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令和３年度第１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４月 26 日（月）午後１時 30 分～午後４時 00 分 

場所：市役所本庁舎 3 階 第 1・2・3 会議室 

 

１．開 会 

   ただ今から，令和３年度第１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 11 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 

本日は，お忙しいところ，ガス水道事業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。前回までの審議会で，「水道料金の改定が必要」と説明してきたところであるが，その折に，

いくつかご意見をいただき，そのことに答えていくためには，市民全員が水を使っている事情から，

なるべく多くの方に理解を求めることが必要と考え，委員の皆様のご意見を加味した形で資料を修正

し，地元紙に広告掲載を行った。その他，大口の需要者の方からも直接・間接お話があり，我々の方

から出向いて色々と事情をお聞きしたところである。 

本日は，そういうことをベースに前回お示しした料金の改定案を緩和いたしたく，二つの観点から，

一つは 38 年間上げていなかったといえども，１回では厳しいのではないかということで，段階を踏

むことが一つ。もう一つは，この水道料金の体系というものは，各市によって様々であり，基本的な

形としては，水道はどの方が生きていく上でも必要で，小さい需要者の方，個人にとっても必ずお支

払いをいただくような配慮が必要ということで，逓増料金という大口の方が比較的高い価格で，多く

の小さい需要者の方たちのコストを賄う形になっている。このことは，一つの合理性の中で考えられ

てきたことと思うが，しかしながら一方で，そのことが行き過ぎると，企業誘致に差し障ったり，競

争力に負けたり，その結果として雇用が縮んだりということがあるので，そのことについても併せて

配慮し，どの市民にとっても一定の緩和がなされるような案を作った。前回説明した「経営戦略の令

和 10 年度末における経常収支の黒字」と「現金 5 億円保有」については，一層崩れてしまうが，今

回の改定については，５年間の期間とし，その後については，上げる，下げるということも含めても

う一回見直すと考えれば，ご提案いただいた緩和が必要ということで，本日説明をさせていただきた

いと思う。 

併せて，その後に更にご意見があり，少しになるかもしれないが，もう一段踏み込んだ案も計算し

てみたので，一旦お配りした資料を説明した後に，もう一段踏み込ませてもらうとこうなるという，

２段構えで説明したいと思う。その後でお話をしたいと思うが，経営を持続的に行っていく水道の最

大使命を考えれば，市水道事業としてはギリギリの数字を出させていただいている。少し説明が長く

なるかもしれないが，その点はご容赦いただきたいと思う。よろしくお願いする。 

 

 

３．会 長 挨 拶  

本日は，審議会の開催のご案内を皆さまに差し上げたところ，大変お忙しいなか，ご出席をいただ

き，誠にありがとうございます。 

前回に引き続き，非常に重い水道料金の改定についての審議となる。前回は，事務局から改定日と

改定率の案の提案，説明をいただき，委員の皆様からご意見とご要望を頂戴した。その内容を踏まえ，

事務局としても再度検討し，様々な施策を盛り込んだ改定案の提案と説明ということである。水道料
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金の改定は，直接市民生活や事業運営についても，大変大きな影響を及ぼす。少し長くなるかもしれ

ないが，慎重に進めたいと思う。委員の皆様には，真摯なご議論と忌憚のないご意見を頂戴し，いい

審議会にしていきたいと思うので，よろしくお願いする。 

 

 

４．説 明 

▶三浦部長より「気仙沼市水道料金の改定について」資料に基づき説明 

 

【畠山寿代委員】 今度の改定案が段階的な値上げという点では，理解できるところがあり，ありがた   

 いと思う。 

それから，新しい料金表を見ると個人の住宅分を法人の会社の工場の水道料で賄っているように形

に見える。生活困窮とか色々な意味のところも理解できるところもあるが，こうして見るとだいぶ格

差があることが否めない。今まで 38年間この体系でやってきたので，いきなり変えられないのかも

しれないが，ただ，料金に表してみると，1,000トンのところで今回多少の考慮はしてもらったが，

やっぱり 1,000 トンまでのところは 1 トン使っても 999 トン使っても非常に高い水道料の割にな

っているという感が否めない。これは，業界関係からもそういう声があったので，工場関係の料金も

細分化すれば収入は確かに減るとは思うが，水産関係は季節的要因も大分あり，盛漁期には収入もあ

り，それなりに水道料が発生して払うこともある。逆に閑散期になった場合は，あまり使わなくても

高い水道料を支払わなければならないというところもあるので，その辺をもう一考お願いできないか

なと思うが，いかがか。 

 

