
水道料金の値上げを考える 

２０１７年１１月１９日（日）  

於 鳥取市福祉文化会館 

「開かれた市政をつくる市民の会」 
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 九月定例市議会で、来年四月からの水道料

の値上げ案が可決されました。公表されてい

る値上げ幅は平均値の１８．４％だけですが、

一般世帯の標準使用量(水道管の径13mm、

20m3/月)では、２５％もの大幅な値上げです。 

 

 一般質問で水道問題について質問した議員

は角谷市議ただ一人。採決で反対した市議は

３２名中６名（角谷、伊藤、岩永、勝田、米村、

太田）だけでした。 

 

 この水道料金値上げについては、新聞等の

メディアによる報道も少なく、市民の多くは未

だに知らないでいる模様です。 

(2017/7/20 日本海) 

(2017/7/20 読売) 15 



「水道料金の値上げを考える」 
 
 

（１） 値上げ案の内容 
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（注：一人あたりの水道平均使用量は、200～250L/日 ⇒ 6.0～7.5m3/月 程度） 

・水道管径１３mmと20mm（一般世帯向け）での料金の値上げ
幅を示す。平均の１８．４％よりもはるかに大きい値上げ幅！ 

(円/月) 

(円/月) 
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下水道料金は、既に昨年の7月から平均１４．６％値上げ済み。 

(円/月) 
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この二年間で、上下水道合計では管径１３の標準使用量で846
円/月の値上げ、管径２０では1000円/月以上の値上げとなる。 

(円/月) 

(円/月) 
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鳥取県の県民所得は落ち込む一方なのに、
なぜ公共料金を大幅に上げるのか？ 

(～2014年) 
1位 東京都 
 451万円 

2位 愛知県 
 358万円 

13位 大阪府 
 300万円 

46位 鳥取県 
 234万円 

2001年 
35位 鳥取県 

 258万円 

2014年 

20 



「水道料金の値上げを考える」 
 
 

（２） 値上げ実施の背景 
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・１９８６（昭和６１）年９月の 
 「とっとり市報」の鳥取市 
 の水道に関する記事 
 

① 「きれいで、豊かで、安く
て、うまい！」 全国でも優秀
な水道。全国の「おいしい
水」３２カ所の一つに選ばれ
たと自慢している。 
 

② 「清流豊かな」千代川の
伏流水が水源。 
 
③ 標準水道料金(13mm径、
月20m3使用)は1250円。山陰
の都市の中では一番安い。 
 

22 



山陰地方東部の各河川の比較 

 流路長が短く傾斜が急な千代川ではあるが、背後に広大な山地森林を

抱えているために他の河川に比べて水量は豊富であり、水不足になる恐

れは少ない。むしろ突発的に発生する洪水の方が心配。 

 一般に、急流であるほど水質は優れているので、元々、千代川は上水

道の水源として優秀であると考えられる。  

日本河川協会HP 「中国地方整備局」 

23 



順位 自治体 標準料金(円/月) 

１６７ 岩美町 ３２０７ 

２１７ 伯耆町 ２１６０ 

２５８ 南部町 ２８４７ 

３８０ 三朝町 ２１６０ 

３９４ 鳥取市 
２０７３ ⇒２５９２
(来年４月から) 

４１２ 琴浦町 ３５１３ 

４８１ 大山町 ２６６８ 

６７３ 智頭町 ３７８０ 

６７７ 倉吉市 ２３１２ 

７４７ 湯梨浜町 ２０２８ 

８５０ 北栄町 ２９７０ 

１１２７ 米子市 ２１９４ 

順位 自治体 標準料金(円/月) 

