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＜はじめに＞ 

わが国で水道事業は、自治体の業務として位置づけられ、原則、自治体の直営管轄と

して運営されてきた。水道事業は独立採算制をベースに地方の財政に守られ、地域独占

事業として行われてきた。しかし、現在水道事業の経営は、収入の減少、技術者の大量

退職、耐震化などを含めた更新投資の問題など、さまざまな深刻、かつ、緊急の課題に

直面している。 

こうした危機的な状況を突破するためには、新しいマネジメント思想のもと抜本的な

改革や見直しを推進することが必要である。より根本的には、官民が協力して、経営資

源や経験・ノウハウを分野横断的に持ち寄り、よきパートナー選びをするという観点に

立って、指定管理者、第三者委託、PFI、コンセッションに代表される、公民連携（PPP）

を推進することが欠かせない。 

本稿では、公民連携が進捗しない背景・理由を探るための糸口として、包括的委託の

現状と問題点に焦点を絞って簡単な整理を試みたい。筆者が接した話題を中心として、

主として小規模の自治体に視点を置きつつ、産業論の立場から考察を行う

1

。 

 

１．中小水道事業者の直面する課題：現状と問題点 

（１）危機的な状況とその背景 

日本の水道事業の経営は、現在さまざまな深刻、かつ、緊急の課題に数多く直面して

いる。 

まず、人口減少をうけて、利用者からの料金収入の低迷が続いている。日本の総人口

                                                   
1 なお、第三者委託とは、「地方公共団体が行政責任を果たす上で、必要な監督権などを留保したうえで、その事

務を包括的に民間企業、外部の団体及び個人などに委託すること」（中村 2011）と定義する。 
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は 2010 年にピークを付けたが、この先 100 年間で総人口が 8520 万人へ縮小すると予

測されている

2

。単純に外挿し、料金収入の減少が進めば、地方水道事業の破綻が避けら

れない。単に技術水準やイノベーションを促進すれば解決するのではなく、経営マネジ

メントの巧拙が将来を左右する、という認識が重要である。 

問題の基本的な要素と背景を列挙すると、 

 

① 地方財政の破綻、財政規律の低下を背景とする財務基盤の弱体化に、人口減少に

伴う料金収入の減少が厳しい追い討ちをかけている。 

② 職員の高齢化・団塊世代の大量退職に伴う現場技術の喪失が著しい。対応策であ

る民間への業務委託が進捗していないため、経営改革の加速化が急務である。 

③ 経営努力の不足などから、管路など水道施設の老朽化・耐震化などの対策が立ち

遅れている。 

 

などを指摘できる。 

現状の経営状況のまま推移すれば、料金収入が減少し、事業の赤字経営が不可避とな

って、最悪の場合、「蛇口から水が出てこなくなる」などの事態を予想する声もある

3

。 

とりわけ、中小規模の事業体（＝10 万人未満の事業体）で経営基盤が弱体化している。

中小事業体の市場シェアは、給水人口全体の 27.6%（32 百万人）、全国総事業者数 1,465 

のうち 84.6%が 10 万人未満の中小規模事業者である。 

ここに簡易水道を加えると、全体として約 9 千に及ぶ中小事業体が存在する。収入基

盤の脆弱化に並行して、現場スタッフ配置の面で弱体化が急速に進んでいる。小規模水

道は過小な技術スタッフの下、極めて脆弱なともいえる、直営による経営を続けている。

いささか先回りして述べると、85%をしめる中小事業体（給水人口が 10 万人以下）が、

もともと「規模の利益」が実現しないという不利な状況にある。そこに加えて、自治体

の財政悪化の影響から、水道業務に従事する正規職員が年々減少し、人材の確保・技術

の維持が極めて困難な情勢にある。 

 

（２）自治体組織からみた水道事業の位置 

一般に、水道施設を運転するためには、最小施設規模でも 8～12 人程度の作業員が必

要である。しかし、中小事業者の場合、平均職員数が 4 名という厳しい状況に置かれる。

                                                   
2 日本の将来推計人口による（厚生労働省・人口問題研究所） 
3 （財）日本水道工業団体連合会『水道事業の民間委託促進に向けて』（―水道事業民間委託促進委員会からの提言

―）2013.3. 
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（簡易水道は１事業で１人、あるいは、それ以下という危機的な段階にある。） 

