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市営水道企業と環境

竹 中 龍 雄

I 序説

最近経営学関係の英書に目をとおしていて注目される一点は，企業とその

環境もしくはそれに近似した題名の著書が多く現われつつあることである。

そこで，筆者はそれらのものに網羅的に目をとおし，それを十分に消化し，

筆者独自の休系を構成すると同時に，日本の実情に対し具体的実証的研究を

試み，昭和47年2月5日に 『企業環境論Jを公刊した。 （同文館出版株式会

社発行）

それを利用すると，企業環境に関する研究は，（1）私企業を中心とする研究

と， （2）公企業を中心とする研究に大別することができる。私企業を中心とす

る研究は，さらに，（a）一般私企業を中心とする研究と， （b）公益企業を中心と

する研究に細別できる。筆者の研究はこの部分では，公益企業を中心とする

研究なのである。企業環境に関する外国蓄の大多数は教科書を中心とした概

説書であるが，それは暗黙のうちに一般私企業を主要研究対象としている。

私企業を中心とした特殊研究には，（ i ）マーケテ ィングを中心とす る研究

と，（ii）世界企業に関する研究の二種類が認められる。

公企業を中心とする研究には，（a）公企業一般についての研究と， （b）地方公

営企業の研究とが存する。この種の研究は世界的にまだ未発達である。拙著

はこの未開拓の処女地に開懇の鍬を入れたものであり，地方公営企業を重視

している。特に，地方公営公益企業に焦点をあわせて考察しているとこ ろ

に，特色が存するのである。
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拙著では，第2章で， 「公営企業とその環境」 を論じておいた。そこで，

本稿においては、それを受けて，まず，地方公営企業とその環境について概

説し，進んで，市営水道企業に焦点をしぼり，若干の説明を付加することと

する。その際，具体的実証研究に論及することがあるけれども，その研究の，

内容は評論せず，結論のみをあげ，筆者が試みた調査研究は，文献の所在を

示すのにとどめ， 具体的説明はそれに譲るこ とを許されたい。

II 地方公営企業と環境

まず一般的考察を試みる。地方公営企業と環境との関係を研究する場合，

最初に留意を要する一点は，いわゆる環境には，外部環境と内部環境の区別

が存することである。

一般の人々は外部環境のみに目をうばわれ，内部環境を見落す危険が存す

るけれども，これは重大な欠陥といわねばならない。筆者が内部環境といっ

ている ものの具体的内容は， 日本を中心としていえば〔注1〕，地方公営企業と

市長（都市の場合）および一般行政部局との関係，ならびに議会との関係で

ある。筆者が調査研究した範囲では， すぐ、れた業績をあげている代表的地方

公営企業は，外部環境だけでなく，内部環境もよい。少なくとも，それが著

しい阻害要素となっていない，ということが，世界的にいえそうである。筆

者が試みた具体的例証の著例をあげれば，ロスアンゼルス市営水道企業とマ

ジソン市営水道企業がある。（拙著『公益企業料金論J，第15章および第16・

章）

〔注1〕外国には日本と違った型がある。日本についてみても， 今次世界戦争以前と

以後とでは同一でなし、。なお，地方自治制度の内容も固によって異なっている。し

たがって，世界的視野から比較制度論的研究をする必要が認められるけれども，今

l主白木の型を前提と して議論を進める。

外部環境については， （1）自然的環境，（2）技術的環境， （3）経済的環境，（4）社

会的環境，（5）政治行政的環境， （6）法的環境，（7）環境としての世論等を区別す

ることができる。その一つ一つについて解説することは割愛し， 以下，経済

的環境を中心として説明するであろ う。 もちろん，必要に応じ，経済以外の

環境についても論及するが，その一つ一つを区別して考察しないで，この場

合にあっても， 非経済的環境といった具合に総括的説明をする方法をとり主ニ
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丸、。本誌の読者の大多数は， 自然的環境と技術的環境に最も深い関心をもっ

