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第３回 西仙北地域協議会 会議録． （ ）１ 日 時 平成２１年７月２５日 土午前１０時～１２時０５分２．場 所 西仙北総合支所３階 第１・２・３会議室伊藤智子委員３．欠 席 者４．会議内容 。○進藤課長 本日はお忙しのなかご出席下さいまして誠にありがとうございますただいまから平成２１年度第３回西仙北地域協議会を開催いたしまⅠ 開 会 す。
。会長からあいさつをお願いいたします会長あいさつ この頃雨が多く大仙市でもこの間の雨で田畑の冠水などの被害があり 山口や九州は大変な災害になっております お忙しのなかを地域協、 。議会にご出席いただき誠にありがとうございます。協議の件でありますけれども簡易水道料金改定案について水道局から局長がお出でになりいろいろと説明をして頂き その後案に対して協、議をしてもらいます その他で三班編成の希望の取り纏めについても協。議してもらいます。措辞ではありますがごあいさつといたします。 、○進藤課長 大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第４項の規定により会議の進行は会長にお願いいたします。、 、○工藤会長 出席委員は１７名中１６名で ２分の１以上の出席でありますので大仙市地域自治区の設置等に関する条例第９条第３項の規定により会議は成立いたします。会議に入ります前に 西仙北地域協議会運営規定第７条第２項の規定、により、会議録署名委員を私の方から指名させて頂きます。小笠原慶子委員と小笠原浩之委員にお願いいたします。３の協議 簡易水道料金改定案をご説明願います。○藤田水道局長 水道局長の藤田でございます。よろしくお願いします。本日は地域協議会を開催して頂き また大変お忙しのなかをご出席頂き、ましてありがとうございました 水道事業につきましては日頃よりご協。力を賜りこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。水道局の職員を紹介させて頂きます 岩谷上水道課長です 料金班班、 。長の伊藤参事です。簡易水道班班長の足達主幹です。
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各地域の現状と水道料金の改定及び今後のスケジュールにつきまして説明させて頂きます。大仙市の水道事業につきましては現在大曲地域 仙北地域 仙北南地、 、域を独立採算を基本とし民間企業と同じ考え方で会計処理をする公営企業会計で運営し 神岡・西仙北・中仙・協和・南外及び仙北地域の６、地域を簡易水道事業として一般会計と切り離して特定の事業毎に経理する特別会計で運営しております。西仙北地域の料金改定の対象地区につきましては 市で運営している、公営の刈和野・強首・川西・半道寺・大野・心像・小杉山及び大沢郷地区の簡易水道の７地区が対象となっております。組合で経営および維持管理しております非公営の簡易水道と小規模水道は今回の料金改定の対象とはなっておりません 上水道は給水人口。５ ００１人以上 簡易水道は１０１人から５ ０００人 小規模水道， 、 ， 、は３０人から１００人となっております。、 、料金改定につきましては 平成１６年合併協議におきまして上水道簡易水道の使用料並びに加入者負担金 合併時は現行通りとし 新市に、 、おいて水道事業計画を策定し新たな料金体系を構築するとしております。平成１９年度に水道事業基本計画が策定されたことから平成２０年８月に各総合支所長 建設課長 水道局で構成するワーキングチームを、 、当年１２月に市長をはじめ両副市長 関係課長で構成する庁内検討委員、会を立ち上げ 料金改訂作業に入り庁内検討委員会を５回 ワーキング、 、チーム会議を６回開催しまして料金改定案を纏めたものであります。料金改定案につきましては 上水道料金は少量使用者に配慮し 使用、 、水量に見合った料金体系としております また 簡易水道料金は 地域。 、 、ごとに異なる料金体系の統一 経営基盤の強化 上水道と同じく少量使、 、用者に配慮した使用水量に見合った料金体系としております 議会に対。しましては ６月１９日の建設水道常任委員会協議会と２４日の本会議、終了後の議員全員協議会におきまして上水道及び簡易水道の料金改定案について説明したところであります。