雄（滋賀県立大学） 

 2011年度の冬季研究会は、2012年３月３日（土）午後２時から大学キャンパスプラザ（京都）

で開かれた。今回のテーマは、「水道広域化の動向と課題」である。これをテーマとしてとりあ

げた理由は、２点ある。一つは、昨年６月に開催された本学会2011年度大会で、太田 正会員が

「総合流域管理と上下水道」という報告をされたが、その中で現在進んでいる水道広域化問題に

言及された点にある。水道広域化は、今から四半世紀ほど前の1980年代にも取りざたされたこと

があった。当時と今日とでは、水道広域化問題の背景と内容が異なるので、過去の経験とそこで

の研究成果を踏まえて今日的な広域化問題を考察しようというのが本テーマを設定した第1の理

由である。 

 いま一つの理由は、昨年来、大阪市と大阪府の水道事業統合が関心をよんでいることである。

これについては、両事業で重なる領域のある点が指摘され、二重行政の克服という文脈で両事業

の統合が取りざたされている。しかし、これについては水道事業のこれまでの経緯をおさえて、

そのあり方を多面的に検討してみる必要がある。こうした時事的に関心をよんでいる問題に、本

研究会ではこれまでの水道研究を踏まえて、水道広域化という面から光を当ててみることとし

た。 

 報告者には、昨年の大会で水道広域化問題に言及された作新学院大学の太田 正氏に依頼し

た。大会では十分に触れることのできなかった水道広域化問題について、この機会にまとめてご

報告願おうという趣旨からである。次いで、この基調報告に対するコメントを２人の会員に依頼

した。１人は、これまで大都市圏の衛星都市や山間農村地域の水道事業を研究されてきた神戸学

院大学の矢嶋 巌氏である。もう１人は、長く名古屋市水道局に勤務されて水道事業の実務に通

じた長良川学習会の武藤 仁氏である。こうした基調報告とコメントの後、これまた水道事業の

実務に通じた京都市上下水道局の野村克己氏を司会者として、総合討論を行なった。 

 

[基調報告・太田正] 

 広域水道とは、２つ以上の市町村にまたがる水道をいう。市町村以外のものが行なう場合は、

市町村の同意が必要である（市町村公営原則の例外）。通常の水道事業の他に、用水供給事業や

広域簡易水道がある。この場合の主体は、都道府県や企業団である。2005年現在、広域水道は水

道事業が52、用水供給事業が102の計154事業ある。ここ20年間ほどほとんど変化はなく、最近は

減尐傾向にある。 

 広域水道が最初に設立されたのは、1898（明治31）年、東京においてであった。また企業団営

としては、1924（大正13）年、鹿屋串良水道企業団が最初である。用水供給事業は、1942（昭和

17）年の阪神水道企業団が最初となっている。用水供給は、広域水道補助創設以降（1967年）に

増加した。広域水道整備計画の法制化にあたっては、県・市町村議会の同意を必要としている。 

 1973年にでた「水道の未来像とそのアプローチ方策」などをもとに、「これまでの広域化」の

特徴を整理すると、以下のようになる。 

 １）目的：経済成長と大都市圏の集中構造を支える水資源開発と安定的な供給体制の確立 

 ２）将来像：全国数ブロックの広域水道圏をめざすが、当面は、１府県数ブロックもやむをえ

ない 

 ３）経営形態：水源から給水栓までの一貫管理が理想だが、当面は、用水供給事業も積極的に

評価し、大規模な施設整備を図る 

 ４）経営主体：広域的自治体として、都道府県は、尐なくとも用水供給事業に取り組むべき 

 