《三浦部長》 只今のお話のとおり，小口径と大口径の料金の差というところで，逓増度という格差の 

度合を表す指標も一つあるが，どちらかというと今の気仙沼市は，その数値が高いことで，大口の方

にある程度，料金全体の部分を調整してもらっている。家庭用の部分を負担してもらっているところ

が強い料金体系にはなっている。その部分を一挙に解消するとなると，家庭用をかなり上げなければ

ならなくなるが，県内の状況等と比較しながら，そういった差がある部分についてはある程度縮めて

いく必要性については，私達も感じているところである。その一つとして，今回，これまで 25ミリ

から 100 ミリの口径で，いくら使っても同じ単価という表だったところを，1,000 トンを超えた

分については下げて，事業者の皆さんに配慮した料金設定を今回表の中に加えたところある。 

 全体的な見直しとなると，先ほどお話ししたとおり，13 ミリ，20 ミリの家庭用の部分を一気に，

今回は 23.32％をベースに考えているところを 30％とか，40％とかの値上げをせざるを得ない状

況になってくるので，今回は，こういった 1,000トンを超えた部分での単価の見直しでお願いでき

ないかなというところである。それ以外の先ほどお話しいただいた 1 トンから 1,000 トンについて

は，色々な部分を研究させてもらい，令和８年度からの料金について，再度見直しを考えているとこ

ろであり，そういった部分で反映させいけたらと思っているところである。 

 

《菅原市長》 その前に事務局から２つ確認というか説明が必要かと思う。本年の 10月から改定と言 

 っているときに，それは 11 月請求分からということになるということは分かる。分かるけど，じゃ 

 あ，来年の３月分は４月請求にならないのか。11 月から 3月というくくり方というのは，水道の請 

 求書の出し方はこうなっているのか，一点確認したいと思った。 

それからもう一つ，表とグラフの２ページ目の給水原価が 231 円 92 銭というのは，従量料金と

比べるものなのか基本料金も合わせたうえでのコストと取っていいのか，まずは説明してもらいたい

と思う。 

その上で，部長が説明した，本市だけがこういう体系をとっているわけではなく，県内では１市を

除けば，他市も同じような体系をとっていて，これは水道料金の基本的なものの考え方である。しか
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しながら，確かに大口の皆さん方が，小口の皆さん方のコストをカバーしているということがあって，

