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審議会（第３回）議事録 

 日時：平成２９年９月２７日（水）１０：００～ 

 会場：宗像地区事務組合 ３Ｆ 大会議室 

 

事務局： 

 皆さんおはようございます。本日、福本会長より所用により欠席ということで連絡を受けており

ます。それでは本日ご出席予定の方、お揃いになっておりますので、定刻より若干早うございます

けれども、第３回目の水道事業運営審議会を開催させていただきます。 

それでは、副会長よろしくお願いいたします。 

 

会長あいさつ（代理：副会長） 

 

副会長： 

 本日はお忙しいところ、審議会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。現在出

席委員は 5名ということでございます。宗像地区事務組合水道事業運営審議会条例第 6条第 2項の

規定により会議は成立をいたします。 

 また本日は、お話ありましたように、福本会長が欠席でございますので、水道事業運営審議会条

例第 5条第 4項の規定によりまして、本日は審議会の進行は私が努めます。よろしくお願いいたし

ます。 

では、ただいまから第 3回宗像地区事務組合水道事業運営審議会を始めます。次第に沿って審議を

進めます。 

 

確認事項 

 

副会長： 

 まず、2の確認事項でございます。 

 宗像地区事務組合水道事業運営審議会（第２回）議事録の確認について、事務局から説明をお願

いいたします。 

 

（事務局より、配布資料の差替え及び当日配布資料の説明を行う。） 

 

事務局： 

 それでは、まず 議題の２、確認事項といたしまして、「宗像地区事務組合水道事業運営委員会

（第２回）議事録の確認について」ということで、事前に議事録を送付しておりましたけれども、

この内容につきまして、何か御意見ございましたら、ご発言をお願いいたします。 

 

（異議なしの声があがる） 

 

副会長： 

 ご異議ございませんか。 



 

（異議なしの声があがる。） 

 

 はい、では、異議なしということで確認しました。 

 

事務局： 

 御異議ないということで進めさせていただきます。 

 

副会長： 

 次第に上がってないのですけれども、本日の議事の議事録署名委員を選任したいと考えます。僭

越でございますけれども、私から指名させていただきたいと思います。小樋委員と迫委員にお願い

したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声があがる。） 

 

はい。では、よろしくお願いいたします。 

 

議事 

 

事務局： 

 本日の議事録署名は、小樋委員・迫委員です。よろしくお願いいたします。 

 次に、３番目の議事に入ります。まず、議事に入ります前に、本日は、同ビジョンの第１章から

第３章を、ご審議いただく予定になっております。 

 審議に入らせていただく前に、今回の審議事項、「宗像地区水道事務組合水道ビジョン」あくま

でも今のところ案でございますが、審議の進め方等について、事務局の考え方を御説明申し上げま

す。 

 まず、ビジョン構成案といたしまして、配付資料の目次に示させていただいておりますけれども、

当初、第１回の審議会の時に概要ということで、現行の同ビジョンと同様に１章から８章立てを考

えておりましたが、その後、事務局で検討した結果、もう１章加えまして、９章の構成を予定いた

しております。これは、目次を見ていただければわかりますが、第５章として、市民の意向調査と

いう章を新たに設けております。 

 この章は、現在、水道を使っている利用者の方が、日頃の水道事業に関しまして、感じていらっ

しゃることや将来の水道事業にどのような御要望があるかを把握し、今後の水道事業に反映させる

ため、アンケートを実施する予定にいたしております。 

 統計処理するために、無作為に水道利用者から 3,700 件を抽出いたしまして、10 月初旬にアン

ケートの発送、2週間後を回答期限とし、それから、アンケートの結果の集計整理を行い、次回の

審議会で報告及び審議ということで計画をいたしております。 

 続いて、審議の進め方について説明をします。事務局としましては、事前に提示させていただく

ビジョンを、原則 1章ごとに、事務局の方から補足説明を行いまして、質疑を経て審議会の御意見

をいただきまして、ビジョンに反映させていくという形をとりたいと考えております。また、御審



議並びに御質疑頂きたいのは、主に同ビジョンの構成内容、項目、それから考え方、方針などので

すね、ビジョンの幹となる部分について、御審議、御意見を賜りまして、細かい文章の表現ですね、

て、に、を、は、等になりますけれども、この点についての御修正があれば、審議会終了後に、事

務局の方に御指摘の連絡いただければ、その後、校正処理を行いまして、次の審議会で報告し、ご

承認を受ける方向で、対処していきたいというふうに考えております。 

 以上、同ビジョンの構成並びに審議の進め方についての説明を終わらせていただきます。よろし

くお願い申し上げます。 

 