 厚生労働省が2010年にまとめた資料では、広域的水道整備計画は既存70計画のうち、61％が策

定後１度も改訂されていない。未改訂43計画のうち、33計画が目標年次を経過している。また、



全体の56％が目標年次を経過している。 

 こうした「これまでの広域化」に対する評価を、日本水道協会が2004年度にまとめた「水道広域化

および統合化推進事業に係る調査報告書」によって示すと以下のようになる。 

 （成果） 

  ①用水供給事業が設立され、水需要の増大に対応した水源開発を可能にした 

  ②用水供給事業が末端給水の整備を促進させ、水道の普及に貢献した 

 （課題） 

  ①水源から蛇口までの一貫した水道経営と水質管理が実現できていない 

  ②施設統合要件のため、取り残され運営基盤強化の機会を逃す地域が生じた 

  ③開発水量の配分をめぐり、責任水量制が受水団体の経営を圧迫している 

 こうした中で、近年、「新たな広域化」が登場してきた。その特徴は、以下のようにまとめること

ができる。 

 １）広域化の適用要件を大幅に緩和 

 ・ハードからソフトへ、広域化の重心を移動 

 ・従来からの「施設の一体化」の他に「施設の共同化」「管理の一体化」「経営の一体化」が加わ

る 

 ２）運営基盤の強化を主たる目的に位置づけ 

 ・運営基盤（経営基盤＋技術基盤）という内部経営的要素の強い目的に転換 

 ・中小事業体を中心に運営基盤の脆弱化が進み、サービス水準の維持と自己責任の強化への対応が

困難 

 「新たな広域化」に加えて、さらに「地域水道ネットワーク」という構想が取りざたされるように

なっている。これは、「新たな広域化」よりもさらに条件が緩和されたもので、相互の連携において

地理的な連続性を条件にしていない。しかも、その目標は①情報の共有化、②災害時の相互支援、③

研修の共同実施、となっていて、日常の水道事業業務を越える内容となっている点に特徴がある。 

 ここで、現在取りざたされている水道広域化には、①計画技術、②制度、③経営、④ガバナンス、

という４つの基本要素がある。そこで、以下にこれら要素に沿って、それぞれの内容を考察していく

ことにしよう。 

 

・広域化の基本要素１ 「計画技術」 

 技術的な分析と評価にもとづく最適な広域化案を検討するという点からみて、以下の事項が対象と

なる。 

（１）広域化の地理的範囲の決定 

  ①流域管理（またはそのサブシステム）の視点 

  ②地勢・水源等の自然的条件との適合性 

  ③生活圏などの社会経済的条件との適合性 

（２）施設の合理的な配置と運用 

  ①給水人口や給水量などの合理的な推計 

  ②各種施設の合理的な規模と配置（システムの再構築） 

  ③統合・分離・集中・分散・ネットワークの最適な組み合わせ 

 集中と分散の適切な組み合わせについて、岐阜東部の事例から以下のような事項が明らかになって

いる。 

（岐阜東部水道事業経営改革検討委員会『岐阜東部地域における将来の水道事業のあり方についての

提言』2004.12.16） 

 １）単に規模の拡大によるスケールメリットを目指すのではなく、地域の状況（人口分布、地形特

性、歴史的な背景等）を考慮した上で、集中と分散を適切に組み合わせ、ダウンサイジングの到

来を意識し、持続可能な供給体制を確立する必要がある。 

 ２）施設は分散（リスク管理を視野に入れた場合、必ずしも施設を一体化することが効率的とはい

えない場合がある）、管理・経営は集中（一体化・共同化）するという考え方も含め、効率と安

全のバランスが保たれた整備をすすめる必要がある。 

 また、小規模水道の場合には、地勢的・技術的条件から以下のような特性をもっている。 

 １）施設が起伏に富んだ中山間地に分散配置されている 

 ２）給水人口に比較して給水区域が広大で配水管使用効率が低い 



 ３）高低差にもとづく加圧や減圧の必要が生じる 

 ４）管網のネットワーク化が困難で袋路状態になりやすい 

 ５）異なる水源の相互融通による水運用が困難そのため、以下のような判断をすることとなってい

る。 

 ①広域的・遠距離による集中システムは困難 

 ②ループ化・バイパス化は費用対効果において不適 

  ③地域・集落単位の分散システムの方が適切  

 