こういうお話を皆が数字を見ながらする機会が 38 年間なかったので，こういうことだったんだ，と

いうのが経済団体や各組合さん等の実感ではなかろうかと思う。水道についてはどの人も供給を受け

なければならないし，誰かがタダになることでもないので，結果的にこうなってきたのだろうと思う。 

もう一つは，小口の個人の利用や家庭の利用についてはどこにも転嫁できないことで，ただ出して

お仕舞いになる。大口については事業なので，コストに算入して，それからその結果で事業を考える

ことができるのではないかということが，我々の主張ではなくて，この料金体系の中には含まれてい

るのだろうと思う。実際のご商売において，そんな簡単なものではないことは当たり前だが，長く親

しんできたコストであれば，なおさら，今回の表を見ると更に気になるということだろうと思う。そ

ういう中で今回提示の案では，ひと月に 1,000 ㎥ を超えるケースにおいては，1,000 ㎥ を超える分

については，値上げ幅を半分に，令和 5年度からにしようとなっている。実際は先ほどの畠山委員さ

んのお話のように，繁期と閑期があるので，使うときは平均で 1,000使う人も，使う時は 3,000位，

4,000 とか行く月も３か月，４か月あって，あとは 1,000 の半分もいかないというのがあって，そ

ういう意味では 1,000 を超える月を私たちの計算上なかなか簡単にできない。平均で計算している

が，もっと我々としては収入が減る形になるかもしれない。 

 一方で，お使いになる人は，少ない月だったらもっと安くていいんじゃないの，というのが現状だ

ろうと思う。そのことにいて，現在の体系の中で一気に見直しすることはできないし，当然，生活者

の保護とか，確実に何人にも水を供給するという点では，極端な変化は出来ないだろうとは思うが，

いずれこの料金については，令和７年度までということで，一旦改定させていただくものなので，そ

の間に，様々な研究をして，小口や家庭の皆さん方が需要できて，かつ，業界の方たちにとっても，

そこまでなら，というも研究していかなければならないと思うので，何卒ご理解を賜りたいと思う。 

それで，私が挨拶の時に，事前に配布したものを１回説明させてもらって，その上で，もう少しど

こまでできるか考えたものを出したいとお話しした。そこについて，さっき私が言った２点の回答を

もらって，その上でもう一段踏み込んだ案について，皆さんにお示しできればと思う。ただ，「別表１」

の収支では，本来であればこの表の一番最後の右端，黄色の所の「黒字」を確保すべきで，また，令

和 10 年度の現金残高については赤で囲まれているが，「５億円」確保すべきというところを 2,200

万円程になっている。そういうところまで踏み込んでいるので，ここから更にどこまで頑張れるかと

いうと非常に限られてしまうということをご承知おきのうえで，少しではあるが，ここまでは更に考

えられるんじゃないかというものを，今お出ししたいと思いうので，よろしくお願いする。 

 

《熊谷管理課長》 市長から確認された２点について，資料の中で例えば，令和３年 11月請求分から 

というのは，電気料金等と同じで，今月使った分を次の月に請求する形のため，10 月改定となると

11 月から請求が始まるという形で，市民の皆様に分かりやすくという思いで「請求分から」という記

載をした。 

それでこの考え方で行くと，最初の軽減が終わる令和５年の３月までで一旦新料金の２分の１幅が

終わるが，市民の方に分かりやすくするためにも年度で区切りたいという思いがあり，３月請求分，

次の料金は４月請求分という形で考えたところ。 

 

《菅原市長》 実際に，３月分は３月末日に請求書を出しているってことか。 

 

《熊谷管理課長》 ３月分は４月請求分として出すことになる。 

 

《菅原市長》 請求の話と期を切る話を一緒にすると話が分かりづらくなってくる。だから，対象の月 

    決めていかないと。請求は翌月に行くのは当たり前のことなので，この書き方だと非常に誤解を招く

と思う。 
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【清水敏也会長】 ４月請求分は３月使用分ということ。そういったことをちょっと丁寧に統一してほ 

しい。皆さん分かっていることだが，残るものなのでそこはしっかりとお願いしたいと思う。 

３月使用分までで，４月請求分から上がるという，そういう理解だね。請求は４月になるわけだね。 

 

《熊谷管理課長》 はい。年度で区切りたい。例えば令和８年度から料金を上げるといった場合は，料

金改定の値上げ表を含む改定率の改正の条例の施行日を３月１日とすることによって，４月に納付書

が届く分から料金が変わるという形に，年度で区切れるような形にもっていきたいという思いで，こ

のような形にさせてもらった。 

 

《菅原市長》 それは全く分かりづらいので，条例はこっちの書き方なので，市民に最も分かりやすい 

  ような形で条例は制定していかなければならない。 

それともう一つ，検針は，その月の月末に検針するわけではないので，現場としては，請求は翌月

になるという作業になっているよね。そこはきちんと整理しないと。 

 

《熊谷管理課長》 今後資料を出すときは分かりやすい表現に訂正していきたいと思う。大変申し訳あ

りませんでした。 

もう一つ，給水原価について，この 231.92円としているのは，基本料金，従量料金を含んでの給

水原価とさせていただいているので，よろしくお願いしたい。 

 それではここで，先ほど市長が申し上げたとおり，ここから更に配慮を加えた修正案をお配りして

もよろしいか。 

 

【清水敏也会長】 

 お願いする。 

－追加資料配布－ 

 

▶三浦部長より追加資料説明 

 

