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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年 ２月１０日（金曜日） 

開  会  午後 ２時５２分 

閉  会  午後 ３時３４分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．白老町水道ビジョンについて 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君      議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君 

     上下水道課主幹    後藤田 久 雄 君 

     上下水道課主幹    杉 本 道 彦 君 

     上下水道課主幹    斉 藤 誠 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午後 ２時５２分）  

                                         

○委員長（ 君） 先日行いました白老町水道ビジョンについて、前回は水道の断水と

いうことで説明の時間を割いてしまい所管事務調査ができませんでしたので、本日改めまして

都市整備部長並びに水道課長そして担当の方においでいただきまして、またいろいろなことを

話し合いたいと思っています。  

一度町側から説明は全部受けていますが、その後何か補足の説明が担当のほうでございまし

たらどうぞ。岩城都市整備部長。  

○都市整備部長（岩城達己君） きょう現在では特に補足はありませんが、先日の断水を教訓

にしなければならない部分もありますので、その辺はちょっとこのビジョンの中では私どもの

ほうで内容は整理していかなければならないというふうには考えております。以上です。  

○委員長（西田 君） ありがとうございます。委員の皆様から何か意見ございませんか。  

先日は少しの時間しか取れなかったものですから、水道ビジョンにつきましていろいろな問

題点がございましたが、改めてきょうは皆さんからいろいろなご意見を賜りたいと思います。  

氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前回水道ビジョンの説明を伺いまして、基本理念にたった

体系に基づいてこれから進めていかれるという話は十分理解したつもりでいるのですが、１点

だけ文言の説明をもう一度していただきたいと思うのです。25 ページに書かれてあります水道

料金の検討の部分なのですが、水道料金の検討の後段の部分、「基本料金の一律 300 円の減額に

ついては５年間実施する予定で、５年後には従来の料金に戻すことになっておりますが、経済

情勢の変化などに時機を逸することなく対応することとし、必要に応じて料金の見直しを行う

こととします。」この部分の理解なのですが、ここをちょっと説明していただければと思います。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） ただいま氏家委員のほうから、水道料金の検討の後段部分に

ついてでございます。基本料金の一律 300 円の減額は時限的な措置として５年間実施すると。

ただし後段部分の必要に応じてというのは、基本的には消費税の改正等を現在国のほうで検討

されているということがありまして、それを待たないうちに消費税の改正が行われる可能性等

もありますので、そうなりますと料金の改正を当然行っていかなければなりませんので、その

辺の含みを持たせた形で後段の文言を整理してございます。以上でございます。  

○委員長（西田 君） ありがとうございます。氏家委員よろしいですか。  

○委員（氏家裕治君） はい。  

○委員長（西田 君） ほかの委員の方、何かございませんか。広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 今岩城部長のほうからもお話があったように、先般の断水にかか
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わりまして、やはり文言の内容の精査を進めていかなければいけないという趣旨を理解してい

るのですが、当然そうなっていきますと水源確保の観点で沢水を取るほかに、例えば地下水を

取る虎杖浜第２浄水場の価値ですとかというそういったことに対しても見直しといいますか、

意味づけというのがやはりある程度そのあたりは踏まえられるのでしょうか。  

それと２点目、先ほど、たしか前回の委員会の中でもあったと思うのですが、虎杖浜第１浄

水場の取水権、もう少し権利が獲得できるかというあたたりを精査するかという話が多分委員

会の話し合いだったと思うのですが、そちらのほうの進捗のほうもあわせて教えてください。  

○委員長（西田 君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） １点目の件は私のほうからお答えいたします。２点目は課長

のほうからお答え申し上げます。先般の断水措置を取ったということでの教訓を何とかこのビ

ジョンの中に反映していきたいというふうに考えております。今ご質問あったとおり水源の確

保をどこにするか、どのように考えているかということですが、現在虎杖浜の拡張ですとかあ

るいは萩野あたりにどうするですとかそういうことはまだ決まってはいませんが、いずれにし

ましても何らかの形で水源を確保しなければならないかなという部分も考えております。いろ

いろな部分で事業費がかかってきますとかかった費用が水道料金にはね返ってくるものですか

ら、料金もそうそう上げたくないという思いもあります。そういう中でいかに経費をかけない

で水を確保できることが可能かどうか、その辺もやはりこの中できちんと検討した中で対応し

なければならないというふうに考えています。現状ではそういう部分は必要としながらも、今

どこをどうするという部分はまだきょうの段階では深く踏み込んでいませんので申し上げられ

ませんが、いずれにしましても何かの対策は考えなければならないというふうに考えています。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） それでは、２つ目の虎杖浜第１浄水場の取水の関係ですが、