・広域化の基本要素２ 「制度」（１） 

 広域化の制度に関しては、大きく３つに分類して説明するのが適切である。そこで、まず第1に取

り上げるのは、市町村公営主義から市町村公営原則への転換である。 

 （１）市町村公営主義の確立 

  「水道敷設ノ目的ヲ一定スル件」（1887（明治20）年閣議決定） 

  「水道条例」（1890（明治23）年制定） 

   ①公衆衛生の確保、②非営利主義、③市町村公営の限定 

 （２）市町村公営主義の緩和 

  「第１次改正水道条例」（1911（明治44）年）、 

  「第2次改正水道条例」（1913（大正２）年） 

   ①土地開発の必要、②市町村の資力不足 

 （３）市町村公営原則へ移行 

  「第3次改正水道法」（1977（昭和52）年） 

   ①水源確保、②広域水道圏、③市町村の自主性の尊重 

 

・広域化の基本要素２ 「制度」（２） 

 広域化の内容に関しては、以下のようなものである。 

 １）広域計画と基本構想（水道法第５条の２関連） 

   ①市町村要請主義としての広域計画（法定であり、補助金の支出と関連）  

   ②根拠が薄弱な非法定の基本構想 

    →実態として、広域化の責任主体が曖昧であり、任意計画としての色彩が強い 

 ２）事業認可等における５万人基準（同法第6条関連） 

    国と都道府県で責任権限が不統一になる恐れ 

 ３）合理化勧告の空文化傾向（同法第41条関連） 

    根拠となる基本構想と広域化計画が不十分 

 

・広域化の基本要素２ 「制度」（３） 

 広域化の制度については、地方自治体をめぐる統合の動きが関わっている。 

  ○「平成の大合併」 

    町村数６割減⇦ ⇨水道数２割減 

    給水人口規模の拡大＝運営基盤強化？ 

    １市２制度・３制度の発生 

  ○道州制の導入の検討 

    問われる都道府県の位置と役割 

    補完機能の縮小化と小規模市町村への対応 

    水管理における広域的機能のあり方 

    道州制とともに、国土形成計画も水道の広域化に関わってくる 

 