地域協議会につきましては、６月２５日の仙北地域協議会を皮切りに ２７日の神岡・南外地域協議会 ７月３日の大曲地域協議会 ７月、 、 、１０日の中仙・協和地域協議会 ７月２３日の太田地域協議会に説明し、ており 本日の西仙北地域協議会で全地域協議会の説明を終わることと、なっております。また６月２９日に第１回上水道事業審議会を開催し ７月１７日の第、２回上水道事業審議会に上水道及び簡易水道の料金改定について諮問しており ７月２７日の第３回上水道事業審議会で答申をいただくこと、になっております。審議会の構成は学識経験者３名 広域代表５名 利用者の代表として、 、８地域協議会と上水道の利用者合わせて１１名となっております 西仙。北地域協議会から菅原長左衛門委員に審議委員になっていただいてお
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ります なお第１回上水道事業審議会の内容につきましては ７月１６。 、日の市の広報でお知らせをしております この後９月定例会に水道料金。改定にかかる条例改正案を上程し その後市の広報等による周知期間を、経まして、平成２２年７月１日より改定料金を適用するものであります 今後も利用者の皆様に安全で安定した水道水の供給に努めて参りま。すので宜しくお願い申し上げます。それでは詳細につきまして岩谷上水道課長より説明いたします。資料に基づき説明○岩谷課長 、 。ただいまの説明について ご質問等ありましたらお願いいたします○工藤会長 上水道と簡易水道の統合を検討しているところの進み具合 統合を踏、○若松委員 まえての料金改定なのか合わせて説明をお願いします。今回の料金改定は上水道と簡易水道の統合ではなくて 水道料金をど、○岩谷課長 うするかであります。 、 、 、合併前の話し合いでは 合併後に水道料金を設定するとあり 太田大曲を除く６地域でバラバラに設定されている料金を是正するため 簡、易水道と上水道の統合とは関係なく 同じ市であれば水道料金も統一さ、れるべきで 簡易水道料金改定に当たりましては統合も見据えなければ、ならないと言うこともあります 将来的には統合することで 事務的な。 、効率を図るため 料金体系 料金算定システムを統一することも合わせ、 、て進めております。料金を統一するということは コスト削減にもつながり 会計が別々、 、○若松委員 なのに料金だけを統一すると経営上優良な上水道から簡易水道がお世話になるという形で支障とか問題はないですか 、今回の改定で簡易水道料金と上水道料金が統一されるものではなく○岩谷課長 大曲上水道については 今回一部見直しをかけます 基本水量を無くし、 。て１立方メートルから料金を取ります 上水道と簡易水道の料金は統一。するものではありませんが、将来は統一を目指しているものであります。平成１７年度に合併と同時に上水道と簡易水道の統合協議の内容を○藤田水道局長 聞いたら上水道は料金収入で賄われて純利益がでており 簡易水道につ、いては特別会計の足りない分を一般会計から補填し 純利益から回して、いる ただ一般会計からの繰り入れがないと上水道の事業が計画どおり。行かなくなっている現状にあるとのことでした。水道料金は大曲の方が安いが 西仙北地域も上水道になったら安くな、
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○若松委員 るのではないか また 上水道として区分けは 利用者の給水人口で分、 、 、けているのですか。水道の施設そのものは、上水道・簡易水道でも同じものです。○藤田水道局長 上水道は５ ００１人以上の給水人口 簡易水道は１０１人から５ ０， 、 ，００人までの給水人口であります。上水道と一緒にならないのは、償還金があるからですか。○若松委員 簡易水道の場合は 給水人口が少なく 一戸当たりの事業費が高いた、 、○藤田水道局長 め、一般会計からの繰り入れが必要な状況となっております。設備は行政側で負担し 使用料金等は使用者で負担するのは当然であ、○若松委員 りますので 繰入金をはやく償還してもらって 料金だけで運営できる、 、体制にできないものでしょうか。水道事業そのものは広域事業であり 他の電気・ガス事業と同等に料、○岩谷課長 金収入をもってまかなうことが原則としてはあります。