水利権の関係についてご説明させていただきます。まず水利権については虎杖浜第１浄水場の

水源はアヨロ川水系椿の沢川で、10 年ごとに更新をしていかなければいけないということで、

現在平成 22 年４月１日に更新を行っておりまして、平成 31 年３月 31 日までの 10 年間許可を

いただいているところであります。最大取水量については、日 1,650 立米ということになって

ございます。水利権の許可権者につきましては、アヨロ川水系椿の沢川は一応普通河川という

取り扱いになりますので、許可権者は白老町ということになります。白老町普通河川管理条例

に基づきまして許可を受けるということになってございます。管理条例第８条第１項に「普通

河川の流水占用は許可要件」だということを条例でうたってございますので、引き続き増量そ

ういったものを行う場合については、町の許可を取らなければいけないと。担当部局は建設課

になります。一応許可の判断基準をいろいろ調べていきますと基準渇水水量というのがありま

して、過去 10 年間の中で一番渇水期の水量がどのくらいにあたるのかということで、今の日

1,650 トンの水利権を持ってございますが、過去 10 年の実績の中で平成 17 年度に 1,520 トン

ということで現在の水利権を下回っている水量が実際に現状としてあるということで、水利権

そのものの増量は基本的には現在の水利権以上に増量する理由がないということになってしま
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いますので、水利権そのものの増量はできないということは結論でわかりました。そのことを

ご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（西田 君） 広地副委員長、よろしいですか。  

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。  

○委員長（西田 君） ほかの委員からはございませんか。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。１つは、先般断水がありました。あれを踏まえてその対策

のために考えなければならないとありました。先般の断水はたびたびあることでもないですし、

浄水場始まって以来、大雨が１回あるような気がしますし、先般の大雪では初めてでした。私

は水道事業に言ってきたことは、今白老は１万 300 あります。１万 300 の目標は、２万 9,000

人の人口だったのです。正規に言いますと１万 9,200 人だと思いました。これを目指すのだと

いうことが、平成２年につくりました地下水を吸い上げる第２浄水場です。私は何度か総量の

見直しをすべきだと言いました。というのは、２万 9,000 人が１万 9,000 人になりました。１

万人人口が減った。であれば、当然、正直言いますと今の水量が余るどころではないです。２

万 9，000 人の人口を賄うためにつくった浄水場が 1 万 9,000 人になったわけですから。再来年

は 1 万 8,000 人になります、そう言われています。もう２年後です。そうなりましたときに、

この間の断水がありましたから新たな浄水場を考えなければならないような話がありましたが、

私はその辺はこの間の断水の原因はもちろん明らかです。雪が一気に１メートル 20 センチ降っ

て、センサーを管理しています振興公社の管理がきちんといかないものですからああなりまし

た。行ってみたら雪が降っていたので行けなかった。ただこれだけの話なのです。ですから、

そういうことからいきますと私は人口が恐らくもっともっと減っていくのに先般の断水だけを

踏まえて新たなという言葉が先ほどあったものですから、そのような考え方でいるのかどうか。 

もう１つは、第２浄水場は砒素があるわけです。これはどういうわけで砒素が出たのかわか

りません。やった当時は砒素の話がなかったのです。ところが鶏が飛生地区も含めまして 200

何羽いた時代に鶏ふんが投げ放題でした。その地下浸透が私は砒素になっていると前からそう

思っていました。今は白老全体で 100 何羽くらいに減りまして、鶏ふんの管理もきちんとやっ

ていますから今はないのですが、そういうことを踏まえてでも、先ほど岩城都市整備部長が言

いました、先般の断水を踏まえてという、もっとふやさなければいけないような話のように聞

こえたのです。私は、それは逆ではないかと思います。今振興公社に任せている管理体制のこ

とをもう少しきちんとやればああいうことにはならないと思うのです。その辺の考え方はどう

なのかと思いまして今気にかかったものですから。 

君） 岩城都市整備部長。  

○都市整備部長（岩城達己君） もし私の発言の中で今後の中で新たな水源をつくって浄水場

を整備するというふうにとらえたのでしたらそこはちょっと訂正させていただいて、今回の断

水事故があったときに、やはり利用者に迷惑をかけないための対策、それは講じなければなら

ないというふうに考えています。全く、水道事業がどうあるという専門的なボーリング調査、

地質調査そういうところまでまだ踏み込んでいませんが、私が単純に思ったのは、森野の白老
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川の取水口の横に浅井戸でも掘りまして、そんなことがありましたらすぐ切りかえられる、そ

