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第９回 議会報告会

田川市議会

TAGAWA  CITY  COUNCIL
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議会の取り組みについて

～議会改革の歩み～
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二元代表制のイメージ二元代表制のイメージ

市　民

議　会 市　長

互いに独立・対等互いに独立・対等

選挙で選ぶ選挙で選ぶ選挙で選ぶ選挙で選ぶ

予算・条例案を提案予算・条例案を提案予算・条例案を提案予算・条例案を提案

意思決定意思決定意思決定意思決定

市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。市長も議員も選挙で選ばれる。

どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。どちらも市民の代表。

二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制

市長 は 議会に市長 は 議会に市長 は 議会に市長 は 議会に

議案（予算や条例）を提案

議会の役割

議会は 議会は 議会は 議会は 市の意思を最終決定
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議会基本条例を制定

◎◎◎◎議会と市長の関係議会と市長の関係議会と市長の関係議会と市長の関係

議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健議会と市長が、二元代表制のもとで善政を競い合う健

全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良全な緊張関係によってこそ、田川市の意思決定を最良

のものとする責務を果たすことができる。のものとする責務を果たすことができる。のものとする責務を果たすことができる。のものとする責務を果たすことができる。

◎◎◎◎見える議会見える議会見える議会見える議会

会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　会議の原則公開、議案に対する議員の賛否の公表、　

インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催インターネット中継（生中継・録画）、議会報告会の開催

「わからない」の解消「わからない」の解消「わからない」の解消「わからない」の解消　　　　　　　　　　　　　　　　見てもらう環境整備見てもらう環境整備見てもらう環境整備見てもらう環境整備

議会改革の基本
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議会改革の取り組み

◎◎◎◎議員研修の実施の実施の実施の実施

◎◎◎◎本会議・各常任委員会・議会運営委員会の本会議・各常任委員会・議会運営委員会の本会議・各常任委員会・議会運営委員会の本会議・各常任委員会・議会運営委員会のインターインターインターインター

　ネット中継　ネット中継　ネット中継　ネット中継（生中継・録画配信）（生中継・録画配信）（生中継・録画配信）（生中継・録画配信）

◎◎◎◎議案に対する議員の議案に対する議員の議案に対する議員の議案に対する議員の賛否を公表

◎◎◎◎常任委員会における議案や説明常任委員会における議案や説明常任委員会における議案や説明常任委員会における議案や説明資料の傍聴者提供

◎◎◎◎一般質問における一般質問における一般質問における一般質問における一問一答方式の導入の導入の導入の導入

◎◎◎◎常任委員会における議員間の常任委員会における議員間の常任委員会における議員間の常任委員会における議員間の自由討議の実施の実施の実施の実施

◎◎◎◎広報委員会の設置広報委員会の設置広報委員会の設置広報委員会の設置

◎◎◎◎議会報告会の開催
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市議会議員の活動に満足していますか？

議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２）議会改革実施前（Ｈ２２） 前回議会報告会時（Ｈ２９）前回議会報告会時（Ｈ２９）前回議会報告会時（Ｈ２９）前回議会報告会時（Ｈ２９）

満足している

18％

不満である

16％

わからない

　53％

無回答

13％
無回答

28％

わからない

　27％

不満である

23％

満足している

22％



7

総務文教委員会からの報告

東京オリンピック・

パラリンピックに

向けた取り組み
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⑴　誘致の目的

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会（東京　　

２０２０大会）の開催を契機とし、本市に事前キャンプを誘致

することで、

　①市民がオリンピック・パラリンピック選手と触れ合う機会を

　　 作り、市民に夢と希望を与える。

　②国際交流や地域の活性化等を図る

⑵　誘致の対象国

　 　ドイツ連邦共和国

１　キャンプ誘致活動について① 
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⑶　誘致が決定した競技団体

　　車いすフェンシング（パラリンピック種目）

　　　→　平成30年8月19日 基本合意書に正式調印済み

　　　　　※ 2020年7月 選手団の事前合宿受入れ等

⑷　誘致を進めている競技団体

　　　　ボクシング（オリンピック種目）

１　キャンプ誘致活動について② 
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⑴　宿泊施設の整備

　　本市総合体育館に隣接する、保健センターの　　

　  駐車場敷地内に、低床型のトレーラーハウス　　　

　  １５台を設置し、合宿所として活用する。

　　平成３０年９月定例会においてトレーラーハウス　

　 購入費の予算８,６８８万６千円(債務負担行為)

