この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○髙鳥委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 立憲民主党・市民クラブの尾 かな
子です。
森山委員に引き続き、大阪・大阪コンビで水道
法の改正案について質問をさせていただきたいと
思います。
今回、改正案ということで見させていただきま
した。まず、第一条の条文の「目的」が変更にな
っているかと思います。一条、「この法律は、水
道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめると
ともに、水道の基盤を強化する」、ここが変わり
ました、「ことによつて、清浄にして豊富低廉な
水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環
境の改善とに寄与することを目的とする。」。
以前であれば、「水道を計画的に整備し、及び
水道事業を保護育成する」ということでしたけれ
ども、これが水道の基盤強化という文言に変わっ
たということで、先日の高橋委員の議論の中でも、
大臣の方からは、計画的な整備、保護、育成も水

道の基盤強化に含むという答弁をされておられる
かと思います。ですので、今回改正案が本当に水
道の整備、育成、こういう意味を含む基盤強化に
なっているのか、この視点で質問をさせていただ
きたいというふうに思っております。
まず、二〇一三年三月に策定された新水道ビジ
ョン、ここでは、強靱、持続、安全な水道を目指
す、この三つを目指すということが書かれている
わけです。しかし、先ほど森山委員からの質問に
もあったとおり、二十四条にコンセッション、公
共施設運営権の設定をできるというふうにしたコ
ンセッション方式は、本当に新水道ビジョンの強
靱、持続、安全な水道を目指す方向性と整合性が
とれているのか、私は非常に疑問を感じておりま
す。
また、水道法の第六条第二項では、「水道事業
は、原則として市町村が経営するもの」というふ
うになっております。人口減少時代にダウンサイ
ジングもしなければいけないことは理解をしてい
ますし、垂直統合や水平統合を含めた広域連携も
必要であるとは思います。しかし、その方向と、
本当にコンセッション方式がその解決策なのかと
いうことについては、先ほどからあるように、疑
問があるところであります。
皆様のお手元に配付資料を配らせていただきま
した。実は、ヨーロッパ、そしてＰＦＩの生みの
親でありますイギリスでは、今、ＰＦＩは反省の
時代に入っています。これは資料なんですが、も
う一つ、実はこのイギリスでカリリオンという建
設会社がこの一月に、十六億ポンド、約二千四百

四十億円の負債を抱えて経営破綻して、会社清算
することになりました。ここはイギリスのＰＦＩ
事業を多数受託している会社でありまして、病院
や道路の建設を手がけるほか、刑務所の保守管理
や学校給食の提供も行っていた。新聞記事による
と、イギリス政府はまずこうした約四百五十件の
契約で支障が生じないように対応しなければなら
ないというふうに記してあります。
公共事業を民間会社に委託するリスクというの
は、こういった経営破綻ですね。そうなると契約
が履行されないわけですから、次の委託先はどう
するんだとか、非常に困難な対応を探らなくては
いけない。イギリスで起こった、このＰＦＩを受
けていた会社の破綻というのが、じゃ、本当に日
本は関係ないんでしょうか。
さらに、先ほどの配付資料にありますとおり、
イギリスの会計検査院がＰＦＩの費用対効果をま
とめた報告書というのを出しました。それをイギ
リスのガーディアンという新聞が記事にした部分
を、これは国会図書館にちょっと訳してもらった
んですね。そうすると、納税者はＰＦＩ契約の二
百億ポンド負担、二百億ポンドというのは二兆九
千億円、負担している。中には、公的資金による
事業よりも四〇％高いＰＦＩ事業のコストがある
んだということが書いてあるわけです。
ここに書いてあるのを見ると、例えば二つ目の
パラグラフには、イギリス会計検査院はＰＦＩ及
び、ＰＦ２というんですけれども、プライベート
ファイナンス２の利点については言及していない
と。つまり、ＰＦＩで何の利点があるかわからな
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いというふうにここで書いてあると。
四つ目のパラグラフでは、ＰＦＩ調達の便益に
関する利用可能なデータが依然として不足してい
る。
そして、五つ目のパラグラフでは、その他、報
告書では、ＰＦＩ事業の費用に含まれる保険料が
過大となっていることが、実施中のＰＦＩ事業を
途中で中止して公営事業に戻した場合、多額の追
加費用が生じることを指摘しているということで、
今やイギリスの会計検査院も、そして同様のこと
は、実はＥＵの会計監査院でも同じようなことが
指摘をされています。
ですから、今、日本に必要なのは、ＰＦＩやコ
ンセッション方式をこのように広げて進めること
ではなくて、これらの、先にＰＦＩを導入した国
で起こっているさまざまな現象についてまず検証
すべきではないかというふうに思います。
今回、水道法にコンセッション方式を導入する
ということですけれども、私、この導入の仕方も
非常に強引だなというふうに思いました。
二〇一四年の六月二十四日に閣議決定された日
本再興戦略の中で、公共施設等運営権方式につい
て、二〇一六年度末までの三年間を集中強化期間
に設定し、この期間内に達成すべき目標を設定す
る。この中には、わざわざ上水道と書いてあって、
六件というふうに件数まで書いてあります。
そして、この三年間ではできなかったというこ
とで、さらに、日本再興戦略二〇一六で、交付金
も補助金もつけて、そして、昨年六月のＰＰＰ／
ＰＦＩ推進アクションプランでは、「集中強化期

