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会  議  録 
 

会議の名称及び会議の回 令和４年度 第１回飯田市上下水道事業運営審議会 

開催日時 令和４年６月24日（金） 午前10時00分から午前11時45分まで 

開催場所 飯田市役所 ３階 C311～312会議室 

出席委員氏名 
下田一則、橋都まり子、菅沼文秀、木下容子、水口芳昭、吉川哲史、宮澤

敏紀、大澤幸子、熊谷芳巳、熊谷貴美子、鋤柄富男 

欠席委員氏名 相原公子、玉置節子 

傍聴者 なし 

出席事務局職員氏名 

土屋上下水道局長、滝沢経営管理課長、佐々木水道課長、関島下水道課

長、吉地下水浄化センター所長、原下水浄化施設担当専門幹、村松経営管

理課長補佐、栁澤水道課長補佐、桜井下水道課長補佐、筒井上水道経理係

長、加藤庶務係長、料金係伊藤主事 

会議の概要 以下のとおり 

           

｢敬称略とする｣ 

 

１ 開 会 

（加藤経営管理課庶務係長） 

ただいまから、令和４年度第１回飯田市上下水道事業運営審議会を開催する。議事に入るまでの間、私が進

行する。 

 

２ 委嘱状交付 

（加藤経営管理課庶務係長）  

委員の皆様に市長から委嘱状を交付する。市長が席に参ったら、御起立をお願いしたい。 

 

 （佐藤市長） 

委員の席に行き、それぞれに委嘱状を交付。 
 

（加藤経営管理課庶務係長）  

本日欠席されている委員には、後ほど事務局から委嘱状を届ける。 
 

３ 会議の成立 

（加藤経営管理課庶務係長）  

飯田市上下水道事業運営審議会条例第６条の規定により、会議の成立には委員13人の過半数である７人の

出席が必要である。本日の出席委員は11人であり、会は成立している。 

 

４ 理事者挨拶 

 （佐藤市長） 

大変お忙しい中、また、大変暑い中お集まりいただき、感謝申し上げる。 

ただいま、委嘱状を交付させていただいた。２年間よろしくお願いしたい。 

最初の審議会ということで審議会の位置付けを改めてお話すると、上下水道の運営をどのように行ってい

くかということで市民の皆様方から意見をいただきながら、市としての政策を決定していくために審議会と

して設置されているものである。 

上下水道は、市民の皆さんにとって最重要なライフラインになる。昨今は、想定を超えるという言葉も頻繁

に使われるような災害が各地で起こっており、この地域も決して例外ではないということを確認しておかな

ければいけないと思っている。 

先だって、61年前の36災害のシンポジウムを行ったが、その時の様子を動画などで改めて見ると、現実に

この地でも起こったということ、これは決してこの先起こらないことではないということを、改めて思った。

また、その時にも自衛隊の給水車が出て水を配るというような映像があったが、そういったことも想定される

し、当時に比べたら下水も普及しており、これらが止まるということを考えると、非常に影響の大きさを改め

て感じる。 

そう考えると、この審議会、それから我々上下水道局が担っているものはとても大きいと思っており、委員
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の皆様方には、重要なライフラインの運営に関する審議会だということで、それぞれの立場からぜひご意見を

いただければと思っている。 

水道事業については、水道ビジョン、経営戦略、それから下水道事業については、下水道ビジョン、ストッ

クマネジメント計画等を作り、事業を進めている。昨年度は、水道施設更新に係る基本方針、それから下水道

処理施設の統廃合の計画を策定し、今年度、事業を進め始めている。 

本日の会議では、上下水道事業の現状を説明させていただき、また水道ビジョンの見直しについての方向性

をご議論いただきたい。説明させていただくので、お聴き取りいただく中でご意見をいただければと思う。 

大変重要な上下水道に関わる審議会なので、２年間お世話になるが、どうぞよろしくお願いしたい。 

 

５ 会長及び副会長の選任について 

(1) 委員自己紹介 

（加藤経営管理課庶務係長）  

   新しい委員が多いため、ここで名簿順に自己紹介をお願いする。  
（委員各位） 

名簿順に自己紹介  
(2) 会長等の選任 

（加藤経営管理課庶務係長）  

審議会条例第５条の規定により、審議会におく会長副会長は、委員が互選するとなっている。 

まず、会長の選任についてご意見はないか。 

 

