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審議会（第４回）議事録 

 日時：平成２９年１１月１０日（金）～ 

 会場：宗像地区事務組合 ３Ｆ 大会議室 

 

事務局： 

 定刻前でございますが、本日も福本会長は所用により欠席との連絡を受けております。皆さん揃

われていますので、時間前ですが始めさせていただきたいと思います。では、副会長よろしくお願

いします。 

 

副会長： 

 本日お忙しいところ審議会に御出席いただきましてありがとうございます。現在の出席委員は 5

名でございます。宗像地区事務組合水道事業運営審議会審議会条例第 6条第 2項の規定により、会

議は成立しております。 

 また、本日も所用により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、審議会の進行は私が務めます。 

 それでは、ただいまから第 4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。 

 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 3回）議事録の確認

につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局： 

 まず、配付資料の確認をお願いします。当日配付資料として、まず資料 3、第 5章市民の意向調

査、それから資料 4として、第 2章の事業概要 2.3.2の将来見通しの部分です。それから資料 5、

前回の宗像地区事務組合水道事業運営審議会に提出された意見に対する回答の要旨ということで追

加資料をお配りしております。お手元ございますか。 

 それでは、2の確認事項ですね、宗像地区事務組合水道事業運営審議会（第 3回）の議事録の確

認についてです。事前に送付しておりまして、もうお目通しをいただいていると思いますが、内容

につきまして、何か御意見、御異議ございましたら御発言をお願いいたします。 

 

（特に意見や異議等なし） 

 

 議事録の確認ということで、特に御異議がないようですので、議事録署名委員の方は、お手数で

すけれども、会議終了後に、議事録に署名捺印をお願いいたします。 

 それでは、次々回第 6回の開催日程についてお諮りをしたいと思います。事務局案としまして

は、年明けの 1月 26日の金曜日の 14時からということで開催をしたいと思っておりますが、委員

の皆さま、ご都合はいかがでしょうか。 

 では、次回第 5回の審議会日程は決まっておりますので、第 6回目の審議会は 1月 26日金曜日の

14時から開催を行います。 

 

副会長： 

 それでは次に、5議事に入ります。宗像地区事務組合水道ビジョン案について、審議に入りま



す。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局： 

 まず（1）の前回質問等に対する回答ということでございます。 

 前回審議資料のページ 6ですね、今日、資料としてお配りしております資料 4をご覧いただきた

いと思います。こちら第 2章事業概要 2.3.2将来見通しの説明文の中に人口や給水量を記述しては

どうかという御指摘がございましたので、今後の 10年間の人口及び水量等を加えたものを本日配付

させていただきます。内容のご確認をお願いしたいと思います。具体的には、平成３９年度まで、

前回資料ではパーセントだけだったのですけども、人口の増加数を 11,000人、1日最大給水量も、

同じくパーセントの表記だけだったのですが、それを 1,900㎥伸びると記載しています。それか

ら、給水人口ですね、これも同じく 19％の増というふうにしておりましたけれども 9,900人に、そ

れから一日最大給水量についても、2,600㎥ということに修正させていただいております。以上で

ございます。 

 

副会長： 

 ただいまの委員からの指摘に対しまして事務局から説明がございましたけども、これにつきまし

て委員の皆さんも質問が何かございますか。 

 

（特になし） 

 

副会長： 

 では、特に異議がないようですので、委員から指摘ありました内容については、資料 4のとおり

差しかえをお願いいたします。次の質問に関しての説明をお願いします。 

 

事務局： 

 続きまして、前回委員からも御質問ございましたことに関しまして、当日配布資料として資料 5

を配布しております。事務局長の花田から回答させていただきます。 

 

