
様式第３号（第１２条関係） 
会 議 録 

会 議 の 名 称 平成21年度第3回水道運営委員会 

開 催 日 時 平成21年11月20日（金）午後1時30分から午後2時40分まで 

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）、遠藤義法、 
沖敬子、小野寺よし子、立澤利夫、宮田裕子 

欠席委員 (者 )氏名 中村光一 

担当課職員職氏名 
水道課長 萩原澄、課長補佐 石綿昭、 
庶務係長 芳澤誠、料金係長 山崎孝男、施設係長 白井正、 
主任 大滝利和、主任 浅子千尋 

会議次第と会議の公
開又は非公開の別 

1 開会 
2 会長あいさつ 
3 議事 

(1) 平成21年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）（案）に
ついて 
(2) 会野谷浄水場施設更新事業の進捗状況について 
(3) 水道料金の現状と課題について 
(4) その他 

4 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21年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号） 
2 平成21年度水道事業会計補正予算（第2号）（案）概要 
3 会野谷浄水場施設更新事業 
4 水道料金の現状と課題について 
5 地上デジタル放送完全移行されることに伴い、電波障害に対
する今後の対応について 

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 宮田裕子委員、遠藤義法委員 

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 会長あいさつ 

会長 会長あいさつ 

課長補佐 委員出席状況を報告 
中村委員の欠席を報告 
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遠藤委員に指名 
会議の公開を報告 
傍聴者の確認を事務局へ依頼 

課長補佐 傍聴者がいないことを報告 

 3 議事 
(1) 平成21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 補正予算について、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21年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）を概要説明 

会長 平成21年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）について、質問があれ
ばお願いします。 

遠藤委員 人件費の期末手当の補正については、人事院勧告を反映していると思いま
すが、引き下げの率と一人当たりの平均額を出してください。 

2点目は、債務負担行為について、会野谷浄水場と南配水場の安全警備委
託事業は、何社を指名業者として入札する予定なのかということと積算の根
拠を教えてください。漏水等待機委託事業について、例年800万円以下（決
算額）です。今年度の出動状況はどうなのか、また、金額が増えた理由も合
わせて教えてください。次亜塩素酸ナトリウム購入事業についても昨年度
（平成20年度）は700万円くらい（決算額）ですが、930万円となっていま
す。配水量が増えることを見込んで予算措置をしているのか教えてくださ
い。 

庶務係長 手当については、人事院勧告を受けて補正するものです。期末手当は、6
月支給分が1.4月から1.25月へ12月支給分が1.6月から1.5月へ減額となりま 



 
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

 す。勤勉手当は、6月支給分が0.75月から0.7月へ12月支給分が0.75月から0.
7月へ減額となります。手当等を含めた職員一人当たりの平均給与月額は、
平成20年12月1日現在で390,368円に対し、改正を見込みますと平成21年12
月1日現在391,733円となります。 

施設係長 続いて、債務負担行為の安全警備委託事業についてお答えします。指名業
者が何社かということについては、金銭的に有利なことから現在水道事業の
施設と合わせて市長部局等の施設を機械警備委託契約しているので、財政課
で一括して入札となり、その金額に応じた指名業者数となると思われます。
また、積算根拠については、現在契約しているセコム㈱の見積もりを予算計
上しました。 
漏水等待機委託事業について、出動件数は、平成20年度が161件、平成21
年度が9月末現在で60件となっています。 
次亜塩素酸ナトリウム購入事業については、原材料として塩を海外から輸
入していて、原油などの運搬コストや製造過程でかかる電気代など入札まで
の期間における不確定要素が多くなっています。したがって、若干高めの見
積りが提出されていて、その見積りをもとに予算計上しているため、このよ
うな金額となっています。 

遠藤委員 期末手当の100万8千円の減額というものが、実際には平均してどのくら
いの額の減額となっているのか教えてください。また、安全警備委託事業に
ついては、吉川市全体がセコム㈱から別の業者に変更になる可能性があると
いう理解でいいのですか。 

庶務係長 金額的なものは手元に資料を持ち合わせていませんので回答できません
が、給与の下げ幅、平均改定率としては、0.2％となっています。 

施設係長 安全警備委託事業については、入札ですので、業者も金額も変わる可能性
があります。セコム㈱以外の業者から営業が来ているという話を聞いている
ので、もう少し金額が落ちるのではないかと予想しています。 

副会長 セコム㈱ではなくALSOKの場合ですが、機械を買い取る方法もあります
が、買い取りを考えたことはありますか。 

施設係長 現在吉川市ではリース方式でやっていて、買い取り方式は考えていませ
ん。また、セコム㈱が買い取り方式をやっているのかも確認してみないとわ
かりません。 

会長 ほかに何かありますか。 
無いようなので次に進みます。 

 (2) 会野谷浄水場施設更新事業の進捗状況について 



 
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

会長 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 会野谷浄水場施設更新事業の進捗状況を概要説明 

会長 質問があればよろしくお願いします。 
遠藤委員 配置について、八潮市に視察に行ったときに1階がサービスカウンター等

窓口、2階が電気設備等を配置すると聞いたが、その考えに変わりはないの
ですか。また、2階に電気設備等を配置することによって、工事費用がどの
くらい多くなるのですか。 