間を平成三十年度末まで伸ばし、次に掲げる措置
等により、六件のコンセッション事業の具体化を
目標とする。合わせて、既に検討に着手している
案件について、事業開始まで切れ目ない支援を行
うことにより、コンセッション事業の着実な導入
促進を図る。」ここまで書かれているわけです。
先ほど、大臣は、コンセッションはいけるとこ
ろはいってほしいみたいなことを言っていたわけ
ですけれども、ここには、こうして具体的な六件
という目標まで挙げているわけです。
確認ですけれども、この六件というのは、厚労
省の目標ということでいいんでしょうか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
六件の目標についてでございますけれども、日
本再興戦略二〇一四などにおいて掲げられた上水
道事業の目標につきましては、直近では、平成三
十年六月十五日の民間資金等活用事業推進会議に
おいて決定したＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプ
ランにおいて、先ほど御指摘いただきましたよう
に、二十六年度から三十年度までを集中強化期間
として、六件の具体化が目標とされているという
ことでございまして、こういった推進会議におい
て決定されたものということでございます。
○尾 委員 ですから、この六つの目標というの
は、厚生労働省の目標となるということですか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
厚生労働省も入るということでございます。
○尾 委員 とすると、先ほど大臣が答弁でおっ
しゃった、これは自分たちは、決してそこを全部
やりなさいということじゃないとか、いけるとこ

ろはいってほしいと言ったことと、これは私はち
ょっと矛盾しているんじゃないか、違うんじゃな
いかというふうに思うんですけれども、この六件、
わざわざ目標を立てて、そして交付金も入れて、
補助金もつけて、そして期間まで区切って六つと
いうことでやること、これと先ほどの説明は、大
臣、矛盾しないでしょうか。
○加藤国務大臣 いや、先ほど申し上げたのは、
全ての市町村にこうしてほしいということを申し
上げているわけではなくて、基本的には、それぞ
れの市町村において選択をしていただく、その地
域の状況に応じて判断していただく。
この六つについても、あなたのところはこれを
やりなさいというわけではなくて、そうした事例
が生まれてくるように、一種のモデル事業という
ことになるのかもしれませんけれども、我々もそ
うしたことをやりたいというところに対してそう
した支援を行っていくということでありますから、
別に矛盾しているものではないというふうに思い
ます。
○尾 委員 私から見ると、最初に政府がやった
三年間では出てこなかった、それをわざわざまた
期限まで区切って、このように補助金、交付金ま
で出してやっているというのは、どう見ても、そ
ちらに誘導している政策だというふうに判断、受
けとめられると思います。
ちなみに、この六つの自治体というのはどこな
のか。そして、そこの自治体議会はそれに対して、
例えばどういうふうに言っているのかもわかれば、
一緒に教えてください。

