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令和元年度第１回静岡県企業局経営評価委員会 会議録 

日 時 令和元年７月 25 日（木）午後２時～午後３時 25 分 

場 所 静岡県企業局東部事務所柿田川支所 会議室

出席 者 【委員（敬称略、五十音順）】

内野孝宏、鎌田素之、上坂美乃、鈴木里美、樋口徹、古郡英治、八木千春

【事務局】

松下企業局長、大場次長、横地経営課長、天野水道企画課長、

渡邉地域整備課長、望月東部事務所長、北沢西部事務所長 ほか

議 題 決算見込み ほか 

配布資料 別添のとおり

●開会あいさつ 松下企業局長 

●議事  

（樋口会長） 

本日の議題は、報告事項５件です。 

まず、事務局から報告事項１から３の説明を行い、その後一括して質疑とい

たします。次に、報告事項４の説明を行い質疑とし、その後、報告事項５の説

明を行い質疑とします。

それでは、次第に沿って、報告事項の説明をお願いします。 

（経営課長） 

平成 30 年度企業局３会計決算概要を説明いたします。資料の１ページを御覧

ください。 

まず、「工業用水道事業会計」でございます。 

総収益は東駿河湾工業用水の大口受水企業の工業用水の利用廃止により、給

水収益が減少した一方で、遊休資産の売却により特別利益を計上いたしました。

その結果、総収益は、前年度から１億 2,600 万円増の 45 億 9,100 万円となりま

した。 

総費用につきましては、維持管理費の増加により、前年度から 9,300 万円増

の 42 億 6,300 万円となりました。 

この結果、損益は、前年度から 3,300 万円増の３億 2,800 万円となりました。 

下の表は、事業別の決算状況でございます。東駿河湾工業用水が大口ユーザ

ーの利用廃止、この影響で１億 6,700 万円の赤字となりました。今後の見込み

等については、中期経営計画の評価を御報告いたしますので、その場で御説明

いたします。 

２ページをお開きください。「水道事業会計」であります。総収益は、給水収
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益の減少により、前年度から 1,600 万円減の 64 億 8,900 万円となりました。総

費用は、維持管理費の増加により、前年度から 9,100 万円増の 53 億 5,900 万円

となりました。 

この結果、損益は、前年度から１億 700 万円減の 11 億 3,000 万円となりまし

た。事業別では３水道とも黒字になりました。 

３ページをお開きください。「地域振興整備事業会計」であります。平成 30

年度は、午前中御覧いただきました「富士山麓フロンティアパーク 小山」な

ど、４工業用地、７区画を分譲し、収益は 37 億 700 万円、費用は 31 億 5,900

万円で、損益は５億 4,800 万円の黒字となりました。 

29 年度は何もないと思われるかと思いますが、地域会計は、分譲された年度

に、土地売却収益と土地売却原価を計上する仕組みとなっています。29 年度は

用地を造成中で、分譲はなかったため、計上されていないということでござい

ます。 

４ページ以降は過去 20 年の３会計の損益の状況を会計別にお示ししている

ものです。参考までに添付してございます。 

説明は以上です。 

（水道企画課長） 

12 ページをお開きください。 

「管路更新事業におけるコスト縮減事例」について御説明いたします。 

企業局の水道施設は、その多くが高度経済成長期に整備されていることから、

老朽化が進んでおりまして、全面的な更新時期をむかえつつあります。 

そのため今後、更新費用に、莫大な金額を要することから、平成 29 年３月に

基本計画にあたる「水道施設更新マスタープラン」を策定いたしました。今後、

この計画に則って、更新工事を進めていくわけですが、コスト縮減の取組が求

められております。 

今回、静清工業用水道の事例を、12 ページにお示ししております。平成 29

年の本委員会におきましても、工事が行われた時だったのですが、現地を見て

いただきました。その時にいらっしゃらない委員の方もいらっしゃいますので、

重複しますが、工事概要を説明いたします。 

管路布設替えにおける推進工事でして、イメージ図の中に、長尾川、巴川が

ありますが、その川２つ、小さい川含めますと３つありますが、その川の下に

水道管を通す工事でございます。通常、地中深く管路を埋める場合は、イメー

ジ図の起点のところに、地面から地中にまっすぐおりている破線があると思い

ますが、これを「たてこう」と言います。こういったものを起点側と、反対側
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の終点側にも、鉛直に深い穴を掘って、その間を破線のように、水平に穴を掘