技術系職員を年齢別構成でみると、総計 21,286 人のうち約 4 割が 50 歳以上（9,093

人）で、高齢化が進んでいる。60 歳を退職年限とすると、今後 10 年以内には技術系要

員が半減することが避けられない。技術者の大量退職に伴って現場のノウハウ、化学技

術、管理手法が着実に継承できるかは、時間との勝負ともいえる切迫した課題である。 

日本の水道事業は、地域独占事業として行われたため、地方の財政に庇護され、万が

一倒産の危機に直面しても、国が支援の手を差し伸べるはずという思い込み、「親方日

の丸」に代表される意識、（「甘え」）が支配しがちである（「ソフトバジェット」）。この

意識が仕組みとして作用すると、担当者が危機を受け止めて前向きに対処しようとする

努力が阻害されるおそれがある。 

たとえば、長野県 H 村の場合、優良自治体で知られるが、人口が約８千に対して、水

道事業の担当者が僅かに 3 人、うち、2 人が一般管理職、しかも、50 歳以上である。し

たがって、現場技術は１名の技量にかかっていると推測される。財務状況をみると、支

払利息は極力抑え込んでいるものの、水道経費の約半分が償却費用であり、過去の水道

施設や将来の更新が大きな負担となっている現状が読み取れる。 

一般に、財政が潤沢であった時代、退職前の最終ポストとして水道部長を用意すると

いう慣行があったとも伝えられる。しかし、今やその余地は寸分さえない。こうした悪

弊が払拭されない限り、力量ある専門技術者の確保、危機管理に対する不安の払拭は到

底おぼつかない。 

 

２．水道改革と PPP：PFI 法と水道法改正 

水道事業の危機的な状況を解消するには、新しいマネジメント思想のもと毅然として

改革や見直しを推進することが必要である。人員や経費の効率的な利用、技術革新の導

入などが考えられるが、しかし、より根本的には、官民が協力して、経営資源や経験・

ノウハウを分野横断的に持ち寄り、よきパートナー選びをするという発想が欠かせない。 

指定管理者、第三者委託、PFI、あるいは、コンセッションに代表される、公民連携（PPP）

の手法・発想に他ならない。 

というのも、共働事業の継続性が確保されれば、ノウハウが民間企業の内部に蓄積さ

れ、人的・物的投資が促進され、スタッフの育成が可能になり、民間の創意工夫が刺激

される。 

筆者が注目するのは、PPP を前進させる突破口として、「第三者委託」「指定管理者」

などの制度とその実施・運営面での工夫である。 
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（１）法改正など枠組み整備と実際の状況 

日本における PPP の本格的導入は、1999 年「PFI 法」の成立をもって嚆矢とする。

これは超党派の議員立法によるもので、PFI を水道にとどまらず、下水道、道路、港湾、

病院、空港、市庁舎など多様な公共施設とそのサービスに適用することを対象とする法

律である。 

水道の分野では、02 年の水道法改正により、水道事業の第三者包括委託が可能になり、

自治体同士（例えば、中小市町村から東京都へ）の委託だけではなく、民間部門への委

託も限定された形ではあるが、可能になった。 

厚労省は、民間活用の連携形態として、「個別委託、第三者委託、指定管理者制度、DBO

／PFI、コンセッション、完全民営化」を挙げている

4

。 

しかしながら、誤解を恐れずいえば、日本の水道の場合、すぐ後で述べるように第三

者委託の件数は増えているが、大部分では「直営方式」による維持管理が牢固として続

いている。「水道ビジョン改訂版のレビュー／運営基盤」（平成２４年３月）によれば、

１万をこえる簡易水道を含めた全国の水道事業者が関わる業務の全体で“包括委託”の

占める比率は、僅かに 0.2％にとどまる。 

小規模事業者による脆弱な直営態勢が続いていることと、一方で民間事業者への委託

が進まないこと、したがって本格的に事業者が育たたないこととは、同じことがらの反

面（「同じコインの両面」）であり、同根であるという性格をもつ。問題は、包括委託の

推進というスローガンを掲げても、実態が仕様発注にとどまって、性能発注が進捗して

おらず、本格的で大規模な事業者が育たず、それがまた民間委託の実績が少ない一因を

形成していることである。 

 

（２）包括委託の役割と位置付け 

こうした全体像の中、第三者委託、とくに、「包括委託」の内容を子細に点検してみる。

まず、業務の委託（アウトソーシング）が実施される場合、第三者委託を採用している

と称しても、後述するように、水道事業がプロセス型産業であるという性格もあって、

業務の内容・区分が極度に細分化する。 

業務の発注実態は、部材・薬品にせよ、大部分の発注単価が自動的に決まる「仕様発

注」になるのが通例であり、価格競争に陥りやすい。 

このため、「包括的委託」が導入されると称しても、事実上が「仕様発注」である。業

務委託の届出件数は 738 件（平成 22.4.1）、年々大きく増加し（年間 200 件）、民間業

                                                   
4 具体的な背景などについては、中北（2010）を参照。 
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者への業務のアウトソースの伸びが

観察される

5

。（図表１） 

第三者委託の形態を採っている場

合、契約期間はほぼ 2、3 年にとどま

り、全施設を対象とする包括的な委

託はごく稀である。小規模水道は過

少スタッフのもと、（したがって、見

かけ上は）過剰効率だが、ハイリス

クな経営を続けている。 

 

