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国は臨時国会で水道法改正を成立させ
広域連携、官民連携（民営化）を推進

の強化 、④技 術の 継承・ 人材
の育成等です。
◆健全 で安定 した 経営を 持続
①運 営基盤 の強 化、② 運営
管理の 効率化 ＝そ のため 近隣
事業体 と連携 を図 り、広 域化
の可能 性を検 討＝ 、③サ ービ
スの向 上、④ 環境 への配 慮、
⑤広報・公聴の充 実等です。

法 改正 で 施 設運 営 権 を
民 間に 売 却 ・民 営 化 へ
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知立市は 月市議会に、２ ０１９年～２０２８年の 年
間を期間とする知立市新水道ビジ ョンを提出しました。 市
は、国の新水道ビジョンを踏まえ 、知立市の水道事業の 課
題を抽出し、将来の理想像及びあ るべき方向性を示して い
ます 。 国 会 で は 、 政 府 が 水道 事 業 の 広 域 連 携 、 官 民 連 携
（民営化推進）を目的とした水道 法改正を強行しょうと し
ています。命の水が金儲けの対象となりかねない事態です。

安全・強靭・持続を
将来像とした水道事業

(一人30分まで）
◎場所:日本共産党知立事務所

牛野北 斗 議 員

◎毎週土曜日 午前10～12時

も健全 かつ 安定的 な事 業運営
が「持 続で きる水 道」 を目指
すとし、「安全」「強靭」
「持続 」の ３つの 観点 から課
題を抽 出し 、将来 像と 施策を
明らかにしてい ます。

弁護士による
無料法律相談

具体的施策は

外国 では水 メジ ャーが 運営
する水 道コン セッ ション （公
共施等 設運営 権・ ＰＦＩ の一
類型） が破綻 し、 再度、 公営
化の例 があり ます 。政府 は臨
時国会 で、水 道の 施設所 有を
自治体 に残し 、浄 水・供 給・
維持管 理・使 用料 徴収な どの
運営権 を ～ 年 の契約 で売
却でき るコン セッ ション 方式
を導入 できる 水道 法改正 を成
立を画 策して いま す。広 域化
推進の 法改正 は、 将来の 水道
コンセ ッショ ンに むけた 地な
らしと もいえ ます 。世界 で破
綻した 政策導 入を なぜ進 める
の か 、 疑 問 が 噴 出 し て い ま す。
政府は「世界で一 番企業が
活躍し やすい 国の 実現」 を掲
げ、命 の公共 財産 「水」 を儲
けの対 象とし て、 売り渡 そう
とするのは大問題で す。
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◆安 心 かつ 安心 な
水の供給
①水 質管 理の強 化、 ②供給
水質の 管理 ＝『お いし い』と
感じて いた だける よう 、おい
しい水 の要 件の一 つで ある残
留塩素 濃度 の低減 ＝③ 給水装
置の適 正管 理、④ 水道 水に対
する信頼性の向 上です。
◆災害時も含め て安定供給
①老 朽化 施設の 計画 的更新
と整備 、＝ 自己水 を供 給して
いる知 立浄 水場は ２０ ２３年
に法定 耐用 年数を 経過 するた
め２８ 年度に 廃止＝ ②災害
対策の 強化 、③危 機管 理体制
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知 立市新 水道 ビジョ ンは 、
「お 客様か ら信 頼され る水 道
事業 をめざ して 」を基 本理 念
に掲 げ、① 全て の人が いつ で
も・ どこで も水 をおい しく の
める 「安全 な水 道」、 ②自 然
災害 等によ る被 災を最 小限 に
とど め、被 災し た場合 であ っ
ても 、迅速 に復 旧でき る「 強
靭な 水道」 、③ 給水人 口や 給
水量 が減少 した 状況に おい て

知立市浄水場

昭和7－1 42－102
TEL
89-2377 e-mail→
swushino@hokutowell．net

（知立市牛田町牛田境26－5）
◎お申し込みは

⇒

市会議員まで

国の新水道ビジョンを踏まえ
知立市新水道ビジョンを提案
12 月
市議会
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