　 を可決した。

　

２　ハード面の取り組みについて① 
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 平成３０年９月定例会においてトレーラーハウス　 

購入費の予算８,６８８万６千円(債務負担行為)を

可決した。

→ 当委員会の予算審査においては、一部で次の　

　　ような反対意見があった。

　①　オリンピック・パラリンピック終了後の活用が　　

　　　図られないのではないか。　　　　　　　　　　　　　

　②　維持管理経費の負担が続くことになる。　　　　

　③　市民から、他の体育施設の修繕・改修等の　　

　　　要望もある中、近隣宿泊施設の活用で代替　　

　　　すべき。

２　ハード面の取り組みについて② 
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トレーラーハウスに関する執行部の説明・答弁

　→ 宿泊施設を建設する場合と比べ、低コストであり、　　

　　移動が可能であることから、緊急時の避難場所や　　　

　　他域における災害支援等にも活用可能。

　→ 購入・設置費用は、キャンプ誘致やスポーツ振興の　　

　　趣旨に賛同する企業等からの「企業版ふるさと納税」　　

　　などによる寄附を募り、財源に充てる。

〔今後の手続等について〕 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成31年度までの設置に向けて、今後、設置に関する　

　施工業者との契約に際しては、あらためて、本市議会の　

　議決を要する。

２　ハード面の取り組みについて③ 
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⑵　総合体育館の改修

　　平成２９年度に本市総合体育館における空調機器　　

　　設置工事及びバリアフリー工事を実施した。

　　→ トレーニングセンター入口の段差解消、バリアフリー　

　　　のシャワー室や多目的トイレの設置、トイレの洋式化、　

　　　自動ドアの設置など

　　 平成３０年度には、体育館内にエレベーターを設置し、

　  駐車場の拡充工事も行う予定。

　

２　ハード面の取り組みについて④ 
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⑴　事前キャンプ受け入れの機運醸成や　　　　　

　　 国際交流を推進する事業の実施

　ア　市民向け

　　・ サンクトマーティン（ドイツのランタン祭り・11月）　　　

　　・ ドイツ料理教室

　　・ 心のバリアフリー研修（平成29年度までは市職員を　

　　　 対象に実施）　

３　ソフト面の取り組みについて① 
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　イ　学校向け

　　・ 国際交流員が各小・中学校に出向き、ドイツの文化　

　　　 等について説明、児童・生徒と交流

　　・ 福岡県立大学の講義等を通じて、ドイツの文化等　　

　　　 に関する説明・交流

　ウ　市職員向け

　　・ ボランティア講座の実施

３　ソフト面の取り組みについて② 
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⑵　ボランティア体制の検討

　　東京２０２０大会をサポートする各種ボランティア（輸送、

　 練習のサポート、通訳等）が必要となることが予想される

　 ため、今後、田川市ボランティアセンターや福岡県立大　

　 学の社会貢献・ボランティア支援センターと連携を進め、

　 ボランティア体制の確立を図る。

⑶　バリアフリーマップの作製

　　障がい者や高齢者だけでなく介護者等も安心して外出

　 できるよう、市内のバリアフリーマップ作製を進める。

３　ソフト面の取り組みについて③ 
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　本市への事前キャンプ誘致、その他関連事業

の具体的内容等について調査し、事業実施を　

検討するため、本市の庁内組織として、「田川市

オリンピック・パラリンピック関連事業庁内推進

委員会」を平成３０年５月に設置した。

　

４　検討組織について 
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事前キャンプ誘致について、

● 政策を進める前提条件として、ハード・ソフト面を含め　　　

事業の全体を俯瞰し、必要な経費等を示してほしい。

● 市民にＰＲするためにも、本市の経済・地域振興への　　　

波及効果も含めた費用対効果等を示してほしい。

● 誘致の目的・効果、事前キャンプの規模・期間、環境整備

上の条件、経費に対する国からの支援の有無、誘致事業終了

後における施設設備の利活用等について、具体的かつ総括

的な説明を行ってほしい。

 総務文教委員会における委員からの要望
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厚生委員会からの報告