（熊谷（芳）委員） 

推薦案として、鋤柄委員が適任と考える。 

名簿にもあるが、鋤柄委員は、まちづくり委員会連絡会議からの選出だが、現在、松尾地区まちづくり委員

会会長を務めておられる。松尾には、上下水道施設の中でも最も重要な施設の一つである松尾浄化管理センタ

ーがあるということで、日頃から地域の中の大きな施設に関わっておられ、本審議会の会長に最適であると考

える。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

ただいま、会長を鋤柄委員にお願いしたいとの意見が出ているが、他にご意見はないか。 

 

（委員各位） 
なし。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

意見がないようなので、会長の選任について、出された意見のとおり、会長を鋤柄委員にお願いすることに
賛成の方の拍手を求める。  

（委員各位） 
拍手多数。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

拍手多数と認め、会長には鋤柄委員を選任する。次に、副会長の選任についてご意見はないか。  
（鋤柄会長） 

事務局で案はあるか。 
 

（滝沢経営管理課長）  

女性の参画を進めること、また、前期の経験があることから、前期に引き続きまして、飯田消費者の会か
ら選出の玉置委員を推薦させていただく。   
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（加藤経営管理課庶務係長）  

ただいま、副会長を玉置委員にお願いしたいとの意見が出ているが、他にご意見はないか。 

 

（委員各位） 
なし。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

意見がないようなので、副会長の選任について、副会長を玉置委員にお願いすることに賛成の方の拍手を求
める。  

（委員各位） 
拍手多数。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

拍手多数と認め、副会長には玉置委員を選任する。  
(3) 会長挨拶 

（鋤柄会長） 

改めまして、鋤柄です。４月から松尾地区まちづくり委員会の会長を務めさせていただいている。よろしく

お願いしたい。 

先ほど熊谷委員から、松尾地区は浄化管理センターがあってということだったが、確かに長いお付き合いを

している。 

松尾地区に住んでいると、やはり水の災害が非常に多くある。先ほど市長からもあったが、災害について、

最近特に頻繁にゲリラ豪雨等が発生しており、その都度、大雨が降ると常に心配し出動かというようなことで

悩むところもある。 

そのような中、ニュース等で、飯田市でも災害の折に水道局が給水タンク車で応援に行くとか、そういうこ

とを見ると、水は大変貴重なものだと感じる。そしてまた、汚水の処理をすること、これはもっと大事なこと

だということが言われている。この上下水道事業の運営審議会で、そういったことを審議していくことに、

我々が携わっていることは、大変重要であると感じている。 

また、飯田市の上下水道事業は大変成熟していると思っている。これからは今の日本と同じで、成熟しきっ

た中で、いかにこれを維持するか、また、改善するかということに繋がってくると思うので、そういうところ

を我々は見守りながら、この事業ではますます良くなることを願って委員を務めていきたいと思う。よろしく

お願いしたい。 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

佐藤市長は次の公務のため、ここで退席させていただく。 
 

(4) 職員自己紹介 

（職員各自） 

職員自己紹介。 

 

 

（加藤経営管理課庶務係長）  

議事に入るが、審議会条例第６条第１項の規定により、会長が議長を務めることになっているため、議長を

鋤柄会長にお願いする。 

  

６ 会議録において発言要旨及び委員氏名を公開することの同意について 

（鋤柄会長） 

事務局から説明されたい。 

  

（滝沢経営管理課長） 

本会議の発言の要旨の公表会議録への記載については、記載する内容についての発言をした委員の確認を
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得て行うものとする。 

ただし、発言した委員の氏名については、会議に出席した委員全員の同意が得られた場合に限り記載する

ものとしているので、本日の会議録における発言委員の氏名の公開について同意いただけるか伺う。 

   

（鋤柄会長） 

ただ今説明があった氏名記載の公開についていかがか。 

 

（委員各位） 

異議なし。 

 

（鋤柄会長） 

同意することとし、会議の内容の公開にあたっては、発言された委員の氏名も併せて公開することとする。 

 

７ 報告事項 

(1) 上下水道事業の現状について 

（鋤柄会長） 

上下水道事業の現状について、事務局から説明されたい。なお、質疑は全ての説明が終了した後、一括で

お願いしたい。 

 

