




水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00） ホームページアドレス          　http://www.eonet.ne.jp/~hatanotown/water.html

※住民の皆様へ 　　　平成30年6月15日発刊

「２９年度会計監査終了のご報告」

　梅雨の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

５月２７日に水道負担金回収委員会２９年度経理監査を、自治会監査役と、西田顧問税理士により通帳、預金残金、

収支の細部まで、監査していただきました。裏面に２９年度監査報告結果を掲載いたします。ご確認下さい。

疑問点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「立替金（水道事業外道路舗装負担金）の管理」

　各区の水道事業外道路舗装費等の３０年３月末現在の立替金残金合計は、全区で約6,011,250円あります。
負担金回収委員会と各区は、分割開始時に返済覚書を交わしております。期限は３１年３月末までです。完済に向けて各区に返済を促し、回収していきます。
２９年度末の各区への立替金残金は、下記のようになっています。各区の返済計画は、各区でたてておられます。詳細は各区長にお尋ね下さい。

３０年度末（３１年３月３１日）までに各区の立て替え金を完済の０円にしていただかなくてはなりません。

この立替金の返済が、３０年度後まで滞りますと亀岡市への返済ができなくなってしまいます。また、住民への最終返済金に問題を残します。

「亀岡市への負債の支払い」

　２５年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、３０年度までの分割返済があり、

市への支払いが３０年度のみとなり、その支払い残は、530万強残っております。

「負担金の回収状況報告」

　BコースからDコースの設定をされた方々におかれましては、元金返済額100万円に達成いたしました。大変お疲れ様でした。

あと３１年３月まで分割設定のＲコースを選定された方々を残すのみとなりました。

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成３１年３月末日引き落とし分までに、元利金の残額一括返済をお願いしていきます。

　完済されましたら、元金返済額100万円達成を封書でご案内させていただきます。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成３０年度末（３１年３月）には、すべての分割登録者の返済、道路舗装費の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「『ご意見をお聞かせください』の内容で最終清算時のご意見をお聞きしました」

　平成３０年３月までで400件弱のご意見を頂きました。貴重なご意見大変ありがとうございました。

平成３１年３月末の最終清算まで１年弱となり、委員会は未払いの残っている分割登録者・道路舗装立替金の完納までの管理と最終清算の準備に取り組んでいます。

最終清算は、皆様のご意見を取り入れながら基本の考え方（皆さんに平等に）事項を基に進めていきたいと思います。

「訴訟問題について」

　平成３０年３月２８日に水道負担金関係の件で亀岡簡易裁判所へ住民提訴がなされました。
現在、顧問弁護士を代理人に立て、対応しています。
第１回口頭弁論が４月２３日、第２回口頭弁論が５月３１日に行われました。
今回の水道未普及解消事業で担った地元自治会として取り組んできたことの正当性を真摯に主張して行きたいと思っています。

「分割負担金の管理」

　公営水道にご契約いただいた方々の中で、残されている各ローン設定コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。
毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は、下記の順序で行っております。

　　　 　＊各月の未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 
（４）★…判断決定書（保証人連絡）  （５）□…第15条案内状（保証人連絡）    （６）■…判断決定書（法的処置に移行）

　　　 　＊（６）判断決定書（法的処置）手続き移行を実行 
２７年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３件の移行を実行致しました。 
２８年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３件の移行を実行致しました。 
２９年９月末においても残念な事ですが、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに５件の移行を実行致しました。 
顧問弁護士にお任せすることにより、事情聴取を行い、案件に応じて裁判実行に移っていきます。

「今後の予定」

※委員会活動 ◎　負担金、立替金の回収。

◎　清算総会の準備・実行。

水道・道路に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで
その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

Eメールアドレス　　　　　　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（8)

水道負担金回収会報



水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263 　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

（平日9：00～12：00）                      　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatanotown/water.html

※住民の皆様へ 　　　平成29年11月25日発刊

「２９年度上期会計監査終了のご報告」

　師走の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

１１月３日に水道負担金回収委員会の２９年度上期の監査を、自治会監査役２名と、西田顧問税理士により通帳、

預金残金、収支の細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でもご案内させていただきましたように概算の負担金返済額が100万円に