- 2 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
平成30年7月4日

○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
これまで水道分野においてコンセッション事業
を実施した事例はございませんけれども、資産評
価、デューデリジェンスに着手又は同等の検討を
実施した案件としては、ちょうど六件ございまし
て、まず宮城県、それから宮城県村田町、静岡県
浜松市、静岡県伊豆の国市、それから大阪市、奈
良市、この六件でございまして、これらについて
は達成される見込みと伺っているところでござい
ます。
○尾 委員 議会の状況というのはおわかりにな
りますか。
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
宇都宮審議官。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
ちょっと詳細はまだ把握してございませんが、
さまざまな意見があるということを伺っておりま
す。
○尾 委員 達成の見込みというのは、資産とい
うか財産を評価する、デューデリジェンスですか
ね、それだけのことが達成見込みなんですか。そ
れとも、コンセッションを達成する見込みという
答えなんですか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
このアクションプランの目標が達成される見込
みということでございます。
○尾 委員 アクションプランの目標というのは
何ですか。

○宇都宮政府参考人 この目標につきましては三
点ございまして、一つ目は集中強化期間に実施契
約を締結する予定の案件、二つ目は実施方針公表
段階となる予定の案件、そして三つ目は事業実施
に向けて具体的な検討を行っている段階の案件、
以上でございます。
○尾 委員 それは議会で承認を得ないとできな
いことではないかと思うんですけれども、達成見
込みと言ってしまっていいんでしょうか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
先ほどの三点目の方、具体的な検討を行ってい
る段階ということでは、達成ということで考えら
れると思います。
○尾 委員 こういうふうに、これは地元自治体
や地元議会の承認も必要なことですから、こうや
って、国が六つとか言ってやっていく方法という
のは、本当に地元議会を無視しているんじゃない
かというふうにも私は感じています。
配付資料の四ページ、おめくりいただきたいと
思うんですけれども、こちらの方には、片括弧三、
右の方を見ていただきたいんですが、世界の民営
化水道、これが今、ＰＳＩＲＵという、公共サー
ビスリサーチ連合というところによると、二〇〇
〇年から二〇一五年三月末までの十五年間で、世
界では三十七カ国で民営化された二百三十五水道
事業が再公営化されたというふうに報告をされて
おります。パリ、ベルリン、アトランタ、インデ
ィアナポリス、ブエノスアイレス、ラパス、ヨハ
ネスブルク、クアラルンプール。
この再公営化というトレンドを、どのように厚

生労働省としては捉えているんでしょうか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
二〇一五年に出されました、海外で二百三十五
件の自治体が再公営化されたことを示している報
告があるということは承知してございます。
一方、例えば二〇一五年のフランス水道協会の
報告書によりますと、一九九八年から二〇一一年
までの間にフランス国内でコンセッション方式等
で契約された事業のうち約九七％は民間との契約
を更新している、こういった事例もございますこ
とから、例えばフランスにおいては、一律に民間
による運営から公的主体による運営に戻すことが
進行している状況であるとは認識していないとこ
ろでございまして、さまざまな状況があるのでは
ないかというふうに感じているところでございま
す。
○尾 委員 この再公営化されたところについて
は、厚生労働省としては検証されたりはしている
んでしょうか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
我々としても、再公営化された海外の事例など
を踏まえて今回の水道法改正法案を提出させてい
ただいているということでございまして、そうい
った事例を教訓に、今回の制度改正を行おうとし
ているところでございます。
○尾 委員 コンセッション、次ちょっと行きま
すけれども、契約年数ですけれども、大体二十年
から三十年を予定しているというふうに、私、聞
いているんですね。大体二十年から三十年のスパ
ンを予測しているということで合っているかどう
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か。そして、もし、二十年とか三十年とかいうス
パンというのは、余りに私長いと思うんですけれ
ども、まずその事実の確認をしたいと思います。
○大沼大臣政務官 お答えいたします。
コンセッション方式は二十年以上の長期契約が
一般的でありまして、長期にわたって事業を行う
ことで、民間ならではの経営ノウハウや高い技術
力を効果的に活用できる、地方公共団体や住民に
とって効率的な施設の整備、管理による安定的な
給水サービスを受けることが可能となるメリット
があると考えております。
長期の契約事業期間中に発生する可能性のある
天災、需要の変動及び物価変動等、予測不可能な
事象につきましては、地方公共団体とコンセッシ
ョン事業者の間でこれらのリスクをあらかじめ認
識し、リスクが顕在化した場合の費用負担等の対
応を事前に実施、契約に定めることにより対応す
ることとなります。
○尾 委員 長ければ長いほど、これはメリット
もあるかもしれませんけれども、私はデメリット
もやはりあると思うんですね。そこはいろいろ工
夫をしていくということなんですが、本来であれ
ば、やはり五年ぐらいでちょっと見直しをしっか
りしていかなければいけませんし、二十年、その
自治体で水道事業を民間が運営してしまえば、も
うそこには自治体でできる職員がいなくなってし
まうんじゃないか。つまり、一度コンセッション
にしてしまえば、もうその水道事業は再公営化、
例えばそれがうまくいかなくても、もう戻すとき
に人がいなくなるんじゃないか、私はそんな心配