 ア 水道事業の概況について 

 （佐々木水道課長） 

水道事業の概況、令和４年度事業について説明。 

 

イ 下水道事業（管路施設）の概況について 

 （関島下水道課長） 

下水道事業（管路施設）の概況、令和４年度事業について説明。 

 

ウ 下水道事業（処理施設）の概況について 

 （吉地下水浄化センター所長） 

下水道事業（処理施設）の概況、令和４年度事業について説明。 

 

（鋤柄会長） 

   上下水道事業の現状について、委員から質問等あるか。 

 

 （吉川委員） 

下水道管の長寿命化について、色々な工法を説明いただいたが、長寿命化の対策をやった効果、例えば費用

的な効果はどうか。長寿命化対策をすることと、新たに下水道管を入れ替えることを比較して、どれくらいコ

ストメリットがあるのかをお聞きしたい。 

 

 （関島下水道課長） 

管の大きさ、埋設の深さ等にもよるので一概には言えないが、概ね、一番下水道管で使われている部分で、

大体250ｍｍとかそれくらいのものが多いが、それを新しく全部布設替えをすると、一般的な中では大体１ｍ

当たり 25 万円とか 30 万円する。管更生をした場合は、大体その半分くらいの金額で長寿命化の対策が可能

になってくる。 

 

 （菅沼委員） 

リニアについて伺うが、リニア駅周辺の、下水道関係では、処理場から十分管理の受け入れができるのかど

うか。また、水道では、妙琴浄水場付近で工事をしているが、その影響があるのかないのか、説明願いたい。 

 

（関島下水道課長） 

リニア事業の対策については、下水道の管路について関係機関と調整し、対応している。その流下について、

足りなくなるようなことはない。流下に対しては、布設替え等で対応が可能と考えている。 
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（吉地下水浄化センター長） 

駅周辺は、下水が松尾の処理場に流れてくる場所になるが、49,000㎥の処理能力がある。人口減少もあり、

リニア駅ができ、その周辺の汚水が増えたとしても、今の松尾処理場で処理ができるという状況である。 

 

（佐々木水道課長） 

水道については、リニア駅周辺は上郷第４配水池で供用しているが、今後の水量がどうなるか試算も考える

中で、新たな配水池として、SIC座光寺から駅に下りてくる道の改良が進んでいるが、その沿線上に上郷第４

配水池に代わる施設を計画している。そちらから供給するという全体像を描いて、用地交渉等を昨年度から進

めている状況である。 

 

 （菅沼委員） 

妙琴で今工事をしているが、浄水場との関係はどうか。 

 

（佐々木水道課長） 

リニア事業に係る上水道と妙琴浄水場の工事については、直接的な影響はない。 

将来的には、妙琴浄水場である程度飯田市全域を賄えるようなバックアップが非常に重要なので、今申し上

げた上郷第４配水池についても、今後、妙琴浄水場の更新を進める中で、十分に水を送れるような施設を検討

していくという状況である。 

 

（鋤柄会長） 

   他にはよろしいか。 

 

 （委員） 

   なし。 

 

（鋤柄会長） 

   それでは、上下水道事業の現状につきましては、以上のとおりご承知おき願う。 

 

８ 協議事項 

（鋤柄会長） 

   水道ビジョンの見直しの方向性について、事務局から説明されたい。 

 

（滝沢経営管理課長） 

次期の水道ビジョンについて、方向性のたたき台をご説明する。委員の皆様からの忌憚のないご意見をいた

だきたい。 

なお、今後の進め方だが、いただいたご意見等を踏まえて庁内で協議をして、さらに多くの市民の皆さんの

ご意見をいただく機会を設け、今年度中に決定をしてまいりたいというような予定になっている。 

現在の水道ビジョンだが、平成29年3月に見直しを行い、これに基づいて施策を実施してきている。策定

から5年を経過し、社会状況の変化を踏まえ、新たな視点での施策の方向性を示すことが必要となってきた。 

そこで、次期のビジョンでは、これまでのビジョンの振り返りを行い、課題を整理し、それを踏まえてさら

にこれからの時代に対応した視点を補い、将来にわたって水道事業を維持していくための方向性を示したも

のと考えている。 

初めに、現在の水道ビジョンだが、平成29年３月に見直しを行っている。 

基本目標は、安全で美味しい水道水を安定して供給することを掲げており、令和８年度までの計画期間とな

っている。基本目標を達成するために、安全、強靭、持続の３つの運営方針を掲げ、９つの施策の柱を据えて

いる。 

９つの施策の柱の取り組み状況については、丸印が取り組んできたことと成果を、三角は課題を表してい

る。主なものについて説明する。 

運営方針１の安全、①のリニア等の広域交通時代を見据えた水需要への対応では、成果として、今日の資料

にも付けているが、水道施設更新に係る基本方針を作成した。課題とすると、コロナ禍もあり、水需要予測が
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難しいということもあるが、適切に予測を行う必要があると捉えている。 

