
平成24年７月１日（日）から平成24年７月31日（火）まで

建設水道部水道室業務課

11人

31件

採用 ：意見に基づき原案を修正するもの 0件

不採用 ：意見を原案に反映しないもの 14件

参考 ：意見を今後の事業運営の参考とするもの 2件

その他 ：ご質問・ご意見として伺うもの 14件

実施済 ：既に実施されているもの 1件

８月１日～８月３日：担当部局において意見の検討及び検討結果（案）の作成

８月６日～８月16日：関係部局に意見聴取

　　【総　務　部】総務課行政改革・職員担当

　　【企画経済部】企画課、協働推進市民の声を聴く課、市長政策室、企業誘致室

　　【財　政　部】財政課

　　【保健福祉部】福祉総務課

８月27日：関係部局に合議の上、市長決裁にて決定

【意見への対応】

【意見の検討経過】

石狩市水道料金の改定に関するパブリックコメントに
寄せられた意見と検討結果について

【実施期間】

【担当部局】

【意見提出者数】

【意見件数】



■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

1 　道内で一番高い水道料金を更に２割も値上げすることには反対。
　当別ダムから水を引くのなら、石狩の水なので安くなるはず。住み
やすい石狩市のことを考えると、地下水と札幌市の水を買う現状を維
持して、値上げをやめるべき。

不採用

　当別ダムの水は、北海道・札幌市・小樽市・石狩市・当別町が共同
で運営する石狩西部広域水道企業団の浄水場で浄水処理され、各受水
団体に供給されます。
　この水を購入する１㎥あたりの単価（供給単価）は、ダムや浄水
場、送水管などの建設費用や、施設の運転管理費用を構成団体が受け
取る水の量（計画水量）で割り返して算定されますが、当初見込まれ
ていた１㎥あたり80円程度の単価が、人口減少などの影響から、結果
的に114円と高くなったため、本市が水を購入する費用（受水費）も
増加することになりました。
　また、現状の水源を維持する件については、地下水は地盤沈下や塩
水化の恐れがあり、可及的速やかに揚水を止めなければならないこ
と、また、量的に不足していることなどから、恒久水源とは成り得
ず、今後も水を安定供給するためには、水源の変更が必要と考えてい
ます。

2 　老後の生活資金の一助としてアパート経営をしているが、水道料金
の高さと水質の問題が入居者募集の阻害要因になっている。これ以
上、アパート経営に悪条件を付加しないでほしい。

その他

　水道料金については、人口密度や事業開始年度の違いなどから、隣
接する札幌市に比べ割高となっておりますが、この度の水源の変更及
び老朽化施設の計画的更新に伴って増加する費用は、これからも水道
水を安全に安定的に供給するためには、必要不可欠な費用であること
をご理解いただきたいと思います。
　また、水質につきましては、地下水に比べてミネラル分が減少する
ことから、台所やポットなどの白い付着物が減り、札幌市や厚田・浜
益区の水道水に近い味になるものと考えております。

3 　更なる人員削減及び事業支出の抑制を図り、加えて、市職員の給与
の減額措置等を行うことにより、料金改定の低減見直しと、その実施
時期について再考願う。

不採用

　市では、これまでも石狩市水道事業中期経営計画に基づき民間委託
を推進し、計画的に職員削減を行ってきておりますが、今後も安定的
な事業運営とサービスの維持向上を図るため、適正な職員配置に努め
て参ります。
　また、給与の削減措置につきましては、職務と責任において職員給
与が決定されるという基本原則から、実施については難しいものと考
えております。
　今後も業務の見直し等による経費節減に努め、効率的な運営を目指
して参りますが、水道事業会計は平成22年度から既に収支不足の状況
にあり、今後も老朽化施設の計画的更新や、平成25年度からの当別ダ
ム用水の受水により費用が増加する見込みとなっており、実施時期の
変更は困難であること、また、一般会計から追加の繰り入れを仰ぐな
ど、改定率の抑制に努めた上での改定率であることをご理解いただき
たいと思います。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

4 　料金原価の算定については、当別ダムからの受水費が年４億円増加
することの妥当性の検証と、現状の地下水源及び札幌市からの受水に
係る費用との比較が必要である。

