
第４回仙台市ガス事業民営化検討委員会 議事要旨 

 

■日  時  平成19年10月12日（金）10：30～12：00 

■会  場  ホテルメトロポリタン仙台３階「星雲」 

■出席委員  大住委員長、関谷副委員長、岡委員、片桐委員、金崎委員 

       河上委員、間庭委員、渡部委員（8名） 

■欠席委員  （なし） 

■仙 台 市  ガス事業管理者、佐藤ガス局理事兼次長、宍戸ガス局次長 

       ガス局総務部長、同営業部長、同供給部長、 

       同熱量変更支援センター所長、同港工場長 

■事 務 局  ガス局民営化推進室 

 



１．開  会 

２．議  事 

○ 大住委員長 

・委員長の大住でございます。 

委員の皆様には、既にご承知かと存じますが、佐藤勝定委員が去る９月１１日に急逝され

ました。私も突然のことで大変驚いておりますが、慎んでこの場をお借りしましてご冥福

をお祈り申し上げます。 

・さて、本日は民営化の手法及び時期について議論を深めてまいりたいと存じますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

（１）第３回委員会における指摘事項等について 

・資料１及び資料２について、事務局より説明。  

○大住委員長 

・ただいまのご説明につきまして、皆様から何かございますでしょうか。 

○金崎委員 

・資料２の二つ目のグラフでＥＢＩＴＤＡのキャッシュが平成８年度から平成１５年度にかけ

て、ほぼ２倍以上に増えていますが、この要因に関して何か説明できますでしょうか。 

○事務局 

・償却費を除くコストの削減とガス販売量の増加に伴う売り上げの拡大により結果的にキャッ

シュが増えたところでございます。 

○大住委員長 

・渡部委員、いかがですか。前回、ご質問いただいておりますけれども。 

○渡部委員 

・歴史的な経緯も含めて、キャッシュフローの状況が非常によくわかりました。ありがとうご

ざいました。 

○大住委員長 

・この件につきましては、よろしいですか。それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 

（２）民営化のあるべき姿について 

○大住委員長 
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・次に、民営化のあるべき姿についてですが、前回の委員会終了後、各委員との意見交換を行

った上で、再度修正を施したものを資料３として本日お配りしております。 

あるべき姿につきましては、今後、民営化の手法や時期に関する議論が固まりました時点に

おいて、必要な修正が加わるということになるかと思いますが、本日は、次の民営化の手法

及び時期について議論することといたしたいと思いますが、皆様、いかがでしょうか。よろ

しいですか。 

（「はい」の声あり） 

○大住委員長 

・それでは、そのように進めたいと思います。 

 

（３）民営化の手法及び時期について 

○大住委員長 

・次に、民営化の手法及び時期についてですが、前回は、各手法のメリットやデメリットを

概観しましたが、本日は、先ほどのあるべき姿の実現という観点などから、各手法の比較検

討を行いますとともに、民営化の時期についても検討を加えてまいりたいと考えております。

それでは、資料４と５について、事務局よりご説明をお願いします。 

 

・資料４及び資料５について事務局より説明。 

 

○大住委員長 

・ここで、委員の皆様からご意見をお伺いしたいと思います。 

○片桐委員 

・この資料４－２をみると、長野方式だけが◎はないけれどもオール○であり、この長野方式

をベースに項目別に再検討するのはいかがなものでしょうか。 

○大住委員長 

・一つ一つということですね。事務局から何か補足がありますか。 

 

・資料４－２について事務局より説明。 

 

○大住委員長 
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・資料の４－２で、各項目に△がありますが、この△の意味づけがちょっと難しいかなという

