
様式第３号(第１２条関係) 
会 議 録 

会 議 の 名 称 平成22年度第1回水道運営委員会 

開 催 日 時 平成22年8月20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、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 
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 新任職員紹介 
5 議事 

(1) 平成21年度吉川市水道事業会計決算報告について 
(2) 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号）（案）に

ついて 
(3) 会野谷浄水場施設整備更新事業の経過報告について 
(4) 平成22年度吉川市水道運営委員会会議開催予定について 
(5) その他 

6 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決算書 
2 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号） 
3 平成21年度水道事業会計決算状況について 
4 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号）（案）概要 
5 会野谷浄水場施設整備更新事業（A3判図面） 

及びRC 配水地撤去工事写真 
6 平成22年度吉川市水道運営委員会会議開催予定表について 

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 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 

 4 新任職員紹介 

課長補佐 組織変更の報告 
 料金係がなくなり庶務係に統合。料金関係業務は庶務係が担当する。 
新任職員を紹介 
施設係長 秋谷裕司、庶務係主査 岡田一直 庶務係主事 山崎徹 

庶務係長 委員出席状況を報告 
中村委員の欠席を報告 

課長補佐 会議成立を報告 
配布資料の確認 

 （配布資料の確認中、副会長到着） 

 議事の進行を会長へ交代 

会長 会議録の署名委員を小野寺委員と山﨑委員に指名 
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 

 5 議事 
(1) 平成21年度吉川市水道事業会計決算報告について 

会長 平成21年度吉川市水道事業会計決算について、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決算状況を概要説明 

会長 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。 
 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
山﨑委員  有収水量の割合を表す有収率が前年度に比べ１．８２ポイント低下したと

のことですが、原因は何が考えられますか。 

施設係長  メーター手前の給水管、本管からの漏水及び、送水末端地域の塩素濃度低

下を解消するために行う捨て水が原因と考えられます。 

山﨑委員  逆ざやが減少したことは結構なことと思われますが、１７６円３９銭とい

う給水原価は近隣の市町村と比べるとどうなのでしょうか。 

庶務係長  他の市町村の給水原価の資料が今は手元にありませんので、そちらに関し

ては後日用意いたします。参考までに逆ざやについて県内の統計を申し上げ

ます。逆ざやがある団体が３５団体、ない団体が３０団体となっておりまし

て、全体の５３．８％が逆ざやの団体となります。 

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) 平成22年度吉川市水道事業会計補正予算（第1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1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1号）（案）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 １事業を追加したとのことですが、発注時期についてはあらかじめわから

なかったのですか。また、企業債の総額はいくらになるのですか。 

施設係長 はじめの質問にお答えします。当初は高圧受電に関しては平成２３年度を

計画していましたが、施設内に制御盤を置くとなると、試運転の関係などか

ら高圧受電が必要となることが分かりました。そのため再度検討をした結果

平成２２年度に「高圧電気設備更新工事事業」を追加した次第です。 

庶務係長 次に平成２２年度の起債額ですが、石綿管更新事業の財源として３億５２

００万円、会野谷浄水場施設更新事業に７９００万円、総額で４億３１００

万円になります。また、平成２３年度には、石綿管更新事業の財源として４

億７７００万円、会野谷浄水場施設更新事業に７億４３００万円、総額で１

２億２０００万円を予定しております。したがって平成２２・２３年度の総

合計で１６億５１００万円を起債いたします。 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
山﨑委員 それでは、企業債の総額はいくらになるのでしょうか。 

庶務係長 平成２１年度決算書の７ページ、資本金（２）ア 企業債にあるように２

９億５５８２万６１３１円が総額になります。また、平成２２年度は当初予

算および償還金を加味しますと、３２億１１３５万８０００円となる予定で

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。 

 (3) 会野谷浄水場施設整備更新事業の経過報告について 

会長 会野谷浄水場施設整備更新事業の経過報告について、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経過報告について 
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。 

副会長  太陽光発電のお話がありましたが、費用対効果の計算はしているのでし

ょうか。 

施設係長  太陽光発電については国の補助事業であるため、そちらの補助で行うも

のですが、費用対効果という考え方よりもむしろ、水道事業自体の電力量を

少しでも抑えるために導入するものです。使用電気量によって電気料金が変

わってくるのですが、現在はもうひとつ上の使用料金に上がってしまうぎり

ぎりのところにあるため、太陽光発電を取り入れることによりこれを軽減す

るのが狙いといえます。 

副会長  こちらの予算はどうなっているのですか。 

施設係長  平成２３年度に予定しております。 

副会長  国からの補助はどの程度出るのでしょうか。 

施設係長  1/2とうかがっていますが、具体的には申請や認可が決定してからのもの

と思われます。 



 

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。 

 (4) 平成22年度吉川市水道運営委員会会議開催予定について 
 

会長 平成22年度吉川市水道運営委員会会議開催予定について、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。 

庶務係長 平成22年度吉川市水道運営委員会会議開催予定について 
を概要説明 

 視察地候補の場所はどのへんなのですか。 

庶務係長 住所でいいますと越谷北部配水場は下間久里、西部配水場は北後谷になり

ます。 

 (5)その他について 

庶務係長 ６月１日に「よしかわの水道」を全戸配布しました。表紙は完成予定の管

理棟イメージ図です。内容は主に施設更新事業関係と平成２２年度予算関係

になっております。 

水道課長 県水について二点報告がございます。まず新三郷浄水場より４月１日から

高度浄水処理された水が配水されていますが、吉川市では６月１日より受水

しております。南配水場が１００％、会野谷浄水場は６０％の割合です。カ

ルキ臭のしない良い水として評判がたかい高度浄水処理の水ですが、現在そ

のような状況となっております。 
つぎに県水料金関係ですが平成２３年度からの向こう３年間は現在の６

１円７８銭を値上げしないという正式な発表が８月１７日に県企業局より

ありました。県水関係については以上になります。 

庶務係長 番場会長と宮崎副会長が委員として３期目終了をむかえるにあたり、あた

らしい委員を青年会議所に推薦を伺う予定です。また、その他の委員の方に

は留任を考えております。以上になります。 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 
遠藤委員 ほかに何かありますか。 

（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２２年 ９月 ７日 

 
   署名委員 小野寺よし子（自署） 署名委員 山崎勝他（自署） 

 
 