その他

　ダム事業に参画した 大の目的は、量的な問題や地盤沈下等のリス
クを抱えている地下水源に代わる恒久水源の確保であり、単純に経費
のみを比較して選択することはできません。ただし、平成16年度と19
年度の事業再評価において、仮に地下水をこのまま継続使用した場合
も含めた代替案をコスト面などから比較したところ、現政策の優位性
が確認されておりますことを申し添えます。
　なお、今後は、石狩西部広域水道企業団の構成団体として、同企業
団の経営状況や経費の節減について厳しくチェックすることで、用水
供給単価の適正化に引き続き努力して参ります。

5 　独立採算の事業趣旨から、収支のバランスは必要だが、一気に
20.5％上げるのではなく、２～３年で改定するような調整ができない
か。 不採用

　今回の料金改定案の策定にあたり、段階的に実施する方策も検討い
たしましたが、前期の改定率を抑えることにより、後期の改定率が非
常に大きくなることから、段階的値上げは行わない改定案としており
ます。

6 　人口の減少、給水地域の見直し等は当初から想定されていたことで
あり、当別ダムと混同して議論すべきではない。一般企業であれば、
経営想定ができない経営者は糾弾されている。なぜ、計画的にピーク
を作らない計画ができなかったのか。電気の購入先を選択できないこ
とと同様、一方的論拠による改定であるため反対する。

不採用

　市が当別ダムの事業に参画したのは平成４年度ですが、この時点で
は人口も増加傾向にあり、もともと不足していた地下水が更に逼迫す
ることが見込まれておりました。
　当別ダムへの水源変更により受水費は急増しますが、もう１つの料
金改定の要因である老朽化施設の更新については、毎年の費用をでき
るだけ平準化し、ピークを作らない工夫をしております。
　ご意見のとおり、水道は使用者にとりまして購入先を選択すること
ができない事業であり、市としてもこのことを充分認識した上で低廉
な料金設定を目指して参りますが、水の安定供給の為に必要な料金改
定であることをご理解いただきたいと思います。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

7 　平成25年４月から急激な値上げとなるが、予め今日を見越して、段
階的な値上げなどの策を講じるべきではなかったか。それをしなかっ
た、あるいは出来なかった理由は。（同様の意見：１件）

その他

　本市は、札幌市のベッドタウンとして昭和50年代から人口が急増
し、これに比例して水道の使用水量も年々増加傾向にありました。こ
の間、地下水で不足する水量分については札幌市から水を購入してき
ましたが、原価が地下水よりも割高であることから、極力購入量を抑
えるなどして経営の安定に努め、その結果として、これまで料金を値
上げすることなく事業を運営してきました。
　一方、旧石狩市域の行政区域内人口は平成19年度をピークに減少傾
向となり、加えて水源の変更や老朽化施設の更新に係る費用の増加が
見込まれたため、平成20年度の石狩市水道事業中期経営計画策定の際
に、料金改定は避けられない見通しとなりました。
　しかしながら、この時点では当別ダムからの供給単価がどの程度に
なるかが不透明であったたため、料金改定の議論を進められませんで
したが、平成23年に石狩西部広域水道企業団から概算単価が示された
ことから、料金改定の作業に入ったところです。

8 　昭和60年の料金改定以来、その時々の収支実績を検証し、その後の
見込みをどのように推計していたのか。今日を想定した料金改定等に
係る議論は尽くしたのか。（同様の意見：１件）

その他

　昭和60年の料金改定以降、収支不足が発生する年度もありました
が、短期的なものであったこと、また、人口の増加や企業進出を背景
として給水収益が増加傾向にあったことから、平成20年度までは料金
改定の具体的な議論には至っていませんでした。
　しかしながら、石狩西部広域水道企業団の３回にわたる事業見直し
により、人口や水量が減少していくことが明らかとなり、用水供給単
価が当初計画よりも高くなることが見込まれたこと、また、給水収益
も平成19年度をピークに減少傾向に転じたことから、平成20年度に石
狩市水道事業中期経営計画を策定し、この審議から、水道事業運営委
員会においても料金改定の必要性に関する議論が始まり、今回の料金
改定に至っております。

9 　当別ダムの建設費の増加や石狩西部広域水道企業団の構成団体の水
量変更により、受水費の増加は明白であったと考えるが、これに対し
て今日までの間に講じてきた諸対策を説明願う。