地方公営企業法に基づいて施設整備費を行政が行うことにつきましては これまでも行われてきており 行政側の負担がないとすれば高額、 、な料金となります 原則として独立採算性を求めている中で 不足額を。 、全て料金単価の収入で賄うとすれば高額になりますけれども 基準内繰、入金を総務省の方から施設整備にかかった経費 償還額に対して一定の、、 、割合で認められている一般会計の繰入額で 不足額を料金でいただき苦しい財政を少しでも改善したいと言うのが今回の改正の内容であります。地域協議会においては 今回の説明で ご理解頂きたいというのでし、 、○小木田委員 ょうか。全地域協議会に説明してきておりますけれども 各地域の皆様から意、○岩谷課長 見をいただき これを集約いたしまして もう一度庁内検討委員会に反、 、映することがあるとすれば 参考意見として検討することを考えており、ます。 。上水道の料金と下水道料金との関連についてはどうなっていますか○小木田委員 水道料の設定 下水道料金の設定はまず２０ｍ３を基準として下水道、料金は水道使用料に基づいて算定しております 上水道を利用して対応。しているので 上水道料金を改正するならば下水道料金を合わせて適正、な料金設定をするものではないのか。下水道の料金は改定しており 担当課が建設部の下水道課で段階的に、
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○藤田水道局長 料金を改定していくことになっております 西仙北地域ですと基本料金。が２０ｍ３当たり１ ２５０円が 平成２０年度は１ ３００円に上が， 、 ，っております 平成２３年度には１ ４００円となる改定がされており。 ，ます いまの簡易水道の料金改定に伴って水道料金がさらに上がるとい。うことはないので、水道料金だけの改定と言うことで理解して頂きたい。水道料金が改正されますが 下水道について水道水が使われ 下水道、 、○小木田委員 の加入率の向上にも影響するものでないでしょうか いずれも関連があ。るので 水道料金改正については 加入率の向上も含めて水道料金を設、 、定していかないと説得力がないと思います。水道の料金算定は水道事業を営むための営業経費 施設整備にかかる、○岩谷課長 経費、その他にかかる経費、償還金等を計算し、算出しております。下水道料金算定につきましては 水道を使用するメーターの使用量に、基づいた数字、また家族の人数によって賦課しております。水道水そのものは 商品と言うことで使った水 下水道につきまして、 、は 下水を処理するための水と言うことになります 公共料金でありま、 。すが、性質そのものが違います。水道事業を営むための経費 これまでの施設整備経費 今後かかる経、 、費を基礎としまして、それらから算定しているものであります。水道料金と下水道は関係ないと言うことでいいですか。○小木田委員 基本的には下水道の使用形態と水道料金につきましては関連するも○岩谷課長 のではありません。下水道が普及しますと当然水道の加入率も上がりますので 相乗効果、○藤田水道局長 を期待して 目標年度であります２８年には１００％という加入率を設、定していることがあります。簡易水道の料金の改定について水道局から説明ありますと言ったら○若松委員 水道料金がまた上がるんだなと 下水道も上がるんだなと西仙北の人は、こういう発想なんです 地域住民の方々は水道料金が変われば下水道料。金も変わるんだと理解しているので 広報等で水道料金の改定を地域住、民の方々に説明し 理解を得なければ出来ないと思います その時にそ、 。ういうふうに解釈する市民の人が多いこと これを踏まえてこの料金の、改正を説明してもらえば地域住民の方々は理解してもらえると思います。料金改定の関係する条例案を９月の議会に上程することとしており○藤田水道局長 ます 承認されますと料金改定の特別号と言いますか広報の中に載せる。
