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次の世代に、もっと
素晴らしい故郷を
つなぎたい。
宮城県議会議員（青葉区）かんま進県政報告
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当

たり前のように蛇口をひねったら出る安全な水、私たちは東日本大震災で、そ

の当たり前が絶対ではない事を知り、又体験しました。飲み水や台所、洗濯、
お風呂、トイレ等で使用する上水だけでなく、使用した後に流す下水も下水処

理施設の壊滅的な被害等で機能しなくなり、絶望的な気持ちになるほど不自由

な生活を送りました。

電気やガソリンと共に、普段享受している生活基盤インフラが、いかに現代社会で必要な
ものなのか痛感し、使用できるようになった時の喜びは何とも言えないものでした。
私たちはそれを忘れてはならないと思います。

今、宮城県はその上水と下水に加え工業用水を一体的に運営管理する「上工下水

一体化コンセッション事業」
、いわゆる民営化を進めようとしており、これは仙台
市民にとっても直接的に関わって来る事です。

なぜ今、そのような事業を進めなければならないのか？ このような大規模
な形で行われるのは国内初で前例がないだけに、様々な素朴な疑問が出てき
ます。この一年間、そんな思いで「水」について質問して参りました。

常任委員会等の他の活動等の報告も含め、ご覧になって頂き、県政諸課題
の一端をご確認頂ければ有り難く存じます。

結びに、日頃のご理解とご支援に対し感謝申し上げご挨拶と致します。

宮城県議会議員 かんま 進
ホームページ http://www.kanma.jp
E-mail
kanma@kanma.jp
スマホからも「かんま進」で見てください！

FaceBook

＊ホームページでは、ABOUT から県発信の「復興の進捗状況」へリンクします。
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上工下水一体化コンセッションについて
市民・県民の目線で