副会長： 

 ありがとうございます。ただいま事務局からですね、このビジョンの審議等進め方等についてお

話ございました。まず、章立てをですね、８章から９章に改めるということと、それから本日の審

議のやり方でございますけども、章ごとにですね、事務局から補足説明を行って、質疑していくと

いうことでございます。それから、審議する、質疑する部分についてですね、文書表現の問題、こ

れいろいろあると思いますけども、それをいちいちここでやっていても非常に時間がかかりますの

で、本日は基本的な部分の考え方等について、委員の皆さんの意見を取りまとめさせていただいて、

文章表現といろいろ気付かれたとこあると思いますので、これについてはですね、後日、事務局の

方に委員からメモなりですね、口頭でお伝えをして、文章表現に反映させるということにしたいと、

そういう御説明ございましたけども、これについて何か御意見ございますでしょうか。 

 

（異議なしの声があがる） 

 

 それでは事務局の方の説明の通り進めさせていただきたいと思います。 

 

事務局： 

 それでは、副会長の方から、私どもの事務局の進め方について御了解いただきましたので、本日

の議事次第です。 

 まず、（1）の第 1章、ビジョン策定の趣旨について、事務局の方から補足説明を行います。 

 

（事務局より、（１）ビジョン策定の趣旨について説明を行う。） 

 

副会長： 

 ただいま、事務局から第 1章の水道ビジョンの策定の趣旨について説明ございましたけども、何

か委員の方から御意見ございませんか。 

 

委員： 

 ビジョンそのものに反対するものではないのですが、私も長く水道企業団議員として、過去の経

験からすると、北部福岡緊急連絡管が導入される時点で、この末尾に書いている安全、強靭、持続

もさることながら、市民の皆さんは安価、低廉というのを期待しておったわけです。その時に、僕

の経験では、安くなると、福岡、北九州並みにはならないでも、ある程度のね、水道代が安くなり

ますと、いうことで報告を入れたという経緯があります。それを今さら言っても云々ということに



なるかもしれませんが、私は、その当時は企業団の議員じゃなかったから。それまでずっと、企業

団議員を経験する中で、市民の皆さんの声が、やはり福岡、北九州に比べて倍だ、こっちに来てび

っくりしたというのがね、率直な考え方ですね。ですから少しでもそこら辺が緩和されるのかなと

期待をしながら、北部福岡緊急連絡管を恐らくその当時の議会では許可をしたのだろうというふう

に思うのですが、そこのところはどうですか。 

 

副会長： 

 誰か、ありますか。 

 

事務局： 

 今の委員のお尋ねでございますけれども、北福導水が整備されてですね、その当時まで料金が値

下げをするとかいう議論があったかどうかは、私もちょっと承知しておりませんけど、福津・宗像

と統合いたしまして、事務組合として水道事業をしているところで、平成 22年 4月に統合いたし

ておるところは御存じのところと思いますけれども、その後、広域化に伴うものと、あと、緊急連

絡管を使って北九州の方から用水供給を受けております。そのせいもありましてですね、広域化、

それと北九州の安価な上水ですね、これを受水することになったこと、それだけではないと思いま

す。その他もろもろの計画等があったと思いますが、整備計画のその辺に基づいて、平成 26年 4

月にですね、7.7％弱の料金改定、実質値下げという事実がございますので、水道事業体としては、

水道法の第 1条にうたわれており、清浄低廉というのが原則となっておりますので、今後とも、そ

れを踏まえて水道事業の運営に当たっていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

委員： 

 加えて、もっと言うならですね、末端給水が統合されていますよね。そのときも安くなるという

お話は、執行部は、当時の組合長は谷井さんでしたか。やっぱり安くなるということで、やっぱ市

民の関心というのはもちろん、安定的に給水していただくのも結構だけども、他の地区との比較で

どうしても物言いますものね。若いお父さんお母さんが来られて、なんで宗像地区はこんなに高い

のと言うのはお聞きになったことはないですか。福岡県下では今何番目ですか。正直言って。 

 