その他

　石狩西部広域水道企業団事業は国庫補助事業であることから、事業
の見直し（事業再評価）が義務付けられています。これに基づき、平
成11、16、19年度に事業再評価を行った結果、企業団の構成団体全て
が、当初の計画から水量を下方修正しました。このことにより、企業
団の供給単価が上がる可能性を考え、市では業務の見直しを行い、平
成20年度に石狩市水道事業中期経営計画を策定し、経費の節減に努め
てきました。今後も平成25年度から28年度までの４年間で、約３億円
の経費を削減する見込みです。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

10 　受水費の増加について見込み違いはなかったか。なかったとすれ
ば、今回の値上げは、当初から20.5％の大幅値上げありきで進めてき
たのか。
　当該改定率に対し、異常であるという認識はなかったのか。
　（同様の意見：２件）

その他

　受水費については、石狩西部広域水道企業団の各構成団体が事業再
評価の際に受水量を下方修正したこと、ダム等の建設費用が当初計画
とさほど変わらなかったことなどから、ある程度増加することは見込
んでおりました。
　今回の料金改定については、当初の試算では改定率が30％を超える
高率であり、市民の皆様に提案できるものではないと考えました。こ
のため、市の一般会計から追加の補助を受ける、水道事業の貯金を投
入するなど、可能な限り新たな財源を確保することで20.5％という改
定案を市民の皆様にお示ししたところです。
　この改定率は、皆様に大きなご負担をお掛けしますが、水道の安定
供給のためには必要な改定でありますことから、ご理解をいただきた
いと思います。

11 　少子高齢化社会の進展や節水型機器の普及による料金収入の減少を
改定の理由にしているが、社会状況を把握できなかった市当局の責任
を市民に転化するもの。

その他

　市ではこれまで、少子高齢化社会の進展や経済情勢を背景にした料
金収入の減少に備えて、平成20年度に策定した石狩市水道事業中期経
営計画に基づき、効率的な経営に努めるなど、社会変化に対応した事
業運営を目指して参りましたが、老朽化施設の更新や水源の変更等に
よる経費の増加から、料金改定せざるを得ない状況となりました。
　今、本市の水道は創設以来の大転換期にあり、経費の節減だけでは
安定経営が困難であることをご理解いただきたいと思います。

12 　料金の収納に係る経費の見直しを希望する。札幌市同様、２か月に
１回の検針にすれば、人件費などを抑えることができるはず。

参考

　検針業務を２か月に１回とした場合、検針に基づき算出される水道
料金も２か月に１回の請求となりますので、２か月ごとの負担が大き
くなってしまいます。
　また、検針時に使用水量の異常をチェックしており、その間隔が長
くなることで、空家や宅内の漏水発見が遅れてしまうこともありま
す。
　こうした状況も踏まえて、今後検討して参ります。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

13 　経営健全化に向けて、今後も職員数を削減するとのことだが、水道
技術者の確保や水道技術のスムーズな継承を図るためには、職員の適
正配置が必要。事業の規模から考えても、現状の人数では少ない。
　職員数を削減することなく、「人件費の削減」を市長以下、市役所
全体で展開していくべきではないか。（同様の意見：３件）

不採用

　市では、これまでも石狩市水道事業中期経営計画に基づき民間委託
を推進し、計画的に職員削減を行ってきておりますが、委託後におい
ても安定的な事業運営とサービスの維持向上が図られるよう、業務仕
様書において適正な人員配置を定めております。
　また、受託者を適切に指導監督するため、必要 低限の職員を残す
とともに、専門研修に派遣を行うなど、水道技術の維持向上に努めて
おります。
　また、人件費の削減については、「石狩市定員適正化計画2016」及
び「石狩市行政改革大綱2016」に基づき、民間事業者への業務委託や
組織の見直しによる適正な人員配置に留意するとともに、事務処理の
効率化などにより順次進めてきており、引き続き簡素で効率的な組織
運営に努め、市民サービスの向上と 小の経費で 大の効果を上げる
行政システムの確立を目指して参ります。

14 　無駄遣いや必要の無い事業を見直し、大企業には使っただけ料金を
請求すべき。

実施済

　市では、効率的な水道事業運営を目指すべく、平成20年度に石狩市
水道事業中期経営計画を策定し、これまで経費の節減に努めてきまし
た。今後も、業務の見直しや人員の削減によって、更に経費節減の努
力をして参ります。
　また、全ての使用者に使用水量に応じた料金を請求させていただい
ております。