達した時点で償還免除を随時させていただいております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなく返済いただいてる方々は、元金返済額が100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分で元金返済額100万円強に達成いたしました。

Ｃコース完済の方々には、最初に結んでいただいた契約書類を返却させて頂いています。

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強に達成します。

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分で元金返済額100万円強に達成いたしました。

Ｄ２コース完済の方々には、最初に結んでいただいた契約書類を順次返却させて頂いています。

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済願います。

完済前のコースの方々におかれましては、元金返済額100万円達成月に封書でご案内させていただきます。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）には、すべての分割登録者の返済、道路舗装費の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「立替金（水道事業外道路舗装負担金）の管理」

各区の水道事業外道路舗装費等の29年９月末現在の立替金残合計は、全区で約１,０８０万円あり、３０年度までに返済していただかなくてはなりません。
負担金回収委員会と各区または地域ごとに分割開始時に返済覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。
２９年度上期の各区への立替金は、下記のようになっています。各区からの返済計画は、各区で起てておられます。詳細は各区長にお尋ね下さい。

　　３０年度末（３１年３月３１日）までに各区の立て替え金を０円にしていただかなくてはなりません。

この立替金の返済が、３０年度を超え滞りますと亀岡市への返済ができなくなってしまいます。また、住民への最終返済金に問題を残します。

「亀岡市への負債の支払い」

２５年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、３０年度までの分割返済があり、

市への支払いが２９年度からのあと２年間の支払い残は、2,030万強残っております。

　　年度ごとの返済計画予算表に則って支払いを実行していかなければなりません。

「『ご意見をお聞かせください』の内容で最終清算時のご意見をお聞きします」

平成31年3月末の最終清算まで1年余りとなり、委員会は未払いの残っている分割登録者・道路舗装立替金の完納までの管理と最終清算の準備に取り組んでいます。

最終清算は、皆様のご意見を伺いながら進めていきたいと思います。

自治会での各水道契約者様には29年末ごろにご意見をご記入いただく用紙を送らせていただきます。同封の返信用封筒にてご解答のご返送をお願いします。

返信いただいたご意見は集約の上、清算時の決議案に反映させていただきます。

「分割負担金の管理」

公営水道にご契約いただいた方々の中で、残されている各ローン設定コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。
毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は、下記の順序で行っております。

　　　 　＊各月の未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 
（４）★…判断決定書（保証人連絡）  （５）□…第15条案内状（保証人連絡）    （６）■…判断決定書（法的処置に移行）

　　　 　＊（６）判断決定書（法的処置）手続き移行を実行 
２７年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を実行致しました。 
２８年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を実行致しました。 
２９年9月末においても残念な事ですが、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに５軒の移行を実行致しました。 
顧問弁護士にお任せすることにより、事情聴取を行い、案件に応じて裁判実行に移っていきます。

「今後の予定」

※委員会活動 ◎　負担金回収に全力を注ぎます。年度末の決算報告の実行と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道・道路に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで
その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（７)

水道･道路舗装完成!!



水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00）

畑野町水道負担金回収委員会

平成29年6月１5日発刊

※住民の皆様へ 　　「２８年度会計監査終了のご報告」

　梅雨の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

６月４日に水道負担金回収委員会の２８年度の監査を、自治会監査役２名と、西田顧問税理士により通帳、

預金残金、収支の細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金回収委員会が取組む課題について」

①分割負担金の管理
　　　公営水道にご契約いただいた方々の中で、各ローン設定コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。
　　　毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は、下記の順序で行っております。
　　　 　＊各月の未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 
（４）★…判断決定書（保証人連絡）  （５）□…第15条案内状（保証人連絡）    （６）■…判断決定書（法的処置に移行）

　　　 　＊（６）判断決定書（法的処置）手続き移行を実行 
２７年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を実行致しました。 
２８年度においても残念な事ですが、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を実行致しました。 
顧問弁護士にお任せすることにより、事情聴取を行い、案件に応じて裁判実行に移っていきます。

②立替金（水道事業外道路舗装負担金）の管理
　　各区の水道事業外道路舗装費等の29年3月末現在の立替金残合計は、全区で約１,２７５万円あり、３０年度までに返済していただかなくてはなりません。