っていく。その時の機械が、右の写真の掘削機です。これが通常なのですが、 

これに対し、今回採用した工法は、特殊な推進機で縦方向にカーブをつけてト

ンネルを掘る、具体的には、左の起点の上の方から、黒丸のように、左から右

下に向かって斜めに勾配 10％つけて掘って右のほうに深くなって、川の下をく

ぐりながら工事を行ったのですが、これにより、通常起点側の立坑を 20 メート

ル掘るところを４～５メートルの掘削で終わったので、コストを抑えられまし

た。具体的には工事概要に書いてありますが、工事費用全体で２億 1,600 万円

かかっております。一番下に削減額がありますが、通常ですと、まっすぐ掘り

ますと、あと 4,800 万円かかるような状況です。こういったかたちで、カーブ

をつけて掘る事例はあまりないのですが、今回の工事現場には合っているため

採用しました。 

通常工法と比べて２割程度、約 4,800 万円のコスト縮減を図ることができま

した。 

今後も、新技術を積極的に導入することで、コスト縮減に取り組んでまいり

ます。 

 以上です。 

（地域整備課長） 

14 ページをお願いいたします。 

「地域振興整備事業（工業用地造成事業）の状況」について御説明します。 

 まず初めに、午前中視察いただきました「富士山麓フロンティアパーク 小

山」の分譲状況です。平成 26 年度に事業着手いたしましたフロンティアパーク 

小山でございますが、平成 30 年 10 月に造成工事・開発行為手続きを完了、11

月から企業へ引渡しを開始しております。現在のところ、真ん中の所にありま

すとおり、全９区画のうち、５区画について分譲済みです。企業誘致に当たっ

ては、関係部局、東京・大阪事務所、小山町と連携しながら進めると共に、企

業の希望面積に応じて区画を分割する等、多様なニーズに応えながら早期分譲

に努めています。 

 15 ページをお願いいたします。次に藤枝高田工業団地でございます。 

 平成 29 年度に、藤枝市と工業団地造成に係る基本協定を締結し、事業に着手

いたしました藤枝高田工業団地ですが、平成 31 年２月に、藤枝市と土地売買契

約、３月には木内角丸特定ＪＶと造成工事請負契約を締結いたしました。去る

５月 24 日には現地で安全祈願祭を開催し、本格工事に着手しています。 

 整備規模ですが、10.2ha、６区画、令和３年度の引渡しで進めております。 
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 16 ページをお願いします。 

