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令和２年度 第２回気仙沼市ガス水道事業運営審議会 議事録 

 

日時：令和３年３月１７日（水）午前１０時～午後 0時０５分 

場所：気仙沼市民会館 中ホール 
 

１．開 会 

    ただ今から，令和２年度第２回気仙沼市ガス水道事業運営審議会を開会します。 

  本日の出席委員数は 13名中 10名で，過半数を超えており，気仙沼市ガス水道事業運営審議会条

例施行規則第３条第２項の規定により，本審議会が成立していることを報告します。 

 

 

２．市 長 挨 拶 

 ガス水道事業の運営審議会ということでお集まりいただき，ありがとうございます。 

 前回もお話させていただいたが，かねてから必要性について説明していた水道料金の改定について，

いよいよ令和３年度からの改定ということで，その案についてまとまったので，説明させていただきた

い。今日は説明とともに，ご意見をいただくところに留まると思う。そのうえで，必要な調整をし，あ

らためて諮問をさせていただく形が，審議会委員全員にかかわる問題なので，丁寧な進め方としては必

要ではないかと思っている。 

本市の水道の状況については，旧気仙沼市に住んでいた人にとっては 38年間料金が改定されていな

い。平成 18年に唐桑町と，平成 21年に本吉町と合併しているが，唐桑町は気仙沼市より使用料や口

径によるが，概ね１割位高かったと思う。それを低い方に合わせた。本吉町と合併した平成 21年にお

いては，小さい口径で大体４割位高かった。それを気仙沼市に合わせる形で行ってきた。その結果，管

が古くなりそちらこちらから漏水している。その漏水を防ぐための管の更新が，あまりスピードアップ

できなかった。そこに東日本大震災が襲ってきて，さらに有収率が下がり，それを復興復旧事業で元の

程度までやっと回復したというのが現状だ。東京，仙台などに比べると，今も漏水していながら運営し

ていて，その改修費用が今ではギリギリという状況である。併せて，ご案内のとおり，新月ダム工事と

いうものが予定されていたが，そこから取水する予定だったものがダムの計画が無くなり，新たな水を

取ってこなくてはならないということで，今なお４０億くらいの規模の仕事を進めているところである。

そのほか様々な理由はあるわけだが，結果として現在，宮城県の中でも水道料金は大変低いレベルに抑

えられていた。一方で，そのことを我々も分かっていたが，震災の 10年間で，被災された皆さんが多

い中値上げに結びつくことを発議することは，手元に現金があり回っているうちはすべきではないと考

えた。本来であれば４月１日から改定できるように，もう半年も前にご提案すべきだったと思うが，様々

な計算に時間がかかったり慎重をきしたりしているうちに，こういう時期になった。一方で，コロナの

問題もあり，ここ半年位延びるということは，実態的には必要なことではあったかなと，結果の話では

あるが，そのような思いをしている。 

一部専門的なところもあるので，分かりづらいところがあれば，担当の方に質問していただきたい。

なかなか，重い仕事で審議会の皆さんにご相談をする形になった。どうぞよろしくお願いする。 

 

 

３．正副会長選出 

  ▶選出方法を諮ったところ，「事務局案」の提示が求められ，委員の中から 

①会長：清水敏也委員，②副会長：藤野尚吾委員，③副会長：熊谷敬一郎委員の３名が，事務

局案どおりに選任された。 
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４．会 長 挨 拶 

   皆様方より会長職に選任されました清水です。市長の冒頭のご挨拶から察すると，非常に重い会

長職になるのではないかなと思うが，皆様方のご協力を賜りまして勤め上げていきたと思うので，

よろしくお願いする。 

  前回の審議会の際に，水道料金の改定のスケジュールを示していただいた。それに沿ってとい

う形になるのかもしれないが，先ずは皆様と審議を進めていくという，今日は「第１回目」という

ことになると思うので，先ほどのお話の中にもあったように，「改定ありき」ということではない

と思うが，皆様の真摯なご意見，それから忌憚のないご意見をいただきまして，「将来の気仙沼の

ために良くなるような，水道料金の改定ができればいいのではないかなぁ。」と思う。それには様々

なハードルがあるとは思うが，審議会の皆様，どうぞよろしく今日はお願いする。 

 

 

５．説  明 

▶三浦ガス水道部長より，「気仙沼市水道料金の改定について」資料にて説明した後，委員全員から

ご意見・ご質問等をいただいた。 

 