・広域化の基本要素３ 「経営」 

 ネットワーク型事業としての水道には、経営の観点からみて統合（集約）の経済性に３つの側面が

ある点に留意する必要がある。 

 ①規模の経済性：浄水場の規模拡大による単位費用の低下 

 ②範囲の経済性：上下水道の組織統合による事務経費の減尐 

 ③密度の経済性：給水人口密度にもとづく配水管使用効率 



合理的事業規模は、給水範囲面積と給水人口規模から判断して、６つのタイプに分かれる 

  A）完全独立型水道 

  B）完全独立型水道（＋施設整備支援施設） 

  C）完全独立型水道（＋施設整備支援施設＋福祉水道施設） 過疎区域をもつ市町村 

  D）施設整備支援型水道 

  E）施設整備支援型水道（＋福祉水道施設） 過疎みなし市町村過疎区域をもつ市町村 

  F）福祉水道（福祉水道施設の集合型水道） 独立採算性になじまない水道 

・広域化の基本要素４ 「ガバナンス」 

 市町村・都道府県・国の役割分任のあり方として、重層的な協働関係の創出を目指す。 

 １）水道事業の第一義的な責任主体はどこか 

  ①市町村（基礎自治体）の固有事務である水道事業 

  ②補完性の原理にもとづく重層的な分任関係 

 ２）問われる都道府県の位置と役割 

  ①固有機能である広域的機能にもとづく広域化の推進 

  ②補完機能にもとづく財政・技術・人材に関する支援 

  ③認可権にもとづく指導・監督の実施状況の落差 

 ３）分権化時代における国の関与と役割 

  ①流域管理の各省庁調整と各種法制度の整備 

  ②認可権限等の地方への移譲と補助制度の見直し 

 千葉県内水道検討会が、水道における県・市町村・県民の役割と関係について報告書をまとめている

ので、以下に掲げておく。 

 １）住民生活に身近な水道事業は、補完性の原理や近接性の原理から、市町村が担うのが原則であ

る。 

 ２）県は、広域自治体として、個々の基礎的自治体やその共同組織では解決が困難又は非効率となる

問題に関わるのが原則。 

 ３）市町村は、原則として水道サービスの供給責任を担い、県は広域的な水源の担保に関与すること

が適当。 

 ４）広域的な水源の担保に必要な費用は、県民が共同で一定の負担をすることが望ましい。それ以外

の費用は、地域又は市町村単位の自己責任による負担とする。 

 

 政策主体に応じた広域化政策は、下記のように重層化している。 

 １）国：主な機能と内容は、統合的水管理の全国的なシステム化と、関係諸機関との総合調整、法的

財政的措置などである。 

 ２）都道府県（又は連合）：各水系単位での広域化構想の策定、町村水道の補完、水系管理の広域的

機能などである。 

 ３）市町村（又は連合）：構想にもとづく広域化の具体的な検討、広域化のメニューとパターンの自

己選択などである。 

 さらに、住民自治にもとづく多様な連携の仕方があり得るし、中心市（定住自立圏）による補完・支

援もあり得る。 

 

・水道への需要や環境面における変化と課題を整理すると以下のようになる。 

 １）尐子高齢化による長期人口動態の変化 

   総人口は06年をピークに今世紀末に半減 

   給水人口減の顕在化や水源開発の見直し 

 

 ２）人口減にともなう都市（市街地）の縮小化 

   低密度拡散型都市と中心市街地の空洞化 

   都市のコンパクト化とインフラの再構築 

 ３）二重の意味での水需要の縮小化 

   給水人口の減尐に伴う総配水量の減尐 

   節水の定着による水使用原単位の縮小 

 国土審議会からは、こうした動向に対して総合的水資源管理への転換の必要性が述べられて、総合的



水資源管理の体系と計画も示されている（国土審議会「総合的水資源管理について」）。 

 また、日本水道協会からは、「水道の安全保障に関する検討会報告書」が出され、その中で新たな

広域化と流域管理が取り上げられている。ここで、広域化による水道システム最適化の可能性が、以

下の点から検討されている。 

 １）広域的視点による施設の配置と運用 

 ２）WSP（水安全計画）にもとづく水質管理体制と取水口の再配置 

 ３）予備力の個別システムからの分離 

 ４）低炭素社会に適合する水道システム 

 ５）流域の統合的水管理による全体最適化 

 

 国交省は、2011年７月１日に水行政の一元化を目指して、水管理・国土保全局を発足させた。これ

は、国交省内の一元化から、国交省による水行政の一元化を図った可能性がある（水循環基本法の取

り込み）。 

 また、省庁を横断して海外水インフラPPP協議会政府委員が決定されたように、世界水ビジネス展

開の国内体制を整えるために水行政の一元化が目指されようとしている。 

 

 これらの動きを踏まえて、新たな広域化に関する課題を整理すると、以下のようになろう。 

 １）新たな広域化の上位目的を明確にすること 

  ①流域ごとに統合的水管理システムとの関連性を明確化（水道事業をその構成要素として位置づ

ける） 

  ②縮小・再編を基調にした需要と供給の最適化をめざす 

２）広域化に関する技術と制度を明確にすること 

  ①エンジニアリングとしての有効な計画論を示す 

  ②国・都道府県・市町村の制度論を明確にする 

３）新たな広域化の将来像と「水道整備基本構想」 

  ①新たな広域化にもとづく水道のグランドデザインを示す 

  ②「基本構想」および「広域計画」の検証と見直し 

 

 

