箱根町水道事業運営協議会議事録
日 時：平成 29 年 2 月 6 日（月）13：30～15：15
場 所：箱根町役場 分庁舎 4 階 第 5 会議室
出席者
委員：関根康生、岡部郷、瀧彰、内田敏雄、大須賀康敏、中武朝子、松井弘子
町側：山口町長、中村環境整備部長、勝俣上下水道温泉課長、芳澤副課長
山﨑工務係長、石井副技幹、秋山業務係長、勝又主査
進行区分

内

容

（司会）

当運営協議会の会議及び議事録の公開については、箱
根町付属機関等の設置及び運営に関する要綱に基づき、
原則公開としています。
また、議事録作成のため録音をさせていただきますの
で、ご承知おきください。
開会に当たりまして、山口町長よりご挨拶申し上げま
す。

山口町長

（町長あいさつ）

（司会）

町長はほかに所要がありますので、大変失礼ではあり
ますが、退席いたしますことをご了承願います。
（町長退席）

（司会）

本日の会議につきましては、箱根町水道事業運営協議
会条例第 6 条第 2 項に「委員の過半数の出席者により、
会議が成立する」ことになっておりますので、本日は委
員さん全員に出席をいただいておりますので、本日の会
議は成立していることをご報告申しあげます。
次に、本日の会議は委員改選後の初めての会議です。
初 め て お顔 を 合 わ せ る 方 も いら っ し ゃ る と 思 い ます の
で、皆様には誠に恐縮ではございますが、自己紹介をお
願いいたしたいと存じます。
（委員自己紹介）

（司会）

どうもありがとうございました。
次に、町側の出席職員の自己紹介をいたします。
（職員自己紹介）

（司会）

それでは、ただ今から議事に入ります。
今回の会議は、委員任命後の初めての会議であります
ので、会長及び副会長ともに不在となっております。
従いまして、会長選出までの間、会長に代わって環境
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整備部長が進行役を務めさせていただきたいと思います
が、いかがでしょうか。
（異議なし）
（司会）

ご了解をいただきましたので、環境整備部長に進行を
お願いいたします。

環境整備部長

ただ今、司会者が申しあげましたように、議題 1 の「会
長及び副会長の選出について」の内、会長選出までの間、
私が進行役を務めさせていただきますので、会議の円滑
な運営に特段のご協力をお願い申しあげます。
それでは、議事に入ります。
議題 1「会長及び副会長の選出について」を議題といた
します。
お手元の資料「箱根町水道事業運営協議会条例」をご
覧ください。第 4 条第 1 項に協議会に会長及び副会長を
各 1 人置き、第 2 項に会長は、委員の互選によって定め
るとされております。
委員名簿をご覧いただきながら、選出の方法について
ご意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
（「関根委員を推薦したい。」との声あり）

環境整備部長

ただ今、関根委員を指名推薦というご意見がございま
したが、他に意見はありませんでしょうか。
（「異議なし」との声あり）

環境整備部長

他にご意見がないようですので、ただ今、指名推薦の
あった関根委員を会長とすることに賛成の方の挙手をお
願いいたします。
（全員賛成）

環境整備部長

全員賛成ということですので、関根委員さんが会長に
決定いたしました。
それでは、関根委員さん会長席の方へご移動ください。
（会長移動）

環境整備部長

それでは、関根会長に引き続き、副会長の選出から会
議の進行をしていただきますが、ここで会議運営上、暫
時休憩をしたいと思います。
（休憩）
2

会長

休憩前に引き続き会議を再開いたします。
それでは、以降の議題から私が進行させていただきま
すが、会議の円滑な運営につきまして委員の皆様の特段
のご協力をお願いいたします。
それでは、「副会長の選出について」を議題といたしま
す。
箱根町水道事業運営協議会条例第 4 条第 3 項の規定に
より、副会長は委員のうちから会長が任命することにな
っていますが、私といたしましては、どなたが副会長に
なっても申し分ないのですが、決めなければならないの
で、岡部委員はいかがでしょうか。
（「異議なし」の声あり）

会長

それでは、岡部委員さんに副会長をお願いいたしたい
と思います。
岡部副会長から一言ご挨拶をお願いいたします。

副会長

（岡部副会長挨拶）

会長

どうもありがとうございました。
それでは、議題 2「平成 28 年度箱根町水道事業執行状
況について」に入ります前に、今回は改選後初めての会
議となり、箱根町の水道について詳しくない部分もあり
ますので、箱根町の水道事業のおおまかな概要について、
町側から説明をしていただけたらと思います。
お願いいたします。

町

（水道事業の概要についてパワーポイントにて説明）

会長

どうもありがとうございました。
ただ今、町側から水道事業の概要について説明を受け
ましたが、何かご質問はありませんでしょうか。
ご質問がないようですので、改めまして、議題 2「平成
28 年度箱根町水道事業執行状況について」、町側から説明
をお願いいたします。

町

（水道事業執行状況について説明）

会長

どうもありがとうございました。
ただ今、町側から平成 28 年度箱根町水道事業執行状況
について説明を受けましたが、ご質問ご意見がありまし
たら、お願いいたします。
特にご質問がなさそうですので、先に議題 3 の説明を
受けてから、全体的なご質問ご意見をいただきたいと思
います。
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では、議題 3「 平成 29 年度箱根町水道事業会計予算（案）
について」、町側より説明をお願いいたします。
町