もするんですね。
先ほど大沼政務官からのお答えにもあったよう
に、災害時じゃあどうするのかというのをもう少
し詳しくお聞きしたいんですけれども、これは確
認ですけれども、もしコンセッションの事業実施
の自治体が、例えば地震などで被災をして断水と
か漏水した場合、これはこの民間企業で対応でき
るのか、そして、自治体職員であれば地震が起こ
ったら何号招集とかで招集されるわけですけれど
も、こういう招集はどのようにして可能になって、
どのように担保されているのか、教えてください。
○大沼大臣政務官 お答えいたします。
コンセッション導入時の災害時の対応につきま
しては、どこまでを民間企業に委ねるかをあらか
じめＰＦＩ法に基づく実施方針及び実施契約で決
めることとなります。このため、契約で義務づけ
ることによって、断水、漏水した場合の対応や給
水車による応急給水、補修、点検などの応援を民
間事業者に行わせることも可能でございます。
なお、コンセッション方式を導入するに当たり
まして、水道事業者であります地方自治体は、災
害等の非常時における当面の事業継続のための措
置をあらかじめ定めることが求められております。
厚生労働大臣が、その措置につきまして、近隣他
市が被災した場合等の対応を含む他の水道事業者
との相互協力体制につきましても確認した上で許
可を与えることとしております。
○尾 委員 契約で可能ということですから、そ
の契約が締結されるかどうかというのは、別に許
可の条件じゃないということですよね。契約に入