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のでなく 別枠でわかりやすいもので理解が得られるようなもので広報、に掲載したいと思います 下水道の料金の関係で誤解のまねかないよう。に進めたいと思います。この料金表が決定されたものではないと思いますが ９月議会に提出、○齋藤委員 すると言うことでお話しに来たと思います 大沢郷地区はお陰様でよう。やく水道が一部で出せるようになりました 水道事業を始めるときに対。象人数のおよそ９０％近い加入率でなければ工事に着手できない 対象。。 、の集落にお願いをしながらこぎ着けた 特に宿は地下水が豊富ですし杉山田地区は簡易水道が出来ている 宿と杉山田に対象人数のおよそ３。割が住んでおり この地区の方々が加入しないと９０％に届かないとい、うことで 加入してほしいと住民に呼びかけをし ようやく９０％近く、 、の加入希望者が実現し、工事に着手できた。， 、 ，資料の１１頁に２２年７月から１ ７００円 ２５年４月からは１９００円と料金は高くなる予定です 今未だ完成していないところで料。金を改正されてしまうと やめる人がでないとも限らない 加入を呼び、 。かけた立場として非常に困る。もしも決まっていないと言うのであれば、工事終了後にしてほしい。大沢郷地区につきましては昨年１２月１日一部通水が行われ 実際の、○岩谷課長 料金は１月で賦課されております 供用開始に当たりまして大沢郷地区。の料金をどうするか通水開始前に検討されたところであります 例とし。まして最新の整備であります南外地区におきましても２ １００円で一，番高い料金で設定されております 整備費にかかる事業費を勘案した料。金設定にすべきではないかと言うのが１２月議会にかける設置条例の際の基本とされたところであります 西仙北地域では刈和野 強首 半。 、 、道寺他の簡易水道においても同額であります 料金改定も検討しており。ましたが 料金改定までは 現行の料金を採用すべきではないかと言う、 、ことでスタート時には現行の１，４１０円と言うことになりました。現行の西仙北地域の料金よりも高い料金にすべきでないかと言うのが一つにありましたが 現行に進んだところであります 現在の大沢郷、 。の進捗でございますが ２３年度までの期間ということで継続工事で進、めております 実際の完了は前の方に来ると言うことで２２年中にはほ。ぼ当初計画した区域に通水が可能になるのではないか それまで使った、人は現行の料金で 加入時には改定料金でスタートするべきでないかと、考えております 高くなると言うことは 大沢郷ばかりでなくて現在進。 、めている仙北の戸地谷地区 ２０年度に完了しました中仙地域の入角地、区 中仙につきましては現行９４０円でありますが それも同様に改定、 、していただくこととしています。それから加入金につきましても 現在西仙北地域の大沢郷地区を除き、ますと現行に加入金制度が残されております 加入金につきましても各。地域の事業費をもとに算定されたものでありますので １２月給水開始、
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の際に協議されております。本来条例上でいきますと加入金が給水条例の中にありますので 整備、期間中 整備後加入にかかかわらず 本来加入金は貰わなければならな、 、いことになっております 地域によっては整備期間中に加入する人 各。 、戸給水を負担したほかに納めて加入する人 工事完了後に加入する人か、らも加入金を貰い運用しているところもあり これが本来の運用であり、ます 西仙北地域は工事期間中は加入金を貰わないで 工事完了後に加。 、入金を貰うようにしてきました 本来これも運用基準を統一するべきで。あります。今回の料金改定に当たりましては 加入金を設定していない地域 し、 、ている地域 それも額がバラバラで運用基準も違うことから廃止の方向、でもっていきたいと考えております 合併時にも合併後の加入金につい。、 。ては 事業費分担金とともに廃止の方向で申し合わせていたようですこれらを踏まえて大沢郷の給水条例で単価を設定するときに加入金についてどうするか 加入金を設定すると本来どおりに運用することにな、ります 整備期間中の加入者の方々からも加入金をいただくことになり。ます。現在大沢郷については、加入金がない訳であります。今後加入する方々から加入金を徴収する条例は設定することはできないと言うことであります。加入金については 事業が終わって後から簡易水道に入る人から貰う、性質のもではありません あくまでも事業中であっても入るときに加入。○藤田水道局長 するべきで ただ大沢郷については課長も言いましたが ペナルテイ的、 、な意味で事業の間に入った人は取らないが 後から入る人については加、入金がかかるようなかたちになっております 本来であれば後からかか。るものではなくて あくまでも入る人が事業中であっても後からでも加、入金の性質から言うとかかるものであると理解して貰いたい。