運営方針1の安全、③の最適な浄水システムへの移行だが、妙琴浄水場更新事業に関して、耐震性が備わっ

た管理棟・浄水池が完成し、災害時における水道水供給の持続確保が可能となっている。課題とすると、妙琴

浄水場の更新事業については、全ての施設更新が完了するまでに20年以上要することから、現在の施設を適

切に維持しながら、更新事業を進めていく必要があると捉えている。 

それから、⑤の災害に対応した適切な管理と仕組み作り。予備水源として井戸を掘ったが、５箇所のうち、

揚水能力が最大である別府井戸の発電機の操作訓練を行った。課題とすると、定期的な点検、操作訓練、管工

事組合の皆様等との訓練を引き続いて実施すると捉えている。 

運営方針２の強靱だが、⑦の老朽管施設の更新耐震化。成果としては、鼎配水池、上郷第４配水池、入野・

大瀬木配水池、老朽管更新整備等、老朽施設の更新整備を進めてきた。課題とすると、水道施設更新に係る基

本方針に基づく更新計画により、着実に事業の実施をする必要があると捉えている。 

運営方針３の持続だが、⑧の料金設定の最適化。こちらについては、今までは世代間の負担を軽減するため、

企業債の借り入れを抑え、これまで料金改定をすることなく事業を継続してきたという形である。課題として

は、水道施設更新に係る基本方針に基づく更新計画を実施するためには、財政基盤を整え、財政強化をする必

要があると捉えている。 

また、⑨の事業経営の効率化・安定化では、課題として、主に遠山簡易水道事業の関係になるが、給水人口

が極端に少ない配水区域における水質の確保等、維持管理のあり方や今後の投資と存続とのバランスを課題

と捉えている。 

課題もあるが、概ね９つ全ての施策に取り組んでこられたのではないかと評価をしている。 

掻い摘んでご説明したが、過去５年間の取り組みを振り返る中で、引き続き取り組むべき課題も見えてきた

ので、これを踏まえ、次期ビジョンの方向性を定めたので、続いて説明する。 

水道事業の最大の使命は言うまでもなく市民生活に欠かすことのできない水道水を安定供給することであ

るため、引き続き、基本目標は、「安全で美味しい水道水を安定して供給する」とした。 

期間は、飯田市で最も大きな浄水施設である妙琴浄水場更新事業を令和25年度までに行う計画であること、

水道施設更新に係る基本方針の考え方に基づき、比較的長い期間の見通しが必要なため、令和28年度までと

したいと考えている。 

この基本目標を達成するため、現行のビジョンと同様に「安全」「強靭」「持続」の３つの運営方針を定めた

が、運営方針の意図はそれぞれ記載のとおりとした。 

この３つの運営方針のもと、基本目標を達成するために、８つの施策の柱を定めている。施策の柱において

進捗状況の目安として、また、振り返りを行いやすくするために、新たに施策の指標を定めた。 

柱の主なものについて説明する。 

運営方針１の安全、①安全で良質な水道水の確保に関しては、水道事業の日常運転管理の中で、水安全計画

の妥当性確認と実施状況の検証により、改善を重ねて安全な水道水質を維持したいと考えている。 

また、令和９年度には上水道事業創設から100周年を迎えることから、水道事業への関心を高めてまいりた

いと考えている。 

これに関しての指標は、①の平均残留塩素濃度、①の２最大化密集物質濃度水質基準比率について指標を設

けたらどうかと考えている。 

それから、運営方針２強靭だが、③の管路の計画の更新と耐震化と掲げている。 

こちらについては、管路経年化率を超える管路及び基幹管路の耐震化を進めたいというもの、それから、

浄・配水施設の計画の更新と耐震化を進めたいとするもの、さらに、災害に対応した適切な管理と仕組み作り

を行いたいとするものである。 

③に関しての指標は、管路経年化率、④に関しての指標は、配水池の耐震化率としている。 

運営方針３の持続だが、⑥として経営基盤の強化を挙げている。 

こちらについては、財源等を見越した長期財政見通しを３年ごとに見直し、進捗管理を行っていきたいとい

うものである。 