っていたらやりますし、入っていなければやらな
いということになるということでいいですか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
そういったことも含めまして、災害時の対応に
ついてしっかりと対応できるかということを厚生
労働大臣の方で確認した上で許可をするというこ
とでございます。
○尾 委員 次に、被災が近隣だった場合、どう
なるのかということです。
今回、大阪の北部地震のときも、高槻、そして
箕面が断水をしたときに、近隣から、大阪市や堺
とか、そういうところから給水車がやってまいり
ました。
こういう近隣他市が被災した場合に、例えばコ
ンセッションをしている市は、その民間会社に給
水車を送れと言えるのか、漏水している部分とか
を補修、点検するように言えるのかということ、
それはどうなるんでしょう。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
コンセッション方式を導入いたしましても、水
道事業者は市町村のままでございますので、現行
の日本水道協会による自治体同士のそういった応
急支援などの枠組みは使えるということでござい
ます。
○尾 委員 それは契約に入れるということです
か。契約があったら行くし、契約がなければ行か
ない、そこも確認したいんですけれども。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
契約は、あくまで水道事業者である自治体と契
約を引き受ける民間事業者との契約でございまし
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て、今の、近隣の市町村からの応援というのは、
あくまで水道事業者である被害を受けた市町村と
近隣の市町村の関係ということでございます。
○尾 委員 ということは、コンセッションをや
っている民間会社に、自治体は、悪いけれどもど
こどこに給水車をやってくれと言えばできるとい
うことでいいですか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
今のお尋ね、民間に対してではなくて、つまり
自分が被災している自治体が近隣の自治体にそう
いう応援をお願いするということでございまして、
その民間の事業者に対しては、あくまで被害を受
けたときに応急に招集するというような契約を交
わしていれば、そういう民間事業者にも招集をか
けられるというようなことでございまして、です
から、その民間の関係と近隣の自治体との関係は、
また分けて考える必要があると思います。
○尾 委員 ですから、私が聞いているのは、そ
の自治体、被災したのはコンセッションの自治体
じゃないんです、近隣の自治体が被災をしました、
で、コンセッションを実施している自治体が応援
に入る、日本水道協会からの応援に来てくれとい
うところがあったときに、民間会社に対して、給
水車を出してくれと言うことができるのかという
ことを聞いております。
○宇都宮政府参考人 お答えをいたします。
そういったことにつきましても、契約で義務づ
けることによりまして、可能だということでござ
います。
○尾 委員 逆に言うと、契約でそれをやってい

なければ、ないということですよね。それは別に
許可の範疇ではないですよね。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
個々の事例についてなかなか現時点でお答えす
るのは難しいと思いますけれども、やはり自治体
が、非常に小さい自治体が密集しているとか、そ
ういう場合にはそういったことも含めて検討する
可能性もございますし、やはりそれはケース・バ
イ・ケースではないかなというふうに考えてござ
います。
○尾 委員 一番大事な災害の応援が、コンセッ
ションはできるか、できないか今の時点ではわか
らない、可能性があるとかそういう答えだったと
いうのは、私、これは非常に問題があると思いま
すよ。
水道ってライフラインですからね。そのライフ
ラインが、特にこの地震大国である日本で、水道
管とかが破裂して水道が通らなくなったときに、
コンセッションであれば、いや、契約次第ですみ
たいなことで本当にいいのか、ここは再考してい
ただきたいと思います。
そして、このコンセッションになって、先ほど
申し上げたように、じゃ、自治体職員に水道事業
がわかる人がいなくなっていくんじゃないかとい
うことは、非常に私、危惧をしております。特に、
熊本地震のとき、熊本地震のこの水道の報告書を
見ると、今でも、水道職員の減少や経験不足で断
水のときの対応が難しかったという報告書が上が
ってきております。
本当に、コンセッション方式をやったときに、

このモニタリングによって適切に管理監督ができ
るのか、そしてその権限などは本当に管理監督者
にあるのか、教えてください。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
先ほどから御答弁申し上げていますように、こ
の水道事業におきまして、ＰＦＩ法に基づいて地
方公共団体がサービスの水準その他枠組みを事前
に条例等で定めた上で、議会の議決を経てコンセ
ッション事業者が決定されて、水道事業を運営す
ることになる。
今般の水道法改正法案では、地方公共団体から、
コンセッションの事業の内容、経理状況等々の実
施計画書の提出を受けて、厚生労働大臣が、確実
性、合理性のある計画となっているか、そういっ
たことについてを審査して許可する制度としてい
るということでございます。
加えまして、ＰＦＩ法に基づいて地方公共団体
がモニタリングをする、改正水道法案に基づいて
厚生労働省がモニタリングをする、こういったこ
とによりまして、安全な水の安定供給というもの
は担保されるものと考えているところでございま
す。
○尾 委員 この指導監督は、きっちりと権限は
担保されているんですか。モニタリングして、こ
こがおかしいよとかいうときになると、こうやっ
て変えてくださいとか言えるんですか、自治体。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
ＰＦＩ法に基づきまして、言えるということで
ございます。
○尾 委員 私は、これは担保が本当にされてい
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るのか疑問なんですね。
ちょっとこれは熊本地震の報告の際に気になっ
たんですけれども、地震の際の水道の災害マニュ
アルがなかったというふうに書いている自治体が
結構あったんですね。
今、自治体における地震などの災害時の水道マ
ニュアルの整備の割合というのは何％ぐらいなん
でしょう。
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
宇都宮審議官。
○宇都宮政府参考人 失礼いたしました。
厚生労働省としては、水道事業者に対しまして、
地震などの災害時の応急給水や水道施設の復旧の
体制に関しまして、水道事業者とコンセッション
事業者の役割分担、両者の連携方法等々、危機管
理対策マニュアルを策定することを求めていくこ
とを想定してございますが、具体的にどのくらい
の整備状況かというところは、現時点では把握し
てございません。
○尾 委員 私、メールで返してもらったんです
けれども、全国における地震に対する災害マニュ
アルの策定状況はどの程度かと私が聞いたところ、
返ってきたお答えは、全国千四百七十事業者のう
ち、六二％に当たる九百十五事業者が地震対策マ
ニュアルを策定済みということで、これは日本水
道協会の平成二十七年度水道統計ということにな
っていますが、というふうにお答えいただいてい
るんですね。