【熊谷良市委員】 水道事業は直接市民にかかわる問題であり，安心・安全な水道水の関係や将来に渡

って持続的に安定した供給と経営は重要な課題と認識している。 

合併時，一市二町の水道料金を一番低い料金に合わせたとの説明だが，将来に渡っての水道料金改

定の議論はなかったのか。 

それから，料金改定にあたり将来に渡る人口減少による収入を検討したとあるが，その際に総延長

728kmの配管に対しての計画，多くの施設を抱える中で，収入が減ることだけを前提にしてやって

いくと料金が上がることになるというところの考え方はどうなのか。 

また有収率が７割位と低いが，復興事業で 166kmと全体の２割ほど管を新しく整備したので，そ

こからは漏れは無いとすると，他の 8割の配水管設置区域で全体の３割を超える水が全部漏れている

ということなのか。 

 

《三浦部長》 当時の合併協議の中で，どちらに合わせるか，負担をどのようにするかの協議はいろい

ろ交わされたと思うが，気仙沼市に合わせることで，将来的にどちらの収益がどのくらい下がるのか

という資料が出された記憶はない。 

 

《齋藤工務課長》 管路更新については，今回の策定にあたり，年平均約 3km を予定しているが，次

回の改定時にも計画的な管路更新を考えている。現在 700kｍの管だが，震災後入れた管も 100 年

後には老朽管になっていくので，それについては今後計画的に管路更新を考えてまいる。 

災害復旧で入れた管からの漏水はない。発生している本管漏水の８割は，塩化ビニル管であるため，

現在行っている老朽鋳鉄管と石綿セメント管の更新とともに，塩化ビニル管の漏水多発箇所から優先

的に配水管の更新を進めたいと考えており，有収率の向上に励んでいる。 

有収率は，仙台市は 93％，全国平均・県内平均ともに大体 90%であり，本市としても可能な限り

90%が目標だが，突発的な本管漏水では，どうしても１回当たり何百トンの漏水となってしまうの

で，そういう形での本管の更新を進めながら，有収率の向上に努めてまいる。 

 

《菅原市長》 基本的には合併協定書に何と書かれていたかである。料金を合わせるとだけ書かれてい

たのか。将来料金を改定せねばならないとの含みが書かれていたのか。書いていたらそれを今までし

てこなかったということである。協定書の内容を先ず皆さんにお知らせしていただきたい。 

質問の趣旨の一部は，人口減少時に配管総延長を短くできる所があるかとか，必要な施設整備の中

でも廃止していく，身を軽くするものが予定されているかを含めた質問だと思う。 
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《三浦部長》 手元に合併協定書がないので，あとでということになるが，確か合併協定書の文面では，

低い方に調整するという形の文面で終わっていたと思う。 

 

《齋藤工務課長》 老朽鋳鉄管は水道事業創設時，昭和５年の管であり，管の中がライニングされてお

らず錆こぶになっており，地震で揺れるとすぐ赤水が出る状態なので，飲料水としての「赤水対策」

でもある。旧唐桑町で行っている石綿セメント管の更新については，「健康被害はない」とされてはい

るが，石綿ということで皆さんが心配されていることから，更新を進めてまいる。 

施設に関しては，大島に水を送る新大峠山ポンプ場・配水池を作っている。完成すれば，鹿折方面

の施設削減ができる部分もある。そういう経費削減を考えており，人口減少が進む中の施設更新では，

施設規模縮小を考えていきたい。管路更新時もダウンサイジングで経費削減を考えてまいる。 

 

【清水会長】 今の部分を，説明文のどこかに入れると分かりやすいと思うので，今後お願いする。 

 

《菅原市長》 ずっと 70%台の有収率では問題がある。しかし，お示しした表で見ると，料金を改定

させていただいたとしても，今のペースでしか直らないことになる。追って諮問・答申をいただき料

金改定になったとして，その上で全く別なお金を注ぎ込むことが，有収率を高めることになり，将来

の更なる料金改定を低く抑えたり無くしたりできるかは，別途，管の戦略的なものは考えねばならな

い。現在，別表で令和 10年度まで収支が出ているが，この収支にて，公認会計士の集団である監査

法人トーマツから経営戦略を作ってもらった結果，「令和 10 年度までは経常収支は黒字でなければ

ならない。」，「５億円は現金を持っていないと安定した経営はできない。」と言われていて，令和９年

度まではできているが，令和 10年度になるとできない状態が見て取れる。改定は改定として，その

上で何百 kmもある管路更新をどのように行うか。その時に別途な会計に，実際にやる時はこの会計

に組み込むことになると思うが，別なお金の使い方をしてそれを改善してこの会計を安定させるとい

うことは，別戦略として考えなければいけないと思う。市議会でも何度も「この改修をずっと続けて

も，いつまでも“逃げ水状態”になっているのではないか。」という指摘をいただいているが，この別

表を見る限り，組み込める余裕はないので，別で考えていかねばならない。費用対効果があえば別な

お金を投入することが検討できないわけではないとは思うが，今回の改定状況では，そういう厳しい

状態であることをご理解いただければと思っている。 

 