質 質問
問 知事と公営企業管理者の答弁は、私の立場からすると何か初

内閣府が強く推進しているコンセッション
事業の一つなのだなと思うが、導入検討に
至った経緯は？

めから結論ありきという風に感じます。そういった中で何を
検討会に期待するのかお尋ねします。

答 答弁
弁 非常に悩ましい問題で、私も同じ問題意識を持っています。
空港の民営化の時とは違い、この上工下水の官民連携コン

県民の皆様に理解して頂けるよう更に努力していくというの

断して検討会を設置する事にしたものです。したがって検討

は非常に重要だろうと思っています。
（知事）

べき事項について検討していただいているものです。（知事）

質 質問
問 今回の上工下水一体化コンセッション導入検討に至った経緯

ふり返り今

見込まれるなど、今後ますます厳しくなる事が予想されてお
ります。このような状況の中で、引き続き安全・安心な水を

答 答弁
弁 この事業はスケールメリットの発現、更新投資や資機材の民

答答弁
弁 事業概要案等を報告、参加者の方々から更に詳細の検討を進

安定的に供給するためには、民の力を最大限活用し、これま

と思います。したがって当然最終的には県民の利益につなが

メリットの明確な表現はありませんでしたが「事業の構成・

で以上の合理化や効率化を図り、経営基盤を一層強化してい

るものだと考えております。
（知事）

内容・基本的な考え方が整備された」等、
検討課題としては「リ

答 答弁
弁 水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や節水型社会の進

事業推進における課題等、メリット・デメリットを含めどの
ような議論があったのかお尋ねします。

展により収益が減少する一方、更新需要は増大していく事が

間調達によるコスト削減で水道料金の抑制を期待できるもの

く必要がある事から、上工下水一体官民連携運営、いわゆる
「みやぎ型管理運営方式」の検討に着手したものです。
（知事）

＜ H30.3.7 予算特別委員会＞

答 答弁
弁 「水メジャー」といわれております企業が設立されている仏・
英・独及び米国とは ISDS 条項は締結されてないので、賠償

請求は発生しないものと考えております。
（公営企業管理者）

創造的復興の諸課題
＜ H29.12.4 一般質問・質疑要旨＞
○水産・食品加工業の復興について

シンポジウムを受講して来ましたがその中で印象深い示唆が

の策定に向け作業を進めているところです。
（公営企業管理

○新たな生業の創出が必要であり、沿岸被災地の現状と国・県の支援

ありました。水道関係者と市民の意識に大きなズレがあり、

者）

事。先の答弁を受けてもう一つ言いたい事は、大変失礼な言
い方になるかもしれませんが、本当に県民・市民のことを思っ

体制は？

質 質問
問 これまでの間、議会からも色々と質疑がありました。検討会

ではどのように受け止め、話がなされたのか？ 又、今議会で

けの宮城県民が、仙台市民をはじめとする各市町村民がわ

て知事も考え、その指示に従って公営企業管理者が動いてい

懸念が示されたパリやベルリン、そしてアトランタなどでの

かっているのか？ 今までの受益者に対しての説明経過につい

ると思いますが、
「よらしむべし 知らしむべからず」
、人民

民間導入後の失敗例、公営に戻った事についての議論はあり

てお聞かせ下さい。

を為政者の施政に従わせる事はできるが、その道理を理解さ

ましたか？

答答弁
弁 企業局では H29 年 1 月以降、受水市町村を訪問いたし、色々

がほとんどを占めるという現実がありますが、発生した損失

意見が出され、これらを踏まえ現在、実施方針や募集要項等

関係者だけが集る会議・シンポジウムは発信力がゼロである

質質問
問 究極的基本インフラである水道の現状と先行についてどれだ

める事につきまして賛同を頂いたところです。メリット・デ

スク分担の明確化や経済的条件の定量化が必要である」等の

質 質問
問 昨年の 12 月に早大で行われた「日本の水道を守る」という

質 質問
問 水事業については「水メジャー」といわれるグローバル企業

れるがいかがか？

＜ H30.10.12 決算特別委員会＞
質 質問
問 3 月開催の第 4 回目をもって検討会は終了という事ですが、

のコンセッションは誰の利益と考え進めるものですか改めて
お尋ねします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

について ISDS 条項に基づき賠償を求められる事態も想定さ

質 質問
問 最終的には私は受益者の利益がやはり第一だと考えます。こ

をまず始めに知事にお尋ねします。

ついてお示しする事は難しいところです。
（知事）

県民にプラスの効果があると思っていますので、しっかりと

で水道法改正を前提として、導入により効果が得られると判

務分担、リスク分担など業務スキーム構築に当たり、整理す

答 答弁
弁 まだ水道法が改正されていないので、今後のスケジュールに

セッションについてはマスコミも余り私どもに聞いてこない

会は基本的には実現に向けて開催しているもので、官民の業

＜ H29.12.4 一般質問＞
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創 造 的 復 興 の 方 向 性 に ついて

し、県民からもほとんど聞かれません。この事業については

答 答弁
弁 この事業は H28 年度に有識者等に参画をいただいた懇話会
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せる事は難しいと。転じて為政者は人民を施政に従わせれば
よいのであり、その道理は人民にわからせる必要はない。も

○ ILC（国際リニアコライダー）誘致活動はラストスパートの段階にあ
るが、宮城・岩手及び東北の取組と現状についてどうか？
○新たな生業づくりのため、沿岸被災地復興支援に関っている企業等
との連携について
○ DMO の育成等について
※詳細については「宮城県議会ホームページ」でご覧になって頂けれ