ていられるものと推察するが，それは筆者の一番不得手とするところである

から，そのような説明は避けると同時に，論及する場合にも， 一般的抽象的

説明にと どめることを許されたい。

経済を中心とする外部環境に対する地方公営企業の順応につ いて述べれ

ば，私企業と比較すると，！｜頂i;t:.の速度が一般的に遅い。なかには， ii原応の速

度が著しく遅いばかりでなく，！順応の仕方もまずく，その結果苦境に陥って

も、るものもある。

現在わが国では，地方公営企業の多くが多額の累積赤字を出している主な

原因は，外部環境の悪化にある。したがって，それはやむをえないことであ

って，地方公営企業の経営について根本的に反省すべき問題がそうあるわけ

でなく， 地方公営企業の経営主脳者の責任は軽いといった誤った考 えがあ

る。世論もある程度このような誤った考えを認め，国家の保護，助成を要望

することに重点をおいたり， 一般会計からの援助を要求し，地方公営企業の

「親方日の丸」式経営をあたりまえのごと くみなす恵見が相当に見受けられ

る。これは認識不足の誤った議論といわざるをえない。なんとなれば， それ

は地方公営企業の企業性と地方自治の本質を正確に認識せず，地方公営企業

と外部環境との関係について体系的知識を欠いているからである。地方公営

企業と環境についての科学的研究の重要性を痛感する次第である。

地方公営企業において，外部環境の変化に対する順応の仕方がなぜ遅くな

っているのであろうか。この点に対する筆者の研究の結論を述べれば， その

根本的原因は，地方公営企業のトップ ・マネジメントの権限が十分でな く，

市長をはじめとし他の行政部局から必ずしも適切でない拘束を受けるのみ

ならず，議会から大きな制約を受けているからである。戦略的意思決定につ

いて特にしかり とする。この点は， 拙著 『企業環境論』 の第19章に詳論して

おし、たから，それに譲る。もちろん， 地方公営企業の管理者と市長と議会と

の関係がうまく いっている場合には，このような欠陥は大きく緩和される。

しかし，そのような実例はむしろ稀なのである。

第二の原因は，外部環境の変化に対する予測力が，私企業に比し弱し、から

である。その原因を追求すると，外部環境の変化を予測し，必要な対応策を

研究する機構が欠けていた り，弱体であ り， また人的スタッフが私企業と比
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較し，見劣りがするからである。

第三の原因は．公害問題の例でもわかるように，私企業にあっても，非径

済的外部環境が大きなカをもち，その影響力は次第に大とな りつつあるけれ

ども，地方公営企業においては，私企業の場合以上に，非経済的環境が重要

な意義を有している。もちろん，非経済的環境が地方公営企業に有利に作用

する場合もありうるが，非経済的な外部環境は普通，地方公営企業が経済的

環境の変化に順応する速度を拘束する要素となっているのである。政治，行

政，制度および世論はその代表例である。筆者は，拙著 『企業環境論Jにお

いて，そのうち世論の研究を重視し，相当くわしい実証研究を試みておいた

(i2〕。 ご参照を切望する。 その要旨を抽出して紹介することは割愛したい。

〔注 2〕拙著を書いたのち，「公益事業研究J第23｛＇.主第 2号（昭和47年 1月）に，「郵

便企業と世論 議会の討議の検討を中心として 」 という論文を発表してお

いた。納著を補足する重要な文献であるから，ご併読を賜わることができれば，光

栄である。

A. K. Rice, The Enterprise and its Environment, 1963や PaulR. Lawrence 

and Jay W. Lorsch, Organization and Environment, 1967の例にみるごと

し私企業にあっては，外部環境の変化に順応して，経営組織と経営管理を

改善している。しかるに，地方公営企業においては，この点においても遅れ

ていると思う。いうまでもなく，行政組織や行政管理は本来静態的なもの

であり，保守的傾向をもっているけれども，今や行政の部面においても，

dynamic administrationが緊要であり，行政管理に 札talityを与えなければ

ならないことは，行政学の研究が教えているところである。われわれはこれ

を見落としてはならない。

出版社が拙著のPR用につく ったチラ シに 「経済的 ・経営的にすぐれた業

績をあげている代表的公企業は，単にそれだけが孤立しているのではなく，

同時にその政治 ・行政的環境並びに社会的環境もよく，また，そのとに立つ

各種の背景にも恵まれているのが普通である。ここに企業と環境研究の重要

性が認められる」と書かれている。これは確かに，筆者の主張のー側面を正

しく伝えている。しかし， 重要な他の一側面が書き落とされていることを注

意しておきたい。すなわち，成功している代表的公企業は，外部環境のょい

ところだけに存するわけでなく，かえって，外部環境のあまりよくないとこ
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ろで，一方において，環境に対する適応、を適切にすると同時に，環境の改善