[コメント1 矢嶋 巌] 

 討論者の関心は、近代化が進展する中で、水道（飲料水供給）が地域においていかに展開してきた

かについて、地理学からアプローチする点にある。そのきっかけは、吹田の（当時の）水道水のまず

さにあった。今回の研究会では、今後、水道水源はどうなっていくのか、廉価で衛生的な水が永続的

に供給されるのか、水は誰の手にゆだねられるべきか、といった点に関心をもっている。 

 水道広域化については、日本水道協会が2008年に出した「水道広域化検討の手引き」にその内容が

記述されており、本日の報告でも触れられた通りである。 

 討論者は、京阪神都市圏の衛星都市である京都府長岡京市に住んでいるが、ここの水道水は自己水

（地下水）と京都府営水（桂川表流水）を混合したものである。市上下水道部が、市内の都市公園と

勝竜寺公園「ガラシャおもかげの水」の２ヵ所に地下水100％の水道水を無料で供給する施設を設置

しており、ここは閉園時以外、水汲みをする人が絶えない。市の水道ビジョンでは、今後、市域西部

で同様の施設を設置する方針を打ち出している。これは、市上下水道部として、市民の地下水への需

要を認識したことを示すものであろう。市民向けのアンケートで水道に求めるものを問うたところ、

水質の状況が65％を占めた。これは、水質的に安全性の高い水道水にある程度のコストがかかること

について、住民の合意が得られる可能性を示すものかもしれない。ただ、その前提として、無駄の削

減や安全度の認知が必要なことは確かであろう。 

 現在、大阪市や府で進みつつある上水の「広域化」は、大阪広域水道企業団（上水）への一元化で

あり、これは水道料金の値下げへつながるかもしれない。結果的に、これが行き着く可能性として考

えられるのは、水道水源の淀川化（集中化）であるが、これの有するリスクやデメリット（水質汚

染、災害発生など）について十分に説明しているのであろうか。大きな事業が有するメリットは認め

つつも、リスク分散の必要性を感じる。 

 大都市圏域では、需要減尐に対しては、当面の対策として既存の大都市大規模水道・広域的水道を

合理的に再編するという議論は妥当するかもしれない。さらに、府県を越える道州制の問題も視野に



入ってくるかもしれない。衛星都市では、自己水源が縮小・廃止される一方、水道用水供給事業から

の受水へ一元化される恐れはないといえるだろうか。これは、「飲み水の自治」の喪失につながる。 

 人口減尐局面にある非大都市圏域の市町村は、平成の合併で市町村域を拡大している。料金統一、

水道の統合、浄水施設の統合の方向に向かっているのだろうか。結果的には大規模化の方向に向かっ

ている。ここでは、一元的な広域化が進展する懸念がある。本当に、広域化の必要があるのか、大規

模な水道が必要なのか、将来的に維持し続けられるのか、といった疑問が生じるのである。水道の広

域化に、妥当性はないことはない。ただ、全国一律の広域化には疑問がある。水道事業が大規模でな

いことの妥当性についても考えてみる必要がある。これは、水利用者が水道事業者に近く、プロセス

を可視化させ、需要の抑制を持続させる可能性をもっている。 

 水道の広域化と民営化に関連はあるのだろうか。飲み水について住民自治の可能性を考えていくと

ころから、自己水源による小規模な公営水道を維持させていく道（新たな概念）がみえてくるのでは

なかろうか。 

 

[コメント２ 武藤 仁] 