 つづきまして、富士大淵工業団地です。平成 29 年度と 30 年度、「開発可能性

調査」を行ってまいりました富士大淵工業団地ですが、今年度、５月 21 日に富

士市と工業団地造成に係る基本協定を締結し、事業着手いたしました。現在、

用地買収と実施計画及び土地利用手続きを進めているところでございます。新

東名新富士インターチェンジから約２キロという交通のアクセス利便性に優れ

ておりまして、約 5.8ha、６区画、令和４年度に引渡しをする予定です。 

 17 ページをお願いします。 

 最後に、工業用地等開発可能性調査費補助金についてです。企業局では、市

町の開発構想の把握、迅速な用地供給を図るため、市町が実施する工業用地等

開発可能性調査の委託費に対して助成しています。 

 昨年度、令和元年度事業に係る市町要望調査を前倒しで実施し、開発候補地

の掘り起こしを行いました。その結果、現在のところ、基本調査は１市１町の

３地区、詳細調査は袋井市土橋地区に対して、交付決定を行ったところでござ

います。引き続き、それぞれの詳細調査及び基本調査の進捗に合わせた技術支

援を行うなど、事業化に向けた検討を推進していきます。 

以上です。 

（樋口会長） 

ありがとうございました。ただいま説明のあった内容について御意見等があ

ればお願いします。色々な視点から忌憚ない意見をお願いします。

（鈴木委員） 

売却した場合の収益の見込みはどのくらいでしょうか。また、補助金は国か

ら出るのでしょうか。 

（地域整備課長） 

トータルで売却した場合、約 56 億円を見込んでいます。 

補助金は、まず小山町が出します。その半分を県から間接補助、土地価格の

最大４割、事業内容の、成長産業だと 40％、それ以外 30％という縛りがありま

して、補助金としては最大で４億円です。 

（鈴木委員） 

補助金を申請すればほぼ 100％もらえるのでしょうか、認められるのでしょ

うか。 

（地域整備課長） 

補助金の仕組み上、前年度にエントリーすれば、エントリーした額をもとに、
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県が予算措置をします。今のところ、要綱に合っていれば全額認められていま

す。 

（内野委員） 

工業用水の経営は経常収支比率が重要と考えます。全体でみれば確かに

100.2％と黒字で問題ないですが、個別にみると東駿河湾のように赤字の事業も

みられます。同じような状況にある他県もあるかと思いますが、対応策などを

検討する情報交換会みたいな場があるのでしょうか。 

工業団地の進出企業を誘致する時、ＣＮＦや、ＡＯＩ－ＰＡＲＣみたいに、

何かの取組や、テーマを持たせることについては、企業局が行うのか、若しく

は、経済産業部が行うのかもしれませんが、そのようなものがあるのか、教え

てください。まずは売却が優先することは理解していますが、進出企業の事業

内容等をみて、後付けでもいいので、団地内に県の施策に合致するオープンイ

ノベーション研究会みたいなものを県の主導で組成できないでしょうか。 

（企業局長） 

最初の御質問の他県との情報交換会ですが、静岡県の場合は特殊性があり、

工水の場合、重厚長大なパイプラインを有しており、また、隣の愛知と同様に、

他県より先んじて、老朽化と全面更新の時期が、10 年くらい早くおとずれるた

め、先進性については他県を上回るレベルでやっていると思います。怖いのは、

マスタープランの試算では、更新を現在の施設規模にそのままあてはめると、

同じ投価資本やると全体で 5,000 億という莫大な金額になってしまいます。そ

れをいかに削減していくか、需要量を確認していくのか、新しい工法を取るの

か、経済産業省に行ったりしながらやっていく中で、ここでは細かい内容まで

お伝えできませんが、こちらの想定通りの形の需要量でいくのか、落ちるのか、

更新時期を引き延ばすことによって、今の更新費用が削減できるかもしれない、

新しい物ができるまで、なんとかもちこたえることができるかもしれない、と

いうことは、我々気をつけていかなくてはいけない。特殊性として感じていま

す。 

情報交換は、他県ともやることもありますが、それ以上に経産省や国交省な

ど、広い視点で見てもらった方がよいと考えています。コンセッションなどの

検討も、同じ都道府県に聞いたりしても、いいポイントは教えてもらえるけど

実際の悪いポイントは教えてくれるかどうか、国交省や経産省に聞いたほうが

よいということもあります。 

工業団地の誘致については、「富士山麓フロンティアパーク 小山」は、一つ

は、富士山を基準とした大きな工業用地として、小山町が大工業用地と、まち

づくりと、産業活性化を狙ったところです。企業局は、静岡県に、技術者や若

い人を呼び戻し、団地への進出企業に入ってもらい、小山町を超えた広い地域

の活性化につなげることを狙っています。内野委員のおっしゃったように、レ
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ディーメードなので売らなくてはいけないのですが、売って終わりではなく、