高齢者施策
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高齢者を取りまく状況

 【人口構成と高齢化の状況（平成２９年１０月１日現在）】

　　　　　総人口に対する高齢化率：３２.３％

　　　　　高齢化率　男性：２７.８％　女性：３６.２％

　【平成２７年国勢調査における高齢化率】

　　　田川市：３２.０％　福岡県：２５.９％　全国：２６.６％
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高齢者を取りまく状況

【要介護等認定率の状況】

　要介護等認定率（高齢者人口に占める６５歳以上の

要介護等認定者数の割合）は、平成１６年（３３.３％）を

ピークに減少傾向となっていますが、国・県と比べ、

依然高い割合で推移しています。

　平成２８年　要介護等認定率

　　田川市：２４.５％　福岡県：１９.１％　全国：１８.０％
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高齢者を取りまく状況

【高齢者世帯の状況】

　高齢者のいる世帯は急激に増加しており、

　平成２７年では、１０，０８３世帯となっており、
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第８次田川市高齢者保健福祉計画

【基本理念】

　健やかに、明るく、楽しく生きよう

【基本目標】

①　高齢者の健康づくりと介護予防の推進

　　　　  健康相談の充実、各種健（検）診の充実、生きいき健康教室、

　　　　  生きがい公民館事業　など

　②　高齢者の生きがいづくりの支援

　　　　  バスハイク事業、シルバー趣味の教室、老人クラブ　など

　③　高齢者の安全・安心な暮らしの実現

　　　　  自主防災組織の設立・育成、避難行動要支援者システムの導入、

　　　　  高齢者運転免許証自主返納支援事業　など

　④　高齢者の在宅生活の支援

　　　　  緊急通報システム事業、配食サービス事業、買い物支援事業　　など

　⑤　高齢者がいつまでも住み続けられる地域へ

　　　　  田川市高齢者等ＳＯＳネットワーク事業（模擬訓練等）、認知症カフェ　など
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本市の主な高齢者施策

【生きいき健康教室】　

　一般介護予防事業の一環として、健康測定、栄養指導

及び介護予防体操を公民館単位で実施し、田川市内の　

高齢者の健康の保持増進を図る。

実施状況

　参加箇所　４０箇所（公民館等の公共施設）

　対象者　　 おおむね６５歳以上の田川市の住民

　　　　　　　　※６５歳以上の方は介護予防ポイント制度の対象

　スタッフ　　保健師、看護師、事務員

　内　　容　　血圧測定、ケアトランポリン、

　　　　　　　　介護予防体操、栄養講座、ヨガ講座　など
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本市の主な高齢者施策

【生きいき健康教室】　

　平成３０年２月２１日、執行部からの報告内容

教室参加者の健康、医療及び介護の状況を分析した結果、

教室不参加者と比較して、

〇 内科等の医科における年度医療費が２分の１程度であること。

〇 要介護度の進行速度が半分程度に低減されていること。

〇 糖尿病やがん等の生活習慣病の病歴が低い数値であること。

    などが明らかになった。

今後は、参加公民館数及び参加者数の増加を図り、高齢者の　　

健康増進及び介護予防に努めるとともに、医療費及び介護費用の

抑制を図っていきたい。

委員からの要望

生きいき健康教室は大きな成果をあげていることから、参加公民

館数及び参加者数の増加に向けて努力するとともに、事業実施に

関する多様な財源の活用等について、検討してほしい。
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本市の主な高齢者施策

【介護予防ポイント制度事業】　

目　的　　高齢者に対する介護予防事業として、生きいき健康教室　

　　　　　　への参加やボランティア活動を支援

　　　　　　　　　　　　　　　　→　高齢者が生き生きとした地域社会へ

制　度　　健康教室へ参加したり、ボランティア活動を行った高齢者　

　　　　　　に対して、評価ポイントを付与

　　　　　　　→　ポイント総数により地域振興券を交付

ポイント付与基準

　教室参加：　保健センター職員が来館、血圧測定等を実施する日　

　　　　　　　　　の教室(月１回)／１回につき１ポイント

　ボランティア活動：活動１回につき１ポイント
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本市の主な高齢者施策

【介護予防ポイント制度事業】

ポイント総数と地域振興券の額

評価ポイント総数 地域振興券

１０以上 ５，０００円

７以上１０未満 ３，０００円

７未満 ０円

評価ポイント総数 地域振興券

２０以上 ５，０００円

１５以上２０未満 ４，０００円

１０以上１５未満 ３，０００円

５以上１０未満 ２，０００円

５未満 ０円

〔教室参加〕

〔ボランティア活動〕



本市の主な高齢者施策

【生きがい公民館事業】　

　高齢者が要介護状態になることを予防するため、生きがいや健康
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本市の主な高齢者施策