に積極的に努力して成果をあげている例が少なくない。この事実は注目を要

する。筆者が行なった実証研究の著例をあげれば， ロスアンゼルス市営水道

企業と南カリフォルニア大都市水道特別区がある（拙著『公益企業料金論』

第15章および拙著『公益企業の経営』第 4編第 3章，参照）神戸市営水道企

業も， 近畿都市学会編『近畿圏整備と都市』所収。拙稿 「神戸市営水道企業

の課題と展望」中に指摘しておいたように，その自然環境を中心とする外部

環境はよくないけれども，かえって，それゆえに，外部環境の変化に対する

順応に努力すると同時に，外部環境の改善にもく ふう をこらしているのであ

る。その一端は，最近，大阪市政研究所設立20周年記念論文集 「現代都市の

諸問題」 （昭和46年12月15日発行）に載せた拙稿 「神戸市営水道企業経営

史」中に論証しておいた。

Neil W. Chamberlain教授は，その著 Enterpriseand Environment, 1968に

おいて，単に環境が企業に対して大きな影響を及ぼすことを論じるだけでな

く，企業も環境にはたらきかけ，そこで大きな力をもつことを注意してい

る。これは，企業環境論について主体的 ・経営学的研究を試みる場合，重要

な認識である。筆者もこの点を強調したい。これは公 ・私企業に共通に妥当

するけれども，公企業にあっては，それは私企業ほど自由でなく，種々の制

約を受ける ことを注意しなければならなし、。その内容の分析は後日に譲り，

ここではただ，一言論及しておくのにとどめる。

かように，地方公営企業が外部環境に積極的にはたらきかけ，改善をする

ことは，私企業と対比すると，幾分制限されているけれども，その余地は相

当に広いと思う。今までこの点が軽視され，その結果研究と努力が不足して

いるだけ，その必要性を強調すべきである。事実実行して具体的効果をあげ

うる点が多いであろう。筆者は，かつて南カルフォルニア大都市水道特別区

とロスアンゼノレス市営水道企業の体系的 ・歴史的実証研究をした場合，この

点を痛感したのであった。

ill 市営水道企業と環境一一神戸市営水道企業を中心とする実証研究

さきに一言しておいたよ うに，筆者は，昭和46年12月に発行された大阪市

政研究所設立20周年記念論文集である 『現代都市の諸問題』に， 「神戸市営
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水道企業経営史」を書き，また，日本学術振興会の経営問題第 108委員会の