事務局： 

 後ほど、このことについては今回審議いただく内容に触れるかと思いますが、資料の２４ページ

に、県内の水道料金、宗像地区事務組合の料金水準がどのあたりにいるかというのをお示しさせて

いただいておるところです。月 10㎥当たりでいけば、県内５０事業体ございますけれども、その

うちの 20番目。20㎥においては、14番目というところに位置しておるところでございます。以上

です。 

 

委員： 

 将来的にはやっぱり安くしていくという方向で検討中なのかどうなのか、そこら辺も若干考え方

をお聞きしたい。 

 

事務局： 



 先ほど申し上げましたけれども、水道法の理念にのっとりまして、低廉清浄ということがござい

ますので、これをやっぱり基本に踏まえて、今のところ幸い人口も増えておりますので、給水収益

は、今後当面はですね、伸びていくものというふうに考えておりますが、全国的な傾向といたしま

しては、減少の方向に傾いている状況に見られるところが多くございます。宗像地域におきまして

も、若干の時間のずれがあったとしましても、将来的には減少の時代に入っていくものというふう

に考えております。こういうことも踏まえまして、今後ですね、施設の整備計画等はきちっと精査

をしながら、料金水準を最低限維持するということを今のところ、事務組合として考えて運営をや

っているところでございます。不測の事態が生じて御無理言うことも生じることも想定はされます

が、現在のところは今の料金水準を維持したいというふうに考えております。以上です。 

 

副会長： 

 委員からなるべく低廉な水をという御意見ございましたけど、それ以外の御意見ございますか。

御意見ございましたけども、委員も冒頭おっしゃったように、ビジョン策定そのものに異議はない

と言う発言もございましたので、御意見がなければですね、この第 1章、ビジョン策定の趣旨につ

いては、質疑を終わりたいと思います。 

 それでは、第 1章のビジョン策定の趣旨につきまして、基本的な考え方に賛同される委員の皆様

は挙手をお願いしたいと思います。 

 

（賛成の挙手があがる。） 

 

ありがとうございます。全員が賛同ということでございますので、第 1章の質疑はこれで終わりた

いと思います。次に、第 2章、事業概要について事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局より、第２章 事業概要について説明を行う。） 

 

副会長： 

 はい、ありがとうございます。第２章事業概要について事務局から説明がございました。事業内

容、それから施設概要、それから今詳細に設計方法まで御説明がありました水需要実績と将来見通

しです。これについて、委員の皆さんから何か御意見ございますでしょうか。 

 

委員： 

 6ページの将来の見通しで、表には給水人口及び 1 人最大給水量が記載されているのですけど、

文章化された方わかりやすいのではないか。ここに資料の 2・3・4 の中に、文書として、人口と、

給水量、数値を入れたほうがわかりやすいのではないかと思います。 

 

副会長： 

 今のご意見、事務局いかがでしょうか。 

 

委員： 

 前のページで、現況のところに、人口及び給水量はちゃんと書いてあるね。表じゃなくて、そっ



ちの方が、読みやすいのではないかな。 

 

事務局： 

 すいません、貴重な御意見ありがとうございます。今おっしゃられたとおりですね。現況のとこ

ろには、トータルの水量等と記載をいたしておりますので、将来見通しの方にもですね、水量を記

載するような形で修正作業のほうをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

副会長： 

 ほかに御意見ございますか。 

 

委員： 

 一日最大マックスで 340～350リットルだろうと思うのですが、1人当たりは。恐らく実際には、

給水量 300リットルを若干下回っているのではと。水に対する市民の皆さんの考え方も、かなり高

度になってきています。無駄にしないと言う精神がね、かなりマックスと実際の使用量っていうの

が、乖離があるのでは。おいくらになっています今マックスは。 

 