【がん検診受診率向上のための対策】　

　本市では、国保加入者及び職場等でがん検診を受診でき

ない市民に対して、一部公費助成を行い、年間２６回の集

団検診（乳がん及び子宮がん検診は個別健診あり）を実施

しています。

　また、検診後に精密検査が必要な方に対しては、保健セ

ンターの保健師が医療機関への受診勧奨を行っています。

　田川市のがん死亡率は、国よりも高く（約１.１６倍）、

　肝がん（約２倍）、肺がん（約１.３～１.４倍）が吐出して高

い状況です。

　また、がん検診の受診率も伸び悩んでいます。
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本市の主な高齢者施策

【がん検診受診率向上のための対策】　Ｈ30～　

主な対応策

　〇　国保未加入者の自己負担の割合が５０％を超えている検診項目について、

　　　５０％以下に引き下げる。

　　　　胃がん検診　　　　　２，０００円→１，８００円

　　　　　 ＡＢＣリスク検査　　１，７００円→１，５００円

　　　　   子宮がん検診　　　 １，５００円→１，３００円

　　　　   肝炎ウイルス検診  １，０００円→   　８００円　など

　〇　セット料金の設定

　　　　　

セット項目 国保区分

現行 改正内容

個別 個別 セット検診

胃・肺・大腸がん

国保未加入者 3,000円 2,800円 2,500円

国保加入者 1,000円 1,000円 700円

子宮・乳がん

国保未加入者 3,000円 2,300円 2,000円

国保加入者 900円 700円 600円
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介護保険料　-健康増進の大きな効果-

広報たがわ 平成30年7月15日号より

　介護保険料は、福岡県介護保険広域連合を構成する市町村のうち、

給付水準が高い方から順にＡ・Ｂ・Ｃグループに分けて決まります。

　本市は第６期（Ｈ27年度～Ｈ29年度）が「Ａグループ」でしたが、

第７期（Ｈ30年度～Ｈ32年度）は「Ｂグループ」に変わりました。

　〇 所得段階によって違いはありますが、みなさんが負担する介護保

　　　険料が、１万円～５万円程度減額しています。

　〇 減額の主な理由は、第６期の期間に、みなさんの健康増進が図ら

　　　れ、介護保険の給付が減ったことです。

　〇 第８期（Ｈ33年度～Ｈ35年度）の介護保険料は、今後の給付実　

　　　績等で決まります。介護保険の給付が増えると「Ｂグループ」から　

　　　「Ａグループ」に逆戻りし、負担が増大する可能性があります。

　　今後も健康増進に取り組み、介護サービスの適正な利用をお願い　

　します。
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介護保険料　-健康増進の大きな効果-

【第７期（Ｈ30年度～Ｈ32年度） 介護保険料】

　

所得段階 対象

保険料年額

Ｂグループ

←←←←

Ａグループ

（田川市）

第１段階

本人と

世帯員全員が

市民税非課税

①生活保護の受給者

②老齢福祉年金受給者

③公的年金等収入額と合計所得金額等の

   合計額が80万円以下の人

37,181円 48,287円

第２段階

公的年金等収入額と

合計所得金額等の　

合計額が

80万円を超え

120万円以下の人

55,771円 72,431円

第３段階 120万円を超える人 55,771円 72,431円

第４段階 本人が市民税非課税

だが世帯の中に

市民税課税者がいる

80万円以下の人 66,925円 86,917円

第５段階 80万円を超える人 74,361円 96,574円

第６段階

本人が

市民税課税

合計所得金額から　

特別控除額を

引いた額が

120万円未満の人 89,233円 115,889円

～ ～ ～ ～

第２５段階 800万円以上の人 185,903円 241,435円
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本市の主な高齢者施策

