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和泉市は泉北水道企業団の廃止を前提とした協議を構
成市と行うことを認める議案を提案しました。廃止の
理由は現設備の更新が必要で、それには巨額の費用が
必要で、泉北水道を廃止し府営水道から受水する方法
が現実的であるという事です。議案は残念ですが可決
されました。構成市の泉大津市、高石市も同様の議案
が可決されました。
以下これまでの経緯と協議の内容を紹介します。
□泉北水道からの受水量
和泉市の上水道の受水量及び受水単価は下記の通りで
す。約8%泉北水道から受水しています。これを府営
水道に切り替えることになります。

尚大阪企業団の単価はH30年度から72円に変更されて
います。光明池原水は水処理前の単価です。
□泉北水道に関する市の見解
●信太山浄水場存廃に関する市の見解

信太山浄水場は、水不足の解消を目的とする暫定水
源として昭和37年の送水開始以来､約60年間関係３
市に安価な用水を供給してきましたが､大阪府(現大
阪広域水道企業団)の拡張整備により水不足が解消さ
れたことから、信太山浄水場の本来の役割は終えて
いる。
このことにより、信太山浄水場については用水供給
事業の最終年度である令和2年度末をもって終焉する
方向で検討を進める。
●施設の現況
用水供給事業として認められている令和2年度末まで
の稼働をめどに、これまで補修等を重ねて来ている
が、配水池及びろ過池の漏水やボンプの老朽化など
が著しく、施設の維持については耐用限界を迎えて
いる。
仮に令和2年度以降も自己水として浄水場を存続させ
る場合、急速ろ過方式（高度処理）での全面更新が
条件となる。
●供給単価
現在供給単価は泉北水道が57.2円／㎥、大阪広域水
道企業団が72.0円／㎥と泉北水道が安価に供給され
ているが、施設の全面更新に約70億円が必要で、そ
れに伴い泉北水道の供給単価は100.0円／㎥と大き
く跳ね上がることになり、用水単価面でも問題とな
る。
●災害時における自己水保有の必要性
今後の災害対策として､自己水を保有することはリス
ク管理上の価値は高いと言う意見もあるが､浄水場の
全面更新により大阪広域水道企業団からの供給単価
との比較では大きな差が生じることとなり､安全保障
上自己水保有のために約70億円を投資するという選
択肢はない。
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一方で､大阪広域水道企業団では災害対策として大和
川を横断する耐震性水管橋を３ケ所設置しており、
加えて、さらに耐震強度の高い地中バイパス送水管
の整備が平成31（2019）年度中に完了することか
ら、同企業団としてのリスク管理は順次整えられて
おり、送水面においても泉北水道企業団より高い耐
震安全性が確保されている。
●私の意見
泉北水道の施設の現況を考えると何らかの対応が必
要と考えますが、果たして急速濾過方式の採用が避
けられないのか（更新費用の低減の可能性）、供給
単価のupを理由に自己水を放棄することが正しい判
断なのか、大規模災害時に果たして応援給水が期待
できるのか等慎重な検討が必要です。
ちなみに日本水大賞・国際貢献賞を受賞された信州
大学名誉教授の中本先生は、泉北水道の水処理を急
速濾過にしなくてもいくつかの対応をとれば、ほと
んど維持管理に手がかからない施設にすることがで
きると明言されています。命の水をそんなに簡単に
結論づけすることは許されません。私は信太山浄水
場の廃止反対の立場です。

□泉北水道廃止を前提とした議案が提出される
泉北水道企業団の解散及び財産処分並びに事務の承継
について、関係市と協議を行う議案が提出され可決さ
れました。
協議の主要な内容は以下の通りです。
●泉北企業団は令和3年3月31日に解散
●解散に伴う財産処分
土地の処分 泉大津市38.4％、和泉市31.6％、高石
市30％を引き継ぐ
その他建物等 和泉市が引継ぐ
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●解散に伴う事務は和泉市が継承する
その他確認事項
市が引継いだ建物等は撤去する。撤去費用は約4.6億円
で泉水の現預金から充当し、不足の場合は3市が負担
する。職員8名は関係市が引き受ける。
□都市環境委員会の質疑
私は都市環境委員会でこの議案に関し以下質問しまし
た。
【質問】引継いだ土地の活用方法は
【答弁】引継いだ土地はグラウンド、貯水池の一部、
その他点在する土地で、新たな土地利用は困難
【質問】土地以外の資産は？処理費用の負担は？
【答弁】事務所、浄水場施設等で大半は処分する。
処分に要する費用は泉水の現預金から退職給与引当
金を差し引いた残金を充当。不足の時は3市で負担
【質問】貯水池があるが解散後は
【答弁】大半は国有地で、原則原状回復して返還が必
要だが出来るだけ費用が発生しないよう近畿財務局
と協議する。
【質問】解散に伴う事務の継承は和泉市となっている
が理由は
【答弁】施設が和泉市にあること、企業長が和泉市長
であることから、3市で協議し決定した。
【質問】解体撤去費用4億6,490万円の内容は
【答弁】濾過地や配水池の撤去費用で3億2,780万円、
ポンプ室等の撤去費580万円、送水管等の撤去費で1
億3,130万円である。
【質問】当該事務がいつ完了するのか
【答弁】国との協議や約6Kmある送水管の撤去を考慮
すると3年はかかる。
□反対討論しました
泉北水道企業団は創設以来泉大津市、高石市、和泉市
に長期に渡り、かんそく濾過という微生物の力を活用
するという優れた方式での水作りにより、安価である
と共に水質についても安心できる水を供給して来まし
た。今回施設の老朽化により、今後の水供給事業は行
わないとの前提でこの議案が提出されたと理解してい
ます。
しかし昨年夏に泉北水道企業団を視察された中本信州
大学名誉教授は施設見学後「水作りに関しての施設の
大きな改修は必要なく、濾過池の砂の層をもっと厚く
する必要性はあるが、現状で緩速濾過での水供給は可
能である」との見解を示されています。発展途上国で
の活動が評価され、日本水大賞を昨年受賞された先生
の見解は看過すべきではないと考えます。
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更に今は「コロナ」の事で関心がそちらに向かってい
ますが、近年の異常気象が示唆する先に何があるかを
きっちり把握し、基礎自治体の責務である「住民の命
と財産を守る」ために今からその対策を考える必要が
あります。その意味からも泉北水道企業団は存続させ
る意味も、価値もあると私は考えております。
よって今回提案された議案84号に反対致します。
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令和元年決算出る
●一般会計決算を月30万円の家計に例えたら