そこが始まりで、地域のブランド化、活性化、委員のおっしゃるＡＯＩ－ＰＡ

ＲＣやＣＮＦ集積パークのお考えもありますが、我々は市や町が考えるまちづ

くり、というのをやっています。 

（古郡委員） 

静岡新聞の記事の「ピンチ」というのは、ユーザーがこの問題をどのように

捉えるか考えた時、工業用水は、使用できなくなる、事業の廃止もありうると

いうことを切実にユーザーに感じてもらう上で、決して厳しい言葉ではないと

思います。自分の会社が撤退しようというとき、簡単に工水の使用を、ペナル

ティなしに止めることができるとなりますと、今は１年くらい期間を延ばして

料金を納付すればそれ以上の負担を強いられるということがないようですが、

企業戦略として、撤退が容易になっている。これは撤退する企業にとってはい

いかもしれないが、残された企業や地域全体にとって重大な影響を及ぼしかね

ない。今以上の制約があってもいいとまではいえないが、抜けられると他に迷

惑がかかるよ、という意識を持ってもらう上でも、こういう問題提起はあって

もいいし、「ピンチ」以上の、もっと厳しい言葉でもいいとも思います。運命共

同体の中で自分たちが抜けることの意味を、より重く認識していただかなけれ

ばいけない。今後については、個別の企業の問題であると同時に関係する地域

全体の問題であることをきちんと整理して、適切な情報発信をしていただきた

い。そういう意味では、これは、私は非常にいい形で情報が出たと思っていま

す。 

（企業局長） 

既存のユーザー様は、１年間水を使わないとこれを廃止できるのが、特典に

なっていて、それが大口ユーザーの廃止が続く原因となり、課題の一つと認識

しています。今回の記事では、諸々の状態見ながら「ピンチ」という言葉を使

っておりますが、これは議会の質問の一つとして出たので、我々から出してく

れと言ったわけではありませんが、内容としてはかなり正確と言えます。古郡

委員がおっしゃったように、これをどのような形で、プラスに変えていきなが

ら、新規需要を、新たな企業に入ってもらって、地域を支えてもらうことが、

新たな力になるのが、我々の重大な使命であると考えます。 

そのバランスの中でやっている中で、大きなところは契約水量と実水量の差

があるので、狭めていく、代わりとして、料金の問題、縛りを変えていくとい

う所で、プラス面マイナス面、ユーザー企業様にあるのを、実態に近づけるの

が重要で、契約水量、実水量の、開きがある程度大きくありまして、その差額

で迷惑をかけずになんとかやっている所もあります。金額、撤退のところで、

全体のところで迷惑をかけないよう、長期的、安定的な金額として、得られる

だけのものに上げられるなら、実態の合ったものに上げていきたい。そう考え
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ます。