 討論者は、長良川河口堰問題と関わっているが、長良川の問題と水道広域化は大いに関連してい

る。河口堰の1968年の計画では、総計22㎥／ｓのうち、工業用水は14㎥／ｓを占めていたが、2004年

の計画では上水道13㎥／ｓへと変わった。つまり、愛知県の広域水道が、必要のなくなった工業用水

を受け取るという形態になっている。また、知多半島の水道は、かつては木曽川の水に依存していた

が、現在は長良川の水に変化している。津市の上水道へも長良川から供給しており、中勢水道へも工

業用水の管路を通して運んでいる。これらは、いずれも水道の広域化と関わる問題である。 

 水道の広域化問題を考える時には、過去の広域化問題の内実を解明する必要がある。名古屋市の場

合を例にとって考えてみよう。名古屋市水道は、1934（昭和９）年から周辺の西枇杷島町に給水を開

始した。以後、戦争を挟んで1957（昭和32）年までに、新川町、天白村大字八事、大治村、南陽町、

甚目寺町、富田町、春日井市味美中新町、師勝村、守山市大字瀬古に給水してきた。さらに、平成の

合併で、2005年に清洲町、西枇杷島町、新川町が合併した。そこで、名古屋市水道局は、これまでの

いきさつ（合併町のうち、２町へは給水してきた）から、2006年に清須市を給水区域に組み入れた。 

 2009年には清須市の北に位置する春日町と合併した。事実上は編入に近いが、ここは給水区域外で

あったものが、合併により同じ市になったという状況である。また、名古屋市の西に位置する大治町

と甚目寺町には古くから給水をしていたが、2010年に大治町、七宝町、美和町が合併して、あま市と

なった。この場合は、七宝町と美和町は給水区域ではなく、大治町のみ給水区域であったから、給水

系統の異なる区域が同一市に併存していることになる。 

 名古屋市は、上下水道事業の中期計画「みずプラン27」（2011年度～2015年度）において、「全国

の中小水道事業体共通の課題に対して、経営・技術の両面で運営基盤を強化するための方策として広

域化が検討される中で、大都市には一定の役割を果たしていくことが求められている」という認識を

示した。名古屋市水道事業は、1934（昭和9）年の西枇杷島町への給水開始以来、近隣の市町村から

の申し入れ等により数度にわたって給水区域への編入を実施してきたが、この当市給水区域への編入

は広域化の一形態であるとみなしている。その延長上で、現在は市外の３市１町に給水しているが、

近年の市町村合併により、１つの市内に名古屋市給水区域とその他の水道事業の区域が併存し、水道

利用者へのサービスに差が出てきている。名古屋市は、こうした状況に対して、上下水道局で近隣市

町村の課題を解決する方法として、個別業務の受託も含めた広域化の可能性を探っていくとしてい

る。つまり、ここでの広域化は、水道サービスの地域間格差を図っていくための手段という位置づけ

である。しかも、その内実は、経営や事業の統合ではなく、業務の受諾という形態をとっているか

ら、本日、ここで議論したような広域化をめぐる問題とは交差しない。名古屋市という大都市の水道

事業が周辺の中小水道が抱える問題に対応した一つの事例ということではあるが、広域化問題を考え

る上で参考となり得る事例である。 

下水道も、公共下水道と流域下水道が存在し、水道の給水区域との間に齟齬があるのに加えて、水道

事業と同じサービスの地域間格差という問題を抱えているが、これも水道事業と同じような対応を考

えることができる。 

[総合討論 総合司会：野村克己] 

 以上の基調報告とコメントを受けて、総合討論に入った。以下にその概略を示す。 

 

