
様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称 平成20年度第4回水道運営委員会 

開 催 日 時 平成21年2月18日（水）午後1時30分から午後2時30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、中村光一、宮田裕子 

欠席委員 (者 )氏名  

担当課職員職氏名 

水道課長 森田昌明、課長補佐 石綿昭、 

庶務係長 高鹿正、料金係長 山崎孝男、施設係長 白井正、 

主任 中野勝、主任 大滝利和 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

1 開会 

2 あいさつ 

3 議題 

(1) 平成20年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）について 

(2) 平成21年度吉川市水道事業会計予算について 

(3) その他 

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20年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号） 

2 平成21年度吉川市水道事業会計予算書 

3 平成20年度水道事業会計補正予算（第2号）（案）概要 

4 平成21年度吉川市水道事業会計予算（案）概要 

5 平成21年度委託予定箇所図 

6 平成21年度工事予定箇所図 

7 石綿管布設替の残延長と今後の事業計画 

8 平成21年度吉川市水道事業水質検査計画の変更について 

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 中村光一委員、沖敬子委員 

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) 

事務局 1 開会 

 2 あいさつ 

会長 会長あいさつ 

事務局 委員出席状況を報告 

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中村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 

事務局 傍聴者がいないことを報告 

 3 議題 

(1) 平成20年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）について 

会長 平成20年度吉川市水道事業会計補正予算（第2号）について、事務局から

説明をお願いします。 

水道課長 平成20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20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。 