15  市職員の中には札幌市在住の者も多く、市民の苦しみがわからない
のでは。職員は地元採用とし、市職員自ら市税を納めることで収入も
増加するのでは。

不採用

　現状では、家庭の事情など様々な理由により市外に居住する職員も
いることは事実ですが、平成20年に策定した「石狩市職員地域協働指
針」では、市民との協働を進める観点から、市内居住を職員に呼び掛
けており、今後も機会あるごとに市内への居住を喚起して参ります。
　また、職員採用を地元に限定することは、市職員に多様な人材を確
保する上で適当ではないと考えております。

16 　ダム関連の費用負担について北海道・札幌市にさらに求めるべき。

不採用

　北海道は、当別ダムなどの施設の建設費用を一部負担することと
なっており、既に応分の負担をしているものと考えております。
　札幌市については、水を取り始める年度が当初計画から12年間遅れ
ることで生じる他の構成団体への影響に対して、約50億円を負担する
ことが合意されており、適正な負担であると考えております。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

17 　水道事業は「独立採算制」と言いながら、新港地域の激変緩和措置
廃止に伴う補助金を一般会計から繰り入れようとしている。
　土地開発公社の所有地買収（25億円）や、花川東土地区画整理組合
所有地の買収（1.7億円)などをやめ、市民本位に予算を組み替えれ
ば、負担を減らすことができる。合併特例債の活用もあり得る。

不採用

 一般会計からの繰入金は水道料金全般を引き下げるのための措置で
あり、特定地域に係る補助金の支出ではありません。
　また、土地開発公社用地や花川東土地区画整理組合所有地の取得に
ついては、市にとって必要な事業を実施することに加え、合併特例債
を活用することで市民の将来負担軽減を図ることができるものです。
言い換えると負担を先送りし、将来的に市民サービスの低下を招かな
いための事業の推進でもあります。
　なお、水道料金の負担軽減のための合併特例債の活用は、制度上認
められておりません。

18 　20.5％改定後の収支不足額は、利益積立金で補填することになって
いるが、それも平成28年度末でゼロになる。その後の展望、料金改定
のスタンスはどうなるのか。

その他

　今回の改定案においては、市民負担を軽減するため、利益積立金で
補てんできる範囲まで改定率を下げておりますことから、本来必要な
料金収入が確保できない状況になっております。従いまして、現状の
見込みどおりの収支で推移した場合、平成29年度以降は利益積立金が
枯渇しますので、ある程度の収支不足額が発生するものと考えており
ます。
　市では、今後４年ごとに料金を見直すこととしており、次の見直し
作業において平成29年度以降の収支状況を見極めた上で、改定の有無
について判断することとしております。

19 　『ダムが完成したら水道料金が安くなる』、『合併したら、私たち
の暮らしは良くなる』と聞いていましたが。
　（同様の意見：１件）

その他

　当別ダムの事業に参画した 大の目的は『地下水に代わる恒久水源
の確保』です。石狩西部広域水道企業団からの用水供給単価が当初計
画時よりも高くなったことは事実ですが、水道料金を安くする目的で
参画した訳ではないことをご理解いただきたいと思います。
　また、『合併したら暮らしが良くなると聞いていた』というご意見
については、水道料金のことを言われているのか、合併に係るその他
の事柄について言われているのか解り兼ねますが、市村合併をしな
かった場合と比較して、市の財政的にはプラス要素があり、ひいては
それが市民生活にも効果をもたらしていると考えます。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

20 　現行の料金表では、メーター口径25㎜以上について新港地域と新港
以外の地域の単価が別に設定されているが、その根拠（法律又は条
例）と理由を説明願う。
　また、改定後の料金表で地域差を解消しているが、その根拠（法律
又は条例等）と理由を説明願う。地域差の設定で不具合が生じるの
か。

その他

　メーター口径25㎜以上における新港地域と新港地域以外の地域の料
金格差については、平成10年度に新港地域の簡易水道事業を統合した
時点から、激変緩和措置として両地域の料金体系を据え置いているも
ので、石狩市水道事業給水条例第32条「市長は、公益上その他特別の
理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならな
い料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができ
る。」の規定を新港地域以外の料金に適用しております。
　また、改定後の料金体系の統一については、料金の差別的な取扱い
を禁ずる水道法第14条に基づき行うものです。
　市ではこれまでも、平成17年度の市村合併に伴い、厚田・浜益両区
の料金を旧石狩市域の料金に統一しており、今後も公平なサービスと
公平な負担のもとで水道事業を運営して参ります。