【田川市買い物支援協力店】　
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本市の主な高齢者施策

【田川市ふれあい収集事業】　

　高齢者や障害のある方の在宅生活を支援するため、家庭のごみを集積所

等に持ち出すことが困難な世帯に対して、決まった曜日に戸別訪問し、ご

みの収集を行います。

　また、ごみが出ていない場合は、声をかけることにより、高齢者や障害の

ある方とのコミュニケーションを図り安否の確認を行います。

　対象　市内に居住する次のいずれかに該当する世帯で、世帯構成員が　

　　　　　家庭のごみを集積所等まで持ち出すことが困難な世帯

　　　　　〇　75歳以上の方だけで居住している世帯　

　　　　　〇　身体障害者手帳1級又は2級（肢体不自由又は視覚障害に

                限る。）の認定を受けている方だけで居住している世帯

　　　　　〇　骨折などの理由により一時的にごみ出しが困難となった方も　

　　　　　　　　対象となる場合あり
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本市の主な高齢者施策

【田川市ふれあい収集事業】　

　手続きの流れ

　　①　申請書の提出

　　②　市職員が利用希望者宅を訪問調査

　　③　必要に応じて選定委員会で審査

　　④　市役所から決定通知を発送

　　⑤　ふれあい収集の開始

収集ごみ　　【可燃ごみ：毎週1回】、【不燃ごみ：第2週・第5週】　　　　　　　  　　

　　　　　　　　  【缶・びん：第1週・第3週・第4週】

　収集方法　　戸別に訪問を行い、玄関の外で収集。　（団地等も同様）

　費　　　用　　無料。ただし、通常の指定ごみ袋の費用必要。

　開始時期　　平成３１年４月実施予定（現在試行的に実施中）
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今後の論点

　今後も高齢化のさらなる進行、高齢者のみの世帯の増加

が予想され、支援を必要とする高齢者数は増加する見込み

です。

２０２５年には、「団塊の世代」と呼ばれる世代が７５歳に

到達し、後期高齢者の７５歳以上の方が約２０％となる見

込みです。

２０２５年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で健康で　

元気に自立した生活が送れるよう、介護予防、生きがい　

づくりの支援の充実や様々なニーズに対応できる体制　　
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建設経済委員会からの報告

水道事業の統合
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 ① ① ① ① 田川市水道事業の現状と課題田川市水道事業の現状と課題田川市水道事業の現状と課題田川市水道事業の現状と課題
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水需要の実績と見通し水需要の実績と見通し水需要の実績と見通し水需要の実績と見通し



40

更新需要（耐用寿命更新需要（耐用寿命更新需要（耐用寿命更新需要（耐用寿命注注注注1111を超過する水道施設）を超過する水道施設）を超過する水道施設）を超過する水道施設）

注注注注1111）耐用寿命…法定耐用年数を延長して設定した寿命）耐用寿命…法定耐用年数を延長して設定した寿命）耐用寿命…法定耐用年数を延長して設定した寿命）耐用寿命…法定耐用年数を延長して設定した寿命
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田川市が今後も単独で水道事業を運営する場合の田川市が今後も単独で水道事業を運営する場合の田川市が今後も単独で水道事業を運営する場合の田川市が今後も単独で水道事業を運営する場合の

供給単価等の推計（収益的収支の黒字化を前提）供給単価等の推計（収益的収支の黒字化を前提）供給単価等の推計（収益的収支の黒字化を前提）供給単価等の推計（収益的収支の黒字化を前提）

注注注注))))一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです
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田川市の水道事業が抱えている課題田川市の水道事業が抱えている課題田川市の水道事業が抱えている課題田川市の水道事業が抱えている課題



43

 ②  ②  ②  ② 水道事業統合の経過水道事業統合の経過水道事業統合の経過水道事業統合の経過

・・・・H27H27H27H27年 年 年 年 7777月　田川地区水道企業団を構成する田川市、川崎町、糸田町月　田川地区水道企業団を構成する田川市、川崎町、糸田町月　田川地区水道企業団を構成する田川市、川崎町、糸田町月　田川地区水道企業団を構成する田川市、川崎町、糸田町

　　　　　　 及び福智町　　　　　　 及び福智町　　　　　　 及び福智町　　　　　　 及び福智町((((１市３町１市３町１市３町１市３町))))の首長間で水道事業の統合を目指の首長間で水道事業の統合を目指の首長間で水道事業の統合を目指の首長間で水道事業の統合を目指

             すことを確認             すことを確認             すことを確認             すことを確認

・・・・H29H29H29H29年 年 年 年 3333月　田川地域水道事業経営戦略（統合した場合）策定月　田川地域水道事業経営戦略（統合した場合）策定月　田川地域水道事業経営戦略（統合した場合）策定月　田川地域水道事業経営戦略（統合した場合）策定