事務局長： 

 座ったままで失礼いたします。説明をさせていただきます。前回提出されました意見に対する回

答でございます。質問内容と回答の要旨を記載しました本日配布資料の資料 5を併せてご覧いただ

きたいと思います。 

 それでは、質問の 1からでございます。福間町水道事業第 4次拡張事業における給水区域の維持

確保及び区域外への新規拡張が未検討であるという問に対しまして回答します。福津市、宗像市の

水道事業が統合されるまで、それぞれで水道事業をやってきました。拡張事業につきましては、統

合する際にそれまで各々で持っておりました事業計画を廃止して、宗像地区事務組合へとして新た

な事業を定めております。このため、当時福津が定めていた数値は、今は存在しておりません。現

在存在している目標値これは宗像地区全体へのものでありまして、計画給水人口 14万 7,920人、計

画１日最大給水量を 51,100㎥、計画一人 1日最大給水量 345リットルでございます。給水区域は、

当時のまま変更はしておりません。今回当ビジョンで計画している数字につきまして参考に申し上

げますけども、計画案によりますと、計画給水人口 14万 7,760人、計画 1日最大給水量 4万 3,100



㎥、計画 1日最大給水量 292リットルとしておりまして、供給能力の範囲内ということになってお

ります。区域外への新規拡張の件でございますけども、宗像市・福津市とも、現在の給水区域を大

きく拡大するような開発や計画は聞き及んでおりません。むしろ現行の能力の中で供給が不可能な

標高の高い地域につきましては、給水区域から除外する計画でございます。今後開発等で給水人口

等が増加しまして、現在の供給可能な水量では不足する事態が発生いたしましたら、宗像地区事務

組合の拡張事業として、認可の変更手続を行って拡張していくことになります。ただし現在の人

口、これも全国的にみましても、減少傾向に入っておりまして、こういうことは恐らくないと考え

ております。 

 続けていきます。質問の 2でございます。現在、宗像地区全体の十分な余剰水量が確保されていな

い中で、世界遺産登録などによる水需要等が未検討であるという質問に対しましてです。世界遺産登

録によって、給水区域内の人口、給水人口がどれぐらい増加するのかについては今の段階でだれにも

わかりません。ただし、世界遺産登録前から、顕著に来場者が増加している宗像の大島におきまして、

その動向を見ましたところ、増加ではなくて、月によっては昨年を下回る月もあるほど増加の実態は

ないというのが見えております。今後、宗像地区内への来場者が増加することに伴いまして、ホテル

など大規模の宿泊施設が増加していく場合には少しずつ使用水量も増えていくのではないかという

ふうに考えております。なお、余剰水量が多ければ、渇水時には非常に助かるわけでございますけど

も、通常使用されない水を抱え込むことによりまして、貯水能力それから浄水能力、これらも余分に

必要になることになります。これらのことによりまして、投資額それから維持費用がかさむことにな

り、ひいては経営を圧迫するということにつながっていきます。 

 質問の 3でございます。今後の給水人口増に対しまして、配水ブロック再編または北部福岡緊急連

絡管からの受水増にて対応するしかないと考えますけれども、北九州市からの確約が現在時点でと

れてないという質問でございます。これに対しまして、水道ビジョン、お手元の 7ページを開いてい

ただきたいと思いますが、ここに示しておりますように、今後 10 年間で増えていく人口の増加程度

であれば、現在の多礼浄水場の 2万 9,600㎥、福岡地区水道企業団からの送水、2,400㎥、北九州市

の用水供給事業からの送水、これら日量 1 万 3,000 ㎥の合計 4 万 5,000 ㎥の範囲で足りると見てお

ります。 

 それから質問４番ですね。久末ダム新設時からの地元補償に対する説明責任がなされていない。本

木区取水口清掃委託料、それから久末ダム清掃委託料、この質問４については、次の質問５と同時に

お答えしたいと思います。 

 質問５につきましては、地元と覚書の整理が福津市、事務組合、地元、この地元と言いますのは、

「畦町区、久末区、本木区」という 3地区で未調整という質問に対しまして、質問４と５の回答はあ

わせて行います。 

 事務組合といたしましては、久末ダム新設時からの補償問題、それから地元との覚書の整理の未調

整の問題は、これを解決する義務はないというふうに考えております。理由につきましては、福津市

からこれら水道資産を引き継いでから現在まで、福津市のこの 3 地区のどの地区とも問題を発生し

たこともありませんし、協定に違反したこともないと、要するに問題は発生してないということでご

ざいます。 

 それから、本木区取水口清掃委託料、それからもう一つ、久末ダム清掃委託料について、これにつ