ういう細工というのはできないものかというのをちょっと課長方とも話をしました。そういう

ふうになりますとかなりお金がかからないで簡単に切りかえられるかなと、地下水さえきちん

と確保できるのなら雪が降っても変わらなく水も取れるのではないかなというそういうことも

ありまして、やはりそういうことも検討しましょうと。そういうことでお金をかけないでそう

いう対策を講じることができるのであれば浄水場は変わらない、今の白老の浄水場をそのまま

使えるわけですから、取水口さえ細工して地下水が入れるようにできないかとそういう観点で

ちょっと申し上げました。ですから誤解があった部分は訂正いたしますので、新たな浄水場、

取水口をつくるとこういうことでは決してなくて、今ある施設の部分での工夫、そうようなこ

ともこのビジョンの中に検討する項目として入れたいなというふうに考えましたので。松田委

員がおっしゃるとおり人口が今後全国的に減っていく中で、どんどん整備してふやすというこ

とには決してなりませんので、その辺人口推計を見た全体の計画の中では取り組んでいかなけ

ればならないかなというふうにとらえています。砒素の関係は課長のほうから説明します。  

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 砒素の関係と管理体制の関係をお話しさせていただきます。

まず砒素の関係ですが、これにつきましては虎杖浜第２浄水場の砒素処理を追加でやったとき

は原因としてはもともと砒素というのは原水の中に含まれておりましたが、当時の水道の水質

基準以下であったということです。その当時に水道基準が見直しされて砒素の数値の基準が上

がったために虎杖浜第２浄水場はわずかですが基準を超えてしまい対策を講じなければならな

かったということで、もともと多分砒素ですので温泉そういった鉱泉、地形の背景の中から自

然界に含まれている量としましては決して多い、何か人為的にふえているようなそういう数値

ではないのですが、そういう数値の中で日本の水道基準が厳しいものですからその基準から外

れたということで、まず砒素対策を行わなければならなかったということがあります。  

もう１つは管理体制でございますが、現在振興公社と町とで維持管理を行ってございますが、

現状として今回の大雪に関しては、森野地区に降雪の今気象庁等の観測そういった施設がない

ということもありまして、今回のように下ではいつもと変わらない多少多いくらいの雪で、森

野だけは一時的にものすごい雪の量になったということになりますと、それを毎日監視してい

くというのはなかなか今は難しいかというふうには考えてございます。ただそれをどういうふ

うにとらえていくかということで現在すぐ行った措置としては、大体 230 トンくらい常に川か

ら水がきてございますが、当時の警報の設定というのは 180 トンの設定をしてございました。

これを今 210 トンまで上げまして、それらの警報が早く出ることによって速やかに対応が取れ

ますようにとりあえず対策を講じてございますが、この後それらの体制についても検討はして

いきたいというふうに思ってございます。そういった形で決して振興公社の今の管理がちょっ

とどうだったかとういうことについては、とりあえず今回の断水の件に関してはやむを得なか

ったのかと、判断できなかったかと。その中で我々警報が鳴ってから、今になりますと反省と

しましてはいろいろとやればよかった、ああやればよかったというのはございますので、それ
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ら反省を踏まえましてこれから管理体制についても万全に進めていきたいというふうに考えて

ございます。 

○委員長（西田 君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） よくわかりました。ただ岩見沢でも３メートル何ぼも雪が降りました。

ニセコでもそうです。山形でもそうです。あれだけ雪が降っても水道とまったところはないの

です。秋田か気仙沼かどこかで水道がとまりかけたというのがちょっとありました。ですから

白老のあの程度の雪でも平時きちんとわかるような感知体制、ここのところをきちんと見直せ

ばそんなに大きな問題ではないのですから。ですから私は前回断水の説明で、根っこをやれば

いいと言ったのはそういう意味で私は言ったのです。そういう普段の心がけが今回のあれにつ

ながったのではないのかとこんな思いでお話ししたのです。  

○委員長（西田 君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この計画、水道ビジョンを見ますと、実際には雪が降る前