（鈴木委員） 

 工業団地なのですが、企業に売却した後で、どれだけ雇用が拡大されて、税

収がどれだけ増えたか調査していますか。 

（企業局長） 

「富士山麓フロンティアパーク 小山」４社は完全に売却し、５社目が入っ

たところです。４社に直接投資を聞いたところ、120 億、直接雇用の想定人数

が 180 人と事前に聞いています。藤枝高田の直接投資は 90 億円、雇用は 500

人、これからさらに、相乗効果で投資は増えると思います。 

（地域整備課長） 

私たちが把握できるのは、進出企業の直接投資額、雇用人数までで、経済波

及効果までは求めていません。県の施策、市町のまちづくりに合っている企業

かどうか審査する、その過程で事業計画を出していただいています。欠格要件

で、反社会的勢力でないか、財政上問題がないかなどを踏まえて分譲を決めて

います。 

（内野委員） 

進出企業による経済波及効果については、直接投資額や工場出荷額などが把

握できれば、静岡県の産業連関表を用いて算出することが可能です。県内市町

からは、議会説明資料として、工業団地造成に伴う経済波及効果の算出依頼が

よくあります。 

（樋口会長） 

その他、御質問や御意見はございますか。

特にないようですので、次の報告事項に移ります。報告事項４について、事

務局から説明をお願いします。

（経営課長） 

 経営戦略進捗状況について御報告します。

中期経営計画は、毎年度、進捗状況を評価し、その結果を報告することとし

ています。事前に別冊２冊をお送りしましたが、本日はＡ３の概要版で説明い

たします。

 工業用水道事業でございます。（１）指標の達成状況についてでございますが、

指標 14 項目中、数値目標を９割以上達成しているものが 10 項目ありまして、

目標を概ね達成しております。 

（２）の事業の実施状況につきましては、工業用水の３つの課題に対して、

それぞれ取り組みを行いました。「人材の育成と組織体制の充実」でございます。

技術継承のために、企業局の職員自らがナレッジ動画を作成しており、30 年度
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は４件作成するなど、着実に進捗しております。また、ユーザー各社と連携し

た防災訓練にも取り組んでおり、30 年度は 229 社が参加するなど、災害時の体

制の充実を図っています。 

次に「適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新」では、更新事業

の一部事業が翌年度繰越になり、30 年度に完成せず目標未達となりました。し

かしながら、今年度には完了予定であり、大きな遅れとはなっていません。 

 台風など濁度上昇もありましたが、年間を通じて安定的に良質な水を供給し

ました。「経営基盤の強化」は、営業グッズの作成や商工団体等と連携した営業

活動を行いましたが、30 年度は新規ユーザーの獲得に至らず、目標未達となり

ました。しかしながら、今年度に入りまして２件の新規契約があり、昨年度の

広報・営業活動の成果が出ていると考えます。 

 浄水場見学は、30 年度は東部・西部両事務所で 92 回の見学会を実施しまし

た。しかしながら、人数では目標数に届かなかったものでございます。 

「（３）の財政収支」についてです。決算でも申し上げましたが、損益は３億

2,800 万円の黒字となり、概ね計画どおりでありました。経営状況の指標も健

全経営を示しています。しかしながら、内容は「給水収益」が計画を下回り、

また、それを計画になかった未利用財産の売却で補っており、経常ベースでは

経営状況は悪化しています。これまで、工業用水の屋台骨を支えてきた東駿河

湾も赤字を計上し、予断を許さない状況です。 

 水道事業でございます。指標の達成状況ですが、指標 12 項目中、数値目標を

９割以上達成しているものが 10 項目で、概ね達成していると考えます。 

 事業の実施状況でございます。工業用水を同じ３つの課題を設定しました。

「人材の育成と組織体制の充実」では、国が進める広域連携につきまして、水

道事業者の立場で、検討会に参加いたしました。今年度も、水道法改正を受け

て、設置された庁内会議に参画するなどして、庁内各課との連携を継続してお

ります。また、榛南水道の統合については、大井川広域水道企業団との検討を

進めており、着実に進展しています。 

「適正な維持管理の実施と施設・管路の計画的な更新」でございますが、更

新事業の一部事業で、翌年度繰越となったほか、点検結果が良好な設備の更新

を後年度送りにしたため、30 年度は目標達成しませんでした。しかしながら、

こちらにつきましても、大きな遅れとはなっていません。 

 また、昨年度の渇水時に遠州水道で異なる水源の水を融通して対応しました

が、水質管理センターの適切な水質管理により基準を満たす水を送水するなど、

年間を通じて良質な水を供給しました。 

（３）財政収支の損益は 11 億円の黒字となり、概ね計画とおりで、現在のとこ

ろ、水道事業の経営状況は安定しております。 

 ３ 地域振興整備事業です。指標の達成状況は指標５項目中、９割以上達成
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しているものが３項目ございました。（２）の事業の実施状況は、先に下の「分