【内海勝行委員】 経営状況が厳しいことは，十分伝わって来た。料金改定については，２年前から審

議会に上がり，種々検討し，いろいろ話題にして話し合いをしてきたところであるので，おおよそ検

討はついてはきたが，２年前にガス水道部内に検討委員会を作ると言っていたが，作ってどんな作業

をしてきたのか。そこから審議会にどう反映させているのかを教えていただきたい。 

また，「38年間値上げをしなかった。」，「県内でも低い方。」，「大震災を経験し，上げるチャンスが

薄れている。」と，上げない理由や経営危機に陥った理由を出しているが，反省が一つもない。なぜ

38 年間上げなかったか。また，熊谷委員の話にもあったが低い方に合わせることで，水道料金にど

のような影響が出てくるか。それらを試算したかどうか。それらも意外とないのだろうと思う。そう

いうことから，ただ出してきて，「こういうことだから，こうなりました。」と結果で話をしている感

じがするので，38 年間上げなかったことは，一般に，かなり良いことと思ってやってこられたのだ

ろうが，残念ながら今このような値上げになると，裏目に出る部分もあるので，その辺りの経過を説

明いただかないと前の人達がやったから，前の人達が放っておいたからとなるのではないかと思うの

で，その反省なども含めて話をしていただければいいなと思う。 

最初は 13.6%，23.5%，27.6%と３案あって，真ん中になってきているが，一般家庭の水道料金

はどのくらい上がるのか。下水道もかかわる。70%。その試算もないと，単に水道料金が上がっただ

けにはならず，下水道も当然上がっていくと思うので，その話をお聞かせいただきたい。 

資料２ページ「水道料金改定（案）の概要等」で「④平均 23.5%以上の改定は市民の負担感から避

けることとし，仙台市近郊以外の県北・県南他市の水準の料金とする。」と，単に上げる，それは他市
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と同じ位とか，比較・検討で出しているきらいがあるので，そうではなく，上げる分については切迫

感を持った説明をするような，他市と比べこうだからと合わせていくのは，値上げする場合の常とう

手段な気がする。もう少し親切な出し方をした方がいい。控えた方がいいと思う。 

 

《三浦部長》 経営戦略策定の際の内部検討チームだが，部内管理職等に加え外部から有識者 1名を加

えたチーム編成をしているが，実際は殆ど実務的な内容で検討するということで，外部の方を入れた

会議は１回だけである。残りの部分は部内で進めるということで，今回お出しした案も有識者を交え

ての検討は，時間的なものもあり行えていない。部内管理職等で数字を確認・検討した上でお出しし

ている。この検討チームは料金改定だけでなく，経営に関するいろいろなことを検討していこうとい

う組織なので，どちらかというと柔軟な活動をさせていきたい組織と考えていた。 

  次に，料金改定をしてこなかったことについては，正直私も９年ほど前からの配属で当時のことは

分からない。ただ，当時必要があり現行料金の体系にしたのだと思う。当時はダムが必要なほど右肩

上がりの想定のもとだったと思われるので，その後も想定以上に収入が確保できていたのだと思う。

数字的な裏付けがあって言っているわけではないが，「現行料金でやれてきているから」という部分

もなかったわけではないと思う。敢えて料金負担を求めることはせず，経費節減を図りながらやって

きたのだろう。ただ，ここに至り先ほど説明したような要因が出てきたことから，いよいよ見直しを

して，ご負担をお願いしなければならないようになってきた流れだと思う。 

  また，下水道料金については，水道料金と一緒に支払っていただいている方もいるが，今回の料金

改定は水道料金だけであり，下水道料金は別個なのでよろしくお願いする。 

 

【内海勝行委員】 下水道料金は別個とはどういうことか。使った水道料金に下水道は何％，何十％と

かかるのではないのか。 

 

《三浦部長》 下水道料金の計算には，水量が入り，単価が入るわけではない。単価は下水道で決めて

いるので，例えば 20 ㎥使ったら水道料金は上がった形で計算する。下水道では，20 ㎥を 20 ㎥で

は使っていないと思うので，計算した水量に現在の単価を掛けるため，連動して上がることはないと

思う。下水道で料金改定をどのように考えているかは，残念ながらこちらでは分かりかねる。 

 