だったのですが危機管理マニュアルの策定というのは入っているのです。松田委員がいつも言

っている統廃合の検討も入っているというふうに私は理解しています。ですからそういうこと

でいえば危機管理マニュアルの中に今都市整備部長が言われたようなことも含めまして、きち

んと盛り込んでいくのかどうかというあたりの問題で今検討している最中だといいますから、

正案になるときは必ず１つそういう中身をきちんと議会には示していただきたいということな

のです。議会で言っていることが一応この中には形としては盛り込まれています。私１つだけ

思っているのは有収率の問題なのです。これは何度も聞いて説明も受けましたからわかるので

すが、ただ平成 33 年まで１億 300 万円毎年かけて管の整備をしていくと、14 年 81％だったの

が 33年では 78.2％で見ているのです。もちろんこれはしようがないことなのかもしれません。

ただ私の見た範囲では、有収率を向上させるのだというのが目標を実現するための方策の中に

盛り込まれていないような気がするのです。私はこの有収率が例えば 80％になり 90％になれば

今の量と同じでも水量が多くなるわけでしょう。ですからここの工場というのは経済的な面、

収支の問題からもこれは上げることができれば非常に好転すると勝手に思っているのです。こ

れはやはり 78.2％というのは１億 300万円毎年かけていってもこれくらいにしかいかないのか

どうか。81％には限りなく近いのですが、ここはやはり上がることがすごく水が無駄にならな

いのではないのかなというふうに思うのですが、そしてこのビジョンの中にそういううたい文

句がどこかにあったかと思いましたが、ないような気もしたものですからそこら辺はどのよう

なものでしょうか。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 今不明水対策等の有収率の問題でございますが、そこにつき

ましてはビジョンの中では基本的に老朽化の更新ということで毎年１億円ほどの予算、10 年間

続けていきますということの中での対策としましてはそこに入るわけです。大渕委員がおっし

ゃったとおり、それで有収率が上がっていくかといいますと、１億円程度の管整備の規模であ

ればやはりイタチごっこでなかなか上がってこないということもありまして、料金の関係も実
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はございます。水道事業会計は基本的に税金を使わないで皆さんの水道料金で賄っていくとい

うのが基本的な考え方になってございますので、それらを踏まえますとこれ以上住民負担をで

きるだけかけずにやっていく、そのときに有収率の問題確かにあります。ですから料金を上げ

て管整備しまして有収率をどこまで上げるのかということもありまして、ただ、今それでは３

億円をかけたら 80％に乗るのかと言いましたら、はっきり言いまして私どももちょっとそれは

何とも言えないところではあります。そういった中で財政改革プログラム等の 300 円の減額も

含めまして、その中で水道事業で今 10 年間の中で何を急いでやって何ができるのかということ

を踏まえた上で今回ビジョンをつくりまして、それに基づいて計画的に進めていこうという考

え方で現在おりますので、その辺についてはそういうことで少なくても現状有収率については

最低現状維持でこれ以上落とさないというのを基本にしながら進めていかなければならないの

ではないかというふうに考えているのが現状でございます。 

○委員長（西田 君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。理屈はよくわかります。そのとおりだと思います。実現し

なければまた言われるのはあなたたちですからそれはわかるのですが、ただビジョンというの

は有収率が今 76％を 80％にしましたらこれだけメリットがありますというのであればあるの

です。もちろんそこにお金がかかるかもしれません。３億円かけたとしまして一時的に水道料

金が上がったと、しかし有収率がドーンと上がって水が安くなって下げることができたという

ことは考えられませんか。私が言っているのは、ビジョンというのはそういうものではないの

かというふうに思うのです。そうでなければ何か突発が起きましたら突発が起きたということ

だけになってしまいます。ですがビジョンというのはそういうものを目指してやろうというも

のですから、最後のときに、そこはそういうふうにして 80％いかなかったら言われるのは我々

です。となればそうなりますが、私はやはりどこかにパーセントはいいですから有収率を上げ

る努力をするですとか書いたほうがいいのではないかと思うのですがどのようなものですか。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 今の有収率の問題は、予測としてはビジョンの７ページに載