とにかく、六二％に当たる九百十五事業者しか
地震対策マニュアルがないということは、これは
大丈夫ですか。今、私も質疑しても、把握してい
ないと答えられたので、これは本当に大丈夫なん
ですか。コンセッションをやるとかどうこうの前
に、災害に対する対策すらちゃんとできていない
ということでは困りますよということで、これは
しっかり把握してください。
そして、これが九百十五しかないということは、
六二％で、三八％はないんですから、これは災害
対策マニュアル、ちゃんとつくらないといけない
と思いますよ。
あと、次、確認します。
コンセッション方式ですが、これもイエスかノ
ーかで答えていただきたいんですが、今、広域化
したときの一部事務組合、この一部事務組合もコ
ンセッション方式は可能なのかどうか、これだけ
答えてください。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
一部事務組合が経営する水道事業においてもコ
ンセッション方式を導入することは可能でござい
まして、この場合、一部事務組合の議会が承認す
る必要があるということでございます。
○尾 委員 一部事務組合というのは、結構やは
り市民からは遠いんですね。まあ大阪もそうです
けれども、大阪市以外で一部事務組合で水道をや
っていますけれども、各市から一人しか出ないん
ですよ。そういうところでコンセッション方式を
やるといっても、これはなかなか本当に難しいな
というふうに思いますし、自治の観点からも、こ

れはいかがなものかというふうに思います。
コンセッション方式はやはりいろんな問題点が
ありまして、一つは民間会社が運営するというこ
とで、じゃ、民間会社の経営の透明性はどうなる
のかということは非常に問題になるかと思うんで
すね。
今、全国の自治体で民間委託で受けているヴェ
オリア、ここのヴェオリア・ジェネッツという会
社があるんですけれども、ここは非上場なんです
よ。だから、誰が株主かもわからないし、財務諸
表もわからない。
じゃ、こういったところが仮にコンセッション
で受けたとして、株主配当とか役員報酬とか、こ
ういうのも総括原価方式ですから、契約の中から
のお金で払うということになります。株主配当や
役員報酬はモニタリングなどでわかるんでしょう
か。
○高木副大臣 お答えいたします。
コンセッション事業者に対しましては、ＰＦＩ
法等に基づきまして財務状況のモニタリングを行
い、役員報酬や配当金等につきましても確認する
ことが可能でございます。また、このように財務
状況をモニタリングすることによりまして、水道
料金や民間事業者の役員報酬等が極端に高くなら
ないようにできると考えております。
○尾 委員 諸外国の中ではやはり役員報酬が非
常に高いというようなことが起こっておりますの
で、しっかりとモニタリング、これは担保されて
いるということなので、していただきたいと思い
ます。
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ちょっと飛ばしまして、広域化の話もちょっと
お聞きしたいと思うんですね。
今、コンセッションの話を聞いてきました。大
臣の最初の森山委員の答弁にもあったとおり、コ
ンセッションができるところというのはやはり限
られていると思うんです。つまり、そこに民間会
社が入っていって利益の生まれるところ、そこは
コンセッションが入っていく。そこで一番利益が
上がる、いいところだけコンセッションで持って
いかれて、残りは、じゃ、広域化で本当にやって
くださいねということになるんだろうかというの
は、私、これは非常に疑問を感じるんですね。
広域化には、メリットもあるけれども、デメリ
ットもやはりあると思います。
特に、熊本の災害の報告書を私も見せていただ
きましたけれども、やはり災害時に自己水を持っ
ているかどうかというのは非常に大事なんですね。
ダウンサイジングや広域化を進めた場合に、県営
水道とか広域企業団水道、そこから用水供給を受
けますよということになって、自己水とかをもう
ダウンサイジングの中でやらないということにな
ると、災害のときに本当にこれで大丈夫かなとい
うような視点も非常にあるかなというふうに思い
ます。
大阪でも、実際、高槻なんかは、三割の自己水
のところは大丈夫だった、七割の広域企業団の部
分の水道管が壊れたとかありましたし、豊中も一
割の自己水に切りかえたというところで、何とか
大丈夫だったということも聞いております。まあ、
豊中は壊れませんでしたけれども。