答 答弁
弁 検討会の中では具体的な外国の事例について議論展開はあり

説明をしており、会議の場などでもこの事業について広く説

ちろんそう思っていらっしゃらないと理解していますが、や

明してきたところです。なお、昨年 4 月と今年の 1 月〜 2 月

はり情報発信不足である事は受け止めて頂きたいと思いま

更に助成団体であります市町村、更に県民の皆さんの意見な

にかけ、私自身が受水市町村長を訪問し、検討状況を説明。

す。専門的な分野なのでなかなか難しいので、学会に出て私

ども参考にさせて頂きながら議論を展開させて頂いたという

広域水道協議会等でも意見交換を行うなど、市町村の理解を

も危機感を持ちますが、どれだけの市民が危機感を共有でき

事です。
（公営企業管理者）

得られるよう努めてきました。又、昨年 11 月には「シンポ

ているかはわかりません。しかしわかってもらって、県民の

ジウム」を開催しています。県といたしましては最終受益者

代表である県議会で丁々発止しながら、良いものを求めて行

である県民の皆様の理解を深めることを念頭に、引き続き受
水市町村への丁寧な説明と県民の方々への情報発信に努めて

くというのがすごく大事じゃないかと思うのですが、いかが
お考えかお尋ねします。

ば有難く存じます

ませんでしたが、県議会における様々な質疑等も踏まえ、又

質 質問
問 現時点で、水道法改正が行われておりませんが導入に向けた

まいります。
（公営企業管理者）

▼ 県議会ラウンジコンサート
定例会開会日のお昼休みに開催。第 53 回目はハワ
イアン音楽とフラの出演。（30.9.18）

▼「みやぎ鎮魂の日」大震災からまる 7
年経ったこの日も県庁 2 階講堂での
献花には多くの県民が訪れました。
（30.3.11）※県庁 1 階玄関

▲ 福井国体・宮城県選手団結団式
昨年、総合成績 34 位と奮わなかった宮城県。
今年こそ上位を目指し、県庁 1 階ロビーで
結団式。（30.9.19）今年は 30 位

大震災復興調査特別
委員会県外調査 3 日
目、東京都議会調査等。
（30.5.25）

▲

スケジュールをお聞かせ下さい。

▼ 決算特別委員会総括質疑。
（30.10.12）

▲ 大震災復興調査特別委員会委員会討議。宮城県の復興
計画 10 年、現在 8 年目（発展期初年度）。課題は山積
です。（30.7.20）
▲ 第 362 回定例会・本会議での一般質問。質問
時間は 30 分、答弁時間も含めると約 1 時間弱。
（29.12.4）

文教警察委員会 県内・県外調査活動等

〇県内調査 30.6.1
名取市

県農業高等学校「宮城県農業高等学校の新校舎と今後の取り組みについて」
県警察学校「宮城県警察学校の概要について」
名取市立閖上小中学校「閖上小中学校の新校舎と小中一貫教育の取り組みについて」

〇県外調査 30.7.31 〜 8.2
東京都

東京インターナショナルスクール
「国際バカロレアの可能性と求められる支援について」

大阪府

大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター
「学校危機管理及びメンタルサポートの取り組みについて」

大阪府警 「防犯キャンパスネットワーク大阪の取り組みについて」
金沢市

金沢 21 世紀美術館 宮城県美術館建て替えに係る現地視察。

富山市

富山市美術館「富山県美術館の取り組みについて」
（現地視察含む）

※上記調査以外に 11 回（12 日）常任委員会が開催され、所管事項につ
いて審議を行っています。

大阪府警担当官による説明

大震災復興調査特別委員会 県内・県外調査活動等

〇参考人意見聴取 30.4.24

東京電力ホールディングス（株）関係者
「福島第一原発事故に起因する損害賠償の概要と進捗状況及び今後の方針などについて」
「福島第一原発の廃炉及び汚染水の現状と対策について」

〇 30.10.23
近畿大学工学部 井原教授
「トリチウム除去に関する研究の概要と課題及び福島第一原発における
実用化について」

〇県内調査 30.2.8 〜 9・13・19
気仙沼市議会、気仙沼市、石巻市、石巻市議会、丸森町議会、丸森町、
名取市議会、塩釜蒲鉾連合商工業協同組合、南三陸町、南三陸町議会
「東日本大震災復興進捗状況と課題等について」
「除染廃棄物仮置場等現地調査」
「事業概要説明及び意見交換」

〇県外調査 30.5.23 〜 25
熊本県

熊本県議会「熊本地震への対応と今後の課題等について」
熊本城 「被災状況と復旧に当たっての課題等について」
西原村「被災状況と発災後の課題及び仮設住宅等における
コミュニティについて」
九州地方整備局熊本復興事務所「道路等の復旧状況について」

東京都

東京都議会「首都直下地震への備えについて」
東京消防庁「震災対策について」

南阿蘇村、熊本地震災害現地視察

原子力規制庁「原子力規制委員会の概要・理念と福島第一
原発に対する取り組みについて」

※上記以外にも東電等への要請・要望活動、委員間討議など 16 回（18 日）委員会を開催、これらの調査活動を基に報告書をまとめ、
11 月定例会開会日に本会議で報告する事としています。