「企業成長に関する経営学的研究」のクーループに参加し， 地方公営企業の成長

を分担して，神戸市営水道企業の成長についての実証研究を脱稿した。これ

は今のところ未公刊であるけれども， 前記の二つの研究によ り，地方公営企

業と環境についての有力な資料を得ることがで、きた。説明するまでもなく，

前記の二つの論文は，それぞれ経営史の立場と，企業成長の立場という本稿

とは違った視角から書かれている。しかし 材料は共通に利用しうるものが

ある。そこで，以下，市営水道企業と環境とし、う視点から， 既存の資料を使

って概説を試みよう〔注3)0

〔注3〕基礎資料は共通であるけれども，三つのt:li稿は，それぞれ違った視点から書

かれているから，独立の存在理由をもっている。ゆえに，他の二つの拙稿をもど併

読戴ければ宰甚である。

昭和27年に地方公営企業法が公布されているけれど も， これは地方自治

体，地方公営企業，市民等の要望に基づいて実現されたのではなくて，日本

国有鉄道および日本専売公社の創立の反射作用として実現したものにすぎな

い。事実，神戸市にあっては，地方公営企業法が公布された際，あらかじめ

準備きれていた調査研究に従って，それを実行したのではな く，受け身的

に，きわめて事務的な処理を行なっている。この点は別稿 「神戸市営水道企

業経営史」中に立証しておいたから，繰り返さない。

上記のような次第であるから，地方公営企業法が神戸市営水道企業に適用

されても，ただちに企業らしい経営の合理化が行なわれなかったのは当然、で、

ある。神戸市営水道企業が企業ら しい活動をはじめたのは， 昭和30年以来の

日本経済のめざましい急激な発展と，都市化の進展が，神戸市にも大きな影

響を与えたのちのことである。その場合，地方公営企業法の存在が神戸市の

積極的努力に多くの便宜を与え，改善を促進したことは，見落とすことがで

きない。この点は，拙稿 「神戸市営水道企業経営史」中に論証しておいたと

おりである。それをここに繰り返すことはしないが，立証事実だけを以下に

紹介する。

なお，このようにして，神戸市営水道企業は量的に大きな発展をとげたけ

れども，それは単純な量的発達でなく，質的にも成長を示している。この部

分は拙稿 「地方公営企業の成長」が立証しているところである。これも繰り
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返すことをやめる。ただ，統計資料と本稿の説明に必要不可欠のものだけに

しぼって，それをあとで利用するであろう。

昭和27年度

10月1日 地方公営企業法全面適用

9月 神戸市営企業の組織に関する条例制定（26・10・1 神戸市水道

使用条例制定）

12月 水道料金の統制廃止

昭和29年度

5月1日 神戸市水道使用条例の一部改正

4月1日 神戸市有馬水道使用条例の廃止

昭和30年度

料金計算領収書作成業務にノくロース計算機導入

昭和33年度

職制大改革（ 4月15日， 7月15円，10月1日）

(1）技術部を設置

(2）三業務所を第一類の営業所に昇格，新たに二営業所を新設

{3）課に係制採用

(4）水道工事事務所を浄水事務所，配水事務所として第二類事務所に昇格

（市民サービスの強化をはかるため）

6月1日 神戸市水道事業給水条例l制定（神戸市水道使用条例， 26年10月の

全部改正）

昭和34年度

6月1日職制改革

(1）総務部を設置

(2）工務課に工業用水係を新設

改正理由

( i ）水道業務の円滑化をはかるため技術部に対応して総務部を設置

(ii）工業用水道の重要性にかんがみ工業用水係を新設

昭和35年度

6月1日 職制改革

(1）営業所に副所長制採用
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(2）庶務課企画係，業務課計算係を新設

改正理由

( i ）スタッフ部門強化のため企画係新設

(ii）機構の拡充と営業面の円滑化をはかる計算係を新設

時間給水4日間（ 8月30日～9月2日）

昭和36年度

6月1日 職制改革

(11工業用水係を課に昇格（工業用水道事業の建設着手に伴い）

(2）調度課に用地係を新設

(3）工務課の機構を拡充

37年 3月31日 職制改革

所管営業所に六甲管理事務所，鈴蘭台出張所，有馬出張所，長田サービス・

ステーショ ンを新設 （簡易水道事業の開設および北神地区の人口増に対処

するため）

37年 3月23日 神戸市簡易水道事業給水条例の制定（土地，六甲山上簡易水道ト

9月8日 給水条例違反事項の処理を営業所から業務課に移管

時間給水16日間 （9月1日～16日）

昭和37年度

時間給水89日間（ 9月24日～12月21日）

昭和38年度

5月1日 職制改革

鈴蘭台出張所を北神出張所として第二類事務所に昇格

10月1日 職制改革

調度課用地係を用地第一係，用地第二係に分割

10月1日 営業所に主査制採用

7月30日 神戸市水道事業給水条例 （33・5）の一部改正

神戸市北神水道事業給水条例の制定

39年 3月19日 地方自治法の改正に伴い従来の給水条例を全部改正

神戸市水道条例の制定

神戸市北神水道条例の制定

神戸市簡易水道条例の制定



39年3月31日 神戸市工業用水道条例の制定

昭和39年度

5月1日 職制改革

庶務課企画係を調査課に昇格

8月27日 職制改革

工業用水課の機構改革および浄水事務所の設置
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（工業用水道の建設を一応終了 したので‘機構を維持管理体制に移す）