きましては、事務組合が水道事業の用に供した期間のみですね、この委託料を支払う義務があるとい

うふうに考えております。 

 続けて質問 6、廃止後のダム維持におけるハード整備等の問題点等が洗い出されておらず、未調整



であるということの回答につきましては、用途廃止後のダムの維持管理、これは返還を受けるべき福

津市の責任においてにおいて行うべきというふうに考えております。ハード整備等の問題点も存在

しておりません。管理の引き継ぎは必要に応じて行います。 

 質問 7、本木簡易水道水源枯渇それから水質悪化に対する危機管理対策、上水の切り替えが未設定

という質問でございます。これにつきましては、本木簡易水道事業のこの部分を調べましたけれども、

福間町の時代、古い時代になりますけども、ここで水道事業を創設するため、久末ダムに水を本木地

区から導水するということに起因いたしまして、もともと農地の灌漑用水として利用していた湧水

に一定の浄水処置を加え本木地区内に管を埋設して、飲料水用に供給するようにした条件工事とい

うふうに聞いております。条件工事であったために、その水道使用料は水道料金と比べまして破格に

安く設定されております。それから、使用者、これはだれもが使えるものではなくて、地元が認める

人しか使用できないというふうに聞いております。それから、質問の水源枯渇と水質悪化、これに対

する対応につきましても、本木地区と福間町の間の協定、覚書には何も見当たりません。その後、本

木簡易水道事業を宗像地区事務組合で引き受ける際に、質問のこういった問題、それから危機管理対

策は条件には出てきておりません。今言いましたように、協定や覚書などには、約束事はありません

けども、これらの問題は今後発生する可能性がございますので、新たな課題として、福津市と事務組

合で協議を行うことが必要であるというふうに考えております。出されました 7 点につきましては、

以上のとおり回答させていただきます。以上です。 

 

副会長： 

 ただいま、委員からの質問に対しまして事務局からの回答がございました。皆様から御質問等あ

ればお願いいたします。 

 

委員： 

 ７点詳細にわたって説明を受けた訳ですが、２、３合点のいかない点があります。まず、現在の

数値しか書いていないですよね、当時の福間、玄海、津屋崎、宗像の当時の目標があったはずだ

が、合併時にはそれがないとはありえない。４次拡張で福津、福間地区の数値は出ていますという

こと。 

 

事務局長： 

 今のご質問の当時の数値がないということでございますけども、基本的にはですね、宗像市、福

津市からの水道事業を引き継いで、事務組合で新たな計画をつくっていると書いております。その

時にですね。前の計画はすべて破棄したということになっております。ですから、そのとき定めて

あった福間町の時代の数値はもうないものというふうになっております。 

 

委員： 

 合併時は地域差というものが小さな問題かもしれません。しかし、今までの経過を知る私が思う

のは、全くそこらへんが置き去りにされたこと。今後そういう問題が出た時には、事務組合が今後

義務を負わなければならない、久末ダムを廃止するなどハード面や維持管理を含めて。清掃委託業

者へも年間 100万から支払っておりましたから、そこから減額した経緯があります。そういう経緯

があったことも知っておりますから、全くそこらへん関係ないよとはならない。詳しい関係者が残

っておれば、絶対これは問題になっていると思う。まったく今は問題ないから、素通りしていくと



いうことにはあいならんと私は思う。この三地区の方にこの回答を見せたら、はたしてどうなるで

しょう。なんやそれと、逆に地元の方は反発されるのではないか。湧水と言いますが、あれは銅山

の水がずっと出ているのです。平成６年の渇水時でも、釣川は渇水で水が無かったが、西郷川はあ

った、水は流れていた。何十年と銅山の水が流れ西郷川に流れてきていた。 

 

事務局長： 

 二つ言われましたので、その二つちょっと回答させてください。まず今おっしゃった本木の湧水

の件でございますけども、申し上げましたように、結果的にはもう条件工事ということで、地元の

方に有利な事業としてやっておるわけでございまして、私どもも引き継いだ以上、引き継いでいる

期間については、どういう状況であっても水の補償はするということです。最後の項目で申し上げ

ましたように、福津市と協力しながら、話し合いをしながら、どうやっていくのかというところ

は、今後の課題ということで整理をしたいと考えております。 

 それから、久末ダムの維持管理の件でございますけども、申し上げましたように、私どもが水道

事業に供している期間につきましてはですね、私どもの責任でもってすべて支払っているというこ

とでございますが、これを返還するということになれば、福津市で費用を支払っていただくという

ふうに考えております。 

 