せてございます。これが現状を踏まえた上での将来予測ということで、これらは今計画を進め

ましてもそれほど上がらないだろうということで、有収率そのものを目標値にはしていなかっ

たということです。ビジョンの考え方、大渕委員がおっしゃるとおりもっと大きいものの考え

方で本来ビジョンをつくるべきなのですが、そこまでの会計の大きさといいますかそういった

ものも実際にはないと、実際にぎりぎりの中で運営していくということにはなっていくと思い

ますので、実際にやるべきことをきちんとやるということの中で、これ以上住民サービスを落

とさずにできるだけ少しでも上げて行っていくためにどうするかという計画づくりにしたとい

うことがありますので、その辺はちょっとご容赦いただきたいと考えてございます。有収率の

この数値、目標値をビジョンの中に入れる問題でございますが、現在上下水道事業の運営審議

会のほうにも諮問してございますので、議会のほうからのご意見としてこういうものもあると

いう中で協議もしていただいた中で、その辺を計画にどう反映させるかということはご検討さ
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せていただきたいというご回答でご勘弁願いたいなと思います。以上でございます。  

○委員長（西田 君） ほかの委員ご意見ございませんか。松田委員どうぞ。  

○委員（松田謙吾君） 今有収率を上げるために７から８％上げるのに 10 何億円かけます。何

もお金をかけないで今のままにしておいたほうがいいのではないですか。それも１つの方法で

はないですか。財政が厳しいのですからそれでも管がどうしても老朽化してだめだと、これな

らいいです。ですが議会から上げなさいと言っていますが、上げないで 10 億円を使わないほう

がいいのではないですか。そのために放っておいたほうがいいのではないでしょうか。それも

１つのビジョンではないでしょうか。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 今の松田委員のご意見なのですが、基本的には今有収率を上

げるというよりは、漏水により断水をできるだけ少なくして利用者に迷惑をかけないという形

で、漏水の多い地区を対象に管の更新を行っているということになります。それとあわせまし

て今回の断水のように大きく起きるときに区域割りをきちんとできるようにして、水をできる

だけ回す体制をきちんと整備しておくことによって断水エリアを少しでも軽減させていくとい

うことも踏まえた中でそういう見直しも含めて老朽化の更新を進めていくという形で、その中

で１億円は最低かけていかないと利用者に迷惑をかけるだろうなということの中で現在考えて

ビジョンでも計画として立ててございます。以上でございます。  

○委員長（西田 君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 松田委員のおっしゃることも大渕委員のおっしゃることも、

皆さん委員の考え方は同じだととらえております。最終的にどうなるかきょうのご意見の中で

推計値あるいは目標値という項目もつくってその中でやはり努力していくのだと、その結果会

計上どうなっていくのかですとかそういうこともちょっとわかりやすく工夫できるのでしたら

そのことも検討させてもらいたいと。それで見ていただいて、なるほどこうすればこう変わる

のですということがわかればまたちょっと理解しやすいかと思います。その辺ちょっと検討さ

せてもらいたいと思います。  

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 有収率の関係ですが、実は目標値としては総合計画の中の我々

水道事業の目標値、いわゆる事業効果を見る指標としまして一応有収率は入れてございます。

その中で有収率というのは本当に 0.何％上がっていくという世界の設定の組み立てなのです。

ですからそれらも含めて大枠としては有収率を最終的には上げるのですということで進めてい

きますが、計画としては今の段階では大きな目標としてという形ではなかなか向かえないだろ

うということで現在の計画内容になっているということでご理解いただければと思います。 

○委員長（ 君） ほかの委員はありませんか。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（西田 君） それでは、私のほうから１つお伺いしたいと思います。前回の断水

のことを言うわけではないのですが、白老町で災害があったときに今白老町で進めています食
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育センターを工業団地のほうにつくるというような計画がありますが、前回の断水のときも確

か工業団地のほうが、水圧が上がらなかったというお話も聞いていて、最終的にそちらのほう

に水を回したのが最後ではないかというふうに私はちょっと受けとめて聞いていたのですが、

そうなったときに実際に食育センターがもし災害があったときに水が出ないのではないのかと

単純な疑問を感じたのですが、その辺はいったいどうなのでしょうかというのが１つです。 

それともう１つ、最大給水率ですとか何とかいろいろありますが、前々回説明されたときに、

冬の寒いとき平成 14 年１月４日に白老浄水場が 2,820 トン、非常にこういうような危機的なこ

とがあったというふうに説明を受けました。ということは、これから先も白老浄水場において

はやはりそういう状態というのはあり得るのだろうなというふうに想像できましたら、先ほど

都市整備部長からちょっと穴を掘ってどうのこうのと言っていましたが、それはどの程度効果

を期待できるものなのか。その辺ご説明お願いしたいと思います。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ２点ございまして、まず１点目の石山工業団地の水の関係で