【内海勝行委員】 では後で知らせていただけるのか。今のでは分かりかねる。水道の方は分かるが，

下水道は分からないのでどうするというのか。調べてお知らせいただけるということか。いかがか。 

 

《菅原市長》 いろいろご指導ありがとうございます。また，以前からの経緯についてもよく理解をし

ていただき本当にありがたいと思っている。 

検討会については，外部の大変熟達の方をお願いしてご指導いただいた。その後は，殆ど庁内とい

うことだが，一方，今回の説明の根幹になっている経営戦略の策定は，有限監査法人トーマツ監修の

もとに行った。トーマツは四大監査法人の最有力社であり，民間の上場会社だけでなく，公共事業の

部門もあり，例えば今，病院の運営審議会は，ずっとトーマツが思料を続けており，本市としても病

院事業が本当に困っているので，年間を通じて雇い入ってもらっている。水道事業のことについても

プロフェッショナルがいて，この数字も見ていただきながら今回出させていただいた。 

また，２番目のことは大変重いと思う。反省が最初にあるべきではないかというご指導だと承りた

い。いろいろ理由はあるとは思うが，私も正直言ってどうしてそうなったのかよく分からない。市長

になり翌年に震災があったので，料金は当然上げられない状況であったし，それどころか，水道設備

そのものがダメージを受け，計算もできない状態だったと思う。実は，当時から議会からは，有収率

や管路の更新についての指摘を決算時等に必ず厳しくいただいていた。お話いただいた記憶を辿れば，

今「令和 10年度に 5億円は持て。」と言われ，「３億円少々」という表だが，当時は大体 16億円位

の現金を持っていた。大体年間の収入と同じくらいであった。だから本来であれば，その時現金を減

らしても有収率を高めることにお金を使っていくべきだったと思う。しかし，復旧復興事業がとてつ
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もない金額を，日本中から応援をもらいやっている状況だったことから，それができなかったという

のが実際だと思う。それで少しどん詰まりになってしまっている現状だと思う。そういう反省はある。

また低料金に合わせて，その後どうするのかということも，合併後何年かしたら将来賄っていけるか

を計算すべきではなかったのかというのも，全くその通りである。例えば，集会施設の市民負担には，

そのような項目が入っていて，予定よりは時間はかかったが，今は何とか合わせてきた。そういう努

力，経営的観点がなかったのではないかということは，まさしくその通りだと思う。 

下水道との関係については，今，返事をさせる。 

また，一般家庭ではどうかという話である。それについては，「参考資料 2」の３ページ目に表があ

る。旧料金と新料金，１か月当たりの税込みが書いてあり，例えば一般家庭で多く使われている

13mm の口径で，使用量が 10 ㎥ 使っている人だと，今は１,７４９円お支払いいただいているが，

改定後は２,１６７円になることが書かれており，使う量により，この位のあんばいになるので，各家

庭として使っている『㎥ 』を見てもらえば，おおよその負担増が分かるのではないかと思う。 

最後に，他市並みだからいいのではないかというふうにも聞こえるというご指摘だと思う。私たち

も今日差し替えた表を作ってみて，まざまざと二つのことが分かり，一つは先ほどのご指摘のように

合併時に低い方に合わせたら無理があるという点を，もっと早く手当てすべきだったのではないかと

いうことが，この数字で凄く分かる。市内のことなので内輪のこととして聞いていただきたいが，例

えば旧本吉町の水道料金が高い。一方で，資料にあるように有収率も 50数％と低く，４割は水がど

こかに行っているというあんばいだ。すると５,４００円でないと本吉町は合わなかったのだと。そこ

を有収率の改善は難しいのに料金がそのままだったというのが実態だと思う。 

それと，仙台圏との比較をお話ししたのは，仙台圏は，管の長さに対して人口が多いので。結果的

に県南・県北という表現を使ったのは，栗原市でも登米市でも，八つや九つもの町が集まって大きな

面積になってしまった，人口がどんどん減っているというところについては，このような料金をいた

だかなくてはいけない。先ほど大変ありがたいと思ったのは，「仙台圏を除いたところに合わせる。」

という表現をあまり使うと，「そうしたら仙台の方が住みやすいでしょ。」となってしまい，そうとも

取られてしまうので，表現に気をつけねばならないことをご指導いただいたと思う。 

次の審議会までに「市民理解」が大事だと思うので，委員の方だけに負担を負ってもらうわけでは

なく，今日頂いたご指摘も合わせ，例えば，新聞の方で了解してもらえればだが，10 回くらいのシ

リーズで，気仙沼市の水道の状況や今回の意味合い等を連載させていただき，誰にとっても改定はつ

らいことだとは思うが，多くの方にご理解をいただく努力をさせていただくのがいいのかな，と議論

を聞いて思ったところなので，部内と報道機関と相談をさせていただきたいと思っている。そのうえ

で次の審議会が開かれる方が良いのではないかと感じたところである。 

 