委員： 

 ということは、返還すると言っても、福津市がもういらんと言った場合はどうなるのですか。 

 

事務局長： 

 基本協定の中で、水道資産として不要になったときは返還すると、用途を廃止した後に返還する

というふうに決まっておりますので、福津市はそういうことは言えないと思います。協定違反で

す。 

 

委員： 

 わかりました。余剰水の件ですが、福津市は家もたくさん建ち続けているし、今度は三号線の上

側の開発も出てくる。その場合の水のあては。北福緊急導水管に頼らざるを得ない。そうなった場

合、今の１万３千トンの値段が、そのまま移行するのか私は非常に懸念している。北九州市も商売

ですから。下手をすれば５割、６割上げた値段で水を買ってくれということも考えられる。そうい

ったことも含めて、将来の１０年間のビジョンを考えておられるのか。 

 

事務局長： 

 今の問題でまず、3号線の上の方、要するに通常でいうと南側ですね。この開発については、私

ども何も聞き及んでおりません。ここでどういった開発が行われるかということをまず、私どもに

相談があってしかるべき話であって、その中で、これでは明らかに水が足らないということになれ

ば、それはもう私どもの仕事として水源開発をするなり、そういった形をとらざるを得ない。今の

この時代に、人口がふえているところというのは非常に少ないが、水がないから人口ふやしてはな

らんということにはならない。ですから、何とかして、そこの水の確保はしなければいけないと思

いますが、おっしゃったように、道は一つではないんですよね。北九州から必ず水を買わなきゃい

けない状況とは限らないのです。まだいろいろ方法はありますので。例えば、これも非常に例えば



の話でございますけども、隣接するところの古賀市だとか新宮町だとか、そういったところから余

剰水を買うという方法もありますし、ここのダムの能力を拡大するとか、そういった方法もいざと

なれば考えていかなきゃならないということで、方法は一つではございません。北九州市の水につ

いては、言われるように、もうほとんど限度の量になっております。ただ、額については、どこま

で上がっても 100円というところで今契約をしております。100円プラス消費税ということでずっ

といくというふうに協定を結んでおります。ですから、そういったところについては値段が上がる

っていうところについては心配しておりません。以上でございます。 

 

委員： 

 協定やらはただの紙切れですからね。ですが、私の耳に入ってくるのは３号線の南の方、結構や

っぱり事業者の方も入ってきていますよ。人口は増えていますよ、福津市は。 

 

事務局長： 

 人口が増えている分はですね、福津市さんの総合計画を策定する際の人口増というところでの歩

調を合わせているつもりでございます。ですから、正式に話があれば、そこは無視することはあり

ませんし、話し合いには応じていくつもりでございます。以上でございます。 

 

委員： 

 畦町等３地区の関係については、誠意を持って話し合いをしなければならないが、それは福津市

の責任だとは相成らん、合併して宗像事務組合に一括したわけですから。当然責任は事務組合にあ

るんです、そのあとのフォローも含めて。 

 

事務局長： 

 疑問に思ってらっしゃることについてはお答えします。お話し申し上げましたように、私どもは

福津市と宗像市からですね、水道資産を水道事業に供するためにお預かりしている。ただし、久末

ダムとか東部浄水場とか、私どもにとって水道事業に供さなくなった財産というのは、お返しする

約束になっております。ですから、ものを壊すなど元どおりにならないような形でやったなら話は

別ですけども、特段地元と問題も起こしてないし、苦情もあってないので、その分については、そ

のまま福津市さんにお返しする。宗像市であれば、宗像市さんにお返しするというところです。特

に宗像市についてはですね、ダムも浄水場もお返ししてきた経緯もございますので、同様な取り扱

いになるというふうに考えております。 

 

委員： 

 大井ダムの件でございますね。 

 

事務局長： 

 はい。ですから、これも協定に基づいた行為でございますので、同様に取り扱いをするように考

えております。 

 

委員： 

 小さいものも含めて７つ回答して頂きました。ですが、福津市サイドから言わせると、あり方や



経緯を含めて、忸怩たる思いがあります。久末ダムは用水供給ダムですので、他の目的には使えな

い、だったら単なる池ですよ。それを返してもらって維持管理となると福津市としても考えるので

はないでしょうか。以上です。 

 