【畠山寿代委員】 今回，２段階になったということで，この案まで出来たということは，この審議会

の委員は分かるが，最終 20 何％という上げ幅は，産業関係においては非常に高い率の値上げになる。

結果，原価が上がり，それで仕事している関係の方は 25％近くも経費が上がるというのは，すごい値

上がりになる。審議会のこの席では分かっているが，業界の方々は大変興味を持って見ており，皆さ

ん大変戸惑っている。大口の方を全員集めるということでは勿論ないが，主だった方々に，改めてこ

の案について意見交換をしていただけると，なおスムーズに行くと思うがいかがか。 

それから，この計画の中では償却も大きくかかってくるが，工事関係だと思うが，経費はそれほど

減っていない。値上げになるのに，経費の圧縮など経営努力はどう考えているのかということと，今

現在７億位の累損があるわけだが，10 年度に１億４千万ということは，５億５千万円位を７・８年

で圧縮するというのは，なかなか至難の業ではないかなと思う。それで，次の値上げもまた来る。そ

れに伴って12ページには，改定後，管路更新に特化した調査や戦略策定をこれからやるとしている。

それから 13ページには，令和８年度には新料金体系に向けて，管路更新戦略，経費の削減戦略，水

道料金の最適化，これをやるのも５年も６年もかけてするのではなく，できればこの暫定の１年半の

間に，ここをもっと深堀して研究し，いかに固定費も下がるような経営にできるかを何かお示しいた

だけないかなと思う。 

今回のこの案についても１年半後の５年度の料金改定案はそのままの率で載っているが，５年３月

まではこれで考慮して構わないと思うが，次回の５年４月からの改定率は今決めることでもないと思

う。１年半様子を見て，その時まで今のところをもうちょっと削減できる可能性も見えてくるかもし
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れないし，もしかして水道の使用者が減って，もっと上げなくてはならない状態になるかもしれない。

今回１年半，２年先のことを決めるのはどうなのかと思うが。１年半後にまた改定しますよという予

定はいいが，先の改定率を今決めるまでではないかなと思う。議会まではまだ時間があるので，その

辺を踏まえてもう一度審議会を開いてもらえるか。 

 

《菅原市長》 まず，水道事業は必須の事業であるので，２年分だけの料金を決めるというのはとても

我々としては責任が持てない話になってしまう。本来であれば５年，10 年先まで変えないようにやる

べきだと思うが，なかなかそこまでできないので，まずは，５年間は決めてしまわないといけないと

思う。水源開発もずいぶん前に始めている，ここにきて償還が始まっているので減価償却費も大きく

なってきている。そこが見えているのに，２年分というのは経営上ありえないと思う。そのことをま

ずはご理解いただきたいと思う。 

それと人件費は，派遣職員分も多少あるが，減少する形になっており，これをやらせるのは簡単で

はないと実は思っている。それ以外のコストについては，逆にこのことを追求すればするほど，もっ

とお金をかけて管路をまず直せということになる。有収率が 70％台というのは，根本的な病巣なの

で，そこを取り除いていかなければならないが，この計画の中に盛り込めば，料金がもっともっと上

がってしまうので，管路更新の別な計画を立てざるをえない。つまり，この収支以外の考え方，別途

なお金を注ぎ込めば有収率が上がって浮くお金もあるから，注ぎ込んだお金を返しながら，かつ，こ

れにも寄与できるかということを戦略として成り立つかどうか，計算してみなければならない。本当

の意味での現場に即した計画をしなくてはならないので，そう簡単ではないと思う。 

それと，先程からお話しがある小口の皆さんと大口の皆さんのバランスがこれでいいのか，という

ことについては，色んな方法があると思うし，実際の請求書の数は小口の皆さんの方が圧倒的に多い

わけで，その方たちからご理解を得ながらということになれば，簡単に案が出てくるものでは無いと

思っている。１回に上がるということについて問題があるというのは全くそのとおりだと思っている

が，もちろん，「過去が安かったではないか」と言う気はない。それが原価だと思って商売されて来た

と思っているので，そのことは理解したうえで，本市の水道事業をきちんと続けていくためには，こ

こで「令和４年度分までしか決めない」というのは，極めて無責任な行為になると思っている。そう

簡単に変えるのは水道料金ではないと思っているので，５年分は確定させた上で，色んな意見を取り

入れていくことが必要だと思っているところである。 

 