（水道事業会計予算案について説明）

会長

ただ今、町側から平成 29 年度箱根町水道事業会計予算
（案）について、説明を受けましたが、先ほどの執行状
況と合わせまして、ご質問ご意見がありましたら、お願
いいたします。
特に質問などありませんようですので、先に進めさせ
ていただきます。また後でもかまいませんので、何かあ
りましたら、ご発言お願いいたします。
それでは、議題 4「その他」ということですが、町側か
ら何かございますが。

町

町側からは何もありませんが、良い機会ですので、こ
の会議をとおして何かございましたら、ご意見を賜りた
いと思います。

委員

水道料金に関してですが、例えば業務用で 401 ㎥使用
した場合の超過料金 1 ㎥あたり 205 円ですが、1,001 ㎥使
用した場合は 235 円となり、多く使用すればするほど単
価が高くなり、多く使用する施設などは井戸水などの自
己水を使用するようになり、この料金体系が良いのか悪
いのか、企業庁でもたまに話題になりますが、箱根町で
は、どのようにお考えでしょうか。

町

町営水道の給水エリアでは、湯本地域で自己水を使用
している事業者が多いと言われていますが、そういった
事業者に対し、逓増性の部分を緩和して、自己水と町営
水道の料金の差が無くなれば、当然町営水道を使用して
いただけると思うのですが、そういったバランスが取れ
ていないので、なかなか町営水道を使用していただけな
い。そのような現状を重要課題と認識し、今後検討して
いかなければならないと考えています。
また、安全・安心・安定的で供給しているので、例え
ば自己水を使用している事業者などが、台風などで配水
設備が破壊されてしまった場合などに、町営水道の供給
を受けていると、緊急時の対応が取れることや、滅菌設
備がしっかりしており、食品衛生上安心なのが利点です
ので、その点をピーアールして使用者を増やしていこう
と考えています。

町

箱根町は比較的井戸水が出やすい土地なので、井戸の
掘削に関する規制などが、もっと整備されれば、町営水
道をより使用していただけると思っています。
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委員

茶屋簡易水道でも料金体系の見直しの問題や、災害対
策など色々な問題を抱えています。
その中でも、安心・安全という観点から、水質検査を
定期的に行っているが、検査費用が高く収入の半分くら
いが水質検査の費用になってしまっているのが大きな課
題になっているので、箱根町から助言などいただけると
ありがたいです。

町

水質検査に関しては、原水の検査や配水の検査など、
色々な検査項目に分かれています。町営水道では配水に
関しては、全項目を年 4 回、原水に関しては年 1 回受け
ることになっています。
その他にも、クリプトスポリジウムという原虫の検査
も受けるよう国から指導があり、昨今、水質検査に関し
ては厳しくなっています。
また、色々な化学物質などの検査なども受けるよう指
導などもあります。
そのようなことから、茶屋簡易水道でも水質検査費用
に、収入の半分もかかってしまっていると話がございま
したが、安心・安全の点でみると納得できる部分である
と思います。
もし、茶屋簡易水道で何か問題がありましたら、相談
に乗れますので、ご相談ください。

委員

予算の話に戻りますが、予算書 1 ページ目、経営方針
の中で「平成 29 年度予算は、対前年比 10.5％増の 380,588
千円」とうたっていますが、この数字は予算書のどこに
記載されているのでしょうか。また、10.5％増というの
は、収益が増ということでよろしいのでしょうか。

町

資料 2、1 ページ目の経営方針で示しています 380,588
千円は、2 ページ目の営業収益・給水収益の 380,622 千円
の内、水道料金の部分を示しています。これにつきまし
ては、前年度の予算額が 376,622 千円でしたので、380,588
千円は前年度予算と比較して、10.5％の増になったとい
う表現です。

委員

10.5％も水道料金の予算が多くなった原因は何なので
しょうか。

町

予算額の比較ですので、平成 28 年度の予算を作成した
時期が、まだ箱根山火山活動の影響が続いていましたの
で、平成 28 年度の予算は少なく見積もりましたが、実際
には平成 28 年度には持ち直し、収入も良くなってきまし
たので、結果的に 10.5％良くなった形になっています。
どちらかと言えば、平成 28 年度の予算がいつもよりも少
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なかったと考えていただければと思います。
委員

初めて出席させていただきましたが、水道事業という
のは様々な問題を抱えていることなどを、勉強させてい
ただきました。これから、もっと勉強し水道事業を良い
方向に持っていきたいと思います。

会長

その他に、何かございませんでしょうか。特にないよ
うですので、環境整備部長何かありますか。

環境整備部長

（環境整備部長あいさつ）

会長

それでは本日予定していた審議が全て終了しました。
会議の運営に対しての、委員全員の協力に、深く感謝
を申しあげて、閉会といたします。
本日は、どうもありがとうございました。

（司会）

ありがとうございました。
なお、次回の協議会の開催は、平成 29 年 7 月頃を予定
しておりましので、ご承知置きくださるようお願いいた
します。
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