　　　　　　 田川市水道事業経営戦略（統合しない場合）策定　　　　　　 田川市水道事業経営戦略（統合しない場合）策定　　　　　　 田川市水道事業経営戦略（統合しない場合）策定　　　　　　 田川市水道事業経営戦略（統合しない場合）策定

・・・・H29H29H29H29年年年年12121212月　田川市議会において月　田川市議会において月　田川市議会において月　田川市議会において「「「「田川地域水道事業の統合に関する田川地域水道事業の統合に関する田川地域水道事業の統合に関する田川地域水道事業の統合に関する

             調査特別委員会」を設置             調査特別委員会」を設置             調査特別委員会」を設置             調査特別委員会」を設置

・・・・H30H30H30H30年 年 年 年 3333月　田川地域水道事業の統合に関する覚書締結月　田川地域水道事業の統合に関する覚書締結月　田川地域水道事業の統合に関する覚書締結月　田川地域水道事業の統合に関する覚書締結

・・・・H30H30H30H30年 年 年 年 9999月　議案「田川地区水道企業団の共同処理する事務の変更及び月　議案「田川地区水道企業団の共同処理する事務の変更及び月　議案「田川地区水道企業団の共同処理する事務の変更及び月　議案「田川地区水道企業団の共同処理する事務の変更及び

　　　　　　 田川地区水道企業団規約の変更」について　　　　　　 田川地区水道企業団規約の変更」について　　　　　　 田川地区水道企業団規約の変更」について　　　　　　 田川地区水道企業団規約の変更」について本市議会で可決本市議会で可決本市議会で可決本市議会で可決

　　　　　　 他の３町議会でも可決され、水道事業統合の条件が整う　　　　　　 他の３町議会でも可決され、水道事業統合の条件が整う　　　　　　 他の３町議会でも可決され、水道事業統合の条件が整う　　　　　　 他の３町議会でも可決され、水道事業統合の条件が整う

・・・・H30H30H30H30年年年年10101010月　田川地域水道事業の統合に関する協定書締結月　田川地域水道事業の統合に関する協定書締結月　田川地域水道事業の統合に関する協定書締結月　田川地域水道事業の統合に関する協定書締結

・・・・H31H31H31H31年 年 年 年 4444月　水道事業の統合（第１段階：経営統合（経営の一体化））月　水道事業の統合（第１段階：経営統合（経営の一体化））月　水道事業の統合（第１段階：経営統合（経営の一体化））月　水道事業の統合（第１段階：経営統合（経営の一体化））

・・・・H35H35H35H35年 年 年 年 4444月　第２段階として、事業統合月　第２段階として、事業統合月　第２段階として、事業統合月　第２段階として、事業統合
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 ③ 水道事業の統合水道事業の統合水道事業の統合水道事業の統合

現在、田川地区水道企業団（構成団体：田川市、川崎町、糸田町及び福智町）は、各構成現在、田川地区水道企業団（構成団体：田川市、川崎町、糸田町及び福智町）は、各構成現在、田川地区水道企業団（構成団体：田川市、川崎町、糸田町及び福智町）は、各構成現在、田川地区水道企業団（構成団体：田川市、川崎町、糸田町及び福智町）は、各構成

団体に水道用水の供給のみを行っており、住民の方へ水を配る「水道事業」は各構成団体団体に水道用水の供給のみを行っており、住民の方へ水を配る「水道事業」は各構成団体団体に水道用水の供給のみを行っており、住民の方へ水を配る「水道事業」は各構成団体団体に水道用水の供給のみを行っており、住民の方へ水を配る「水道事業」は各構成団体

で行っています。各水道事業の経営状況が一層厳しくなっていくことが見込まれるため、で行っています。各水道事業の経営状況が一層厳しくなっていくことが見込まれるため、で行っています。各水道事業の経営状況が一層厳しくなっていくことが見込まれるため、で行っています。各水道事業の経営状況が一層厳しくなっていくことが見込まれるため、

来年の４月から「水道事業」も統合し、同企業団で共同処理することになっています。来年の４月から「水道事業」も統合し、同企業団で共同処理することになっています。来年の４月から「水道事業」も統合し、同企業団で共同処理することになっています。来年の４月から「水道事業」も統合し、同企業団で共同処理することになっています。
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【施設関係】