【内海勝行委員】 ３月の前回の審議会の時に，これまで 23.32％の改定率を中心に話を進めてきた

んだろうと思っていた。４・５日前の三陸新報に水道料金の改定の緩和策ということがあがっていた。

これは何だろうなと思った。審議会を通り越して話を進められているのではないかという気がした。

違うのであれば申し訳ない。これまで何回も審議会を開催して，色々話し合いをして，前回では大口

の方の工場等の救済をどうしたらいいのか，話をされた経緯がある。その時に，広告も含めて市民の

皆様には丁寧に説明していこうという形で話がまとまり，新聞広告掲載になったのだと思う。色々と

検討されて出してもらったが，字が細かくて見づらかったと思う。私達は審議会資料があるので一定

程度分かるが，あまり丁寧すぎて分かりづらくなっている部分もあったのかなという思いで見てい

た。前回の審議会を通して，それを広告で載せて皆さんにお知らせしたと解釈したところである。 

それから，委員の方から大口，小口の話が出ているが，私は小口側なので「家庭の水道料金を安く」

という思いが強いけれども，逓増制という形で見た時，私達は物を買うときは沢山買ったり，沢山使

ったりすれば安くなるのに，使えば使うほど高くなるというのは，これもちょっとおかしいなとは資

料をもらった時に思った。それはいずれ，行政の手腕により家庭に影響させないように，これから解

決していくということでよろしいと思う。根本的に問題なのは，前回の時に申し上げた，どうして 38

年間値上げをしなかったのだろうということ。あの時は 16 億円もの繰越金もあったが，今になって

無くなって，というのが状況だろうと思う。あの時に少しずつ値上げをしながら，少しずつ老朽管の
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整備をしておけばよかったのに，という思いである。管路の老朽管の整備を今やろうとしても，大き

なお金は出てこないということなので，遡って話をするのはどうにもならないが，計画性を持った取

組みをしていかなければならない，と私は考える。 

小口の改定は１/2，そして１年半後に 1/1 の改定率で上がっていくということで，前回より話が

進んでいるのでよろしいが，介護保険料等の値上げもあり，タイミングが悪いのではという話も前回

出た。そういう値上げの中で，水道料金の改定もされていくことが，審議会の委員である私としても

辛いところである。値上げはやむを得ない，前回よりは緩和策なのでよろしいが，審議会の前に緩和

策が外に出て行ってしまうことが度々起こっては，審議会は何のための審議会なのかと思うので，審

議会に提案をして発表していくべきではと思っている。 

厳しい状況は十分認識しているし，私としては前回出された時よりも前進したということで，一応

了承していきたいと思うので，よろしくお願いしたい。 

 

《菅原市長》 内海委員さん，大変ありがとうごいます。前回もなぜ 38年も，という話をいただいた

と思う。「参考資料１」として三陸新報に掲載したものを資料として提出させてもらったが，その１ペ

ージの下のところに本市においては 10 年前に東日本大震災に見舞われ，その時には 16 億円くらい

お金があったのだろうと思う。その時に管路の更新をもっと進められなかったのかということだが，

全国の自治体や水道企業団から技術者を派遣してもらいながら，本市の職員が復興事業にあたらない

で，管路の更新に手を大きく割くことは実際にはできなかったということである。一方で，お金がと

りあえず有るのであれば，被災者ほぼ全員のことであることから，水産加工の皆さんも沿岸部に立地

するがゆえに被災をして，国の補助金があったといえども，新たに借り入れを起こしながら，生産が

フルに行われない中で頑張っておられるということで，29 年の日本水道協会からの指摘の折に，32

年度まではそのまま据え置くということで，審議会でも，逆に言えばその後は値上げせざるを得ない

ということはご理解賜ってきたところではある。そういう意味で，これまでの流れについて，内海委

員さんになぞっていただいたのだろうと思う。 

緩和策については，この前のご意見で大口のことの指摘もあり，段階的というお言葉も出た。私達

としてもこれになるべく答えたいということで検討を行い，その上でこの会を開くということは，そ

ういうものを示す必要があると思ったわけで，マスコミにも話をしてしまったということだろうと思

いうが，審議会という考え方，成り立ちから言って，その審議会の場や資料が審議会委員の方に行っ

て初めて分かるべきではないか，というご意見だと思う。そこはご意見として重く受け止めたいと思

う。これには様々あって，国の審議会でも最初に漏らしていて，早く皆さんに理解してもらって，審

議会そのものは，その上で開くということが多いようだが，内海委員さんのご理解も一つの大筋の本

道の考え方なので，今後，そういうことは事務局も含め，市当局としても重く受け止めたいと思う。 

 