すが、平常時きょうもそうですが白老浄水場の水が石山、萩野、北吉原、鉄南に回っています。

断水したときはできるだけ断水地域を減らしたいということで虎杖浜の水をこちらに送るよう

に切りかえました。それで白老の鉄南まではカバーできたのですが、そのときに普段送ってい

ない水が大きいエリアにきたものですから石山工業団地の一部でやはり水圧低下、ここの鉄南

地区でも、２階が水弱いですとかそういうお話もありました。水圧低下になったということで

工業団地の中の水が断水したということはありません。それで食品メーカーですのでやはり今

後そういう部分で水圧低下するにあっても一報いただきたいとこういうお話がありましたので、

今後その点はしっかり、水を切りかえて水圧低下する場合はお知らせしますということでご説

明をさせていただいて了解をいだだいたということで、今後建設が予定されている地区につい

てもどちらの水も回るのですということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

それから２点目の効果でございますが、川の水を引いているわけですから相当量が現実には

水を取っているわけです。今回極端な話 230 トンの水が 13 トンですとかかなりの数値で落ちて

しまったものですから、それを補完できるようにあの周りにもしいい水があるのであれば浅井

戸でできるのであれば掘ってそこからその水をポンプで切りかえるですとか単純な構造で水が

取れる、そのようなことをちょっと検討したらどうかということを担当課のほうに話した次第

なのです。ですから大規模なことの何かというのでなく白老の浄水場が何とか断水をしないで

延命できる分の水だけでも切りかえて入れられる、そのような細工ができればいいかなという

ふうにちょっと考えています。その点を検討したいと思います。 

○委員長（西田 君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 水圧の関係のことで補足させてもらいたいと思います。水道

法の中では水圧としては 1.5 キロというのが決められてございます。白老の目標としましては

２キロということで高めの目標設定を行っているわけです。そういった中で当然利用者の中で

それではそれ問題ないのですかといえば、当然水圧の低下が起きたりですとかということは出

てくるわけです。できるだけ我々もそういったものはそれで決まっているのでそれでいいとい
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うようなことは利用者の皆さんにはお話ししませんし、考え方としましてはそういう中できち

んと区域分けですとかいろいろなことをやりまして利用者の迷惑にならないような形で進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

石山工業団地のほうもお詫びに行きましてお話をしてきています。一部製品を冷凍する段階

で水を大量に使うそうです。その中で事業的に水圧の低下を招いたため冷凍できなかったとい

うことが一部事業社の中で起きたわけです。これは本来であれば事業社側もその対策というの

は取っておくべきことなのですが、我々としましてはそのこともお話しませんでしたし、一応

町側としてできるだけご迷惑をかけないように事前に、事前に例えば連絡ですとかそういった

ものを常に取っていれば企業側でも対応できるというお話でしたので、今後そこは十分事前に

周知をして問題が起きないようにしていきますということでちょっとお話をして、今後対応を

そのようにしていく予定でございますのでそういうことになってございます。 

○委員長（西田 君） 大体説明で理解はできたのですが、森野の取水場についてはわかり

ました。ただ工業団地のほうのそちらの問題というのはビジョンの中にも書いていますが、災

害対応マニュアルをきちんと策定するということになっていますが、やはり災害のランクによ

っていろいろシミュレーションされてきちんと部署の中、例えば水道課、建設課、役場内でや

はり共通のそういうようなものをきちんとつくっていっていただきたいと私は思ったのです。

というのは、やはりいざ災害になったときには水道というのは、水というのは非常に大切な町

民にとってのライフラインですので、その辺をやはり１担当課だけでやるのではなくそういう

ような段階に応じてこれからビジョンをつくっていくのですから、そういうようなものも考え

ていただけないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 一応危機管理マニュアルですとかの作成にあたっては、考え

方として現在２つ考えてございます。１つは防災的に大きい考え方、それは防災のほうとも連

携してつくっていきたいと。水道事業としましては当然細かなマニュアル、これは当然必要に

なりますのでそれらもつくってそれらを上手に使い分けまして何かそういう突発的な事故があ

ったときにはスムーズに対応できるような体制を整えていくというふうに考えてございます。  

○委員長（西田 君） わかりました。ぜひそのような細かいマニュアルをつくって実際に

部署の中でシミュレーションしまして役場の中でやっていく、白老町は大きな長いまちですか

ら椿の沢、第２浄水場そして白老町とやはりこういうところがぜひカバーできるような体制で

お願いしたいと思います。ほかの委員からございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） なければ以上で本日の白老町水道ビジョンについて建設厚生常任委

員会を閉会いたします。  

（午後 ３時３４分）  