譲等の状況」を御覧ください。30 年度はフロンティアパーク小山など、４工業

団地で 13.6ha を分譲いたしました。 

 多様な企業ニーズに対応した工業用地等の供給では、企業局次長をトップと

する「国内産業振興プロジェクトチーム」と連携した企業情報の収集と、営業

活動を行った結果、小山８区画のうち４区画を分譲いたしました。目標が全区

画分譲であったため、目標達成とはなりませんでしたが、４区画への進出企業

はすべて県外企業で、うち３社は県内初進出の企業であり、経済効果は大きい

といえます。 

 さらに、企業の早期引渡しのニーズに応えまして、用地処理を工夫した結果、

引渡し期間を４か月短縮することができました。大きな効果を挙げたと認識し

ております。小山に続く、新規工業団地の掘り起こしのために、市町への補助

金の要望紹介の前倒しや助言などを行いました。 

 「新たな事業展開を経営の健全性の確保」では、ＣＮＦ開発に取り組む工業

用水ユーザーの情報を広く紹介し、他ユーザーへの波及を図ったところでござ

います。 

 （３）の財政収支でございますが、小山の分譲が計画を下回ったこともござ

いまして、収益、費用、損益、いずれも計画額を下回りましたが、４工業団地

で分譲があったため、損益は黒字となりました。 

 ４の経費節減の取組でございます。電力料金の節約、浄水場から発生する汚

泥の有効活用などに取り組んだ結果、削減計画では２億 7,200 万円のところ、

計画を下回りましたが、全体で１億 9,788 万円となりました。 

 まとめといたしまして、工業用水は、料金改定などで赤字工業用水の黒字化

を進めてまいりましたが、これまで工業用水全体を支えてきた東駿河湾が赤字

となり、富士川が、大口ユーザーの廃止により、将来的には単独では経営が成

り立たなくなる恐れが出てきました。 

 早急な対応策として、二つの工水は、同じ地域に供給しているため、施設・

管路の再編等により、効率的な水運用を行い、コスト削減を図れないか検討す

ることとしています。中長期的には、ダウンサイジングしてもなお莫大に更新

費用がかかりますので、一層の削減や、維持管理費の徹底した削減を図ります。 

 水道につきましては、現在経営状況は安定しており、駿豆水道や、榛南水道

と企業団の統合などの動向にもよりますが、今後も安定経営が見込めると認識

しております。更新計画を着実に推進するため、単年度損益の黒字化を維持し

ます。 

 最後に、地域振興整備事業は、計画年度に造成・分譲が完了することが重要

であることから、「国内産業振興プロジェクトチーム」等との連携により、本年
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度中の小山の完売を目指します。また、県全体で工業用地が不足するなか、開

発可能性調査補助金の活用により、新規造成の掘り起こしを行います。

 以上でございます。

（樋口会長） 

 ただいまの説明について御質問や御意見をお願いします。

（八木委員） 

中期経営計画の細かい資料のところの、理解が至らなかった所があります。

参考資料の８ページの、収益的収支、資本的収支のキャッシュフロー、累積資

金がマイナスになるとはどういうことなのか、参考資料の 10 ページの静清工業

用水道について教えてください。 

（経営課長） 

７つの事業を１つの会計として決算としています。全体とすると資金がある

ということですが、個別に見ると赤字が続いてマイナスになっていました。会

計全体では黒字になっています。 

（鈴木委員） 

過去の赤字が累積したままなので、数字上はこのように出るということです

ね。 

（経営課長） 

事業ごとに区分経理を行っています。

（上坂委員） 

視察時のことで伺います。最近ニュースで見ることがありますが、工場の大

きな火災があったりすると、ここはすぐに対処できるのでしょうか。発電所も

ありますし、大きな工場もあります。災害という点で守られているのでしょう

か。 

（地域整備課長） 

この区域は、御殿場・小山消防組合で、通常の消防体制をとっています。街

中と違い人家が少ないので、工業立地法で 25％緑地をとるようになっています。

広いので大丈夫であるとの認識です。 

（古郡委員） 

小山の団地の審査は、企業局だけが行うのでしょうか。小山町も行っている

のでしょうか。また、固定資産税の優遇はありますか。このあたりの今の常識

というかトレンドを教えてください。 

（地域整備課長） 
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審査については、県企業局価格決定委員会で決定しています。その前に小山