3月 臨時神戸市水道料金制度調査会設置， 5月分から料金調定業務の一部

をパロース計算機から電子計算機に移行

口座振替制度採用

昭和40年度

職制条制（ 5月1日， 5月14日， 10月28日）

(1）副主管制採用

(2）配水課配水係を配水第一係，配水第二係に分ける

(3）工務課に設計係を新設

(4）工務諜工事第一係，工事第二係を工事係に統合

(5）工務課に北神建設事務所に設置

(6）葺合サービス ・ステー ション設置

改正理由

配水管整備改良工事および北神水道鉱張工事の本格化に伴い事務量が増大

したため

41年3月

臨時神戸市水道料金制度調査会答申

昭和41年度

9月21日 職制改革

業務課東山試験所を移転に伴いメータ一事務所に変更

12月15日 須磨サービス ・ステー ション設置

42年 1月1日職制改革

(1）北神出張所を北神営業所に昇格，鈴蘭台出張所設置

(2）生田サービス ・ステー ション設置（北神水道拡張工事の終了に伴い給水

処理体制を整えるため）
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12月20日 神戸市水道事業の設置等に関する条例制定（神戸市営企業の組織

に関する条例を全面改正）

42年 1月1日 公営企業法の改正に伴い法定職務代理者を規定

12月27日 神戸市北神水道条例の一部改正

6月分から料金改訂業務を全面的に電子計算機に移行，集金事務委託を始

め る

昭和42年度

5月1日職制改革

(1）庶務課に教養係新設

(2）調査課に業務改善係， 普及係を新設

(3）業務課の計算係を廃止

(4）配水課から浄水部門を分離して浄水課を新設

(5）東部 ・中部 ・西部営業所に営業係を新設，東灘，北神，垂水営業所の料

金係を営業係に変更

{6）北神浄水事務所新設

(7）集中管理事務所新設

(8）調度課用地第一係を用地係に， j目地第二係を管財係に，水質検査所を水

質試験所に変更

43年3月7日

神戸市水道条例（38・3）の一部改正

昭和43年度

5月1日 職制改革

(1）配水謀に漏水防止係を新設

(2）北神営業所に配水係を新設

12月 神戸市開発団地等給水調査会設置

8月 検針業務の委託を始める

5月 テレメータ ー・ テレコントロール施設完成

12月 給水修理器具、年に二万個市民に配付を始める

転宅に伴う現場精算事務の実施

昭和44年度

5月1日職制改革
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(1）浄水課集中管理事務所を第一類事業所に昇格

(2）浄水課上ヶ原浄水事務所と工業用水課浄水事務所を統合して第一類事務

所に昇格

(3）調度課資財係を資材事務所にする

(4）浄水課に電機係を新設

(5）工務課に用地係送水幹線工事事務所を新設

8月4日 神戸市開発団地等給水調査会答申

4月 メーター管理事務の電子計算化実施

9月 企業賃元利償還計算事務の電子計算化実施

昭和45年度

4月7日職制改革

(1）庶務課，調査課を庶務課， 経営管理課，調査課に編成しなおす

(2）庶務課に文書広報係，経営管理課に監査係，電子計算係，調査諜に水資

源係， 業務課に指導係を新設

10月5日 西神サービス ・ステー ショ ン設置

4月 資材事務，給水計算事務の電子計算化実施

上記の表をみて顕著に看取できるのは，昭和33年以後職制改革がほとんど

毎年継続して行なわれている事実である。 これは昭和30年以来の日本経済の

著しい発展が，神戸市にも大きな影響を及ぼし， 仕事の内容が激増するとと

もに，複雑化し，質的にも変化が発生しているからである。それと同時に，

企業的な経営合理化が急速に進展している。それまでは企業的な自己発展は

あまり認められなかった。職制改革が毎年といってよいほど，頻繁に行なわ・

れているのは，一定の方針と計画と予測が不完全であった結果であるともい

えないこと もないが， 環境の変化が急激で，あらかじめ予測することが困難

であったためで，環境の変化に順応する行政組織の改革が比較的早く行なわ。

れたことを，評価すべきであろう。

なお注意を要するのは，昭和35年から同37年まで三年間継続して時間給水

が行なわれ， 37年のそれは89日間にもわたった。これは神戸市営水道企業の・

爾後の運営に大きな刺激を与えており，経営改善の契機となっている。

今一つ注意に値するのは，昭和39年に臨時神戸市水道料金制度調査会が，

また昭和43年には神戸市開発団地等給水調査会が開設されて，科学的調査研
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究が行なわれ，それがその後における経営の合理化に大きな貢献をしている