21 　現行の料金表によると、新港地域の料金が割高となっており、この
ことで一般家庭の料金が低価で済んでいると思う。具体的な数値を挙
げて説明願う。
　また、新港地域の料金を新港以外の地域の料金と同一にした場合の
料金収入額は、現行の収入実績に対してどのくらい下回るのか。

その他

　平成22年度の新港地域の料金を新港地域以外の料金単価に置き換え
て試算した場合、概ね年4,000万円程度の収入減となり、これを全て
の使用者で負担した場合には、およそ3％の値上げが必要となりま
す。

22 　水源を変更する理由の一つに、新港地域の企業が使用する水量の増
加があると思われることから、これを踏まえ以下について検討願う。
　①料金単価を据置き、現状と同様の負担を新港地域の企業にお願
　　いする。
　②段階的に新港地域の料金を低減し、将来的に同一料金とする。
　③水道事業に対し、料金の統一に伴って減収となる相当額を「協
　　力金」的なものとして助成してもらってはどうか。 不採用

　①につきましては、当別ダムから用水供給を受けることで、地下水
の量的不安が解消され、使用水量を抑制する必要性がなくなること、
また、料金の差別的な取扱いを禁ずる水道法第14条の規定に抵触する
恐れがあることから、今回の料金改定で統一しなければならないと考
えております。
　②につきましても、①の理由と同様に考えます。
　③につきましては、料金の統一に伴う減収分を企業に負担させるこ
との合理性が無いものと考えます。
　また、新港地域において実質値下げとなる使用者は、水を大量に使
用する事業者であり、新港地域の全ての事業者が値下げになる訳では
ありませんので、その意味からも、新港地域の全ての事業者に負担を
負わせることは適当ではないと考えます。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

23 　何故今まで新港地域と新港以外の地域の料金格差を放置してきたの
か。両地域の不均衡是正の手法として、新港地域の料金が現行より安
くなる料金表の設定には反対する。
　また、料金統一で見込まれる料金の減収に対して、どのような策を
講じてきたのか、あるいは、今後どのような策を考えているのか。

不採用

　新港地域については、地下水の汲み上げ過ぎを抑制する目的もあ
り、使えば使うほど料金が高くなる逓増型料金体系を採用しておりま
す。当別ダムからの用水供給は、当初計画では平成19年度の予定であ
り、水源が変われば水量の心配もなくなることから、用水供給に合わ
せて料金体系を統一する予定でしたが、石狩西部広域水道企業団事業
の遅れがあり、用水供給が平成25年度まで延びたことから、今回の改
定に合わせて統一することとしました。
　また、新港地域の料金についても、基本料金は口径の区別なく改定
されることから、新港地域の全ての使用者が値下げとなる訳ではあり
ません。
　料金統一で見込まれる減収分は、全ての使用者で負担すべきものと
考えております。

24 　札幌市に比べて国民健康保険税も水道料金も高いとなれば、石狩離
れが増えるのでは。

その他

　国保税や水道料金の算定は、個々の費用や人口動態などを加味して
行われるものであります。こうしたことも踏まえつつ、本市では石狩
湾新港を核とする産業振興に加えて、子育て施策や厚田・浜益を含め
た観光振興施策の充実等により、魅力あるまちづくりに取り組んで参
ります。

25 　水道料金が自治体によって大きな差があるのは良くない。

不採用

　水道事業は浄水場や配水管などの施設を整備して皆様に水を供給し
ますので、それらの施設の規模や配水量の違い、あるいは人口規模の
違いによって、かかる費用や１人当たりの負担にある程度差が生じる
ことはやむを得ないものと考えます。
　国では、こうした格差を緩和する目的で、一般会計からの繰り入れ
の基準を設け、その費用の一部を地方交付税で措置することとしてお
りますが、受益者負担の原則や独立採算の原則から、際限なく繰り入
れできる訳ではありません。

26 　口径別料金体系を見直し、家事用料金・業務用料金に体系分けし、
家事用は安価に、業務用は多少高く設定して対応していくべき。
　今回の改定案では、メーター口径25ミリ以上の逓増型料金制度の廃
止により、企業の一部は値下げになる。もっと多くの市民に配慮した
改定案にするべき。（同様の意見：２件） 不採用