１７６ 雲南市 ３６３４ 

４１９ 豊岡市 ２６３５ 

５６４ 安来市 ２６８８ 

７７０ 松江市 ３５３１ 

８９６ 出雲市 ２８９６ 

９４３ 東京都内 ２４３０ 

１０３８ 岡山市 ２５１６ 

１０５３ 倉敷市 １８７９ 

１０９７ 福井市 １８１４ 

１１０２ 赤穂市 ８５３ 

１１１３ 豊橋市 １４７９ 

１１０８ 茨木市 １９９８ 

１１６９ 大阪市 ２０７３ 

・全国水道危険度ランキング （週刊ダイヤモンド 2017年7月29日号） 

 全国１２１９自治体について、水道事業の財政健全度を評価。持続不可能
な危険度の高い順にランキングしたもの。（データは2015年時点。） 
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鳥取市と米子市の水道料金の推移の比較 

 計画給水人口がほぼ同一の鳥取市と米子市（境港市を含む）の水道料

金、水道事業費（設備投資費）の比較を下に示す。この期間内の事業費

累計は、鳥取市が６８４億円と、実に米子市の２４８億円の三倍に近い。 

1996年 埼玉でｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ集団感染発生 

(円/月) 

(億円 
 /年) 

今回の値上げ 
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注： １９８６年 → ２０１８年の間の消費者物価の上昇率は、１６．３％。 

近隣各市の上水道事業の比較 
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クリプトスポリジウム感染症とは、いったい何か？ 

 脊椎動物の小腸などに寄生す

る大きさが数μｍの微生物（原

虫）。主に牛などの家畜や野生

動物の糞便と共に排出され、水

道などを介して広まると集団感

染を引き起こすことがある。海

外旅行者に起こる激しい下痢の

原因の一つと言われている。 

 病原性が明らかになったのは

１９７０年代になってからで、自

然界には昔から広く存在してい

たものと考えられている。 

・症状  

 免疫が正常であれば、数日間の

下痢が続いたのち、１～２週間で

自然に治癒。但し、AIDSなど免疫

不全症を発症している患者の場合、

死に至る事もある。 
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水道事業におけるクリプトスポリジウム対策 

 １９９６年６月に埼玉県越生町で水道水を介した集団感染(約8800人)が発

生。これを受けて、同年１０月に当時の厚生省が暫定対策指針を公表した。  

 なお、この集団感染以降、現在に至るまで、国内では水道を経由したクリ

プトスポリジウム集団感染は一例も起こっていない。 

  

・厚労省対策指針（2007年版） 

 ① 水源：地表水が混入しない被圧地下水（深井戸）を選択すべき。 

 ② 検査：クリプト汚染の指標菌となる大腸菌等の検査を定期的に実施。 

 ③ 浄水場： 

 （１）水源が地表水。⇒ 出口の濁度が０．１以下にすることが可能なろ過

施設（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）を整備すること。 

 （２）水源は地表水以外だが、指標菌を検出。 

   ⇒ 上記のろ過施設、又は紫外線照射設備を整備すること。 
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近隣各市におけるクリプトスポリジウム対策の比較 

自治体 対策 

松江市 地表水であるダム湖が水源のため、緩速ろ過の浄水場を建

設済。渇水対策として、斐伊川からの導水路も建設中。 

米子市 水源を従来の日野川伏流水から、日野川河川敷等に掘っ

た深井戸(深さ 21～86m)に切り替え中。 

倉吉市 水源を深井戸に切り替え中（？） 

鳥取市 ‘９６年の厚生省指針のあと、早くも’９８年に当時の西尾市

長が浄水場（急速ろ過方式）の建設方針を表明。巨額の建

設費に市民の反対運動がおこるが、‘００年に浄水場関連

施設の工事開始。’０１年に浄水場の建設工事開始。 

                             ⇒ （続く）   
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自治体 対策 

鳥取市 

（続き） 

‘０２年春の市長選で西尾市長が敗れ、浄水方式の見直

しを唱えた竹内新市長が就任。浄水場建設工事はいった

ん中止、ろ過方式について膜ろ過と緩速ろ過の比較検討

が始まる。 

‘０４年になって、竹内市長は膜ろ過方式への変更を決定、

市議会で同方式による浄水場建設を可決。’０５年に工

事再開。’０９年に江山新浄水場からの給水を開始。現在

は合併前旧市域のほぼ全域に給水中。 

 鳥取県内では、クリプト対策としてろ過装置を設けた浄水施設は、江山

浄水場以外では山間部に小規模なものが四例あるのみ。‘９６年の厚生

省の指針が出るや否や、当時の市長が巨額公共事業の好機と飛びつい

たのだろう。当初からクリプト対策費用の低減を重視していれば、米子や

倉吉と同様に、水源を深井戸に切り替える方向に進んでいたはず。 
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急速ろ過システム 