水道課長 市民サービス等を考慮して1階に窓口、浸水等に対する安全を考慮して2
階に電気計装設備等を配置したいという以前からの考えに変更はありませ
ん。 

施設係長 工事費については、実施設計業務委託を発注したところなので、その中で
比較検討し、結果が出れば報告したいと思います。 

水道課長 補足すると、時間的な制約もあり、1階に窓口、2階に電気設備ということ
は既に決定しているので、比較した結果高くなりすぎるからといって配置を
変更するということはありません。設計事務所へもその配置で発注していま
す。 

遠藤委員 わかりました。 

会長 ほかに何かありますか。 
（質問なし） 
無ければ次へ移ります。 

 (3) 水道料金の現状と課題について 

 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 水道料金の現状と課題を概要説明 

会長 質問があればよろしくお願いします。 

副会長 どの時期に水道料金の値上げを考えていますか、具体的な考えがあれば教
えてください。 

水道課長 いずれは水道料金を値上げしなければやっていけなくなると考えていま
す。その時期については、まず、平成23年度に県水の料金改定があるかもし
れないとされていますので、それが一つのきっかけになるのではないかと考
えています。もう一つには、県水の料金改定のあるなしにかかわらず、吉川
市水道事業が赤字決算になってしまったときには、水道料金の値上げを考え
なければならないのではないかと考えています。 



 
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

宮田委員 今は駅南地区の開発があって分担金収入がありますが、今後についてはど
のように見込んでいますか。 

水道課長 今までは、きよみ野地区、中央区画整理地区、駅南区画整理地区について、
分担金収入がありましたが、きよみ野はほとんど埋まっていますし、中央区
画整理地区についてももうほとんどありません。これからは、駅南地区と武
操跡地があと何年かは入ってくるでしょう。ただ、金額は今までのように多
くない可能性があります。 

会長 ほかに何かありますか。 

遠藤委員 供給単価が近隣と比べて高い傾向にあるが、原因を何だと考えています
か。 

水道課長 県水が3割を占めているので、県水が安くなれば、料金の値上げを考えな
くてもよくなるということはあります。また、減価償却費が34％を占めてい
ます。水道事業では、ギリギリの施設だけですと万が一のときに不安があり
ますので、施設整備にお金がかかるのはある程度仕方がないと考えていま
す。 

会長 ほかに何か質問がありましたらお願いします。 
（質問なし） 
無いようなので次に移りたいと思います。 

 (4) その他について 
会長 その他について、委員のみなさまから何かありますか。 

立澤委員 水道水フロリデーションについて、どう考えていますか。 
水道課長 水道水フロリデーションとは、水道水にフッ素を0.8ppm程度入れると虫

歯予防に効果があるので入れたらどうか、ということです。過去には試行で
導入したところなどがありますが、制度的にやっているところは日本にはあ
りません。これについて市長は、市民のみなさまがメリットもデメリットも
よく理解したうえで、過半数の方が賛成したならば、動き出そうと考えてい
ます。しかし、過半数の賛成というのは、たいへん困難だと考えています。
また、実施するにあたっては、吉川市（一般会計）が全額負担で行うこと
になります。やり方としては、次亜と同じようなやり方でフッ素を混入させ、
濃度を管理することになると思います。 

副会長 水道水にフッ素を混入することが虫歯予防に効果があることは明白だし、
費用対効果も非常に良いのにも関わらず、なぜ世界のすべての地域でやって
いないのかというと、斑状歯の問題があるからです。フッ素を混入したとき
に歯に斑点が出た場合、フッ素混入の影響ではないと否定しきることはでき



 
審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

 ません。歯に白斑が出たときにどう補償するのかということが難しい問題で
す。そうしたことが問題になるからこそ、有効なことが分かっているのに世
界の中でほとんど行われていないのです。こうした問題をきちんと協議した
うえで、決めないといけません。 

会長 ほかに何かありますか。 
（意見なし） 
事務局から何かありますか。 

庶務係長 事務局から2点あります。 
1点目は、地上デジタル放送に完全移行されることに伴う電波障害に対す
る共同アンテナの対応についてです。2011年7月に地上デジタル放送に完全
移行されますが、これに先立ち平成19年12月27日に地上デジタル放送の受信
状況調査、平成21年10月22日及び30日に障害地域における説明会を開催し
ました。受信状況調査については、2地点でテレビ埼玉の受信に障害があっ
た以外に障害がありませんでした。地上デジタル放送完全移行後において
は、障害が小範囲ですので共同アンテナを撤去し、障害が生じた場合は、個
別に対応したい考えです。この旨を障害地域説明会で説明しました。 

2点目は、広報誌「水道だより」の発行についてです。施設更新計画を主
な記事として、12月1日に全戸配布します。 

会長 何か質問等ありますか。 
（発言なし） 
無ければ本日の議題を終了します。 

 会議の進行を事務局に交代 

課長補佐 閉会のあいさつを副会長にお願いします。 

副会長 副会長あいさつ 

 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 22年 2月 12日 

   署名委員 （遠藤 義法 自署）  署名委員 （宮田 裕子 自署） 

 