　本市が採用している口径別料金は、用途別料金に比べて負担区分が
明確であることから、全国的に見ても、用途別料金よりも口径別料金
を採用する事業体は多くなっております。
　本市では、今後も口径別料金を基本として参ります。
　メーター口径25㎜以上の使用者については、簡易水道事業の統合の
際に、激変緩和措置としてそれぞれの料金を据え置いていたところで
あり、今回の改定で、市域全体で等しい負担となるよう改正したこと
をご理解いただきたいと思います。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

27 　水道は生活するための必需品。それを大幅に値上げすることは、生
活が苦しい人には大変困ること。再度検討してもらいたい。
（同様意見：２件）

参考

　今回の料金改定については、今後の水道事業会計の健全化には不可
欠なものでありますことをご理解願います。なお、昨今の経済・雇用
情勢下において、所得水準が高くない家庭へ及ぼす影響は大きいもの
と考えており、その対策についても検討が必要と認識しております
が、具体的な対策としての減免制度の創設や現行福祉施策における対
応などは、制度上非常に難しいものとなっております。
　引き続き、どのような対策が可能なのかについては、関連部局間の
連携などにより、総合的・横断的に検討していかなければならないと
考えています。

28 　水道料金値上げの要因は、当別ダムからの用水を受水すること。
　しかしながら、用水供給単価については、８月開催の石狩西部広域
水道企業団議会まで確定しない。このような不確定な情報に基づき市
民意見を公募することは、行政上の瑕疵にあたるのではないか。
　今回の意見公募手続きを訂正し、石狩市議会での審議に充分耐えら
れるものとし、再度の意見公募手続きを求める。

不採用

　水道料金改定に関するパブリックコメント手続きは、『石狩市行政
活動への市民参加の推進に関する条例』に基づき実施をしておりま
す。
　市では、平成25年４月からの石狩西部広域水道企業団の用水供給開
始に伴う受水費の発生と料金改定後の使用者に対する周知期間を考慮
し、本年第３回定例議会に料金改定案の提案を予定しております。こ
のため、本年８月の用水供給単価の確定を待ってからでは、市民参加
手続きに充分な時間が確保できないことから、これまで昨年10月に企
業団から示された精度の高い概算値である１㎥あたり115円（税抜
き）を用いた改定案により、市民参加手続きを進めてきたところで
す。
　去る８月８日に企業団の議会が開催され、単価が１㎥あたり114円
（税抜き）と決定されましたことから、必要な調整を行い 終的な改
定案とすることとしております。なお、単価の変更に伴う改定率への
影響は、およそ0.5％の減と見込んでおります。
　このことから、今回の原案修正については大幅な変更ではありませ
んので、市民参加条例に基づく諸手続きを再度実施する予定はござい
ません。

29 　意見交換会における市当局の説明が長く、多様な意見が言えなかっ
た。質問でないものに市当局が長々とコメントしていた。 その他

　今後は、簡潔な回答と多くの意見聴取に努めて参ります。
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■水道料金の改定に関するパブリックコメントに寄せられた意見と検討結果

№ 意見等の趣旨 検討結果 検討内容

30 　意見交換会において、「料金改定案が議会が否決された場合どうす
るのか。」という質問に対し、市当局から「水道が止まるかもしれま
せん。」という回答があった。
　『料金を上げさせないと水を止めるぞ。』とも取れる発言。
　発言の取り消しと、市民に対する謝罪を要求する。

その他

　市議会において料金改定案が否決されれば、収支不足を改善するこ
とができなくなります。これにより、現金も不足することが見込ま
れ、 悪の場合、水道事業が経営破綻する可能性もあります。
　この発言は、水道事業が独立採算であり、料金収入によって経費が
賄われているということを今一度ご理解いただく意味の発言であるこ
とをご理解いただきたいと思います。

31 　今回の料金改定案を答申した「水道事業運営委員会」では、料金改
定案そのものがほとんど議論されていない。
　値上げ案の撤回と、諮問のやり直しを要求する。

不採用

　水道事業運営委員会では、これまでも、平成16年度の『事業再評
価』をはじめとして『水道ビジョン』や『第三者委託』、『アセット
マネジメント』更には『施設更新計画』や『中期経営計画』等の策定
に際し、会計の健全経営に向けた提言、あるいは料金改定の必要性な
ど、大変厳しい意見も交わされながら活発な議論がなされてきまし
た。
　このことから、同委員会では料金改定に係る財政状況や今後の事業
の進め方について、長い時間をかけてしっかりと議論がされており、
適正な市民参加手続きを経ておりますことから、再度諮問をする必要
はないと考えます。
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