に携わ った経験がある︑元

事業﹂または ﹁
上下分離型﹂
と呼ばれ︑国内 では前例が
な い︒建設省 で下水道行政

定 できる方式 を創設﹀など
とあ る︒ ﹁コンセ ツシ ョン

有権は市 町村 に残 した．
まま
︵
運営権 を民間事業者 に設

か分 からな い﹂ ︵
厚生 労働
省関係者 ︶と いう情勢だ︒
⁝
水道法が改正されると何
がどう変わ るのか︒厚労省
の資料 には︑水道施設 の所

水道は ︿
国民の日常生活に直結し︑その健
康を守るために欠くことのできないも ﹀ ︑
の
と
水道法２条１項にある︒今ヽ水道事業の ◆
民
営化一を促進する法改正が︑実現しそうな情
勢だ一しかし︑水道に群しい専門家からは︑
不安と懸念がジャブジャブ噴出している︒
サ ッカＩＷ杯 の日本代表
が成田空港に降り立 った７
水
月５日︑衆院本会議で ﹁
道法改正案﹂が可決 した︒
ニュースの扱 いが小さか っ
たのは︑翌日のオウム真理
彗π代表ら７人の死刑執行︑
一
それに西日本豪雨と重な っ
たためだろう︒法案は参院
に送付され︑２日までの会
期中 に成立が確実現されて
いたが︑﹁
予期 せぬ大雨災
書があ ったため︑どうなる

大和総研主席研究員の椿本
祐弘氏 によれば︑﹁いわゆ
︒
る″
民営化クの 一類型だ﹂
国が水道事業 の民営化を
後押しするのは︑現状 への
危機感がある︒高度成長期
に整備された水道管は更新
が間に合 っていない︒法定
耐用年数の鋤年を超す老朽
水道管 の比率は全国平均で
２００６年度末に６％だ っ
４ ・８
たがヽ６
・年度末には１
％に跳ね上が った一６月の
大阪北部地震では︑高槻市
など３カ所で老朽管が損傷
して周囲が水浸しにな って
いる︒更新率は年０ ︒π％
にすぎず︑このペースだと
全 てを更新するのに１３０
年以上かかる計算だ︒

そこで民間企業 の参入に
よ って経営を効率化し︑施
設の更新を急ぐという理屈
なのだが︑ 一日に民営化と
言 っても︑いろいろな類型が
ある︒椿本氏は政府が水道

代︑水道事業 の 一部を複数

の民間企業 に委ねる上下分
離型 に切り替えたが︑工事

の責任 をめぐ って委 託業者

間 で対立するなどし︑２０

１０年 に再公営化 ︒米 アト

ランタ市など でも類似事例
があ るほか︑上下分離型民

営化をした英国鉄は︑事故

が多発す るなどサービ ス低
下が著 しか った︒ 一方 ︑日

本 では新生Ｊ Ｒが線路 や駅

舎など設備を所有するとと
も に︑列車 の運行など運営
権を持 つ ク
上下 一体型 ク で
民営化した︒椿本氏は この

方法が正しいと いう︒

﹁
人 口減が顕著 になり水道
需要は減 る中︑老朽管 の更

新費用を捻出するには︑小
規模な市 町村 の水道事業を
統合し︑広域化する必要が

下分離型と いう失敗 の多 い

法改正で促進しようとする
上下分離型には批義的だ︒
﹁
運営権 を得 た民間企業
は︑収益に直結ｔ にくい設
備投資の負担にはどうして
も消極的になる一結果的に
老朽管 の更新が滞ると危惧

しています そもそもイン
︐
フラの保有と一
運営は密接不
可分で︑上下分離型はうま
くいかない一海外 の水道や
鉄道事業の民営化事例から

賛同 できません﹂

方式を推す点 で︑私 は全く

き です︒水道法改正案 は上

あ る︒それをした上 で︑上
下 一体型民営化を検討す べ

明らかです﹂
仏パ リ市 は１９８０年
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国内の総合商社から ﹃
問い
合わせが殺到した﹂
という一
士興村氏は今︑老朽化した
︲
浄水場の更新を検
討する秋
田市 の委員会で委員長を務
めている︒一
．
﹁
操業ｔてから約η年たち︑
装置も違磨を選ぎていますｏ
更新すると約１９０億円も
かかるという試算がありま
すが︑そんな多額の支出は
市議会を通らな い︒水道法
改正案に基づく コンセツシ
ョン事業などの官民連携方
式にすれば︑
市の負担はかな