　　負担金回収委員会と各区または地域ごとに分割開始時に返済覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。
　　２９年度末の各区への立替金は、下記のようになっています。各区からの返済計画は、各区で起てておられます。詳細は各区長にお尋ね下さい。

　　３０年度末（３１年３月３１日）までに各区の立て替え金を０円にしていただかなくてはなりません。

この立替金の返済が、３０年度を超え滞りますと亀岡市への返済ができなくなってしまいます。また、住民への最終返済金に問題を残します。

③亀岡市への負債の支払い
　　２５年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、３０年度までの分割者がおられ、
　　市に全額支払えないところから市との交渉で、残費用（7,400万強）を２６年度から５年間の返済約束で覚書を交わしております。
　　２９年度からの２年間の支払い残は、2,030万強残っております。
　　年度ごとの返済計画予算表に則って支払いを実行していかなければなりません。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でもご案内させていただきましたように概算の負担金額が出ましたので、

委員会は、今後元金返済額が100万円に達した時点で償還免除する予定となっております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなく返済いただいてる方々は、元金返済額が100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

Ｃコース完済の方々は、7月までに最初に結んでいただいた契約書類を返却させて頂きます。

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済

いずれのコースの方々におかれましても、元金返済額100万円達成月の前に封書でご案内させていただきます。

分割返済の方々は、毎月口座からの引き落とし金額のご準備をよろしくお願い申し上げます。

引き落し不納になった場合は、「入金のお願い」等の郵送等の管理費がかさみます。通例の口座振替で負担金回収できるようご協力下さい。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）には、すべての分割登録者の返済、道路舗装費等の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

　　「今後の予定」

※委員会活動 ◎　負担金回収に全力を注ぎます。年度末の決算報告の実行と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道・道路に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで
その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatano-suidou/

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（6)

水道･道路舗装完成!!



水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00）

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（５)

※住民の皆様へ 　　「２８年度上期会計監査終了のご報告」

　晩秋の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

１１月６日に水道負担金回収委員会の２８年度上期の監査を、自治会監査役２名と、西田顧問税理士により通帳、

預金残金、収支の細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金回収委員会が取組む課題について」

①分割負担金の管理
　　　公営水道にご契約いただいた方々の中で、各コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。
　　　毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は、下記の順序で行っております。
　　　 　＊各月の未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 
（４）★…判断決定書（保証人連絡）  （５）□…第15条案内状（保証人連絡）    （６）■…判断決定書（法的処置に移行）

　　　 　＊（６）判断決定書（法的処置）手続き移行を実行 
２７年度においては、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を実行致しました。 
２８年度上期においても残念な事ですが、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに１軒の移行を実行致しました。 
顧問弁護士にお任せすることにより、事情聴取を行い、裁判実行に移っていきます。

②立替金（水道事業外道路舗装負担金）の管理
各区の水道事業外道路舗装費等の１０月末現在の立替金残合計は、全区で約２,３１９万円あり、３０年度までに返済していただかなくてはなりません。

負担金回収委員会と各区または地域ごとに分割開始時に返済覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。
２８年上期末の各区への立替金は、下記のようになっています。各区からの返済計画は、各区で起てておられます。詳細は各区長にお尋ね下さい。

３０年度末（３１年３月３１日）までに各区の立て替え金を０円にしてもらわなければなりません。

この立替金の返済が、３０年度を超え滞りますと亀岡市への返済ができなくなってしまいます。また住民への最終返済金に問題を残します。

③亀岡市への負債の支払い
２５年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、３０年度までの分割者がおられ、
市に全額支払えないところから市との交渉で、残費用（7,400万強）を２６年度から５年間の返済約束で覚書を交わしております。
２８年度からの３年間の支払い残は、2,319万強残っております。
年度ごとの返済計画予算表に則って支払いを実行していかなければなりません。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でもご案内させていただきましたように概算の負担金額が出ましたので、

委員会は、今後元金返済額が100万円に達した時点で償還免除する予定となっております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなく返済いただいてる方々は、元金返済額が100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済

いずれのコースの方々におかれましても、元金返済額100万円達成月の前に封書でご案内させていただきます。

分割返済の方々は、毎月口座からの引き落とし金額のご準備をよろしくお願い申し上げます。

引き落し不納になった場合は、「入金のお願い」等の郵送等管理費がかさみます。通例の口座振替で負担金回収できるようご協力下さい。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）には、すべての分割登録者の返済、道路舗装費等の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「私道路を市道路への変換申請状況について」