町に申し込みのあった企業について意見照会をし、その意見を充分反映した上

で審査しています。市町のまちづくりに合わない会社では困りますし、災害な

どへの協力体制についても確認しています。 

（古郡委員） 

むしろそれを重要視して企業の選択をすると考えてよいでしょうか。 

（地域整備課長） 

そのとおりです。 

２つ目の固定資産税の免除については、市町によって、免除しているところ

とそうでないところがあります。小山町は免除していません。工業立地法上の

緑化率 25％の緩和の件ですが、「富士山麓フロンティアパーク 小山」につい

ては、富士山を借景にした森に佇む工業団地、をキャッチフレーズに作ってき

た経緯がありますので、緩和することはありません。 

（鎌田委員） 

 １点目は浄水場の見学者について、目標達成に「Ｃ」がついているようです

が、認知を高め、理解を深めるのに見学は重要な事だと思いますが、達成でき

ていない、ということは残念です。せっかく、評価の委員会なので、何を評価

するか、これが評価の条件というのであれば、努力でなんとかなるものなのか

聞きたいです。 

 二点目は、新聞記事の件です。撤退は完全撤退なのでしょうか、縮小なので

しょうか。また企業局としてはどのくらいの時期に把握して、対処していたの

でしょうか。スケジュール管理など。 

 三点目ですが、榛南水道の、今後に関して。水道法の改正で、民間の参入の

検討会をしているようですが、今後の話と、県の役割として、小さな水道事業

体のとりまとめなど統合体制など、わかれば教えていただきたいです。 

（企業局長） 

 ２点目の新聞記事について、「撤退」が、そのような表現でなく、製紙業を中

心とした事業統合の割り振りという、より安い所に統合して、ということです。

日本製紙は、ＣＮＦや研究所をやってきているので工業用水を使っています。

実験場、研究者も集まると考えているようなので、サポートしていこうと思っ

ています。撤退だと困りますが、大きな事業の中の統合として、残る部分があ

るので、そこを伸ばしていきながら、地域としてＣＮＦは環境に優しい産業と

いうことなので使っていきたいと思っています。 

（鎌田委員） 

 地下水に転換、ということではないのでしょうか。 

（企業局長） 

 同社の経営方針で、富士工場は選ばれなかったという説明で理解しています。 
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（経営課長） 

浄水場の見学につきましては、近隣の小学校の、社会科見学を組み入れてい

ただいている、という話も聞いています。努力をしていくしかないと思ってお

ります。今年度達成できるよう、努めていきます。 

（古郡委員） 

社会科見学している学区の、学童の数自体が減っているので、３年も経つと

５％、10％減る可能性があるのではないかと思います。そういうことも考えて

やっていかないと達成するのは困難かと。 

（鎌田委員） 

人数ではなくて、回数にするとか、達成できないのは重要なファクターでは

ありません。達成できるような、評価できるような方法に、こうやりました、

と見方を変えるのも方法ではないかと思います。

（経営課長） 

ありがとうございます。 

新聞記事について補足ですが、昨年の５月頃、同社が機械を順次とめていく

記事が出て、それ以降は、企業局としては、同社から情報をいただきながら、

それに対応する準備をしてまいりました。突然今年になってこの状況というわ

けではありません。昨年度からある程度把握しておりました。 

（鎌田委員） 

その情報は、新聞ベースでしか得られない、把握できない、ということです

ね。

（水道企画課長） 

 ３点目の、水道法に伴うご質問についてですが、企業局は、水道用水供給事

業者として、各市町へ水をおろすということをしています。他に県の中に市町

の水道事業を統括している、くらし・環境部があり、そこが中心となってヒア

リングを行っています。水道法改正に伴い、広域化の動きが国を中心にあり、

令和元年から令和４年にかけて、広域化推進プランというものを立案するとの

ことで、そちらの部署がメインとなっている。企業局としてはオブザーバーと

して、水道事業のノウハウがあるのでサポートしながら参加し、進めていると

ころです。 

 実際市町と話をしてみると、市町により、水源が近く健全な経営をしている

ところもあれば、厳しい所があります。進めていくのは難しいということを聞

いています。 

（鎌田委員） 

 聞いているのであれば、伺いたいが、いろんな県のその事例、例えば、奈良

県さんとか、ご苦労されてやられているのをいろんな所で報告があるので、静

岡県も非常に横に長くて大変かな、という所もありますけど、せっかく水道法
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の改正があったので、民間参入だけでなく、統合という部分だったり、サポー

