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会議の名称 第１回 宗像地区事務組合水道事業運営審議会 

開催日時 平成 29年 7月 18日（火）午後 2時 00分～午後 3時 20分 

開催場所 宗像地区事務組合 ３階大会議室 
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組合長等 谷井 博美 組合長 
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福本 義雄 会長、権現 昭二 副会長、小樋 和成 委員、

迫 静吾 委員、中満 苑子 委員、中村 スミ子 委員 

（以上６人） 

◎欠席  なし 

組合（職員） 
花田事務局長、神山事務局次長、矢野主幹、志賀係長、 

竪山係長 

組合（庶務） 
石松経営施設課長、青谷主幹、安部主査、立川主事、 

日本水工設計株式会社（コンサル）２名 
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議 題 

１．開会 

 ・開会あいさつ 

 ・委嘱状交付 

 ・組合長あいさつ 

 ・委員及び事務局職員の紹介 

２．会長及び副会長の選任について 

 ・会長あいさつ 

３．諮問 

４．確認事項 

 ・審議会委員名簿について 

 ・会議録作成要領について 

 ・情報公開等について 

 ・資料配布方法について 

５．議事 

 １）スケジュールについて 

 ２）第１回審議会資料について 

６．その他 

７．閉会あいさつ 

議 
公開・非公開の別 ■公開   □非公開   □一部公開 

非公開の理由  

 

資料１ 



 

 

 

 

 資料の名称 

・宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例（資料１） 

・諮問事項について（資料２） 

・運営審議会委員名簿作成方法について（資料３） 

・スケジュール表（資料４） 

・第１回審議会資料（資料５） 

・宗像地区事務組合水道ビジョン２０２０ 

会議録の作成方針 ＩＣレコーダを使用した要点記録 

議事録署名委員 議事審議なしにより選出しない 

その他の必要事項  

審議の内容 別紙のとおり 

傍聴者の数 ０名 



審議会（第１回）議事録 

 日時：平成２９年７月１８日（火）１４：００～ 

 会場：宗像地区事務組合 ３Ｆ 大会議室 

 

開会 

 

・事務局による配布資料の確認、机上マイクの使用法について説明 

・事務局開会あいさつ 

・組合長より委嘱状の交付 

・組合長あいさつ 

・委員及び事務局職員の紹介 

 

会長及び副会長の選任について 

 

事務局： 

 宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例（資料１）を配布しているところですが、同条例第５

条第２項に基づきまして、会長は委員の皆様の互選になっております。選出方法はいかがいたしま

しょうか。 

委員： 

 事務局に一任してはどうでしょうか。 

事務局： 

 事務局一任という意見が出されましたがいかがでしょうか。 

委員： 

 異議なしとの声。 

事務局： 

 では、前回の審議会で副会長を務めていただいた福本委員にお願いしたいと思いますが、ご異議

ないでしょうか。 

委員： 

 異議なしとの声。 

事務局： 

 福本会長よろしくお願いします。次に副会長の選任でございますが、前述の審議会条例に基づき、

副会長は会長が任命することとなっております。福本会長お願いします。 

会長： 

 では、福津市から来られている権現さんにお願いしたいと思います。 

事務局： 

 ご指名でございますので、副会長を権現委員にお願い致します。 

副会長： 

 はい。 

 

・会長あいさつ 

 



諮問 

 

事務局： 

 諮問の方法につきましては、組合長より諮問書を読み上げ後、会長に手渡すことと致します。委

員の皆様には、配布しております資料２をご覧ください。 

 

（組合長が諮問書を読み上げ後、会長に手渡す。） 

 

確認事項 

 