い﹂としながら
も︑民間企業 に

は避 け ら れ な

り少なく て済 みそう です﹂
同様 のケー スは全国 にあ
り︑法改正を契機 に民営化

機関 の必要性を
一訴える︒

それをチ ェツクす る﹂と い
う考え です︒日本も同様 の
機関を設けるべき です︒水

三 つを設 け た︒﹁
民間 企 業
は必ず悪 いことをするから︑

などを監視す る機関︑それ
ら両機関を監視す る機関 の

﹁
英国 では︑サービ スや料
金 の調査をする機関︑本質

対するチ ェック

は広まりそうだとす る︒し
かし︑もろ手を上げ て賛成
しているのではな い︒
﹁
水道法改正案 には︑水道
事業 の運営を担う民間企業
に対するチ ェツク機関を定
め ていません︒制度設計 の
不備 でありヽ大きな問題が
起き る︒チ エツク機関 の設
置を定めな いと︑ コチ ャバ
ンバと同じような ことが起
きかねな い﹂ 宴曇側
氏︶

道事業 のＯＢば かりを委員
に選ばず ︑法律 や会計 の専

い工夫が必要 です﹂ ︵
同︶
全国 の自治体 は地震や水
害 の際︑被災地 に出向 き︑

でいるが︑民営化されれば
円滑 に実施 できな い恐れも
あると いう︒

日明夫代表は︑４月に廃止
された主要農作物 種子法
︵
種子法︶と水道法改正は
同じ構図だと指摘する︒
﹁
種子法は都道府県にコメ
などの原種の開発を義務付

け︑安価な種子を提供して
きました︒同法の廃上によ
って︑外資を含め民間企業
が種子市場に参入し︑じわ
りじわりと コメは値上がり
していくと思 います︒同じ
構図で自治体が担 っていた
水道を民間企業に開放すれ
ば︑国 の予算投入が減り︑
水道料金が上がる可能性が
高 い︒安倍政治 の典型的な

危険な政策です﹂
国民の日常生活に直結す
る水道なのに世間の関心が
低すぎやしないか︒
本誌 ・谷道健太

島県呉市)

ⅧⅧⅧ Ⅷ哺 可﹁

国連本部経済社会局のテ
ク 手カルアボバイザーを務
め︑水環境問題に詳しい吉
村解鰐氏によゎば︑水道酵
営化 の議論が急浮上したき
っかけは︑麻生太郎財務相
３年４月︑
の発言だという︒１
米 ワシ ント ンでの講 演 で
ズ日本 の︶水道は全 て国営
もしくは市営︑町営 ででき
ていて︑こういった のを
も
全 て民営化します﹂ ︵
原文
ママ︶と言い切 った︒発言
が報じられると︑吉村氏に
は ﹁
水メジ ャー﹂と呼ばれ
る海外 の水道事業大手や︑

災害時 の給水協定が働かないｐ
道を買収した英 ロンドンに
本社がある民間企業． コチ
ャバンバ以外でもフイリピ
ンや南 アフリカなどで︑水

総合商社 に長く勤めた︑
資源 ・食糧問題研究所の柴

‑ 20181■

門家なども入れ︑原子カ ム
ラならぬ﹃
水道 ムラ﹄にしな

コチャバンバとは南米ボ
リビ アの都市名︒２０００
年︑水道料金が３〜４倍に
跳ね上が ったことに市民が

道事業 を民営化 したと こ
ろ︑サービ ス低下や料金高
騰が起きたと いう︒結果︑
５年までに世界２３５０民
・
営水道事業が再公営 され
化
ている︒吉村氏は ﹁
民営化

災害時の態勢 も気にかか る一 ￨
(西 日本豪雨 に よる断水 で給水 :
車 を待 つ 人 たち=7月 10日 、広 ￨

29
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無償 で給水す る協定を結ん

反発︑大規模な抗議運動に
発展した︒国連開発計画の
報告書によれば︑都市機能
が４日にわな つて籐争しヽ
６人が死亡した︒料金値上
げを強行したのは︑公営水

地震で水道管が破裂し、
rFl没 した道錨
(6月 18日 t大 阪府高機市)