緩速ろ過システム 

膜ろ過システム 

浄水場のろ過システムの種類 
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順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

名称 
横浜市 
川井 

鳥取市 
江山 

福井県 
日野川 

佐世保
市 

福岡県 
淡水化 

東京都 
砧 

東京都 
砧下 

松山市 
沖縄県 
淡水化 

松山市 

処理量 
(万m3/日) 

１７．２８ ８．００ ５．１９ ５．０６ ５．００ ４．３９ ４．３９ ４．０２ ４．００ ３．２６ 

膜ろ過 
175ｹ所 

急速ろ過 
1783ｹ所 

緩速ろ過 
 548ｹ所 

・膜ろ過方式浄水場 処理量順全国順位(2016年) 

消毒のみ 
 3015ｹ所 

全国の浄水方法別浄水場数の推移（上水道のみ） 2012年まで 
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 同市長の在任期間中（１９９０～２００２）に巨額投資をしたハコモノは、い

ずれも鳥取市南西部の千代川近くの同氏の自宅周辺に建設されている。 

 

 ① バードスタジアム  １９９５年竣工  

 ② 市水道局新庁舎  １９９８年竣工 

 ③ 江山新浄水場    ２００１年着工 

                ２００９年竣工 

 

 総額で数百億円にものぼる国費・県費・市費が、この数ｋｍ以内の狭い

地域に集中。かっては、この地域内に中小の土木・建築業者が異常に多く

集まっていた。各施設の敷地の元の地権者も気になるところだ。いずれに

しても、市長の政治勢力確保のための税金ムダ遣いの結果を、後で負担

させられる鳥取市民にとっては、たまったものではない。 

「西尾迢富 元市長」 ＝ 地元への利益誘導政治家の典型 
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「水道料金の値上げを考える」 
 
 

（３） 深澤市長への公開質問状 
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 今回の水道料値上げ問題に関して、当会は８／３０深澤市長

宛てに三項目からなる公開質問状を提出、９／１３に回答を得ま

した。以下、その内容を紹介します。 

質問①： 前市長に直接指名された後継者である市長自身、水

道事業への過去の巨額投資は妥当かつ不可避なものと考えて

いるのか？ 

市長回答： 過去の経緯は、議会や裁判所の判断結果などを受

けたものであり、妥当かつ必要不可欠と考える。 

当会見解： 当会が問いかけた「妥当性」とは、巨額設備投資が

経済的合理性（費用対効果）と市民負担の軽減という観点から見

て妥当か否かという点。過去の政策に対する反省を示すべきだ。 
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質問②： 今春から市の水道事業と簡易水道事業が統合された

が、簡易水道事業に対しては、市の一般会計から毎年５～１０億

円の繰出しが行なわれてきた。あと数億円増額すれば今回の値

上げは回避できるが、市長の見解は？ 

「市長回答」： 地方公営企業法によれば、水道事業に必要な経

費は水道料金をもって充てることとされており、一般会計からの

補てんは原則できない。市の簡易水道事業は料金収入のみで

維持することが困難であり、例外的に一般会計からの繰出しを

認めている。 

「当会見解」： 同法では、「経営収入のみで維持が客観的に困

難な経費については一般会計からの繰出しが認められる」と明

記されている。既に‘９８年に西尾元市長が一般会計から水道事

業への繰出しを認めた前例もあり、市長の判断次第である。 36 



質問③： 水道料金の値上げは市民生活を直撃する大問題であ

るにもかかわらず、この問題に関する行政からの情報提供は極

めて少ない。「地域住民との連携をはかる」、「市政について市民

に丁寧に説明する」という三年前の市長選時の公約に背く現実と

なっている。 

質問③－１： 水道料金値上げの件は、今だに市報にも載せてい

ない。市長の対応は、果たして自らの公約の「市民に対して丁寧

に説明する」という姿勢になっているのか？ 

 