副会長： 

 それでは、委員の前回の質問に対する回答のやりとりございました。これは、現在休止している

久末ダム、これを廃止というのは、時期尚早だという観点からの御質問でしたけども、今のお話に

ありましたけども、水源を切りかえた結果として久末ダムを活用しないということで、決まってい

て、この話になっているのですね。活用しない財産は今やりとりでましたけども、これは福津市に

返還する約束になっているんだと。 

 

事務局長： 

 そうです。福津市さんだけではなくて、宗像市も含めてですね。 

 

副会長： 

 だからある意味、久末ダムを活用しないということはもう事務組合の方で決定されている事柄な

のです。時期早尚であればですね、今後検討する余地があるような感じですけど、これは事務組合

で決定事項なのですかね。 

 

事務局： 

 今の御質問ですけれども、繰り返しになるかと思うのですけれども、遊休資産ですね、水道資産

として用途をなさないというふうに位置づけた場合はですね、協定に基づいて、関係市のほうに返

還をするということは協定で結ばれております。こちらの久末ダム、東部浄水場に関してなんです

けれども、これに関して、当時福津市の方でもいろんな検討がなされたようです。福津市時代はま

だ結論が出ておりませんでしたが、その検討を事務組合として引き継ぎまして、継続して検討を行

っております。その検討過程の中で、水需要に関しましては、北九州と福岡からの受水と自己水、

多礼浄水場の持っている供給水で足りるということで、当時水道ビジョンというのをつくってお

り、その中で検討を行った結果、結論が出されています。その中で方向性を出しておりまして、こ

の両施設の取り扱いに関しましては、当組合の経営会議という最高の意思決定の会議があるのです

が、平成 27年の 6月 30日に行われておりまして、これが議題として上がっております。その中

で、この平成 27年 6月当時はですね、廃止を視野に入れたところで、とりあえず休止ということで

機関決定を行っておりまして、その後の平成 27年の 7月 9日の当組合の議会の中での全員協議会

で、説明を行って了解を得ております。なぜこのときに用途廃止をしなかったかっていうのを申し

上げますと、当時福間駅東地区では、大規模開発が進行しており、将来の人口推計とか水需要予測

の見極めは難しかったということで、当面、その当時の会議録を見ますと、3年程度は休止をする

ということで説明をしております。以上でございます。 

 

副会長： 

 ありがとうございます。そして今回のですね、水道ビジョンの策定に当たっては、久末ダムの活

用を前提としない。つまり、ほかの三つの水源ですね、北九州と福岡からと吉田、多礼ダム活用し

たこの三つの水源でやっていくのだという前提でビジョンを策定していくということに関してはよ



ろしいですかね。それで、今のお話がありましたけども、久末ダムを廃止と書くと、いかにもダム

そのものをなくすような表現になるんですよね。私は事務組合ができるのは、用途廃止だけじゃな

いかなという気がするんですけど、用途廃止して返還するという約束になっていたような気がする

のですが、そういう表現に改めることできますか。 

 

事務局： 

 前回審議いただいた 7ページの表記なのですけれども、ここに廃止という言葉を使っておりま

す。その中で、用途廃止というのが正式でございまして、そういった場合は協定に基づいて返還を

行いますということで、当然、現状のまま、何も手をつけずに、お返しをするということでござい

ます。あくまでも、水道事業として用途を廃止するということです。今、副会長からご提案ありま

したので、そこの表記は変えたいと考えております。あわせて、ちょっと言葉足らずの部分があり

ます。例えば水需要の予測とか含めたところなど、再度ここの編集をやり直しまして、次回の審議

会に御提示をさせていただくことでよろしくお願いします。 

 

副会長： 

 はい。ありがとうございます。ほかの委員さんからこの点に関して何か御質問ございますか。 

 

委員： 

 私どもは、30年度から 39年度までの計画の策定とのことで組合長から委嘱を受けております。

今日はいろいろ７つの質問事項で従来からの経緯の話を聞き、そのお気持ちは重々わかりますけ

ど、この審議会で議論するのは、この中の 1から 3番までかなと、4から 7については、福津市と

事務組合で協議しながらやっていくことでいいとでしょう。今のこの委員の方々が 39年までの事務

組合の事務局から提案された内容を、検討しながら組合長に提言するっていうか、そういう回答す

るという形だろうと思うんですよね。だから、基本的に資料に基づいて議論すべきじゃないかな。

私個人的にはそう思います。 

 