【熊谷敬一郎委員】 意見というか要望だが，新しい案とそれから一歩踏み込んだ案ということで，あ

りがとうございました。事務局の皆さんには御礼を申し上げたいと思う。畠山委員さんの話にもあっ

たとおり，この値上げに向けて，議会を含めた行政手続きというか，プロセスをこれから踏まれるこ

とになると思うが，特に産業界に対してはスケジュールの許す限り，今回の案の理解を進めてもらえ

るように，丁寧な説明の場をできれば設けてもらいたいと思う。それを踏まえての審議会の開催とい

うことについても考えてもらいたいと思っている。うまく表現できないが，割高感というか不公平感

というか，その辺の払拭に努めるというか，配慮というか，経費の節減の努力も含めて大事だろうと

思った次第である。それから，行政の予算的なことは分からないが，「参考資料１」の一番最後，終わ

りにもあるとおり，今回の料金増ということについては，行き過ぎた節水行動の誘発や企業誘致への

懸念と書いてある。水道事業という枠にとらわれず，市として，総合的な政策に関わることだと思う。

予算的なこととか，施策的な部分のところについて，水道事業という枠を取り払って，横断的に他の

会計とか事業と絡めて，戦略的に考える必要が出てきているのではないかと思ったところである。 
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【清水敏也会長】 他に無ければ質疑は以上として，ここで「参考資料２－２」の案を皆様にお諮りし

たいと思う。皆様から様々なご意見をいただいたが，何より「水道は安心で安全な水を全市民に供給

する」ということである。これが第１番だと思うのでよろしくお願いする。 

水道事業を行う企業として総合的・合理的なコストダウンの話も出た。また，計画性をもった効果

的な施策を積極的に実施していただきたいということが委員の皆様のご意見だと思う。今回の改定案

は 10 月１日ということで，まだ時間はあるものの，コロナの状況で集まりを多く開催するのは難し

いかもしれないので，なるべく丁寧な説明の機会をできるだけ設けてもらいたいということだった。

それから，次回の料金改定は令和８年ということだが，５年の４月には 1/1 になるということで，一

般的な家庭，地域の現状，事業所の経済的な環境とかをよく調査，考慮して前に進めていただきたい

と思う。この４点が皆さんからのご意見だったと思う。 

本日の事務局からの提案については，前回の委員会の意見が最大限に反映されたものだと私も思う。

この事務局の提案について，承認したいと思うが異議はないか。 

 

－「異議なし」の声あり－ 

 

それでは異議なしとし，ここで「その他」に移りたいと思う。 

 

 

５.その他 

【清水敏也会長】 皆様にお伺いしたい。本日事務局から説明のあった気仙沼市水道料金の改定につい

て，「参考資料２－２」の案で，了承が得られたので，本審議会としては，市長からの諮問を受け，ま

た，審議をした結果，改正案に同意する旨の答申を行いたいと思うが，これについてはいかがか。よ

ろしいか。 

 

－「はい」の声あり－ 

 

ありがとうございます。 

それでは事務局に伺うが，この場で諮問を行うことは可能か。 

 

《熊谷管理課長》 少々お時間をいただければ準備したいと思う。 

 

《清水敏也会長》 では，諮問をいただきますので，会場の換気も含め，休憩をとりたいと思う。 

その前に市長からどうぞ。 

 

《菅原市長》 今日の審議の内容を清水会長さんから取りまとめてもらいまして，重い意見があったと

思う。例えば，料金体系については，今回はこれで認めたけど丁寧に説明してくださいとか，次回は

バランスの是正やコストについても検討してくださいとか，そういうものを付帯意見として答申を

いただくこともあるが，そこについてはどうか。 

 

《清水敏也会長》 恐らく議事録という形で残っていると思うので，しっかり受け止めてもらって，答

申は構わないと思うがどうか。今の案でご意見はあるか。よろしいか。 

 

－「はい」の声あり－ 

 

《清水敏也会長》 では，そういう形にさせてもらう。 
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それでは 15分間の休憩ということで３時半の再開とする。よろしくお願いする。 

 

－ 休 憩 － 

 

－ 再 開 － 

 

【諮問】 

▶菅原市長より，「諮問書」を読み上げ，清水会長へ手渡した。 

 

 

【答申】 

▶清水会長より，「答申書」を読み上げ，菅原市長へ手渡した。 

 

 

《清水敏也会長》 それでは，先ほどの次第の「５ その他」の続きを再開する。 

  今日もお忙しい中参加していただいているので，委員の皆様からお一人ずつご意見を賜りたいと思

う。 

 

《高橋えり委員》 値上げについては，しょうがないかなと思っていた。職場でも三陸新報のお知らせ

を見て，しょうがないよねという声がほとんどだった。ただ，パーマ屋さんに行った時に，水道料金

分を値上げせざるを得なくなるのかなと言っており，一般家庭の料金は気にしていなかったが，そう

いうのを聞いて，だんだん影響してくるのかなと思い，どうなるのかなと少し不安になった。 

 