質問③－２： この水道料金値上げの問題について市民に説明

したことがあるのか？ 

 

質問③－３： 今後、この問題について市民に説明する予定はあ

るのか？ 
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「市長回答」：  

 ③－１：料金改定を答申した水道事業審議会の資料・会議録は

水道局のＨＰに載せてある。市議会の建設水道委員会と本会議

でも再三議論してきた。また、一昨年に値上げが必要なことを提

示して市民政策コメント（パブリックコメント）を求めている。九月

議会で値上げの承認を得てから市民に説明する。 

 

 ③－２：水道事業審議会の答申は「水道局だより」で随時、市内

各戸に知らせてきた。また、昨年実施した市民アンケート結果は

市議会に報告済みである。 

 

 ③－３：今年１１月に中学校区ごとに市民説明会を開き、値上

げの内容を説明する。また、要望があれば出前説明会を開く。 
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「当会見解」：  

 ③－１：わざわざ水道局の公式ホームページを見に行く市民が、

いったい市民全体の何％いるというのか？ 

 

 ③－２：「水道局だより」を確認したが、今回の値上げ案に関す

る記述は今年九月時点まで一言も載っていない。この市長回答

は全くのウソである。また、市民アンケートの結果では、現在の

料金でも高いと感じる市民が５２％と半数以上。 

 

 ③－３： 「値上げ案について知りたければ、市議会の委員会

や本会議まで傍聴に来い。本会議で値上げが決まってから、初

めて市民に説明する。」と言うのが、深澤市長の言うところの「市

民へのていねいな説明」の中身だと理解できた！ 
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「水道料金の値上げを考える」 
 
 

（４） 今後の展望 
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どうしたら鳥取市の水道料金が安くなるのか？ 

① 一般会計からの繰り入れ増額。 
 
 従来の上水道事業の年間の料金収入は約２５億円×値上げ幅１８．４％ 
 ＝約４．６億円 を一般会計から補てん。（市長が替われば可能！？） 
 

② 現在の江山浄水場設備は過剰、設備のリストラが必要。 
                     （国からの補助金の扱いが課題？） 
 現在の浄水能力８万ｍ３/日に対し、実際の最大需要量は６．３ 万ｍ３/日。
今後の人口減少でさらに需要が減ることは確実。 

 
③ 殿ダムの水利権の水道会計負担分を一般会計に。 
 

 殿ダム完成時に、将来の水道利用のために市が１２．６億円（うち水道局が
７．３億円）負担した。この水道局分を一般会計に付け替え。 

 

④ 市の一般会計＋特別会計の負債額は順調に下がり続けている。
水道会計の債務の借り換え・繰り延べが出来ないか？ 
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鳥取市政の公共事業依存体質を変えるためには・・・ 

 少なくとも西尾迢富市長以降は、国からの補助金が出る巨額

公共事業のネタがあれば、何にでも飛びつこうとしている。選

挙の時の活動部隊を平素から養うことがその目的だろう。 

皆様、ご存知、「ダラズハット」 町内自治会の財政救済のための県道建設？ 

 結局、選挙で変えるしかないが、マスメディアは既に行政の広

報課の下請けと化してしまっている。多数の市民が、ＳＮＳなど

を通じて市政の現場から情報発信していくことが必要と思う。 
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歴代の鳥取市長は、ほとんど全てが役人出身 

 現時点で役所出身の市長が六代連続で続いている。

役所の外に一歩も出たことのない前例踏襲主義の市長

では、今までの流れを断ち切るような市政改革は不可能

だろう。 

 民間出身の経営感覚のある市長の登場を期待したい。 
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以上で、今回の報告を終わります。 
 

御清聴、ありがとうございました。 
 
 

「開かれた市政をつくる市民の会」 －市民と共に進める鳥取市政を！－ 

45 


