
様式第３号(第１２条関係) 
会 議 録 

会 議 の 名 称 平成22年度第3回水道運営委員会 

開 催 日 時 平成22年11月19日（金）午後1時30分から午後3時まで 

開 催 場 所 水道課別棟会議室 

出席委員 ( 者 ) 氏名 
番場鉄康（会長）、宮崎利彦（副会長）、山﨑勝他、 
沖敬子、小野寺よし子、宮田裕子 

欠席委員 ( 者 ) 氏名 中村光一、立澤利夫 

担当課職員職氏名 
吉川市長 戸張胤茂、水道課長 萩原澄、課長補佐 石綿昭、 
庶務係長 芳澤誠、庶務係主査 岡田一直、施設係長 秋谷裕司、 
主任 浅子千尋、主事 山崎徹 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

1 開会 
2 市長あいさつ 
3 会長あいさつ 
4 議事 

(1) 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）に

ついて 
(2) 会野谷浄水場施設整備更新事業の進捗状況について 

 (3) 今後の水道料金の口座振替について 
(4) その他 

5 閉会 
以上、すべて公開 

非公開の理由（会議

を非公開にした場

合） 
 

傍 聴 者 の 数 0名 

会 議 資 料 の 名 称 

1 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）概要 
2 会野谷浄水場施設整備更新事業（Ａ3判図面） 
3 年度別収納機関別収納状況 
 



会議録の作成方法 
□録音機器を使用した全文記録 
■録音機器を使用した要点記録 
□要点記録 

会議録確認指定者 小野寺よし子委員、山﨑勝他委員 

その他の必要事項  



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

課長補佐 1 開会 

 2 市長あいさつ 

市長 市長あいさつ 

 3 会長あいさつ 

会長 会長あいさつ 

庶務係長 委員出席状況を報告 
中村委員、立澤委員の欠席を報告 

課長補佐 会議成立を報告 
配布資料の確認 

 議事の進行を会長へ交代 

会長 会議録の署名委員を宮田委員と沖委員に指名 
会議の公開を報告 
傍聴者の確認を事務局へ依頼 

庶務係長 傍聴者がいないことを報告 

 4 議事 
(1) 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）について 

会長 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）について、事務局

から説明させますが、説明が終わりましてから質問等を行います。 

水道課長 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）について、を概要

説明 
会長 
 
 
副会長 
 
 
施設係長 

平成21年度吉川市水道事業会計決算報告について、質問があればお願いし

ます。 
 
工事費、委託料などが確定したことにより減額されたものが多いが、これ

は入札によって落札された額が安かったと考えてよいのでしょうか。 
 
はい、それもありますが、ＲＣ撤去工事などについては当初の設計が変更

し、見込まなくてもよいものが除かれたことにより設計額がさがったことも

あげられます。 
 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
施設係長  こちらはきちんとした設計をし、発注をしているので、そのようなことは

ないと考えております。 

山﨑委員  項目によっては予算額に対しての確定額が約半分のものもあるようです

が、これは予算額の見積もりが甘いのではないでしょうか。 

課長補佐  営業設備費のメーター器を例にしますが、設計見積を組む場合に３から４

社から参考見積もりをもらいます。また、建設物価や積算資料を参考にそれ

らから設計単価を決定します。この場合は設計単価がかなり高くなるのが実

情です。実際の落札結果を申し上げますと、φ13ｍｍメーター器は設計単価

が3,320円に対し、落札金額は1,630円。φ20ｍｍメーター器は設計単価が4,
600円に対し、落札金額は2,300円となっています。原因としては、購入する

季節が春先であったこと、購入する個数が多かったこと、不景気により各業

者の競争原理が働いたことがあげられると思います。 
 

山﨑委員  わかりました。 

会長 ほかにご質問はありますか。 
（質問なし） 

無いようなので、次に移りたいと思います。 

 (2) 会野谷浄水場施設整備更新事業の進捗状況について 

会長 会野谷浄水場施設整備更新事業の進捗状況についてについて、事務局から

説明させますが、説明が終わりましてから質問等を行います。 

水道課長 会野谷浄水場施設整備更新事業の進捗状況について、を概要説明 

会長 ただいまの説明について、質問があればお願いします。 

山﨑委員 いま説明いただいたことは議会には報告されるのですか。 
 

水道課長 
 
山崎委員 
 

  水道事業に関しては議会には報告されません。 
 
  それでは、先ほどの中央監視室新築工事の入札結果について詳細を教えて

ください。 

水道課長 
 
 
 
 

設計額が2億7,940万円で落札額が2億4,224万6,550円です。設計額に対し

て86.4％です。また、応札数は16社で、うち2社が 低制限価格を割り、3
番札の不動開発株式会社が落札をしました。さらに詳しい資料に関しては後

ほど用意します。 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
副会長 低制限価格というのはどのように決定するのでしょうか。また、これを