現在、申請準備の区は、広野1区です。市道認定道路への工事は大部分終了しており、分筆条件の成立の申請手続き中です。

住民の方々は、各区の総会・地区連絡会等においてご確認下さい。

　　「今後の予定」
※委員会活動 ◎　負担金回収に全力を注ぎます。年度末の決算報告の実行と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道・道路に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで

その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatano-suidou/

                                 畑野町水道負担金回収委員会
  　                          平成28年11月１5日発刊

水道･道路舗装完成!!



水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00）

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（４)

※住民の皆様へ 　　「27年度下期会計監査終了のご報告」

　新緑の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

５月２２日に水道負担金回収委員会の2７年度下期の監査を、自治会監査役２名と、西田顧問税理士により通帳、

収支の細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金回収委員会が取組む課題について」

①分割負担金の管理
公営水道にご契約いただいた方々の中で、各コースの分割支払いを最後まで進めていかなくてはなりません。
毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は、下記の順序で行っております。
　　　 　＊未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 
（４）★…判断決定書（保証人連絡） （５）□…第15条案内状（保証人連絡） （６）■…判断決定書（法的処置に移行）

　　　 　＊27年度末、（６）判断決定書（法的処置）手続き移行を実行 
残念な事ですが、（６）判断決定書までの送付に至り、法的処置手続きに３軒の移行を27年度末に実行致しました。 
顧問弁護士により、裁判実行に移っています。

②立替金（事業外道路舗装負担金）の管理
各区の事業外道路舗装費用等の２７年度下期立替金残合計は、全区で約２,５３０万円あり、３０年度までに返済していただかなくてはなりません。
負担金回収委員会と各区、または地域ごとに分割開始時に覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。
27年上期末の各区への立替金は、下記のようになっています。各区からの返済計画は、各区長にお尋ね下さい。
この立て替え金は、各区民が責任を持って区の方針（総会等の決議）に従い、ご協力いただかなくてはなりません。

平成２８年５月２４日現在

この立替金の返済が、３０年度を超え滞りますと亀岡市への返済ができなくなってしまいます。また住民への最終返済金に問題を残します。

③亀岡市への負債の支払い
２５年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、３０年度までの分割者がおられ、
全額支払えないところから市との交渉で、残費用（7,400万強）を２６年度から５年間の返済約束で覚書を交わしております。
従って、２８年度からの３年間の支払い残が、3,500万強残っております。
年度ごとの返済計画予算表に則って支払いを実行していかなければなりません。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でもご案内させていただきましたように概算の負担金額が出ましたので、

委員会は、今後元金返済額が100万円に達した時点で償還免除する予定となっております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなくご返済いただいてる方々は、元金返済額100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済

いずれのコースの方々におかれましても、元金返済額100万円達成月の前に封書でご案内させていただきます。

分割返済の方々は、毎月口座からの引き落とし金額のご準備をよろしくお願い申し上げます。

引落不納になった場合は、「入金のお願い」等の郵送等管理費がかさみますので口座振替で負担金回収できるようご協力下さい。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）すべての分割登録者の返済、道路舗装費等の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「私道路の市道路への変換申請状況について」

25年度の道路舗装の関係において私道から市道への変換申請の認定条件をクリアされた区の状況をお知らせします。

現在、申請途中の区は、広野1区です。認定道路への工事は終了しており、分筆条件の成立の申請手続き中です。

住民の方々は、各区の総会・地区連絡会等においてご確認下さい。

　　「今後の予定」
※委員会活動 ◎ 負担金回収に全力を注ぎます。年度末の決算報告と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで
その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatano-suidou/

                                 畑野町水道負担金回収委員会
  　                          平成28年6月１日発刊

水道･道路舗装完成!!