こういった広域化ということについて、私、今
このようなちょっと疑問もあるんですけれども、
本当に連携が必要な地域が取り残されたり、災害
のときに逆に脆弱性になってしまったりしません
でしょうか。
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
広域化は、御指摘いただきましたように、非常
に重要なことでございます。この広域連携につき
ましては、それぞれの事業基盤に格差があります
ことから、住民や議会の理解を得ることを含めま
して、その調整が非常に難しいという現状がござ
います。
このため、都道府県に市町村を超えた広域的な
見地から水道事業者等の間の調整を行う広域連携
の推進役を担っていただくということが重要でご
ざいまして、今般の水道法改正法案におきまして
は、都道府県に対しまして広域的な水道事業者等
の連携を進める責務を法的に位置づけて、リーダ
ーシップをとって進めていただきたいというふう
に考えているところでございます。
この広域連携の推進役でございます都道府県が
主導する広域連携の協議会や水道基盤強化に関す
る議論を行う中で、地方公共団体が、コンセッシ
ョンも含めまして、水道事業のあるべき姿という
ことを選択することが望ましいというふうに考え
ているところでございます。
○尾 委員 都道府県を入れて広域をやっていく
ということなのですが、このときに、垂直統合だ
けではなくて近隣自治体の水平統合、こういうこ
ともやはり考えていく必要があると思いますので、

ここは御検討いただきたいと思います。
今、この水道法、コンセッションのことを中心
に聞いてきました。
最初にあった新水道ビジョンの中で言っている
三つのことについて、私は、今お話を聞いても、
やはりコンセッションは違うんじゃないかなとい
う思いがすごくするわけですね。
大臣、本当にこの二十四条のコンセッションを
入れることで、強靱、持続、安全な水道になるの
かどうか、お答えをいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 今回の法案は、コンセッション
のみならず、今委員御指摘の広域化をどう進めて
いくか、そういった中において都道府県がリーダ
ーシップをとっていただく、そういったことも盛
り込ませていただき、現下の水道施設が老朽化を
していく、人口減少の中で料金収入の減少など水
道の事業基盤が急速に悪化をしている、こういう
状況にどう対処していこうか、そしてまた、それ
ぞれの状況は当然地域によっても異なるわけであ
りますから、その地域において地方公共団体が主
体的に取り組んでいただく、その環境をつくって
いこう、こういうことであります。
このコンセッション方式については、今申し上
げた有効な選択肢となるよう、安定性、これは災
害時への対応ということも含めた安定性、あるい
は水質の確保ということも含めた安全性、あるい
は経営面から見た持続性の確保に十分留意をした
制度として整備をするところでございますので、
それぞれ、例えば不測のリスク発生時には地方公
共団体が責任を負えるよう、水道事業の認可を残
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したまま運営権の設定を可能としてほしいという、
まず地方公共団体からの要望があり、今回のこう
した仕組みを、今、先ほど委員から御指摘のある
さまざまな懸念というものを念頭に置きながら、
そうした懸念に対応できる、そういう仕組みとし
て提案をさせていただいたということでございま
すので。
これも先ほどから申し上げているように、全て
これによってやってくれということではなく、あ
くまでも選択肢の一つとして提供させていただい
ている。そういう意味において、その選択肢を、
せっかくの選択肢を削除する必要はないのではな
いかというふうに考えております。
○尾 委員 議論させていただきましたけれども、
コンセッションは、やはり不測の事態とか災害時
に、契約ということが縛りになって、これはうま
くいかないんじゃないか、そういうのはたくさん
今の質疑の中でも出てきたと思います。私は、二
十四条は、コンセッション方式のところは撤回す
べきだということを申し上げておきたいと思いま
す。
最後に一問だけ、児童虐待をさせていただけれ
ばと思います。
私たち、児童福祉司を増員するという法案を提
出させていただきました。そして、審議をお願い
していますけれども、まだ審議時間をとっていた
だけない状況になっております。ぜひとも審議時
間をとっていただきたいということをまずここで
申し上げておきたいと思います。
きょう、二つ新聞記事をつけております。一つ