【内海勝行委員】 「丁寧に説明したい」という当局の説明は分かった。ありがとうございます。 

 

《三浦部長》 ご質問いただいた下水道料金の改定はあるかということだが，現時点では決まっていな

い。今回水道料金の改定は進めているが，下水道料金をどうするかは，下水道にも審議会があり，そ

ちら側で決めていく形になる。ただ，請求書に水道・ガス・下水道の３つが計算されているために，

「みんな上がるのか。」という感覚を持たれるかもしれないが，今回はあくまでも水道だけとなる。 

 

【清水会長】 ガス水道部が下水道料金を上げないとは，なかなか言えないと思う。市長にはそういう

話は来ていないということで，今のところは上げる話は出ていないということでよろしいか。その辺

りの説明は，市長が新聞等でとのことであるので，そちらも入れていただくということで。 

 

《菅原市長》 要は，下水道料金は水道料金掛けるいくらという仕組みではないことを確認したい。 

 

《三浦部長》 下水道料金は，水道料金で調べた水量を使って計算しており，料金を使って計算してい

るわけではないということである。 
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【内海勝行委員】 水道料金が改定されても，下水道料金には連動しないということか。 

 

《三浦部長》 下水道は水道検針の水量のみ使っており，水道料金の何割ではないため連動はしない。 

 

【内海勝行委員】 下水道料金は水道料金の 70%などで，下水道料金より水道料金が高くなると思っ

ている。 

 

《菅原市長》 料金を動かさなければ，そのようには見えるとは思うが，動かすと片方が高くなる。 

 

《齋藤本吉水道事務所長》 下水道は下水道で料金体系を持っており，10 ㎥ 分を含む基本料金に，10

㎥ 分を超えた分には，水道同様に従量料金がかかり，1 ㎥ 当たりの単価を掛けたものが，最終的に下

水道料金になって請求される。水道と下水道はそれぞれの料金体系で計算されており，水道料金が上

がったからといって，下水道料金も上がるという体系ではない。 

 【内海勝行委員】 ただ，残念ながら私を始め，そういうふうに思っている市民が多い。私は水道料金

が上がれば下水道料金も上がるのだとの思いで聞いたけれども。 

 

《菅原市長》 ありがとうございます。そこも注意書きをしっかりしないとダメということで。今どち

らの単価も変更しなければ，結局連動に見えてしまうので，市民説明の折には注意したいと思う。 

 

【内海勝行委員】 最後に一つお願いがあるが，市長から，下水道料金に反映させないことを，ここで

確約していただければと思う。 

 

《菅原市長》 私が確約できるのは，違う料金体系ということだけであり，下水道料金が未来永劫どう

なるというところは言えないが，水については，継続的に市の責任として，行政がその覚悟でやって

いかねばならないと思っている。宮城県も今，民間委託しているが，責任は全部県にある。市民生活

のことだけを言えば，今後人口減少時代においては，どちらかというと厳しいことの方が，起こりや

すくなってくることは間違いなく，その中で先ほどのご指摘にもあるように，都市部に住んだ方がい

ろいろ安いとか，いろいろ優位だというようなことは，なるべく避けていきたいと思う。 

それで，この逆を行っているものがあって，例えば，介護保険料も３年に１回なので，今月中に審

議会を開き，そこは上がることになるが，それでも仙台市と比べるとものすごく安い。そういうもの

をきちんとキープしながら，地方に住むことのハンデを人口減少の中でも無くすように，我々の行革

をしっかりやって行かねばならないし，その折には，市民の皆様方のご協力をお願いしていく。お金

だけではなく色々な意味で，ご協力をお願いしていくことになると思っている。いずれにせよ，先ほ

ど国立社会保障・人口問題研究所の推計が，この５年間だけ出しているから，まだ話が見えるが，20

年出すと本当にどうなってしまうのだろうというのが実際である。子どもが生まれる数を見ていれば，

その通りなので。本市の運営については，先ずは適切な料金体系を各事業で保ちながら，そこが足を

引っ張り市の本体からもお金が出ていく。白石の刈田病院のことだが，一般会計の十何％を病院の方

に注ぎ込まないと病院が回らないと。我々の市も今，数％は行っているが，それでも防いでいかねば

ならないので，今日いただいたご指摘，手を打つべきものは早めに手を打ち，市民の理解を得ながら

進めて行くということに注力したい。 

 