水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00）

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（3)

※住民の皆様へ 　　「27年度上期会計監査終了のご報告」

　秋の味覚の季節、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

１０月２５日に水道負担金回収委員会の2７年度上期の監査を、自治会監査役２名と、顧問税理士により通帳、

預金、収支の細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金回収委員会が取組む課題について」

①分割負担金の管理
　　　公営水道にご契約いただいた方々の中で、下記コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。
　　　毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は下記の順序で行っております。

　　　 　＊未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 

（４）★…判断決定書（保証人連絡）（５）□…第15条案内状（保証人連絡）  （６）■…判断決定書（法的措置に移行）

②立替金の管理

各区の事業外道路舗装費用等の２７年度上期立替金残合計は、全区で約３,４４６万円あり、30年度までに返済していただかなくてはなりません。

負担金回収委員会と各区、または地域ごとに分割開始時に覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。
27年上期末の各区への立替金は、下記のようになっています。各区からの返済計画は、各区長にお尋ね下さい。
この立て替え金は、区民が責任を持って区の方針（総会等の決議）に従い、ご協力いただかなくてはなりません。

この立替金が、30年度まで滞りますと亀岡市への返済ができなくなって、畑野町全住民の負担になり大変な事になります。

③亀岡市への負債の支払い
25年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、30年度までの分割者がおられ、
全額支払えないところから市との交渉で、残費用（7,400万強）を26年度から5年間の返済約束で覚書を交わしております。
従って、27年度末からの4年間の支払い残が、5,000万強残っております。年度ごとの予算表に則って支払いを実行していきます。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でご案内させていただきましたように概算の負担金額が出ましたので、

委員会は、今後元金返済額が100万円に達した時点で償還免除する予定となっております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなくご返済いただいてる方々は、元金返済額100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済

いずれのコースの方々におかれましても、元金返済額100万円達成月の前に封書でご案内させていただきます。

分割返済の方々は、毎月口座からの引き落とし金額のご準備をよろしくお願い申し上げます。

引落不納になった場合は、「入金のお願い」等の郵送等管理費がかさみますので口座振替で負担金回収できるようご協力下さい。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）すべての分割登録者の返済、道路舗装費等の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「分割登録者の現在の『状況確認のお願い』を実行していきます」
水道委員会に登録された分割登録者の方々に現在の状況確認をさせていただきます。
水道委員会発足から早6年が経過いたしました。ご事情により名義を変えられた方等、変更されていないかの確認です。
ご登録先へ今年度中に封書で各ご家庭に送らせて頂きます。変更等ございましたら速やかに確認カードをご返信下さい。

「私道路の市道路への変換申請状況について」

25年度の道路舗装の関係において私道から市道への変換申請の認定条件をクリアされた区の状況をお知らせします。

高橋3区の金山地区が、本年3月議会において市道認定の許可を頂き、4月より市道となりました。（5月15日発行のはたのだよりで報告）

ただいま申請途中の区は、広野1区です。認定道路への工事は終了しており、申請手続き中です。

9月議会への申請は、まだ申請されておらず12月議会への申請が進められています。

他の区においては、総会等で決議いただいておりますように、認定条件にそぐわない箇所の解決が難しいところから断念されております。

住民の方々は、各区の総会・地区連絡会等においてご確認下さい。

　　「今後の予定」
※委員会活動 ◎ 負担金回収に全力を注ぎます。年度末の決算報告と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで

その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatano-suidou/

                                 畑野町水道負担金回収委員会
  　                          平成27年11月１日発刊

水道･道路舗装完成!!



（委員会は定期的に、自治会会員、非自治会会員を問わず、すべての住民の方に最新の情報をお伝えして行きます。）

水道負担金回収委員会 TEL  0771-20-1263

（平日9：00～12：00）

　　畑野町水道負担金回収委員会からのお知らせ（2)

水道運営管理委員会の「水道会報」の発行は43号で終了し、新たに水道負担金回収委員会の発行で２号を掲載いたします。

※住民の皆様へ　　　　　　　　「26年度会計監査終了のご報告」

　初夏の候、住民の皆様におかれましては、ご清祥のことと存じます。

日頃は、水道負担金回収委員会の活動に、ご理解とご協力をいただき大変ありがとうございます。

5月17日に水道負担金回収委員会の26年度の監査を、自治会監査役２名と、顧問税理士により通帳、預金、収支の

細部まで、監査していただきました。裏面に監査報告をいたします。ご確認下さい。

疑問な点がございましたら、自治会事務所、自治会水道負担金回収委員会事務所までご遠慮なくお尋ね下さい。

「負担金回収委員会が取組む課題について」

①分割負担金の管理

　　　公営水道にご契約いただいた方々の中で、下記コースの方々の分割支払いを進めていかなくてはなりません。

　　　毎月の負担金支払いが滞った方へのご案内は下記の順序で行っております。

　　　 　＊未入金者への送付要項について（１）～（６）の段階を実行 

（１）○…入金のご案内                  （２）◎…督促状                               （３）☆…第13条決行予告通知書 