事務局： 

 続きまして、確認事項でございます。各項目につきまして事務局の方から御説明申し上げます。 

事務局： 

 運営審議会名簿の作成方法について、資料３に基づき説明します。案１から案４までの４パター

ン案を作成しています。事務局案としては、案３で考えているが、いかがでしょうか。 

委員： 

 初めから案３に決まりですか。案１はだめなのですか。 

事務局： 

 そういうことではありません。 

委員： 

 いくら個人情報といっても、氏名のほかには住所と電話番号くらいはかまわないのではないか、

審議会委員になった以上、審議会以外に漏れることはないのでしょう。 

事務局： 

 外部に漏れます。ホームページ等に載せますので。他の委員の方の意見は。 

委員： 

 案４がいい。それぞれの考えや立ち場もありますので。 

委員： 

 私は、どの案でもよい。 

委員： 

 個人的には事務局案でよいと思う。 

事務局： 

 事務局といたしましては、提案をした案３でいきたいと考えておるところでございますが、それ

で御異議なければ、そうさせていただきたいと思いますがいかがでございましょうか。 

委員： 

 異議なしの声。 

事務局： 

 ありがとうございます。それでは、審議会の委員名簿につきましては、案３の形で名簿を作成さ

せていただきたいと思います。続いて、会議録作成要領について説明を行います。 

事務局： 

 会議録作成要領について説明します。要点筆記とし、会議録の表記の仕方につきましては、 

会長、委員、事務局といった表記とし、個人名は出さないような考えでおります。作成した会議録



につきましては、会長、副会長を除いた４名のうち、２名の委員から署名を頂きたいと思います。

審議会終了後、次回の審議会までに会議録を確認していただき、署名していただいた会議録の写し

を配布することにしたいと考えております。 

事務局： 

 事務局案を提案しましたが、いかがでしょうか。 

委員： 

 異議なし。 

事務局： 

 続きまして、情報公開に関してです。会議録につきましては、ホームページへの掲載を予定して

います。また傍聴を希望される方が来られた際は、会長許可のもと、傍聴を受け付けたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

事務局： 

 情報公開等につきまして今、事務局の方から御説明させていただきましたが、原則公開というこ

とで、特に条例等に規定はないですけれども、情報公開の条例等ございますので、それにのっとっ

て、この審議会も公開ということで今後進めさせていただきたいと考えておりますが、いかがでご

ざいましょう。 

委員： 

 異議なし。 

事務局： 

 では、そのような方向で今後審議会を進めさせていただきたいと思います。続いて、資料の配

布方法について説明します。 

事務局： 

 資料の配布方法について説明します。基本郵送とし、開催日のおよそ一週間前には届くようにし

たいと考えています。 

事務局： 

 関係資料につきましては、今回は、当日配付しておりますが、次回の予定が、施設見学というこ

とで、実質の審議が第３回目から審議事項に入ります。その際、関係資料は、遅くとも委員の皆様

には１週間前までに郵送の方法で送付したいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

委員： 

 承知しましたとの声。 

事務局： 

 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 

 

議事 

 

事務局： 

 続きまして、５議事です。これからは議事の進行につきましては、会長の福本様からお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

会長： 

 それではただいまから、議事についてということでございますので、先ほど諮問を組合長からい

ただきました。それにつきましての、論議を始めるわけでございますが、まずは、とりあえず、決



定しなければいけないこと等について、議論いただきたいと思います。 

 それでは議事に従いまして、進めさせていただきます。まず第 1にスケジュールについてでござ

います。事務局についてはどのような計画でございましょうか。 

事務局： 

スケジュールについて事務局より説明させていただきます。資料 4をご覧ください。 

 

（事務局より、資料４に基づきスケジュール案の説明を行う） 

 

会長： 

 ただいま事務局の方から説明がございましたが、この資料４にありますように、１０月を除き

まして、おおむね月に１回程度、そして、１月に答申をするという作業、２月にはそれを受けま

して、組合議会（２月議会）に提案されるようになると思います。したがいまして、このような

スケジュールでということでございますが、ご意見ございますか。 

委員： 

 概ねの日程はこれでよろしいんですけど、どれぐらい前に次回が決まりますか。 

事務局： 

 次回につきましては、本日皆様にお伺いして、日程を調整したいと考えています。 

委員： 

 会議を開かれたら、次回が決まるということでよろしいですか。なるべく前倒しでお願いした

いと思います。 

会長： 

 よろしいでしょうか。ほかに何かございませんか。それでは、おおむねのスケジュールを資料

４によることとするということで決定をさせていただきます。次に、第１回の審議会資料につい

て、事務局の説明を願いします。 

 

（事務局より、資料５に基づき水道ビジョン策定の趣旨及び事業概要についての説明を行う） 

 