委員： 

 ただやっぱりここに至るまでね、いろいろあっているものですから。たまたま関係者がそういう

造詣の深い議員さんがおられない中の議会で決まったことだから、忸怩たる思いが強い。やっぱり

災害時に対応できるような体制も考えてほしいというのが福津市の希望です。 

 

副会長： 

 今の御発言をふまえて、表現その他事務局で考えていただいてですね、なるべく市民の理解を得

られるように、わかりやすい表現にして記述していただければと思います。 

 

事務局： 

 今後、また御審議いただく内容もございますので、今おっしゃられた内容につきまして、7ペー

ジのこの中段以下ですかね。ここで 1点、先ほど申し上げたように用途廃止とする。廃止をすると

いうことを改めまして、水道事業として用途廃止をするということに変更させていただきたいと思

っておりますし、あと水需要の予測とか、災害が起きたときどうするのかとかいうことに関しまし

てもコメントを御提示させていただきたいと思っております。 



 

委員： 

 誤解しないでほしいのは、私はビジョンに反対しているのではない。水は命の次に大切ですか

ら。 

 

 

副会長： 

 では次に（2）ですかね、第 4章基本理念及び基本方針について事務局から補足説明をお願いいた

します。 

 

（事務局より説明を行う。） 

 

副会長： 

 ただいまの事務局の説明につきまして何か御質問等ございますでしょうか。 

 

委員： 

 経常収支比率っていうのが、34ページの上ですけど、ここが 120％を大きく上回っている状態で

すと書いてあるんですけど、これを市民に反映してほしいという気持ちがあるんです。修繕など維

持に係る費用にもお金がかかるとは思うんですけど、この書類をどなたが見るかわかりませんが、

この 10年間大きく上回っているんだったら、市民に反映して水道料金を少しでも安くできるように

努力してほしいっていうことで 100％じゃダメなのか、主婦の普通の考えではおぼつかないかもし

れないけど、表現が誤解されやすいのではと思いました。 

 

副会長： 

 ただいまの点、事務局もよろしいですか。 

 

事務局： 

 今御質問がありました件ですけども、経常収支比率というのがどういう内容でまず計算されてい

るかというところを御説明したいと思います。経常収支比率とは、営業収益と営業外収益を営業費

用と営業外費用で割ったものという形になります。ここが、大きくといいますか 100％を超えてい

るこの部分が、水道事業の利益になるというところでございます。こういう利益が最終的にどうな

るかといいますと更新事業などに充てております。収益的な収支の利益をもって施設の更新とか、

改造とか拡張とか、そういった費用に回っているということでございます。 

 

委員： 

 なかなか普通の主婦では、そこまではちょっと、書類を見て理解ができない。大きく上回ってい

るっていう言葉にしたのでしょうけど、100何十何パーセントっていうんだったら、少しぐらい安

くしてもらったらいいんじゃないのっていう、何というか、市民感情がわくんじゃないかなと思い

まして、ちょっと心配しました 

 

副会長： 



 今のご指摘は、大きく上回っているなら料金に反映したらどうかと。更新事業等に充てていると

いうことでしたけど、いろいろわかりやすいような表記へと。 

 

委員： 

 わかりやすく書いていただければわかるけど、これを 10年残していかないてはいけない。わかる

人はわかるかもしれないけど、普通の主婦みたいな人が見た場合です。市民感情で、そういう、何

とか安くしてくれればいいのにというような誤解っていうか、素直な気持ちが減るんじゃないかな

と。もう少し、そこの文面は考えた方がいいと思う。 

 

事務局： 

 ありがとうございます。ここの表記につきましては、またもう一度ちょっと考えてですね、また

御提示させていただきたいと思います。 

 

事務局： 

 ただいまのを加えましてですね、現行ビジョン中の用語の解説ということで、載せております。

今、そういうところで審議過程でございますので、その詳しい説明文を入れておりませんので、そ

の中にでもですね、よりわかりやすく表現をしたところで整理をさせていただきたいと思っており

ます。 

 