《小野寺昌子委員》 一般消費者，市民としては，今までの 30 数年間の改定がなかったことは大変あ

りがたく思っている。今後の値上げは，致し方ない事情があることは分かっている。段階的な値上げ

の仕方や今後の方針を一般消費者，市民に丁寧に分かりやすく説明があれば市民の理解は得られると

思うが，現在は，コロナで経済が大変なことになっており，その中での値上げで，タイミングが悪い

時期なので，その点は配慮すべきだとは思う。 

 

《髙橋正人委員》 水源開発施設整備事業を進めてこられたということで，４ページに記載されている

内容を今日初めて拝見した。切通地区から地下水を汲み上げるというのは，おそらく大川と八瀬川い

ずれかの伏流水を利用するという目論見かと思う。それはよろしいのだが，舘山浄水場から新月へ主

力を移していく動きがあるにも関わらず，その水を舘山に引くというのに少し違和感を覚えた。それ

と，大島はおそらく今は海底管を使っておられると思うが，それを地上に移すのなら非常にメンテの

しやすい，費用の面で大変優れた取り組みになると思う。全体的に人口減少社会を迎える中で，単に

料金の話だけでなく施設整備の最適化ということを議論するよう，この協議が発展していくよう希望

する。有収率についても４ページの表をみると，旧市内については震災以前のレベルにかなり近い数

値になっているということで，だいぶ復旧を頑張っていただいたということで，この辺の努力は素直

に評価できると思った。 

 

《藤野尚吾副会長》 事前に資料をもらって，それを色々見ながら審議会に臨んでいるわけだが，結構

分からない点というか資料がない点等があり，値上げの幅とか金額等について，なかなか判断ができ

なかったというのが事実である。そもそも水道料金はその地域でしか比べようがないが，「気仙沼は

低い水準であった。」ということで言えば，値上げそのものに対しての抵抗感は少ないとは思う。た

だ，20数％の値上げはいかにもしんどいなと最初の料金値上げの提示があった時に思った。それは
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今回，低減策として２度に渡ってという資料をいただき，かなり了解したが，個人的には，この２年

に分けて半分ずつという案をいただく前に 10％の線はなるべく超えて欲しくないということで，１

回あたり 10％を超えるアップというのは何とか回避してほしいという思いがあったが，そうすると

また色々問題も出てくると思いったので，発言は控えさせていただいた。 

それよりも，もっと気になったのは大口需要家向けの水道料金の問題で，いろいろ緩和策を考えて

はいるが，わが市の水産加工の方で大量に水をお使いになるということで，どうしても他地域との競

争関係にある水産加工であることから，そこのところは十分配慮してもらいたいし，そのあたりの資

料も欲しかったが，この値上げによって競争力が低下しないことを願うのみである。 

その他色々あるが，最初に言ったように，水道料金というのは他になかなか比較がしにくい，コス

トの計算も難しいということで，先ほど１㎥ あたりのコストが 231.92円とあったが，その原価を知

らないとコストをどう活かすか，そのコストが妥当かという判断が全くできないので，有収率の方に

も踏み込んでいかないと最終的な単価の妥当性をはじき出すことは難しいと思うし，その諸々の問題

を今後に持ち越したような感じもする。38 年間値上げをしなかったということだが，途中で料金の

検討があれば，ここで 20 数％の大きいアップ率はなかったかなと思う。 

過ぎたことなのでやむを得ませんけれども，今後の経験に活かしてもらいたい。答申の中に，逓増

料金の問題，事業所の競争の問題，そういうものを含めて答申をしているので，是としたいと思う。 

 

《金賀一夫委員》 平均 23.32％の値上げに関しては，地域の皆も一気に上がるのかなという話が出 

ていた。今日，緩和策も出されたので，これで少しはいいのかなと感じている。 

料金の値上げは，10 年前の未曽有の東日本大震災のため，手がつけられなかったということだっ

たと思うので，一気に 23.32％なったのも仕方ないのかなと思う。ただ，５年後にまた見直しがある

と思うが，その時には，もっとしっかりした数値を出していただきたいと思う。10 年前に震災を受

けた時に，本当に水のありがたさを感じたので，これからもよろしくお願いしたいと思う。 

 