【畠山寿代委員】 審議会の中にいると，こういうスケジュールがあることは承知しているが，一般の

方々や産業界は，おそらく承知していないと思う。今の震災復興状況は市内の業界皆まだまだという

所もあり，市内の飲食店や商店などは，コロナとのダブルパンチで大変困っている状況で，値上げを

お願いするという環境からすると，非常にタイミングが悪いと思う。ただ値上げしなければいけない

理由も確かにあり，38 年間値上げしていないものを今回上げるということで，理解をいただかない

と混乱のもとになると思う。例えば，水産加工業界，氷屋も，大変水を使う業界なので，意見交換会
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等を交えながら，コンセンサスを経てスムーズにできるような方向にしていただけないかと思う。広

報だけでなく，そのようにお願いできないかと思う。審議会員としてここにいるが，皆さん水道のプ

ロでもなく，水道事業のことをよく知っているわけでもないわけで，審議会を通ったから，議会を通

ったからといって，手続き上はそうなのだろうが，スムーズに行くようにお願いしたい。30 何年上

げてないものを上げるわけなので，十分理解・了解をいただいく方がいいかと思っている。その点を

お願いできればと思う。 

  それから，計画を 10年位のスパンで立てており，経費があまり変わらず，現状の経費を入れて計

画を作っているようだが，10年，15年先まで見据えた時には，この経費がより大きな負担になると

思う。こうなるとまた上げることも当然話題に出てくると思う。例えば，今回上げると産業界や家庭

から収入が増えると想定するが，逆に皆さん節約をして収入は変わらないかもしれない。そういうこ

とも踏まえると結果的に，売り上げを増やしてどうこうということは効かないわけで。水道料金は売

り上げでなく会費のようなものなので，経費が増え給水人口が少なくなれば会費は上がっていくだけ

で，固定費を凄く変わった方法でも何でもいいが，抜本的に大きく変える発想が必要だと思われる。

今，仙台でも各市町村でも水道事業は，当然継続しなくてはいけないが，頭が凄く痛いところだと思

う。人口は減るが，サービスはしていかねばならない。そうなるとただ職員を減らせということでは

全くないが，例えばの話だが，水道管というのはほぼ埋設してある。工事費は埋設に一番ウエイトが

あると思う。今は自然災害が多発しており，復旧工事にしても簡単だろうし，人口が少なかったりす

るところは，地上を這わせてはどうなのかとか，経費が大きく違ってくるのではないだろうか。維持

も検査も簡単で，償却だって大きく減ると思う。全くの素人が言っている話なのだが，そのくらい発

想を変えながら，大きく絞らないと，この先また５年後に値上げの可能性が出てくる訳で，そういう

ところも今後の大きな課題として，別の視点でやってもらえないかという希望である。 

 