　① 新浄水場及び新調整池を新設（H34年度末完成予定）

　② 企業団既存の浄水場と合せた２つの浄水場を中心とする

　　 新たな水道システムを構築

　③ 施設規模の適正化

　④ 不要となる既存施設の廃止　等

【財源関係】

　① 事業統合に伴い適用可能となる国の交付金（生活基盤

　　 施設耐震化等交付金）を活用

　② 事業統合時（H35年度）に水道料金を統一（ただし、

     水道料金が上がる場合は、事業統合後５年間、従前の

     水道料金を適用する経過措置あり）　等

 ④ 水道事業統合後の計画水道事業統合後の計画水道事業統合後の計画水道事業統合後の計画
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 ⑤ 水道事業の統合の効果水道事業の統合の効果水道事業の統合の効果水道事業の統合の効果

注注注注))))一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです
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事業統合の有無による供給単価の将来推計事業統合の有無による供給単価の将来推計事業統合の有無による供給単価の将来推計事業統合の有無による供給単価の将来推計

注注注注))))一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです一定の条件に基づき試算したものです
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 ⑥ 田川市議会の取り組み田川市議会の取り組み田川市議会の取り組み田川市議会の取り組み
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各構成団体の水道事業に係る経年管路率などの各種指標、財務諸表及び経営

戦略で試算されている更新需要については、大変重要な統合に向けた諸条件

であることから、再度、協定書締結までに、専門的かつ多角的な見地から慎

重に検証すべきである。その上で、各種指標の格差等については、指標が低

い自治体は集中的に投資を行うなどの対策を講じ、経営統合までには他団体

と同水準になるよう、努力すべきである。さらに、経営統合の際は、各種指

標を同水準にするために必要な費用を引き継ぎ資産等に加算するなどの措置

も講じるべきである。

⇒管路経年化率などの施設整備の進捗状況に関する指標の格差については、

　統合後の各関係市町の老朽管更新事業量を、給水人口割合を基本に配分す

　ること等により、これまでの整備状況に影響されることなく、公平な事業

　量の配分を行うこととしています。

⇒水道料金については、事業統合（平成34年度末）まで現在の各関係市町の

　水道料金を据え置き、事業統合時に統一するものとされていますが、事業

　統合後の水道料金が上がる場合は、事業統合後５年間、従前の水道料金を

　適用する経過措置を設けることになっています。なお、この経過措置につ

　いては、供給単価の推計から、適用される可能性があるのは田川市のみで

　あり、平成39年度まで現在の本市の水道料金が据え置かれることが想定さ

　れています。

【提言１】【提言１】【提言１】【提言１】

【対応】【対応】【対応】【対応】
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統合に向けては住民の理解が必要不可欠であり、今後、住民説明等のあり方

について十分検討すべきである。

⇒平成31年１月中旬から２月末頃にかけて、各中学校区単位を基本として　

　説明会を開催（各公民館単位での説明会開催の要望にも柔軟に対応）

⇒説明事項は、①水道事業の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　②単独運営と事業統合の比較検討結果　　　　　　　　　　

　　　　　　　③今後の水道事業の経営見通しと水道料金　など

⇒その他、広報紙への掲載、チラシの折り込み

【提言８】【提言８】【提言８】【提言８】

【対応】【対応】【対応】【対応】
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 ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 今後、田川市議会として今後、田川市議会として今後、田川市議会として今後、田川市議会として

　　　　人口減少、少子高齢化、水需要の停滞・低下など、我が国

では大きな社会構造の変化が起きています。社会の変化に合

せて、水道事業はどうあるべきか、それをどう実現していく

のか、全国的な課題として議論されています。田川市は、こ

の課題に対し、事業統合（広域化）を選択しました。

　しかしながら、統合すれば全てが解決される訳ではありま

せん。企業理念がなければ単なる大規模な集合体に過ぎず、

失敗した時の損失も大きくなります。

　また、事業統合（広域化）し、本市から事業が離れること

で、制御がきかなくなるという懸念もあります。

　新たな組織で水道事業を運営するに当たり、今後の社会情

勢を十分見据えるとともに、「独立採算」を基本とした企業

理念に基づいた効率的な運営を行うことで、市民の皆さま

に、安全でより安価な水道水の供給ができるよう、田川市議

会としての職責を果たしてまいります。
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意見交換