和泉中央駅前工事始まる
懸案でした和泉中央駅前広場の改修工事が始まります。

改修のポイントは現在一般車が進入禁止となっている
バス停に、自家用車が進入し混雑と危険性が指摘され
ていましたが、それを今回の改修工事でバスの進
入路と自家用車等の一般車の進入路を分ける工事
です。上図の下側の部分で、左側がバスの進入路
とバス停、右側が一般車の進入路と駐車場です。
●改修工事の概要
工事費 552,456,300円
工事業者 矢野建設株式会社和泉支店
工事期間 令和4年3月末完工
●入札概要
制限付き一般競争入札
予定価格 552,456,300円 （税込み）
最低制限価格 502,233,000円 （税抜き）
落札価格 502,233,000円 （税抜き）
落札率 90.7％
入札状況
花田工業株式会社
502,233,000円
矢野建設株式会社和泉支店 502,233,000円
大容建設株式会社
502,233,000円
3者とも最低制限価格で入札、くじで落札者が矢野
建設株式会社和泉支店と決定
令和元年の決算が出ました。

●令和元年度一般会計決算は
財政規模約 638 億円で平成 25 年度に 600 億円を超
えて以来 27 年度を除いて 600 億円の大台が続いて
います。累積収支を表す実質収支 4 千万円と少なく、
財政の弾力程度を示す経常収支比率は 96.8％と高
止まりし、財政の硬直化が続いています。
●30 万円/月の家計に例えると
自前の歳入にあたる給与収入は 40％強しかなく、
国からの仕送りに半分以上を依存する脆弱な構造が
依然続いています。
●基金（貯金）の状況

コロナの影響を含む今後の見通しは次頁
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コロナの基金への影響（安定した財政運営に危惧）

(b)基金増の諸対策（増収対策）
・未利用地の売却増 約 5 億円
・国民健康保険事業の繰出し時期の
見直し 約 3 億円
・ふるさと元気基金の増 2.5 億円
(c)コロナの影響
・市税収入の減 約 14 億円
・感染対策に係る補正 約 7.5 億円
コロナ感染対策の実施により、安定
した財政運営に必要な基金である 30
億円を若干ではあるが下回る状況

市はこれらの収支見通しに関し、以下のように言っています。
令和 2 年度以降の収支見通しは、新型コロナウイルス感染症の影響により市税収入が減少見込みであることなど
から、和泉創発プランの目標である毎年度末の基金残高約 30 億円をわずかに下回る見込みです。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症に伴う収支への影響がどの程度となるか不透明であることから、現時
点ではプランどおり事業を実施しますが、令和 2 年度の決算状況を踏まえ、基金残高の目標達成が困難となった
場合は、既存事業の見直しや新たな財政健全化策を検討することとします。
＜小林感想＞ コロナ感染症の終息が不透明な中で厳しい財政運営が予想されます。私たちの生活にも少なからず
影響は避けえないと思います

昌子の日記＆予定
11/4 大阪自然環境保全協会役員と面談
11/6-11/12 令和元年度決算審査委員会
11/14 彩生館EM講座
11/16 和泉中央駅会報配布、水問題学習会（エル大
阪）
11/17 和泉府中駅会報配布、都市計画公園の変更説明
会
11/18 光明池駅会報配布
11/19 和泉府中駅会報配布、ソロプチミスト大阪-南稜
定例会、子ども食堂
11/20 和泉中央駅会報配布
11/24 和泉中央駅会報配布、子育てさんあつまれ見学
11/25 和泉中央駅会報配布
11/26 信太山駅会報配布、本会議
11/27 北信太駅会報配布

11/30 和泉中央駅会報配布

《事務所行事》いずれも小林昌子事務所で
連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626
事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ケ丘１－３－１５）
パソコン講座
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時
市政相談会（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