《菅原市長》 水を多く使う業界には，広報だけでなく，という話は「ごもっともだ」と思うし，逆に

我々も新聞を見てそれはまかりならんと要望活動だけをされても，進んで行かねばならないところも

あるので，どのような形がいいか相談をしたいと思う。例えば，今後総会があるので，その前の役員

会にお邪魔するような形がいいのか。そうではなく，もう少しこういうふうな声掛けをして，という

方がいいのか。それこそ清水副会頭もいらっしゃるので，ご相談をしていきたいと思う。 

もう一つは経費の問題である。例えば，人件費は途中の年度からそのままずっと同じ金額が入って

いるが，将来の収支なので，甘いこともできないから，経費を減らす形で帳尻を合わせるという作り

方は別な危険があるので，これは仕方ないと思っている。だが一方で当然のことながら工夫が必要で，

先ほど申し上げたような大事業を抱え込んでしまったとか，古い管がそのままというのを，漫然とそ

れに対してだけ調整をするというのは，今どきの経営ではないと思う。議会でも指摘をいただいてお

り，外部委託できるものは，した方がいいのではないかと。ただそれで経費が下がらないといけない。

そのような委託は今でも一部しているが，それがどこまでできるか。宮城県が今回やるように，全体

を民間に委託することまでは，今のところ考えていない。宮城県も，仙台地域はできるが他のところ

まではできるとは言っていない。もちろん誰かが「商売になるから，うちにやらせてくれ。」といって

安い料金を持ってくれば話は別だが。そういう状況でもないことがこれを見ても分かる。市の場合は，

外部委託することで，ガス水道部で人がそんなに必要でなくなるとどうなるか。他の部署に行くわけ

だが，全体経費はどうなるのかということはある。一方で市は，会計年度任用職員と言って，いわゆ

る昔でいう嘱託職員も相当雇っているので，職員がそこに配置転換となれば，嘱託職員の数を減らし

ていく形で，吸収していくことができるのではないかと思う。 

経費や無駄な事業をしないということについては，徹底したいと思う。どういう形を認めていただ

けるかは別として，料金改定になった時には，管の戦略，それと経費戦略というのは，同時にスター

トさせて行かなくてはならないと理解している。 

 

【清水会長】 ３ページ（資料第１号）の最後の３行は，非常に大きな部分があり，経費削減案，有収

率向上案，管路更新のスピードアップ案など，具体的に示すと皆さん理解が上がるのではないかと思



8 

 

うので，こういう案があるということで示すとより丁寧ではないかと思う。 

 

【小野寺昌子委員】 38 年間同一料金，とても助かっている。市民生活で一番大事なのは水である。

説明を伺っていると料金の改定は仕方ないとも思う。震災から 10 年も経ったので，破損の工事等

色々あるのだと思う。ただし，今の時期は市民からの理解は少ないことと思う。市民の経済状態を考

えて丁寧に現状を説明すべきと思う。 

 

【高橋えり委員】 新料金の表を見て，うちではどうかと。３人家族で大体 1,000 円弱位の値上げに

なるかと思う。それ位だったら許せる範囲かとも思う。また，料金値上げに対して，節約の気持ちも

出てくると思った。ただ，水のことなので，節約といってもある程度のことしかできない，必要なも

のなので，安全な水を供給していただくには，配管工事等も早く進めていただき，安全な生活をした

いと思う。 

 

【熊谷洋子委員】 主婦の目から見ると，経費が結構かかるようになる。介護保険も上がるようで，色々

と税金関係が皆上がってくると，主婦の人たちは大変だと思うが，水道料金は致し方ないかと思う。

高橋委員と同様に 1,000 円ちょっと位は高くなると思うが，皆で節約しながら，協力していかなけ

ればならないかと思うので，よろしくお願いする。いいお水を頂戴して，毎日ありがとうございます。 

 

【髙橋正人委員】 市長から説明があったが県内各 13市の比較グラフ，大変見やすく，やはり地域が

広く人口もまばらだと設備効率が悪いということが理解できる。改定後の料金を比較すると，かなり

人口が密集している多賀城市，あるいは地域が相当広い大崎市，その辺りと気仙沼市が横並びである

ということならば，値上げはだいぶ理解できる部分かという印象を持った。 

漏水が多い，有収率が７割と，全国平均から見ても低いところを改善していかなくてはいけない。

おそらく担当部局の方では，送水設備ごとの有収率を出していると思う。単に有収率が最低の所を上

げることが正解かというとそうではなく，市長から費用対効果，戦略的という話もあったが，何が一

番効果が高いかを見ながら，単に数字を上げるということではなく最適化ということを，おそらく市

の内部では考えておられると思う。ただ，その辺りをもう少し市民に見えるように話をしていただか

ないと，納得されないと思うので，重点的に整備し，漏水を改善しなくてはいけない地域というのが

どの辺りなのかをきちんとご説明していただきたいというのが一つ。 

もう一点，「資料第１号」の７ページ，最後に「簡易水道の料金は同様の改定」とあるが，これは，

同じ料金体系にするという理解でよろしいか。 

 

《三浦部長》 おっしゃる通り，簡易水道は今回お示ししている水道料金と同じ料金表にする。 

 

【髙橋正人委員】 23.32％と改定率を提示されたが簡易水道ではそれより上がることはないのか。 

 

《三浦部長》 同じ料金体系を使っているので，簡易水道だけ負担が増減することはないと考える。 

 

【髙橋正人委員】 了解した。 

 

【藤野尚吾副会長】 漏水率が 30%近いということは，気仙沼の市土の地下には，結構水があるのか

なと。これが，90 何％まで改善した場合に地盤沈下等の恐れはないのか。こういう研究や調査は，

どこかでやる必要があるのか否か。 

県内 13か所の料金比較ということで，地域の実情があるのだろうが，この料金になった年度が書

いていないので，次回までに分かれば調べていただきたい。つい最近この値段になったのか，あるい

は気仙沼のように 30何年前からこの料金なのかということを知りたい。それから，産業面での影響

は，かなりあるのではないかと。大震災からの復興，まだ完璧に戻ったわけではない時期に水道料金
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が上がるのは大きいかと。大体全ての改定率が同じような率で上がっているが，メリハリをつける必