事実である。たとえば，昭和41年 3月の臨時神戸市水道料金制度調査会の答

申を受けて，同じ年に有収率向上対策委員会が設けられ，組織的努力がなさ

れた結果，大きな成果が収められている。すなわち，昭和41年度には66.3%

であった有収率が，昭和43年度には73.7%となり，翌44年度には76.7%とな

っている。これは 6大都市の中では類をみない上昇である。昭和41年の数字

は，6大都市中，サービス ・ユリアに格段の差がある東京都を除くと，最低

であり，また，全事業を通じてみても，平均を下まわっていた。それではこ

のような成果があげられた根本的原因は何であるかというと，神戸市の坪回

総務部長は，各部門の努力の総合としか捉えられないと述べている。しかし

ながら，筆者が現地で調査研究をしたアメリ カのマ ジソ ン市にあっては，神

戸市以上にめざましい漏水率の改善，したがって有収率向上の原因を科学的

に解明している。ゆえに，今後の課題は，有収率向上の原因を科学的に解明

し，偲々の要素別に適切な改善を加えることである。

第三に見落とすことができないのは，以下の事実である。すなわち，H日和

.30年にバロ ース計算機を導入したのをはじめとして， 昭和39年にはさらに進

んで電子計算機を採用し，爾後これを各方面に拡大して， 経営の機械化を実

行している。この努力は貴重である。これが可能であったのは，神戸市は行

政一般について機械化に早くから努力していた結果である。この点は， 宮崎

辰雄神戸市長著 『市民都市論』を読むことによ って理解されよ う。もっとも

市長の著書は歴史的説明に重点がおかれているわけではない。とにかく，神

戸市営水道企業は，この点では内部環境に恵まれていたといえる。水道事業

や公営企業のみにこだわっている研究者は，この事実を見落とす危険がある。

筆者が企業環境論の研究の重要性を強調するゆえんである。

以上，経営管理面の進歩を略述したが，技術面においても，改善が行なわ

れている。つぎにその主なものを表示しよう。

すなわち，技術上の進歩も経営管理面のそれと並行しており，神戸市営水

道企業の基盤と環境から刺激を受けて，展開している。これらの発達が，わ

が国全体をマクロ的にみた進歩とどのように関係しており，また，そこで神

戸市がどのような地位を占めているか。神戸市営水道企業の独自性，創造性

については，専門家でなし、からわからないしその調査をする力が欠けてい
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年 度 項 目 内 容