仲上：大阪市と府の水道統合で、柴島浄水場を売却する事が取りざたされているが、この浄水場を売



ることに意味があるのか。 

太田：制度上可能かどうか、制度上、一般会計に繰り入れが可能かどうか、が問題だ。伝統的な対応

で、処分は可能。利益を一般会計に上納する制度がある。独立採算制のもとでは、利益を料金

値下げへ回すべきという議論もあり得る。 

宮沢：水循環基本法は、いつ頃から議論されてきたのか。 

太田：2007年から2008年にかけてである。2009年に法案が顕在化した。 

秋山：広域化の背景が、1980年代と21世紀とでは異なっている。1980年代には、水道料金の地域間格

差が問題とされていたのに対して、21世紀には経営体の存続をめぐる議論が出てきた点に差異

がある。用水供給事業のあり方やPFIとの関連も今後問題となるのではないか。 

太田：確かに、1980年代の広域化問題と21世紀に入ってからの広域化問題は異なる。21世紀には、水

道事業の持続可能性が問題となっている。また、後者については、PFI法の改正と水道事業の

関連が問題で、今後、注視しておきたい点だ。 

田島：統合的水資源管理について言及されたが、世界中、これがうまくいっているところはない。

八ッ場ダムに関して、東京都が水需要を増やしているという話がある。 

太田：たしかに統合的水資源管理がうまくいっている事例はない。それに反するような動きもある。 

田島：農業用水転用の問題も重要だ。カリフォルニアやオーストラリアの農業用水転用が紹介される

が、これは日本の問題を考える時に妥当か。足下の実態が解明されていないので、近い水とし

ての農業用水の考察が必要だ。 

長谷：京都府内では、広域化はあまり進んでいない。府の北部では、簡易水道と上水道の統合をどう

するかが問題。水質基準がきびしくなったので、それに対応できる機器の準備が必要で、中小

の水道事業体はそれが困難だ。 

太田：今日も報告したように、現在進んでいる広域化の検討でも、それが大きい問題となっている。 

末石：これまでの水道をめぐる問題の一つに、水需要の予測が過大であったという点がある。 

太田：確かにその通りで、結果は水源開発と水道料金の増大を消費者へのつけ回しでしのいできた。

総務省が、水道の財務破綻を防ぐために、水需要のチェックや料金適正化の要請を行ってい

る。 

末石：水道運営で、地下水のもつ意味を再考していくことが必要となるのではないか。 

太田：それは重要なポイントで、水道の見直しの中で、自己水の共有化に触れている。これまでのと

ころでは、自己水の活用度が低下しているという問題がある。これをどう乗り越えていくかが

課題だ。しかし、その一方で地下水ビジネスの展開という問題もあるので、地下水については

さらに検討が必要となる。 

 

[研究会を終えて] 

 今回の研究会は、冒頭でも記したように、昨年６月の大会時に太田会員が報告された内容に端を発

している。今回の報告はその中で水道の広域化に焦点をしぼったので、この主題をめぐる豊富な話題

を提供頂くことになった。今回の報告のもう一つのねらいである大阪市と府の水道事業統合について

は、マスコミの報道によって問題が時事的に捉えられ過ぎているので、それに直接言及するのではな

く、より広い枠組で水道広域化を考えたいという報告者の意図により、直接報告の中には取り上げら

れていない。しかし、広域化をめぐる広範な話題提供を通じて、大阪の問題を考える素材は豊富に得

られたように思う。 

 コメントをされた二人も、水道に関する研究者と実務家という差異がコメントに反映され、かつ関

西と名古屋圏の実例が添えられることによって、基調報告の内容を補完する役割を果たされた。研究

会を終えた二次会で、コメンテーターの意見に共感する声があったことを付言しておきたい。 

 今回は、本学会の設立当初から研究活動に関わってこられた末石冨太郎元副会長から、研究会前日

にコメントを寄せて頂いた。現在は、研究会に出席して議論に参加する体力がないためメールでコメ

ントを送るという伝言が添えられていた。コメントは、A４版用紙２枚にわたる詳細なものである。

研究会当日は、時間の制約でそのうちの主要な２点について私が代わりに発言をした。総合討論の箇

所で、「末石」という発言が２ヵ所あるのは、こうした経緯によるものである。 

 水道広域化は、現在進行形の問題であり、尐子高齢化が深化する今後の日本にとって、しばらくは

対応を要する課題であり続ける。その考察を進めるうえで、今回の研究会でだされた資料と議論は、

重要な手がかりとなる。今後の大会や研究会で、それを咀嚼し、かつ新たな考察を含んだ報告が登場

することを期待したい。 