事務局： 

 お答えさせていただきます。28年の決算値、参考という形のお答えになりますけれども、今現

在ですね、1人 1日平均給水量は 263リットルです。1日最大給水量については 28年の実績で 300

リットルというふうになっております。以上でございます。 

 

委員： 

 昔から比べるとかなりやっぱり節約されていますね、以前は 300リットルはるかに超えていまし

た。 

 

事務局： 

 補足して御説明しますが、やはり節水機器ですね。今の水を使ってる機器というのか、ほとんど

がもう節水型になっております。そこは 1番大きな要因かなというふうには分析をいたしておると

ころでございます。以上です。 

 

副会長： 

 ほかに何かございますか。 

 それでは、他に御意見ないようでございますので、この第２章ですかね、事業概要につきまして、

御指摘を踏まえてですね、数字を書き込むということを前提にいたしまして、この第 2章、基本的

な考え方に賛同いただける方は、挙手をお願いいたします。 

 

委員： 

 審議会で挙手というのはどうも馴染まないような気がするんですが。 

 

副会長： 



 皆さんのサインをどうやって確認するかということなのですけど、御異議がなければ進めたいと

いうことで、異議があったらそこでご発言いただくという形で進めたいと思いますが、よろしいで

すか。 

 では、次に第 3章ですね、現況と課題につきまして、御説明をお願いいたします。ボリュームが

ありますので、前半 7 ページから 13 ページと後半 14 ページから 29 ページに分けて、説明受けた

いと思います。それでは、事務局から前半部分の説明をお願いいたします 

 

（事務局より、第３章 現況と課題（前半部分）について説明を行う。） 

 

 

副会長： 

 第３章、現況と課題の中で、水の運用とそれから水質及び検査体制、施設概況と簡易水道につい

て御説明がございました。委員の方から御質問、御意見ございますか。 

 

委員： 

 ７ページの現況と課題の所ですが、中段に久末ダムの関係が書かれていますが、非常に短く休止

しています、廃止します。ということなんですが、これと本木簡易水道とは表裏一体の関係にある

ということは執行部の皆さんご存知でしょうか。 

 久末ダムに導水しているから簡易水道で安いんだ、料金改定はしましたがそれでもまだ安い。昔

のことを言ってはなんですが、やりっぱなしに使っていた時代があって、議会で指摘して料金改定

したという経緯もあります。この久末ダムについての文面については、福津市から出た委員として

は忸怩たる思いがあるんです。久末ダム廃止については、次期尚早と考えます。それはここにおら

れる方はほとんど知らないと思いますが、久末ダムができた生い立ちあたりを。 

 一つは、福間町水道事業第 4次計画における給水区域及び区域外への拡張を含めてまだ未検討な

んですね。 

 二つめが現在宗像地区全体の充分な余剰水量が確保されていない状況の中で、世界遺産登録など

を含めた水事情が検討されていない。 

 三つめが今後の給水人口の増加に対して配水ブロックの再編、又は北部福岡緊急連絡管からの受

水増にて対応するしかないと考えると北九州からの確約が現時点では取れていないのではないか。 

 四つめが久末ダム新設時から地元補償に対する説明責任が全くなされていない。本木区取水口清

掃委託料、あるいは久末ダム清掃委託料ということで福間町時代から一般財源から地元にお支払い

をしていた経緯があります。 

 五つ目に地元との覚書の整理が福津市と事務組合、地元畦町、久末、本木で未調整であります。 

 六つ目に廃止後のダム維持におけるハード整備等の問題が洗い出されていない。これまた未調整。 

 七つ目が本木簡易水道の枯渇や水質悪化に対する危機管理対策、すぐに浄水場へ切り替えるとか、

そういった将来の見通しを持っておられるのかどうか。離島とは別に域内ですから水道に変えよう

と思えば変えられるわけです。久末ダムをもし廃止や休止するのならば、その当時の約束から離れ

てしまうので当然上水に切り替えるとかそこら辺まで検討されているのか。以上、いろいろ言いま

したけれど考え方をぜひお伺いしておきたい。 

 



副会長： 

 委員からですね、私もメモとれなかったくらいで、7項目ぐらいの御指摘ございましたけれども、

事務局の方、今日回答できますか。 

 