また、水道使用量減少時代に適合し、受益者負担の原則に沿ったより適切な水道料金を設定したいと考えて

いる。 

こちらの指標については、⑥の経常収支比率、料金回収率、累積欠損金比率を定めている。 
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さらに、⑦として、水道の広域化 DX の取り組みと人材の育成を掲げた。 

こちらについては、長野県が現在策定している水道広域化推進プランに基づき、当地域の実情に合った広域

化に取り組んでいきたいと考えている。 

また、水道のインフラに関して、デジタル化、デジタル機器等の導入が進んでいるので、それについても研

究してまいりたいと考えている。 

さらに、簡易水道事業に関して、良質で安定した給水確保と維持管理のあり方について研究をしてまいりた

いと考えている。 

さらに、⑧として、飯田市はゼロカーボンシティということを標榜しているので、ゼロカーボンへの取り組

みとして、浄・配水施設の計画的な更新に合わせ、施設の統廃合や設備の見直しを行い、二酸化炭素排出量削

減に取り組んでいきたいと考えている。 

なお、ビジョンは方向性を示すものであり、具体的な取り組みは、水安全計画、水道施設更新計画、長期財

政見通しであります経営戦略、それから、毎年の予算の中で振り返りを行いながら、ビジョン達成のために進

めてまいりたい。 

 

（鋤柄会長） 

ただいま水道ビジョンの見直しの方向性について説明があったが、皆さんからご意見はあるか。 

 

（吉川委員） 

水道料金の最適化と、経営基盤の強化の２点で質問する。まず一点目、水道料金の検証で、世代間の負担を

軽減するため企業債の借入を抑えるとあるが、企業債は誰が引き受けているのか。もう一点は、これからの経

営基盤の強化で、適正な水道料金を設定したいというビジョンがあるが、適正な水道料金というのはどれぐら

いが適正なのかをお聞きしたい。 

 

（滝沢経営管理課長） 

まず一点目の、誰が引き受けているかというご質問だが、地方公共団体金融機構という組織になる。 

こちらは、地方公共団体が出資して組織している団体で、そこから借り入れているという状況である。 

他には政府系資金として、財政融資資金とか、民間の銀行から借りるというような方法もあるが、借入期間

が30年と長いので、機構の方の資金を使っている状況である。返済については、水道料金から返していると

いう状況になる。 

適正な水道料金ということだが、なかなか何をもって適正化とするかは難しいが、一つの目安として、⑥の

２の指標で、料金回収率というのがあり、水を作るコストに対していくら水道料金をもらったかという比率が

あるが、これが100以上であるのが望ましいとされており、現在89. 2%なので、コストの方が上回っていて、

料金回収できていないという形になる。適正かどうかというのは、額については議論があるが、目安とすると

料金回収率を100%にしたいというのが、一つの目標である。 

  

（吉川委員） 

企業債の方は、今の説明でわかった。 

水道料金の方だが、100に近づけるのが望ましいという話があったが、経営基盤の強化という意味では、確

かにそうだが、水道料金値上げというのは全市民の所得が減少ということがあるので、水道の経営基盤は確か

に良くなっても、市民の所得が減ってということもバランスがあるので、その辺も、適正にやっていくのはビ

ジョンで大事なところだと思うが、今はインフレもあり値上がりということもあるので、過度な値上げになら

ないようにということを、市民としては望んでいきたいと思っている。 

 

（滝沢経営管理課長） 

やはり、バランスが必要ということは、十分理解する。 

水道料金については、この運営審議会の大きなテーマになると思うので、こちらの方の考えもお伝えしなが

ら、また委員の皆さんのご意見をいただきながら、検討してまいりたいと考えているので、よろしくお願いし

たい。 
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（鋤柄会長） 

他にはいかがか。 

 