昭和32年 多井畑ポンプ場自動運転設備 配水池の水位置により送水ポンプ

上ヶ原浄水場，緩速多過沈澱池 の全自動制御方式を初めて採用

撹伴装置の開発 ｜櫛形の撹伴；翼を有する水平自送回

転方撹持機を開発

36年 上ヶ原浄水場ポンプ場 1人制御方式による堅形斜流ポン

プ5台を設置

37年 p. cタンク 設計荷重時に壁体コンクリー トに

ひびわれを生じない構造にでき，

R.Cに絞ベ用地面積で大容量の

ものができる

六甲山人工降雨設備

38年 工業用水道，連続記録濁度計 工水の上ヶ原浄水場にスイ 久，ν

グリスト社製の散乱光式濁度計を

採用

上ヶ原浄水場 電子式の検出端，調節部，操作端

工業用水道’計装，薬注設備 を駆使した設備を採用

39年
上ヶ原浄水場 酸処理，真空脱水機を用いた処理

工業用水道， 汚泥処理設備 方式を採用

40年 千苅浄水場の設備 自動制御機構を多くとり入れた計

装設備を採用

41年 上ヶ原浄水場，クロラミン
管末における残留極素の持続時間

を保つため塩素のほかにアンモニ

アを注入した結合複素の状態にし

た給水
41～ 

｜市街地施設のテレメータ設備 毅局 l，無線局14，有線支局 2か42王手
らなるテレメータ ・テレコントロ

｛ノレ設備を設け，無人化された事

業所を奥平野浄水管理事務所で集

ポリ塩化アノレミニウム（P.A.C.) 従来凝集材として硫酸バンドを使

用していたが，P.A.C.を採用，

｜ これは凝集能聞くれ注入量減

少低温時にも凝集効果が衰えない

43年 トトード開封lj I 
御設備
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（前表つづき）

ヨ岬
項 目 内 同一・

廿

奥平野低層送水管流量自動制御］

設備

上ヶ原浄水場，残留盗素連続測

定装置

3種類のサンフーノレを1台の分析計

によ って自動切替連続測定し，1 

台の記録計によって記録する方式

を採用

奥平野管理事務所にプロ セス用電

子計算機を設置し，テレメ ータ設

備と直結し， データ集収，配水池，

トンネノレの制御指令を行ない，逐

次プロクラムを開発してし、く方法

をと っている

46年 送配水系制御用電子計算機

る。専門家のご教示を望んでやまない。

今まで述べてきたところは， 一般的考察である。つぎに，神戸市営水道企

業の特質に着目して，以下の 3点を指摘して，本稿を閉じることとする。

第一，かつて神戸市がすでに紹介しておいたよ うな大渇水におそわれたと

き，これが天災であるか，人災であるかが争われ，当時の小林水道局長は人

災の要素が存する ことを率直に認められた。これに対し，筆者は，世界的に

みると，日本は水に恵まれた国で、あり，そこにおける渇水問題であるから，

砂漠地帯のそれとは区別しなければならない。したがって，ロスアンゼルス

市ならびに南カリフォ ルニア大都市水道特別区の場合とは質的に奥なってい

ることを指摘した。このような見地から昭和40年に公刊した拙著 『地方公営

企業論』の第7章を構成する 「上 ・下水道企業における行政と経営 との交

錯」を書いたので、あった。この論文の焦点は，神戸市営水道企業における 自

然と行政と経営との交錯関係を明らかにすることに存した。しかしそこで

述べておいた諸資料は，神戸市営水道企業をめぐる自然環境，社会経済環境，

政治 ・行政的環境の交錯関係の説明にも役立つのである。その具体的内容の

解説は上記の拙著に譲り， 必要部分を抽出する作業は割愛する。

第二，大阪市の給水普及率は笑質上 100%といってよいが，神戸市におい

てはなお相当多くの未給水地域を残している。すなわち，神戸市営水道企業
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の営業成績を調べる場合には，中心市街地，西神地域， 北神地域，未給水地

域を区別し，その歴史的考察を行な うことが不可欠である。筆者が神戸市水

道料金制度調査会の小委員長を勤めた場合，その必要を痛感したのである。

この区別は，料金と財政の分析にとって重要であるだけでなく ，シビル ・ミ

ニマムについて考察する場合にも，見落とすことのできない重要要素となる。

この点は，拙著『企業環境論』 の第10章において，詳細な具体的実証研究を

試みておいた。ゆえにそれに譲り，その結論をここに再掲することは避ける。

第三，神戸市は多数の開発団地を有しており ，それが市営水道企業を経済

的に圧迫している。すなわち，神戸市における団地の開発は昭和32年ごろか

ら始まっているが，当初は，民開業者による無計画な小規模団地が市街地の

山麓部に開発されたのにとどまった。公的機関が比較的規模の大きい団地開

発を始めだしたのは，昭和40年ないし同41年以後である。そこで，昭和42年

頃から開発団地に対する給水問題が，市営水道企業の経営上の重要問題とな

ってきた。ここにおいてか，市長は， 昭和43年12月諮問機関として，神戸市

開発団地等給水調査会を設置した。そして，翌44年8月4日にその答申が提

出されたのである。筆者はこの調査会でも小委員長を勤めた。 そして，その

経験を通じて，神戸市営水道企業の研究をする場合，たとえ経済，経営の側

面に重点をおく としても， その自然的環境，経済的環境，政治・行政的環境，

制度的 ・法的環境，環境としての世論等に注意し，その総合的 ・実際的考察

をする必要を痛感した次第で、ある。

筆者は，昭和15年に，雑誌『水道』の第15巻第 9号に，「水道事業の総合

的 ・体系的研究に就て」と題する論文を載せたことがあるが，水道企業の総

合科学的な実際研究の必要は，それ以来一貫して感じ続けており，若干の努

力を試みている。 拙著『企業環境論』はそのような努力のー結晶である。

最近，水道関係企業のー係長に会ったが， その人は，拙著で筆者の研究

は，一応完結したのかと問われた。それに対する答は，そう ではない。拙著

は研究途上で発表したものにすぎず，一つの足固めである。それを基礎とし

てさらに各論を進めているのであって，本稿はその一つである。
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