委員： 

 未検討の分を残したまま、ビジョンを作ってまた途中で再現すればそこで解決しなければならな

いもので、特に本木簡水は歴史がありますから地元との調整をきっちりやらないと中々スムーズに

いかないと思います。 

 

事務局： 

 今、一つ一つ考えながら聞いていたのですが、指摘されたことが多くて、この場では返事ができ

ない事が沢山あります。もし何か持っていらっしゃるのならお預かりして、検討した結果を次回に

回答したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

委員： 

 関連してちょっと今委員が言われたことも、恐らく先人たちが苦労されてですね、水源確保され

たと思うんですよね。ひとつその辺のいきさつについては、私どもちょっとはっきりわかりません、

はっきり言ってですね。ですんで、福津市さんの前の水道課関係の方とですね。組合の方と一応協

議されたらどうなんですかね。今、委員が提案された 7項目のことに基づいて。水道ビジョンにつ

いては今の認可と、39年度までの一日最大給水量は自己水源を合わせて、また受水量をあわせて

十分な水源があるということで、いいとでしょう。だからそれはもう十分足りるのだから。このこ

とについては、水源にするかどうかっていうのは、ちょっと違和感を感じます。 

 

事務局： 

 そう言った所も含めてですね、言われた事をざっと考えると、ここで協議する問題とそうでない

問題が含まれているんですね。そういった取捨選択を含めて次回に回答したいと思います。 

 

委員： 

 事務局が言わんとすることはよくわかります。ここでうんぬんではないです。本来は議会できち

んと整理されてビジョンが作成されるべきであって、議会で全くそんな話がないままスルッと行っ

とるものだから、私ら先輩議員は忸怩たる思いをしている訳です。私がいたら問題にしています。

なぜ久末ダムを廃止するのか。その当時私はおりませんでしたので、確か 1年か 1年半前に決まっ

たことと思います。 

 

事務局： 

 基本的な考え、今までの流れからすれば久末ダム、東部浄水場に併せて廃止するということで進

んできていますので、私共のビジョンはそれを踏襲した形で進めていくのが大前提です。ですから、

今おっしゃった色んな質問の中、思われている様な結果にならないことが多いと思いますが、質問

としていただいた分はお返ししたいと思いますので、書いたものがあれば後でいただければと思い

ます。 



 

副会長： 

 委員のご指摘ですね。事実確認も必要でございましょうし、それをきちんと事実確認をして整理

した上で、次回御説明をいただいた方が、議論がわかりやすくなるんじゃないかと思いますので、

そういう扱いでよろしいでしょうか。 

 他にご意見ありませんか。 

 

委員： 

 この、9ページのですね。表 3-1なんですけど、残留塩素の表示がですね、主婦としてはすごく

わかりやすくなっているのでよかったと思います。 

 

副会長： 

 はい、ありがとうございます。 

 

委員： 

 今の世の中は安くて丸投げが流行っています。安かろう悪かろうで、後で問題が起きてもなかな

か解決できない。責任の取りようがない。北部福岡緊急連絡管にしてもそうです、北部福岡緊急連

絡管は新宮までしか行っていない。それから先は止まっている。福岡市まで行っていない。本来は

福岡市が必要な水を導水管で繋いでいるんです。だから北福導水という名称になっているんです。

途中 5万トンの内の 2万トンの水を途中で卸しているこれが実態なんです。僕はずっとおかしいと

言っていたんです。福岡市が取るのであればついでにこっちも頂けばいいけど、新宮までで止まっ

ていて管の中の淀んだ水をもらうなんてもっての外だと反対したこともありました。北福導水の名

称はいいけど、実態は福岡まで水がいっていないのを途中でとっている、5万トンの内の 2万トン

を、そこら辺は政治判断でしょう恐らく。その当時の関係者がしゃかりきで工事をしましたね。そ

ういう面もあって、ぶり返して申し訳ないんですが、久末ダムへの思いは旧福間町民の皆さんはみ

んな一緒なんですよ。あのダムを造る時に色んな苦労をされている。公民館、図書館もない中で、

町長が我慢を強いられて財政的に厳しいからとにかくダムを作るんだと。まだ財源が足りない、福

間中学校の運動場の半分を売ってでもそれを財源にした経緯があります。そういう生い立ち、経緯

を知っている議員さんが事務組合の議員の中にいないんですよ。だから何でもするする通してしま

う。やはり福津市の財産であるし、先人が苦労した思いを引き継いでいかなければという気がある

もんですから、あえて苦言を呈しておるわけです。それは大変だったですよ。昭和 50 年代、その

当時は宗像町時代です。だから企業団ができたんですよ。今日あるのは水のおかげですよ。 

 