（３）包括的委託の実態とその意義 

本来、包括発注、とりわけ、「性能発注」は受注者に創意工夫の余地を幅広く認めるこ

とがねらいであり、受注者、発注者の双方にとって大きなメリットをもたらすことが期

待できる。つまり、民間のアイディアを最大限公共施設の建設、運営・管理、さらに、

更新投資・変更などに反映させて、住民のニーズや新技術を柔軟に具現化させる重要な

手段（instrument）になる。 

しかし、こうした趣旨を公共事業へストレートに反映する提案型の「性能発注」を入

札条件書などの中に作りこみ、その過程で競争的対話のプロセスを担保することは決し

て容易なことではない。 

実態は（i）週末・休日など臨時の交代、（ii）浄水施設の支所のみで拠点は対象外、（iii）

アウトソースの対象拡大の見直しが著しく緩慢、このため、（iv）委託の範囲と期間が著

しく限定されて「仕様発注」が主力、などが指摘できる。つまり、周辺的業務（ノンコ

ア）を対象にするもので、職員の定年退職に伴う要員の不足を補充するという要請に対

して、民間セクターが受身に応じるという色彩が強い。 

もっとも、02 年の水道法改正に先立って、群馬県太田市、福島県会津若松市などの個

別委託（アウトソーシング）が行われており、また、趨勢としては中核となる大規模事

業体が周辺の小規模事業体を吸収する形で広域化が進んできたことも事実である。また、

最後に述べるように、遅々とした動きの中に、新しいビジネス・モデル構築につながる

動きも観察される。 

 

                                                   
5 厚生労働省「水道ビジョン改訂版のレビュー／運営基盤」平成 24.3 

図表 1 第三者委託届出件数 
水道法に基づき､水道の管理に関する技術上の業務を委託している水道法に基づき､水道の管理に関する技術上の業務を委託している水道法に基づき､水道の管理に関する技術上の業務を委託している水道法に基づき､水道の管理に関する技術上の業務を委託している 

全国の上水道事業､水道用水供給事業､簡易水道事業及び専用水道の全国の上水道事業､水道用水供給事業､簡易水道事業及び専用水道の全国の上水道事業､水道用水供給事業､簡易水道事業及び専用水道の全国の上水道事業､水道用水供給事業､簡易水道事業及び専用水道の総総総総数数数数 

 

出典：厚生労働省「水道ビジョン改訂版のレビュー」 
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（４）なぜ、包括委託が進まないのか 

PPP の導入が進捗しない背景・理由として、アンケート調査によれば
6
、多くの地方中

小事業体が、権限縮小への不安に加えて、民間事業者の事業遂行力、危機管理体制など

に対する疑念を払拭できず、「まだ何とかなる」「公民連携を急ぐ必要はない」といった

意識がかなり支配的なことがうかがえる。 

水道事業を産業組織としてみたとき、「取水⇒導水⇒浄水⇒配水⇒給水⇒料金徴収、管

路の補修・維持管理」という長い工程・連鎖から成る巨大なシステム型産業である。つ

まり、水道業は全体として大きなプロセスを形成すると同時に、各工程は極度に細分化

されているのが特色である。なお、下水道を付加すると、全体として水の自然循環系に

合致し、管路の埋設・保持・補修を基礎とするネットワーク産業を構成する。 

これら一連の施設とプロセスを統合的に管理（manage）し、長期、かつ、安定的な経

営を維持・展開することが、今後の水ビジネスに課された重要な課題である。 

水道業を支える裾野産業として、パイプ・ポンプ、電気系統など分野に細分化された

施設機器の製造部門、薬品・補修用の部材メーカー、補修サービスに従事する中小工務

店など多様かつ数多くの企業群が存在する。これらの企業は階層化・細分化されている。 

欧米先進国の事業者と比べると、日本の水道事業は、それ自体が産業であるという認

識、あるいは、マネジメントの発想が希薄である。また、一部の事例を除くと、日本の

水道業が民間活力を背景に海外に事業展開し、打って出るという状況からは遠い
7
。 

以下では、水道業の産業組織の特性を踏まえながら、包括委託の構造と、その背景か

ら包括委託が進捗しない理由・原因を探ってみよう。 

 

（i）水平的・垂直的な細分化の進展 

第一は、「細分化」が著しく進んでいることである。図表２は、国内の水道事業の標準

的なプロセスを１枚の表にまとめたものである。水道業務は、取水・導水管・浄水・送

水管・配水管・給水管・（蛇口・メーター）・料金へと各段階の複雑な業務のプロセスが

水平的につながったものである。こうした過程の連鎖をへて、原水（input）から始ま

って、そこに浄水場整備・運転管理に代表される製造プロセスが付加価値として加わっ

て、最終製品（output）である飲料水が供給される。 

しかし、同時に、図から明らかなとおり、それぞれのプロセスである、導水管、浄水

から、給水管、配水管、料金徴収へと連なるプロセスにおいて、それぞれ管材・工事・

                                                   
6 （財）日本水道工業団体連合会『水道事業の民間委託促進に向けて』（2013.3）を参照 
7 なお、PFI、民間の資金・経営能力・技術力を本格的に動員する大規模な委託事業も着手されているが、首長の