下回るということは問題があるのでしょうか。 
 

課長補佐 低制限価格については、その工事を行うための順工事費をもとにしてい

ます。これは建物をたてるにあたり 低でもこれくらいの費用はかかるであ

ろうという価格であるため、下回るということは何かしらの不備がかんがえ

られます。そのため 低制限価格を下回った場合は失格となります。 
 

副会長 わかりました。 

会長 ほかにご質問はありますか。 
（質問なし） 

無いようなので、次に移りたいと思います。 

 (3) 今後の水道料金の口座振替について 

会長 今後の水道料金の口座振替について、事務局から説明させますが、説明

が終わりましてから質問等を行います。 

水道課長 今後の水道料金の口座振替について 
を概要説明 

会長  ただいまの説明について、質問があればお願いします。 

山崎委員 
 
庶務係 
主査 
 

 水道料金の徴収率についてはどのような現状なのでしょうか。 
 
 過年度分についてですが毎年わずかに徴収率はあがっています。平成18
年度で99.73％、平成19年度で99.75％、平成20年度で99.76％、平成21年
度で99.8％、になります。 
 

宮田委員  口座振替でないお宅にはコンビニで支払える納付書を送るのですか。 

庶務係 
主査 
 

 はい。コンビニに限らず、各金融機関でお支払のできる納付書を送付し

ます。 

宮田委員  口座引落しが出来なかった場合は翌月に再度引落しをするのですか。 

庶務係 
主査 
 

 はい。水道料金は毎月10日に引落しですが、残高不足で引落しが出来な

かった場合は翌月に再度引落しをいたします。 



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
宮田委員 コンビニでの支払いが多いことに驚かされました。手数料等のことを考え

るとなんとかしなければなりませんね。 
 

水道課長 
 
 
沖委員 

はい。徴収員による集金からコンビニや口座振替に移行してきましたが、

手数料の関係からもより口座振替を進めたい次第です。 
 
コンビニの支払は若い世帯に多いのでしょか。 

  

庶務係 
主査 
 

そうとは限りません。古い世帯でも口座振替からコンビニ収納に切り替え

る場合もあります。また、新しい世帯には口座振替の勧めを 初に通知して

います。 
 

山﨑委員 
 
庶務係 
主査 
 

口座振替を奨励する活動はどのようなことをしていますか。 
 
年に一度、口座振替でない全世帯に対して、口座振替申込書とお願いの用

紙を納付書に同封して送付しています。また、年に二度発行される広報誌「よ

しかわの水道」に記事を掲載しています。 
 

副会長 利便性を考えるとコンビニ収納が増えるのは仕方がないが、銀行や郵便局

に支払に行く人々を口座振替に移行させるのは可能ではないだろうか。 
 

宮田委員 
 
 

単純に口座振替の手続きが面倒なところもあるのではないか。簡略化はで

きないのですか。 

庶務係 
主査 
 

本人確認や銀行印が必要なため簡略化は難しいと思います。一度だけなの

でお願いしたいというところです。 

市長 
 
 
 
 

現代のライフスタイルを鑑みるに、コンビニによる納付が増えるのは必然

であり、収納率も向上することから有意義なものであることは間違いないで

あろう。それにかかる手数料は問題であり、口座振替への推奨はすすめてい

く必要はあるが、いたしかたない部分もある。 
水道料金だけではなく、その他の税金にも言えることだが、コンビニの利

便性は高く市民のためにも有効な機関であるといえる。今後はその他の方面

でもコンビニが活用できるように進めていきたいと考えている。 
  



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
課長補佐 過日行われた一般競争入札の詳細結果について説明します。中央監視室新

築工事は設計価格が2億7,940万円、予定価格が2億6,543万円、16社が応札

し、うち2社が 低制限価格の2億3,071万円を下回りまして、3番札の不動開

発株式会社が2億3,071万1,000円で落札しました。 
 

山﨑委員 
 
市長 

低制限価格ぎりぎりで落札されるケースが多いのはなぜでしょうか。 
 
ひとつには昨今の景気の動向から、少しでも利益がでるのであれば仕事を

取りたいという原因で価格が下落するということがあげられます。また、公

表している予定価格からある程度の割合を予測して、 低制限価格を算出す

ることも考えられます。以上のことからこのようなケースが増えているのだ

と思われます。 
  

水道課長 
 
 

さきほどコンビニの料金収納について、皆様からご意見を伺いましたが、

来年度よりコンビニ収納1件あたりの手数料が54円に値上がりします。そう

いった状況をふまえますと、口座振替への移行をより促したいのが実情で

す。ひとつの案としてですが、口座振替を利用して料金を納めている方には、

水道料金を50円程度値引きするというサービスも検討しております。 
 

山﨑委員 口座振替を奨励する活動はどのようなことをしていますか。 

会長 ほかにご質問はありますか。 
（質問なし） 
無いようなので、次に移りたいと思います。 
 
(5)その他について 
 

庶務係長 １２月１日に「よしかわの水道」を全戸配布する予定です。内容は平成２

１年度決算、施設更新事業関係と水道料金算定方法が主になっております。

水道課長   今回をもちまして、4名の水道運営委員の方が退任となります。閉会の前

 に、それぞれの皆様からごあいさつをお願いします。 
 
 
 
 
 

 
会長、副会長、宮田委員よりあいさつ。 
 
市長よりあいさつ。 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
  

会長 会議の進行を事務局に交代 

 閉会のあいさつを副会長にお願いします。 
会長 副会長あいさつ 

庶務係長 
 

以上で終了。散会。 

  

以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

  平成２３年 ２月１８日 

 
   署名委員 小野寺よし子（自署） 署名委員 山崎勝他（自署） 

 
 