は、二〇一〇年の雑誌の記事ですけれども、児相
で働きたくない、児童相談所の担当者は、あすは
我が身だということで、非常に無力感とバーンア
ウトしているということがここに書かれてありま
す。なぜそういうことになるのかというと、一枚
おめくりいただいた最終八ページのところにあり
ますけれども、これは忙し過ぎるということが書
いてあるわけですね。非常に責任が重い、そして
対人関係でやっているのに、このようにケースが
たくさんあるというようなケースであります。で
すから、やはり児童福祉司の増員こそが一番まず
私たちがやれることではないかというふうに思っ
ております。
そして、さらに、私は、重大事故が起こったと
きの検証、これは今回もされるということなんで
すが、その検証がちゃんとフィードバックされて
いるのかということについて、これをちょっとお
聞きしたいんですけれども、今、第十三次まで来
ていると思います、子ども虐待による死亡事例等
の検証結果、これは報告が上がっておりますけれ
ども、これが研修に使われている割合というのは
どれぐらいになっていますか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘いただきました、国において行っ
ております社会保障審議会児童部会での児童虐待
等要保護事例の検証に関する専門委員会、十三次
にわたる報告について、それぞれ報告が出た際に
は、都道府県等において関係部署や関係機関に配
付をまずさせていただいておりますが、平成二十
九年に把握をした段階におきましては、都道府県

がそれを研修に活用しているというのは約四割と
いう数字を手元に持ってございます。
ただ、あわせて、平成二十八年の児童福祉法の
改正におきまして、平成二十九年四月から、それ
ぞれ、児童相談所におられる児童福祉司の任用前
の講習会、あるいは児童福祉司の任用後の研修、
さらには要保護児童対策調整機関の専門職の研修
などの講習会のテキストとして、このような形に
おける死亡事例の検証結果についての活用を促し
ているところでございます。
私ども国としましては、もちろんホームページ
などによってこの検証結果を広く公開いたします
し、これまでも、児童相談所運営指針あるいは市
町村子ども家庭支援指針において、この検証事例
から、検証結果から学びを引き継いでいくことが
重要ということで、いろいろな会議、例えば全国
の関係者が集まる会議などにおいてそのような取
組を説明し、また周知徹底、活用を促していると
ころでございます。
○尾 委員 やはり四割というのは私は少ないと
思うんですよ。重大事故があって死亡事故があっ
たのに、そのうち四割の自治体しかこれは検証し
ていない。報告書を読むと自治体自身も検証して
いないケースがあったりしますから、ここはしっ
かりとやっていただきたいということを指摘をさ
せていただきまして、私の質問を終わりたいと思
います。
ありがとうございました。
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