副会長 総係費の負担金のところで、パソコンの6か月分の費用との説明でしたが、

6か月分の減価償却費ということですか。 

庶務係長 パソコン14台分とそれに伴う保守、子機等すべての費用の按分です。市全

体で350台導入していて、そのうち14台分が水道課分ということで費用を按

分して負担します。 

副会長 減価償却はないということですか。 

庶務係長 リース契約なので、減価償却はありません。市で5年の期間で契約を一括

で締結していて、そこから1か月分を割り出して14台の6か月分を負担する

ことになります。 



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

副会長 金額が高すぎませんか。 

庶務係長 金額の内訳を説明します。賃借料としては、契約を2件締結していて、そ

の1が4,590万円でその2が1億3,800万円となっています。これが市全体350

台分なので、水道課分としては、1か月約108,000円になります。それから保

守・使用料については、まず市と水道事業との間に光ケーブルの専用回線を

引いていて月5,460円など、機器やソフトの使用料及び保守料として月5万円

ほどになります。そのほかに事務費が1か月1万円程度です。それと3月から

導入するファイルサーバの水道課分として、１か月4,370円、それとLGWA

N、これは行政専用のネットワークシステムになりますが、これが1か月7,4

23円です。これらをすべて合計するとおよそ103万円となります。 

副会長 結構高いですね。何が高いのか、いま一つわかりませんでしたが。 

庶務係長 パソコン1台分としては、ノートパソコンですので20万円もしませんが、

負担する内容としてはいろいろなソフトや保守なども含んでいて、水道課分

を計算するとこのような金額になります。 

副会長 入札でやっているのですよね。 

庶務係長 入札です。 

副会長 いまどき、20万円のノートパソコンというと、かなりいいノートパソコン

ですよね。 

庶務係長 導入したものが20万円だったのか私にはわかりませんが、ノートパソコン

ですので20万円くらいではないかと仮定してお話ししました。 

副会長 1台あたりを計算すると、年間で約15万円になります。いろいろなソフト

が入っているにしても、そこまで金額が高くなるものですか。 

会長 ソフトは行政用の特殊なソフトなのですか。 

庶務係長 一般的なソフトもありますし、特殊なソフトも入っています。 

副会長 ここでいっても仕方がないかもしれませんが、ずいぶん高いですね。専用

ソフトが高いのはわかります。しかし、専用ソフトがノートパソコンすべて

に必要ではなく、メイン端末だけですむと思います。ほかのノートパソコン

は通常のノートパソコンで普通の保守だけですむし、いまどきのノートパソ

コンは保守もなくてもいいくらいです。 

よくわかりませんが、尐しムダ遣いがあるのではないかと思います。 

庶務係長 費用は本当にこれだけかかってしまいます。 



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

副会長 わかりました。 

会長 ほかに何か意見はありますか。 

無ければ補正予算については、以上とします。 

 (2) 平成21年度吉川市水道事業会計予算について 

会長 続いて平成21年度吉川市水道事業会計予算について、事務局から内容の説

明をお願いします。 

水道課長 平成21年度吉川市水道事業会計予算について概要を説明 

会長 何か質問がありましたらよろしくお願いします。 

遠藤委員 武蔵野操車場跡地開発と駅南地区開発と別ルートになっているのですか。

それと配水管布設工事費が約3億9,700万円となっていますが、市からの持ち

出しがないのかどうか。来年度から15年間で施設を改修していくとのことで

すが、お金が足りないということがあると思いますが、資金をどのように調

達するのですか。 

会長 事務局から説明をお願いします。 

施設係長 武蔵野操車場跡地については、平成21年度工事分は跡地のみに配水する管

となっていて、鉄道・運輸支援機構の100％負担で工事を行います。 

遠藤委員 枝管はどうなりますか。 

施設係長 地区内の枝管はすべて鉄道・運輸支援機構の100％負担で布設します。工

事の設計や発注、管理はこちらで行いますが、費用はすべて支援機構の負担

です。 

遠藤委員 きよみ野開発のときは、すべて公団が施工したのではありませんでした

か。 

課長補佐 きよみ野開発は、公団と協定を結び、吉川市水道事業が施工しました。そ

れと同じ方法で、また行います。 

庶務係長 資金調達方法ですが、昨年度作成した経営健全化計画の経営計画の財政見

込によると、石綿管更新については6割に当たる金額を企債を組んで行い、

施設更新については内部留保資金で行っていく考えです。 

遠藤委員 留保資金を当てて、分担金を資本的収入に入れても財源が不足するのでは

ないかと思います。吉川市の場合、近隣5市1町の水道事業を見ると資本的な

部分が足りないのではないですか。もう尐し、市からも含めて、資本の投入

をしてもらわないといけないのではないですか。 



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

水道課長 先ほど話が出てきました経営健全化計画の財源計画によると、途中2年間

収支赤字の年がありますが、15年間を通してみると赤字にならない財源計画

になっています。現状のまま行くと計画通りに進められるようになっていま

す。 

遠藤委員 これだけの改修をやり、石綿管の布設替えをし、新たな地域への布設をや

るというので。 

水道課長 石綿管の布設替えについては、平成23年度まで国庫補助金が約束されてい

ますので、平成23年度までは国庫補助金を見込んで計画をしています。平成

23年度以降新たな補助金が創設されれば、活用できる可能性があります。 

遠藤委員 何か見通しはありますか。 

水道課長 今のところ、何も情報は入ってきていませんが、石綿管の更新や施設の耐

震化ということが全国的にどこの水道事業でも出てきているので、何らかの

制度ができるのではないかと期待しているところです。 

会長 よろしいですか。 

遠藤委員 はい。 

会長 ほかにご質問はありますか。 

ないようなので、次に行きます。 

 (3) その他 

会長 その他ということで、委員のみなさまから何かあればお願いします。 

ないようなので、事務局から何かありますか。 

庶務係長 平成21年度の開催予定についてです。 

平成21年度の開催予定について概要を説明 

会長 事務局から平成21年度水道運営委員会の開催日程について説明がありま

したが、何か質問はありますか。 

質問はないようですが、ほかに何かありますか。 

施設係長 平成21年度吉川市水道事業水質検査計画の平成20年度からの変更点につ

いて概要を説明 

会長 ただいまの説明内容について、何か質問はありますか。 

立澤委員 変更点について、簡単に言うとどういう内容ですか。 

庶務係長 簡単にひとことで言ってしまうと、基準が厳しくなったということです。

吉川市でも実際に水質検査を実施していますが、検査結果はここにある基準 



 

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

 値のほとんど10分の1以下の数値です。ですから、基準値が厳しくなっても、

吉川市の水は問題ありません。 

立澤委員 わかりました。 

会長 改正によって、基準値が緩くなることはありますか。 

施設係長 改正によって基準値が緩くなることは、あまりありません。昨年度も検

査基準の改正がありましたが、基準が厳しくなりました。変更があるとき

には、だいたい厳しくなる傾向にあります。 

会長 わかりました。 

ほかに何かありますか。 

ないようなので、議題については以上とします。 

 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からお願いします。 

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 21 年 3 月 19 日 

   署名委員 （中村 光一 自署）  署名委員 （沖 敬子 自署） 

 