委員： 

 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

副会長： 

 ほかにありませんか。 

 

委員： 

 32ページの施策体系中、組織運営の強化のところです。プロパー職員も現在 2名と聞いている。

包括委託で、いわゆる北九州市に丸投げになっている中で人材をどう育成していくか。事務局長や

課長などそれぞれの市から出向してこられ２、３年で勤務される、この中で若い職員、特に技術の

育成について、今の体制の中でどうされていくのかビジョンに入れてほしい。 

 

事務局： 

 人材育成に関しましてですが、特に技術面の継承というのは、おっしゃる通り今プロパー職員の

採用はもうやっておりませんので、そのため、補完的な組織として包括業務委託ということで、技

術力を持っている北九州市さんの方に委託をしているという状況で、その辺は補完できているのか

なというふうに考えております。あと事務的な処理ですね、そういった部分に関しましては、当

然、両市の方から派遣されてる職員で事務を、例えば予算とか決算処理とか、そういうのを行って

おります。この辺に関しましての人材育成というのも含めたとこで書かせていただいております。

これに関しては研修などを通じてですね、最低 3年間を派遣期間ということで、協定を結んでおり

ますので、人材を育成していきたいというふうに考えております。 

 



副会長： 

 ほかに何かございますか。 

 

委員： 

 基本理念ということで、水道事業が継続して運営されていく中で、ビジョンの策定のなかでもそ

の指針となる部分ではなるのかなと思うんですけれども、冊子として拝見させていただいたとき

に、事業概要の前とかに理念が載ってあるとすごく入ってきやすいんではないかなと思ったんです

けれども、第 4章に基本指針、方針が明記されていらっしゃるのは何かの理由があるんでしょう

か。 

 

副会長： 

 ただいまの御指摘いかがでしょうか。 

 

事務局： 

 特に意味はありません。現行の水道ビジョンの構成にならった形で、構成を行っているというこ

とです。ほかの団体さんのビジョンを見てみると、今、委員がおっしゃるように、この基本理念が

1番ビジョンの根幹となる部分ですので、一番頭に持ってこられている団体もございます。当組合

として、現行のビジョンがそういうふうな構成になっておるものですので、ここにおいているとい

うのが理由でございます。以上です。 

 

副会長： 

 それで、方針としては、今の案のままでいくということですか。 

 

事務局： 

 はい。一応現状とかを先にわかっていただいた上で、今後のビジョンについての基本理念という

のは、ここに置くのが適当であろうということで、置いているということです。 

 

副会長： 

 委員よろしいですか。 

 

委員： 

 はい、大丈夫です。ありがとうございます。 

 

副会長： 

 ほかにございますか。それでは、特にないようでございますので、第 4章の基本理念及び基本方

針につきましてはですね、委員のみなさんの御指摘を踏まえて、修正をすること前提として、基本

的な考え方はこれでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

副会長： 



 ありがとうございます。前回、確認したように、字句等の気になる点については、個々の委員の皆

さんから事務局の方にお伝えをしていただいて、最終的な案に反映させていくということでござい

ます。よろしくお願いいたします。では、6その他につきまして説明お願いいたします 

 

事務局： 

 6その他ということでございます。当初、今回の審議内容としまして第 4章と第 5章で予定をし

ておりました。今日お配りしております資料 3になりますけれども、本来であれば、第 5章の市民

の意向調査ということで、今回 3,700名ほどの方にアンケートを送りまして、その整理作業を行っ

ているところですが、ちょっとこの作業がおくれておりますので、今日のところは、その作業の経

過を資料 3に基づきまして、報告をさせていただければというふうに思っております。申しわけご

ざいません。第 5章につきましては、次回の審議会で、改めてお諮りをさせていただきたいとに考

えております。コンサルタント業者の方からその経過について説明を行います。 

 

（コンサルよりアンケート調査の進捗状況について説明を行う。） 

 

副会長： 

 ありがとうございます。ただいまの事務局からの報告につきまして何か委員の皆さんからござい

ますか。特にないようでございます。事務局の方からありますか。 

 

事務局： 

 特にはございません。 

 

副会長： 

 なければこれで閉会したいと思います。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 4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ございまし

た。おつかれさまでした。 

 

（議事録署名委員２名より署名捺印をいただく） 