副会長： 

 今の委員のご発言、次回の整理の上で発言と一緒にさしていただきたいと思います。 

 

委員： 

 11 ページなんですけど、3.3.1 施設整備は 39 年度までに大規模な改築工事が予定されているん

ですかね。 

 



事務局： 

 お答えさせていただきます。平成 22年の時点でですね、広域化促進整備計画というものを作成

させていただいてまして。 

 

委員： 

 これは水道ビジョンだからね。29年から 39年までのビジョンの中で大規模な改築工事を考えて

いるかという質問です。 

 

事務局： 

 今現在、国庫補助事業を使ってですね、31年度まで継続して事業を行っている最中ではござい

ます。31年度以降 32年からにつきましては、現在、どのような補助事業があって、どれをとった

ら有利なのか、また財源等々の割り振りもございますので、整備計画でどこを優先していくのかっ

ていうのを検討させていただいてる状況ではございます。 

委員： 

 ということは水量が大きくなるということはない訳。今の計画水量は変わらないと。 

 

事務局： 

 計画水量を変えるとなれば、国の認可をとる必要がございますので、今のところ 39年度まで見

越した中で、私どもが今持っている 4万 5000トンで足りるということです。 

 

委員： 

 現有施設で足りるということでしょ。3.3.1の施設・設備の中に「適切な時期に適正な規模で更

新し」という文言がありますが、規模を更新するのか。 

 

事務局： 

 規模ではなくて、現状の給水の浄水能力を維持するための施設の更新というふうなとらえ方です。 

 

委員： 

 規模ではないの。 

 

事務局： 

 はい、規模ではございません。 

 

委員： 

 11ページのアスベスト管が０．５％残っているという問題。アスベスト管はとっくに入れ替え

たと理解していたのですが、まだ残っているんですか。０．５％くらいなら早くやったほうが良い

んですよ。 

 

事務局： 

 この分につきましてはですね、管の使用用途を導水送水、ほぼ導水管ということで、これは本木



から久末に引っ張ってきている導水管が石綿管で残っており、そこがほぼメインというふうな形に

はなります。 

 

委員： 

 そこだけですか。 

 

事務局： 

 ほぼですね、大きく見てくれば、後は送水管と配水本管も若干数字としては残っておりますけど

も、これにつきましては順次計画を追いながら、更新をかけていく予定というふうになっておりま

す。以上です。 

 

副会長： 

 それでは先ほどですね、委員から御指摘あって、保留した分ですね、これを除きまして、基本的

には事務局の考え方で皆さんよろしいでしょうか。 

 

（はいという声がある） 

 

 では、第 3条の前半部分を終わりたいと思います。続きまして第 3章の後半の部分の説明をお願

いいたします。 

 

（事務局より、第３章 現況と課題（後半部分）について説明を行う。） 

 

 

副会長： 

 ありがとうございます。ただ今の３章のですね、14ページで経営状況から環境のところまで御

説明ございました。委員の方から御質問等ございますでしょうか。特にございませんか。 

 そうしましたら、この後半部分については基本的なところは御了承いただいたということでです

ね。 

 冒頭申し上げてまいりましたように、いろいろ文章表現その他御意見ございましたら、次回まで

お出しをいただくようにしたいと思います。 

 それでは、本日のですね、審議事項、以上これで終わりたいと思います。次の開催日程の調整に

移ってよろしいでしょうか。 

 

（第５回目審議会の開催日日程調整を行う。） 

 

副会長： 

 それで本日の議事は、すべて終了いたしました。これをもちまして第 3回宗像地区事務組合水道

事業運営審議会を閉会いたします。 

 長時間御苦労さまでした。 

 