要があるのか否か，議論の余地があるのではないかと感じる。 

加えて，従量料金が逓増料金である。電気代もそういう逓増だが，なにか根拠はあるのか。量が増

えれば，大体供給コストは下がるので，安くなるのが経済の原則だが，上がっていくというのは，ど

ういう根拠のもとにこういう料金体系になっているのか，この次でもいいが知りたい。 

38 年間値上げしなかったということ，これは評価すべき。一方，38 年間上げていなかったので

20数％という値上げに通じたのではないかということもある。一般的にものの価格がいきなり20％，

二桁を超えるというのはあまり好ましくないため，数年ごとに数％ずつ上げた方が，支払う側は対応

力が出てくるということで，ずっとやらずにいきなりというのは，あまり好ましくないと個人的に思

う。特に水産関係はかなりダメージが大きいのではないかと。自衛策として水を自分で調達すること

を考えれば需要は増えず，むしろ減るという恐れもなきにしもあらずだと思う。 

 

《齋藤工務課長》 漏水での地盤沈下だが，その辺りについては調べていないので，大変申し訳ないが

資料はない。ただ，３割の漏水といってもまとめてそこでいきなり３割というわけではなく，市内全

域に散らばっていると思われる。そこの漏水を止めたから地盤沈下ということは考えられないと思う。

ただ，長年漏れていたものが，山から水が出てきたから池を掘ってみたら，実は漏水だったという事

例が過去にあったので，そのような可能性はあるかもしれないが，地盤沈下の可能性はないと思われ

る。 

《菅原市長》 おそらく気仙沼の市土の中で地下水が毎日相当量流れているのだと思う。その地下水の

量と一日取水している量の比率が，１対１ではなく，おそらくかけ離れているはずである。そこは確

認させる。ただ，局所的というのは，何とも言えないものがあると思う。 

 

【清水会長】 産業面の件に関しては，おそらく畠山委員と同じなので，その時に説明を。 

 

《菅原市長》 説明しようと思う。使う人が高いという料金体系が，なぜ公共事業でそうなっているの

かというのは，理論があるはずなので。 

 

【清水会長】 他市町村の料金改定がどうだったかも次回でも構わないので，説明していただきたい。 

 

【熊谷敬一郎副会長】 質問ではなく意見ということで，返答無用である。 

先ず一つが，市民と業界への周知・理解を得ることが，かなり丁寧にやらないといけないだろうと

いうことが想像に容易いので，これについて丁寧な説明をよろしくお願いしたい。 

藤野委員が発言したとおり，一気に 23.32％というのは，一気に上がるというのは厳しいから，少

しずつ段階を追って上げられないのかという意見がおそらく出てくると思う。 

同じく料金が上がるのは分かるが，水質を保ちながらコストダウンはどのように行うか等という視

点を経営者はすると思うので，段階的に上げる選択は取れないか，日ごろのコストダウンをどういう

ところを努力しているのかという質問への答えを明確にすると良いのではないかと思う。 

 

【清水会長】 今回は説明ということで，ご意見を賜った。内容を事務局で持ち帰り，もう一度，次回

の審議会になるだろうから，その際は丁寧な，皆様が理解できるような説明をしていただきたい。 

市民生活と，各業界・事業所の部分で，水道は無くてはならないものであるから，自分たちの生活

に直結するもので，おのずと自分の財布から出すものなので，少し身構えてしまうけれども，やはり

将来のことでもあるし，その辺のところを含めて，説明も受けられればいいかなと。 

それでは，次の審議会だがどんな形にするか。この時点で何となくスケジュール感が分かれば。 

 

《三浦部長》 できれば４月後半というふうには考えたいが，内部でも相談しなければならないので。 
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《菅原市長》 4 月後半か，中旬か，その辺りの中・下旬でどこまで準備ができるかやりたいと思う。 

 

 

６．その他          

－ な し － 

 

【清水会長】 これで終了とさせていただきたいと思うが，次の審議会は４月の中頃から後半にかけて

の早い時期にということで，皆様にまたお集まりいただくことになると思うので，早めに日程の方は

出していただくようお願いする。これで審議を終わらせていただく。ありがとうございました。 

 

 

７．閉 会 

  以上を持ちまして，令和３年度第１回気仙沼市ガス水道事業運営審議会を閉会します。 

本日は，ありがとうございました。 

 