《内海勝行委員》 審議会の度に，一定程度，私の考えていることは申し述べてきたと思っている。水

道料金の値上げということで，市民の皆さんの関心は十分高くて，この審議会に身の引き締まる思い

で参加してきたところである。常に市民の目や耳を気にしながら審議会に参加し，話をさせていただ

いたと思う。いろいろ行政側の事情も把握できた。色々これまで話し合った審議会での経験を今後に

活かして，これまで出された皆さんの意見や疑問などを解決していく今後の５年間にすればなと，そ

ういう思いでいた。 

 

《熊谷洋子委員》 私達も当たり前のように水を使っていたが，本当に水の有難さを感じている。今日

このように審議会を聞いて，大口の会社の経営に携わっている方々の大変さが本当に分かった。大口

の会社の水道料金も少しずつは安くはならないのかと思っていたが，私達は水道料金が高くなるとい

うのは，皆さんご存じではあるものの，それも段階的になるということは本当にありがたいことだと

思う。 

 

《熊谷良市委員》 前回の審議会で 23.32％の料金改定案が示された後，企業の皆さんからは厳しい

意見が出ていた。販路売上については，まだまだ震災前の水準に届いていないところで，水産関係の

皆さんは水揚げ不振，また，コロナ感染拡大の影響もある。今回の水道料金改定は，直接コロナの影

響を受けている観光，ホテル等の観光関連，飲食関連の皆さんも影響がある。市当局においても，企

業の皆さんの支援策を検討して，連日対応してもらっている状況下でもある。どのような状況になる

のか分からない中での，この秋の 23.32％の改定はかなり厳しいし，何らかの緩和策が必要じゃな

いかと考えていた。その後，段階的な料金改定の説明がなされたので，これであれば，一応はこの中

で進めざるを得ないのかなと思った。 
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老朽管の管路更新が待ったなしの状況にあるのも理解しているし，市民の皆さん，企業の皆さんも，

それらについては理解を得られると思うが，今年の秋の改定というのは，一番厳しい状況の中での改

定ということであるので，かなり難しい審議だなと思っていた。今回，当局から段階的な改定という

ことが出て，ここで決まったので大変良かったと思っている。併せて，先ほどの付帯意見でも出たが，

従量料金のところの線引き，これは緩和策からきたということだが，次回については，やはり不公平

感がないような検討が必要かなと思っている。水道事業の安心，安全な水道水の供給，また持続的な

推進について，今後も取り組んでいければと思っているので，どうぞよろしくお願いする。 

 

《畠山寿代委員》 色々申し述べさせていただいたが，付帯意見を入れていただきありがとうございま

す。我々会社を経営している団体については，欠くことのできない経営資源の一つでもあるので，今

後更なる経営努力をお願いして，長く持続できるような体系にぜひお願いしたいと思う。 

 先ほどの資料の中に新月ダムとの関係事業の件があったが，事業は確かに水道だが，経緯からいく

と水道事業会計で全て賄っていいのかなという気がした。市全体の政策的な問題もあり，額も大きい。

水道事業会計単独でやったら当然財政状況は悪くなると思うが，別の視点から一般会計とか，行政の

資金の関係は良く分からないが，そういう視点で一般会計との組み合わせみたいなものも考えられる

のではないかと感じた。 

 

《熊谷敬一郎副会長》 本日答申まで進んだということで，個人的には，スケジュールが許せばもうワ

ンプロセス入れても良かったのかなと思ったが，それだけ早急な問題と捉えたところである。答申の

中で付帯意見を審議会として付けさせてもらったが，経営的なもの，生活の上からきているものとか，

そこは生の声に近いのかなと思っているので，ご担当の皆様においては，この付帯意見についてぜひ

大切に思ってもらい，これかも水道事業に取り組んでもらいたいと思うところであった。いずれにし

ても，このような段階案まで詰めていただき，ありがとうございました。 

 

《清水委員長》 お一人お一人にご意見を賜り，ありがとうございました。料金改定という非常に重た

い審議だったので，本来であれば，先送りしたいというのが本音だったのではと，審議会委員の皆様

そうだったのかもしれない。しかしながら現状を把握した場合，やはりどうしても次の世代の持ち越

すことはできない案件だと思うので。本当に皆様のご協力で，「ベスト」ではないものの，「ベター」

な内容で，いい形で答申できたと思う。 

それでは以上をもって審議を終了する。どうもありがとうございました。 

 

 

6．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。 