強い指導力が例外的に働いた場合に限られるといえる。PFI の実施案件は伸び悩んでいる。 
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設計という業務が複雑に派生し、そのなかで、とくに浄水、料金徴収については電気、

機械、土木系統の業務が垂直的に付着していることに注目したい。 

このうち、料金徴収を例にとると、検針、メーター取替えから始まって、弁の開閉、

停止処理、さらに、滞納整理といった業務まで包摂する。公共（自治体）は、これらの

業務を半ば意図的に細分化をさせて、必要に応じて、民間部門にアウトソースしたり、

あるいは、下水道料金との一括徴収という形で統合を図ったりしてきたといえる

8

。 

 

（ii）地域に根差した社会的役割 

日本の水道は、極度に細分化された仕切りの中で、それぞれの地域の中に付着する形

で、それぞれの仕様にもとづいて水道事業の運営とそれに関わる施設の新設・更新が行

われてきたといえる。それは地域の水供給の安定・水質の維持を担保するとともに、同

時に、それぞれの地域で雇用や一定の技術水準の保持に寄与してきたと考えられる

9

。 

こうした実態の中で、業務委託の実態は、極度に細分化した業務という形態をとらざ

るを得なかったと考えられる。その中で、臨時的・アドホクに外部へ委託（アウトソー

ス）するというケースが大部分であった。 

もとより、直轄を前提とする事業の場合でも、民間業者の支援と関与なしには事業の

運営もままならない。とくに、維持管理のうち、補修・道路工事、簡単な部品の取り換

                                                   
8
弁の開閉の操作は住民の人権にかかわるデリケートな問題であり、公共部門は、民間には“知られざるノウハウ”
を蓄えているという側面もある。 
9典型例が、各地域で指導・育成された、中小規模の地元工事業者から形成される官公需組合の存在であったとい

える。 

図表 2 国内水道事業のプロセス 
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えは、現地の中小水道工事会社（小規模企業は官公需組合として）の支援なしには、24

時間の水道水供給管理が果たせない。 

しかし、あくまで直轄が原則であった。民間事業者は公共の果たせない隙間を埋める

のみ（「ノンコア事業」）であって、また、週末・年末など周辺的な時期のサポートとい

う周辺的な任務にとどまってきた。したがって、本格的で大規模な PFI や包括委託の事

例を除くと、民間委託の実績は、極めて少ないのが実情である。 

 

３．結びにかえて 

水道業の第三者委託は制度として存在するものの、全施設あるいは、全工程を対象と

する包括的な委託はごく稀である。また、委託期間は、ほぼ 2、3 年にとどまっている。 

１万件を超える簡易水道を含めた事業体全体に占める包括委託の比率は 0.2%。小規模

水道は過少スタッフのもと、不安定な基盤のうえで経営を続けている。そんな中であっ

ても、02 年の水道法改正に先立って、群馬県太田市、福島県会津若松市などで個別委

託（アウトソーシング）が行われている。 

こうした事実は、趨勢としては中核となる大規模事業体が周辺の小規模事業体を吸収

する形で広域化が進んでいく余地を潤沢に残していることを示唆する。「蛇口から水が

出ない」といった最悪の場合を回避するためにも、日頃から民間へのノウハウの移転を

円滑に進めて、確実な受け皿作りを行うことで、民間の補完体制の強化を図ることが重

要である。 

実効性あるビジネス・モデル作りという観点から、広島県での広域水道の実現へ向け

た動き、箱根水道の包括委託などの案件が注目される。 

前者は、広島県企業局と民間企業が、それぞれ 25%、75％という出資比率で特別目的

会社（SPC）を設定して、県という信認を背景に民間主導で水道事業を実施し、配給水

部門を事実上統合化する試みとして注目される。これは、指定管理者型という形態を利

用したにすぎないが、本質的に「性能発注」を随時可能にするものである。 

後者は、神奈川県企業局が、箱根町北部の水道事業を民間に包括委託（5 年間）するも

のである。対象区域の完結性、地理的・気候的な多様性を前提に民間企業が受託するこ

とを想定したものであり、受託を通して培ったノウハウは今後海外も含めて、その他地

域での受託能力の涵養に大きく寄与することが期待される。 

これらについては、深く言及したい論点が少なくないが、別の機会に期待しつつ筆を

擱く。 
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