会長： 

 ただいま、事務局の説明がありましたが、この資料に基づく説明について、御質問や質疑がご

ざいましたら、お願いしたいと思います。委員の皆さんにと言ったのですが、私の方から一つ、

お尋ねをさせてください。今日のこの資料５というのは、このまま私どもが異存なければ、その

まま新しいビジョンの最初の方の内容に移行するというふうに考えてよろしいんですか。 

事務局： 

 基本的には、これをベースに作成したいと思っています。 

会長： 

 だけども、これをベースと言いますが、これの中に委員の皆さんが過不足等を認めた場合は、

これを論議しておかないと。先に進めないのではないかと思うので、お尋ねしているんです。も

う一度論議するたたき台が出てくるというふうに理解するのですか。そう考えていいですか。今

日は、当組合の水道事業の説明の資料だというふうに受けとめておいてよろしいですか。 

事務局： 

 そうでございます。 



会長： 

 委員の皆さん、そういうことらしいです。ですから、答申のビジョン、答申そのものの内容に

ついては後日示されたもので、論議するということでよろしいですね。 

事務局： 

 補足させていただきますが、今日は第１回の審議会資料としてお示しをしました第１章第２章

の説明に関しましては、骨子というとらえ方で、あと肉付けに関しましては、こちらの方で、肉

づけした案の資料を御提示して、ご審議をいただくという形で進めたいというふうに考えており

ます 

会長： 

 例えば、資料５の方の３ページ目の水道ビジョン策定の背景というのが書いてあるけど、ここ

に書いてある宗像地区事務組合うんぬんのくだりを除けばこれは全国状況でしょう。宗像市、福

津市、事務組合が直面しておる問題というそのものじゃないのでしょう。例えば人口の減少、宗

像と福津は、減ってないのでは。とこういう論議になるんで、向こう 10年ぐらいはどうも、単純

に減りそうにないというふうに私も伺っております。全国的には減るんでしょうけども、この宗

像地区にはそういう現象が起こらないんじゃないかという学者の意見もある。だから、このビジ

ョンは、全国ビジョンの策定の背景ということになるんだったら、そのようなタイトルじゃ僕は

おかしいと思うのでね。次に出てくるたたき台が、そのような内容になってるかどうかその場で

論議すればいいんですねということを尋ねたい。 

事務局： 

 今、会長から言われた意見につきまして、全国的な傾向はこのような傾向が見られまして、宗

像地区の人口減少の傾向としましては、今のところまだそこまで至っておりませんが、近い将来

ですね、どっかで頭打ちになって人口が減っていくと。それに伴って料金も減っていくと。そう

なった場合に、当組合の事業はどうやっていくのかということを今後ご審議いただきたいという

ふうに考えております。 

会長： 

 それはわかるのですけど、我々が当面策定するとするのは、39年度末と時期が切られているわ

けですから、それ以降のことを盛り込んだとこまで判断するかどうかということは別途の問題だ

ろうと思うんです。そこでそういう使い分けをきっちりしとかないと誤解を受けるなというふう

に私は思ったから申し上げているのです。いいです、新しいものが出てくるという話ですので。

これがそのまますっぽりビジョンのペーパーに載っていくというふうに受けとらなくていいとい

うことであれば結構です。 

事務局： 

 今、会長がおっしゃったとおりです。今後 10年間の計画でございますので、いずれか今のとこ

ろ５年程度は上昇傾向ではないかというふうに、あくまで推測しておるところでございますが、

今後また新たな数字と精査いたしまして、それに基づいて、どのような人口増減、人口問題につ

きましても、料金に関しましても、うちの方で資料等を提示させていただきながら、今後の新し

いビジョンの策定に進めたいというふうに考えております。 

委員： 

 今、会長が言ってあるのは、今後水道事業に直面する課題、宗像地区、福津市宗像市を合わせ

た、組合の今後の在り方を含めたビジョンとなる訳だから、この１０年間の課題は何かと。今回

の資料はオールマイティではないかということを言ってあるです。だから、考える今後１０年間



の課題は何かっていうところが示されてないと思うんです。こうですよではなく、今、会長の方

が言われた給水人口は上がるというデータもあるようなので、これでは、ちょっと違和感を感じ

るじゃないかというご指摘だと思うので、このへんを検討していただければと、１０年の範囲の

ビジョンだということで、認識すれば、これはでてこないんじゃないかなという話ではないか。 

会長： 

 それは１例ですけども、そういうことがいろいろ出てくるかと思うんで、すっぽりこれがその

まま答申に盛り込まれるという話になると、これの中身を一つずつ皆さんと議論しないといけな

いというふうに思ったから申し上げたんです。 

委員：この説明がそっくりそのまま答申されれば、我々委員はいらないわけです。私は福津から

出ておりますが、宗像と福津の一体感がでたビジョンにしないといけない。また、福津サイドか

ら言うと、朝倉で災害が起きたが、一番重要なのは水源である。強い水道行政をどう作っていく

か。水が無ければ生きていけませんから。他の市町村に頼っていてよいのかという声も実際ある。

福津市の久末ダムをどう位置づけるのか、災害時の想定等も含め今後論議して頂きたい。 

委員： 

 ビジョンを策定するには長期計画の整合性が必要だということですけども、ちょっと確認です

が、宗像市の総合計画と、福津市の総合計画、ビジョンに反映するのはいつ策定のものですか。 

事務局： 

 宗像市におきましては、第２次の総合計画は平成２７年度から、１０年間ということで今、す

すめているところでございます。福津市に関しましては、現在第２次の総合計画の策定を進めら

れている作業の最中であるというふうに聞き、承知しております。 

委員： 

 では、その第２の計画を反映させるということですか。その数値を取らないといけないとは思

いますが。 

事務局： 

 人口推計に関しましては、福津市でその作業を進められてると思いますので、情報提供を受け

たいというふうに考えているところです。 

委員： 

 今後、策定されると取っていいですか。 

事務局： 

 そうでございます。 

会長： 

 本日の議題について、ほかに御質問がありますか。よろしいですか。それでは、本日の議事と

記されている分につきましての、御議論は以上とさせていただきます 

 

その他・閉会あいさつ 

 

・事務局より事務連絡（マイナンバーに関すること） 

・次回審議会の日程調整 

・閉会あいさつ 