給水の工事費の関係ですが 本管の工事と一緒にやりますと後からや、るよりは大部安く出来ております だから後からやる人が工事費が安く。なると言うことはありません 本管をもう一回出して分岐して舗装を壊。して接続するので 事業中に本管と一緒に給水装置工事をやった方が工、事費は安くなると言うことなので 後からやった方が得するということ、にはなりません。大沢郷地区は本管から近くても 遠くても平等割りしています です、 。から近い人は多く負担 遠い人は実際より少ない負担の現状があり 後、 、から引く近い人は得するということです。○齋藤委員 水道局として節水にも配慮して今回の料金改定案だと思っております 水の節水について行政的な対策を検討しているようなことがないも。のでしょうか もう一つは漏水についての対策は検討しているでしょう。
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○若松委員 か。節水については 洗濯とか 車の洗車とか 花の水やりについてはお、 、 、金のかかっている水ですので節水を呼びかけるような具体的な行政指導はしていません。○岩谷課長 漏水に関しましては 事故もありますが 老朽のために漏水事故が発、 、生すると言うことがあります。市の全体的な立場で言わせて貰いますと 大曲上水道は料金収入をもって経費が成り立っておりまして 年次、 、計画で毎年８ ０００万円位かけまして老朽管の改良工事を進めている，ところであります 簡水事業につきましては一般会計から繰り入れして。いることもありまして補助金をもっらた大規模な施設整備を進めておりますが 計画的に老朽管の工事を本格的に進めていくことに至ってお、りませんので 事故が起きたときに対応することになっております 漏、 。水管の対応の部署は 最小限維持管理に工事関係者が管を破損しないよ、うに各地域に職員が配置されており 経費的に余裕が出てくれば大曲上、水では漏水調査を委託し 本管または家庭の中で漏水していないか調査、はしています 本来では水道事業しておりますとまんべんなくやらなけ。ればならないところでありますが 経費のかかることなので出来てない、ところであります。他になければ次にその他にうつりたいと思います。水道局退席○工藤会長 その他班編制取り纏めの結果、第１希望のとおり班編制してよろしいですか。○工藤会長 市民生活班 ６名伊 藤 智 子、大 友 金己知、小笠原 慶 子佐々木 孝太郎、佐々木 智 子、篠 原 勝建設産業班 ５名工 藤 淳 志、小木田 昭、小 松 睦 子齋 藤 郁 雄、菅原 長左衛門教育文化商工観光班 ６名阿 部 一 雄、五十嵐 五 郎、小笠原 浩 之鎌 田 憲 勇、若 松 昭 広、若 松 謙 三運営委員を班編制して班編制から出たものを検討するとことでやってきました 各班の中で討議するわけですが その時どうしても行政の。 、職員が一緒に討議したい案が出てくるので 班編制の中に担当職員に入、
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○若松委員 って頂いて討議、検討していくようにならないだろうか。、 。職員と一緒に協議 検討することでいかがでしょうかお諮りします協議会の中に各課長が入っておりますので 各班の会議ある時には各、○工藤会長 課長がその班に入って協議していただければよろしいと考えております。○小松支所長 班編制でやるときは 各課長さんに入って頂くことで進めていくこと、でよろしいと言うことですか。○工藤会長 はいそうです。班でやるのは 特別なんかあったとき事務局から案内来ると言うこと、○小松支所長 ですか、班が定期的に何かやると言うことですか。○菅原委員 そう言うことをやっても差し支えない その班で色々な課題を話し合、いをしていくことになります。○工藤会長 後ほど班で会議があると言うことですね。班長選出ため休憩○菅原委員 会議を始めます 市民生活班 班長に佐々木智子さん 建設産業班班。 、長に菅原長左衛門さん 教育文化商工観光班 班長に阿部一雄さんと言、うことで決まりましたので この代表者の方々で進めて頂きます 次回、 。○工藤会長 は９月下旬ということです。長い時間ご協議ありがとうございました 協議会はこれで終わりとし。ます。

会議録署名委員 小笠原 慶 子会議録署名委員 小笠原 浩 之