（４）★…判断決定書（保証人連絡）（５）□…第15条案内状（保証人連絡）  （６）■…判断決定書（法的措置に移行）

②立替金の管理

各区の事業外道路舗装費用等の26年度末立替金残合計は、全区で約3,211万円あります。

負担金回収委員会と各区、または地域ごとに分割開始時に覚書を交わしております。今後も計画的な返済を各区に促し、回収していきます。

③亀岡市への負債の支払い

25年度で水道敷設が完了して、全区の各ご家庭に公営水道が供給されております。全費用の支払いには、30年度までの分割者がおられ、

全額支払えないところから市との交渉で、残費用（7,400万強）を25年度から5年間の返済約束で覚書を交わしております。

従って、26年度末からの4年間の支払い残が、5,000万強残っております。年度ごとの予算表に則って支払いを実行していきます。

「負担金分割設定者の方々へ」

平成31年3月末までの負担金分割設定者の方々は、前回の水道会報でご案内させていただきましたように概算の負担金額が出ましたので、

委員会は、今後元金返済額が100万円に達した時点で償還免除する予定となっております。

月々の負担金の引き落としが、滞りなくご返済いただいてる方々は、元金返済額100万円達成の年月を、下記に示します。

　＊Cコースの方（頭金30万10年分割） 平成29年4月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D1コースの方（返済期間7年全額分割） 平成30年3月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊D２コースの方（返済期間10年全額分割） 平成29年10月末日引き落とし分までで元金返済額100万円強達成

　＊Rコースの方（ランダム返済） 平成31年3月末日引き落とし分までで達成予定、元利金返済額の残額一括返済

いずれのコースの方々におかれましても、元金返済額100万円達成月の前に封書でご案内させていただきます。

分割返済の方々は、毎月口座からの引き落とし金額のご準備をよろしくお願い申し上げます。

引落不納になった場合は、「入金のお願い」等の郵送等管理費がかさみますので管理費の削減にご協力下さい。

負担金返済途中の繰上返済は、随時受け付けております。詳細につきましては、水道負担金回収委員会にお尋ねください。

平成30年度末（31年3月）の段階で、すべての分割登録者の返済、道路舗装費等の立替金の回収を終えた段階で最終の精算となります。

「私道路の市道路への変換申請状況について」

25年度の道路舗装の関係において私道から市道への変換申請の認定条件をクリアされた区の状況をお知らせします。

高橋3区の金山地区が、本年3月議会において市道認定の許可を頂き、4月より市道となりました。（5月15日発行のはたのだよりで報告）

ただいま申請途中の区は、広野1区です。認定道路への工事は終了しており、申請手続き中です。白砂地区は6月議会で決定の見込みです。

9月議会への申請は、他6組までを提出の予定と聞いております。

他の区においては、総会等で決議いただいておりますように、認定条件にそぐわない箇所の解決が難しいところから断念されております。

住民の方々は、各区の総会・地区連絡会等においてご確認下さい。

　　「今後の予定」

※委員会活動 ◎ 負担金回収に全力を注ぎます。半期の決算報告と臨時報告事項があればその都度実行していきます。

水道に関わる質問・相談等も、随時事務所で受け付けております。お気軽にご相談下さい。受付時間ＡＭ９：００～１２：００まで

その他の詳細についても、自治会・水道負担金回収委員会（TEL  0771-20-1263）まで、お問い合わせください。

　Eメールアドレス　    　 hatanounei@nike.eonet.ne.jp                 

　ホームページアドレス　http://www.eonet.ne.jp/~hatano-suidou/

                                 畑野町水道負担金回収委員会
  　                          平成27年6月１日発刊

水道･道路舗装完成!!