（菅沼委員） 

二点お伺いする。 

⑦の当地域の広域化について、なかなかイメージが湧かないのだが、上伊那と一緒になるのか、そういうこ

とまで考えることなのか。何かこれから考えていくのだと思うが、こんな方向なんだというイメージが湧いた

らいいと思う。 

もう一つ料金について、下水道の方もだが、電気料がすごく上がっているが、電気料対策は何とかならない

か。当然国の方の財政支援という形で要望していかなくてはいけないことだと思う。その辺の策を練っていた

だきたいと思う。 

 

（佐々木水道課長） 

広域化について、ここにあるとおり長野県の方で広域化推進プランということで、地区ごと、南信州圏域と

いう中で今議論をしている段階である。 

それで、施設の統合というのは、したところでメリットは見いだせない、というのは、施設自体が点在して

いるので、そのような状況の中で事務の統合とか、その辺の分野で協力できて、なるべくコストを下げるもの

がないかと見出そうとしているというのが現在の段階で、今年度中に一応南信州圏域としての方向性を出し

ていきたいというイメージになっている。 

それから、電気料対策だが、水道施設の電気代は、動力系の電気ポンプで送水するものが、全体の電気料の

約70%を占めるという状況なので、いかにポンプ効率を上げて、なるべく電気料を減らすか、その辺りの検討

を進めている状況である。こちらの指標⑧で配水量１㎥ あたりの電力消費量とあるが、施設で使う電気料の

指標としては、ここをいかに抑えていくかというのが、テーマとなっている状況である。 

 

（菅沼委員） 

どちらかというと水道より下水道の方が電気料が高いのではないかと思うがどうか。下水道もビジョンが

あるのか。 

 

（吉地下水浄化センター所長） 

令和３年３月19日に、飯田市下水道ビジョンを策定し、それに沿って運営してきている。 

ご指摘のように電気料が想像がつかないような状況だが、いずれにしても先ほど水道の方でも申したよう

に、電気を使用するという部分を日々節約しながら、経費節減に取組んでいる状況である。 

 

（鋤柄会長） 

電気料の話が出たので、お聞きするが、今問題になっている新電力に契約した場合に供給できないというこ

とが大きく発生していて、自治体でも結構、電気はなくならないが最高値になるという状況が、この4月から

あちこちで発生しているようだが、飯田市はどうか。 

 

（佐々木水道課長） 

今現在飯田市では新電力は使っておらず、中部電力から購入している。 

 

（鋤柄会長） 

   他にはいかがか。 

 

 （委員） 

   なし。 
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（滝沢経営管理課長） 

本日会議資料をお配りした。初めて見るものであるので、本日の説明だけではご意見もなかなか難しいと思

う。今一度ご一読いただき、ご意見等あれば事務局へ連絡をいただければ幸いである。 

 

（鋤柄会長） 

それではビジョンの見直しについては、以上とする。 

今事務局から話があったように、また色々な意見があれば事務局に聞いていただくので、よろしくお願いし

たい。 

 

９ その他 

（鋤柄会長） 

全体を通して委員の皆さんから何かあるか。 

 

 （委員） 

   なし。 

 

（鋤柄会長） 

市の方から何かあるか。 

 

（加藤係長） 

事務局から今後の予定についてお知らせする。今後の開催について、秋頃を目途に予定しているが、状況に

より事務局から案内させていただくので、よろしくお願いしたい。 

 

（土屋局長） 

本日はお忙しい中お集まりいただき、ご協議をいただき、心より感謝を申し上げる。協議の中で多くのご意

見も頂戴し、感謝する。 

圏域の感染レベルが下げられ、現在レベル1ということだが、今までと同様、エッセンシャルワーカーとい

うこともあるので、水は止められない、下水も止まらないということで、局内全員で感染防止に十分注意を払

ってサービスの安定供給を図ってまいりたいと思っている。 

先ほど市長も申し上げたが、運営審議会の委員の皆様の任期は２年である。お仕事などご多忙とは存じる

が、格別のご配慮のもとご出席を賜るようお願い申し上げたい。 

また、上下水道事業を最も身近なインフラとして関心をお寄せいただくとともに、今後も飯田市政に深いご

理解とご協力を重ねてお願い申し上げる。 

以上、委員の皆様にお礼とお願いを申し上げ、私からの挨拶とさせていただきたい。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

（鋤柄会長） 

本日は、長時間にわたりありがとうございました。以上をもちまして、上下水道事業運営審議会を閉会とさ

せていただく。 