トという部分をやっていただければな、と。よろしくお願いします。 

（水道企画課長） 

 榛南の統合は、昨年度から今年にかけて、大井川広域水道企業団も経営戦略

に位置づけながら、本格的に動き出して始めておりますので、加速してきたか

な、と感じております。

（樋口会長） 

他にはよろしいでしょうか。

それでは、報告事項５について事務局から報告をお願いいたします。

（経営課出納主幹）

もとの資料の 18 ページをお開きください。「入札結果の検証」でございます。 

企業局では、不祥事件の再発防止対策の一環といたしまして、職員の不正へ

の関与を防止することを目的に、一定規模以上の工事と委託につきまして、入

札結果を調査し、その結果をこの委員会に報告することとしております。 

今回は、平成 30 年度下半期に契約しました入札の検証結果を報告します。 

調査方法は、20 ページに記載のとおり、５つの調査項目に該当した入札につ

いて、過去３回の入札実績を踏まえながら、調査項目に該当した理由を１件ず

つ分析するものです。 

18 ページに「検証結果」という表がありますが、検証の対象となった入札は、

工事 50 件、委託 47 件、合計 97 件でございます。 

このうち、ａからｅの５つの調査項目に、ひとつでも該当したものは、工事

26 件、委託 12 件、合計 38 件でした。内訳は、記載のとおりであります。 

調査項目に該当した理由を１件ずつ分析したところ、予定価格や最低制限価

格に近くなった理由に不自然な点が見られなかったことから、設計価格の漏洩

を疑わせる事案はなく、経過観察にすべき事案もないと判断いたしました。 

「参考項目」のアからエの４項目につきましては、18 ページの下段の表に示

したとおりでございまして、19 ページに、過去５年の結果をまとめております。 

説明は以上です。 

（樋口会長） 

 ただいまの説明について、御意見等をお願いします。 

（鎌田委員） 

検証はいつまで行うのでしょうか。先ほどから聞いていると、それなりにな

っていると思います。わざわざ出さなくてもよい気がします。これも、それな

りに事務作業がかかるので、ある程度の期間でよいという気もしますが、いか
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がでしょうか。 

（経営課出納主幹） 

いつまで、ということに関して、今ここで明確にお答えできませんが、昨年

度、この評価委員会において、調査範囲を縮小することに関して御了解いただ

きました。その後、その時に来ていた新聞記者から、平成 24 年の事件から６年

しか経っていないのに、なぜ縮小の見直しをするのか、との意見もありました。

総合的な不祥事防止対策のひとつとして行っていますが、いつまで続けるのか

については、我々の中でも課題として挙げていまして、何年かやって問題ない

ことが確認できれば縮小できるのかなど、御意見を参考に検討したいと思いま

す。

（鎌田委員） 

委員としては、業務の効率化をしていただいたほうがいいのかな、という意

見からです。 

（樋口会長） 

そのほかに意見ございますでしょうか。私から一つよろしいでしょうか。 

特に工水なんですけれども、遊休施設があると思うのですが、まだあるなら

その売却について教えてください。 

（水道企画課長） 

今回売れた所は、浜松エリアの西遠工業用水未利用地であり、運送系の会社

に売却しました。昨年度末に。今後の遊休施設は今洗い出し中で、若干候補は

ありますが、関係市との土地計画との縛りもあり、また、売れない、山のよう

な所だったりするので、検討しているところです。今後の大規模修繕の仮設施

設として、必要になりますので、そういった所も踏まえて検討しています。 

（樋口会長） 

その他御意見や御質問はございますか。 

概ね意見も出尽くしたようなので、これで審議を終了します。 

事務局においては、本日の各委員の意見を参考にしていただくようお願いし

ます。各委員の皆様、どうもありがとうございました。 