感じはいたします。絶対だめだという△もある一方で、ある程度許容できる△もあるのでは

ないかと思います。事務局ではこの資料をつくられたときに、何か判断があったかと思いま

すがいかがですか。 

○事務局 

・資料４－２の各項目につきましては、我々の認識もございますけれども、委員の皆様のご見

識もいただいた上で、最終的な判断をする必要があると思っております。相対的な優劣だけ

をつけるという作業にとどめたところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部委員 

・今までの議論で、長野方式が非常に有力な案ではあると思いますが、資料５－２をごらんい

ただきますと、長野方式はほかの方式に比べますと半年ぐらいタイミングが遅れるというこ

とですが、資料５－１にありましたように、各ステークホルダーの立場から見ても、早期の

民営化が望ましいということであれば、タイミングについて少し考えた方がいいのではない

かと思います。 

・長野方式のプロセスをご覧いただきますと、出資案件の議決というのがプロセスとしてあっ

て、その後、廃止条例等の議決があってというプロセスがありますが、出資案件の議決をす

るときには、既に次のプロセスである公営企業の廃止条例の事柄も事業承継も含まれている

と思います。そうすると、この一つ一つのプロセスの決定自体が実はすべて有機的に一体化

していることだと思うのです。 

・資料５－１にありましたように、民営化についてはやはりスピードが大事だということ、そ

れから行政の効率化を考えたときには、議会の決定プロセスをもう少し効率化できないのだ

ろうかと思った次第でございます。 

○稲葉管理者 

・資料５－２における長野方式のシミュレーションは、長野県における実際の議会手続を参考

にいたしましたけれども、委員会の報告をちょうだいしてから、最終的に資料にあるｎ年度

というスタートラインにつく前の段階で、市民のコンセンサスをまずつくっていくこと、そ

れから市議会にきちんとご説明をしてご理解をいただいて進めていくことが当然必要になっ

てまいります。 

・議会できちんとした議論をしていただくステップとして、これら二つの段階を想定をしてい

るわけで、これから委員会のご報告をいただいて、その後、市議会にご説明をしていく中で、
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議案の提出のタイミングなどにつきましては、市議会のご意向もきちんとお伺いをして、最

短の場合は、これは一つの議会で一度に議決をしていただくということも可能性としてはあ

ろうかと思いますけれども、その辺は議会の議論のステップを確保していくという要素との

兼ね合いの中で、調整させていただきたいと思っております。 

○大住委員長 

・長野県の場合は、非常に慎重に手続をとられたのだと思います。お話を聞いた範囲では、受

け皿会社がないのに廃止条例は出せない、事業譲渡についての認可がないのに事業の承継に

ついて了解を得ることはできない、こういうことだと思います。ただ、最初の出資案件を議

決した段階でその先の手続きが見えている、ということは私も思います。 

○渡部委員 

・例えば、出資の議決をして会社をつくった後で、もし廃止条例が否決されたりいたしますと、

最初の議決は何だったのかと常識的には思います。そういうことから考えると、やはり、こ

こまで時間をかけてやることについては、少し違和感があります。今、民間企業の場合は、

スピードが経営効率という意味では物すごく重要なファクターでして、スピードがなければ

競争に勝てないという時代ですから、私は行政も同じではないかなと思いまして、そこは効

率的にお考えいただいた方が望ましいのではないかと思いまして、あえて意見を言ったわけ

でございます。 

○大住委員長 

 ・この件につきましては、引き続き検討いただくということでよろしいですか。 

○事務局 

・はい。 

○金崎委員 

・資料４－２の「経営への市の影響力」の項目について、長野方式ではこの項目が○となって

いますが、自治体の影響力が長野の場合にはどの程度残っていて、どの程度プラスに働いて

いるのかということ、これは委員長にお聞きしたいと思います。 

・もう１点は、事業譲渡方式と長野方式は、いずれにしても民間事業者の募集というのが最初

のプロセスに入るのですが、民間事業者の立場から見た場合に、どちらの方が魅力的なのか。

要するに魅力的である方がより民間事業者が応募してくるのではないかなと思いますのでお

聞きしたいのですが。 

○大住委員長 
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・最初の点については、長野県が８％出資をしている影響力を行使したメリットというのは、

見える形ではないと思います。ただ、もし何かあった場合に関与しますという、県側の姿

勢と思います。それと、現実に、当初の事業計画に反するような意思決定がなされた場合

は、監査役という形で県の派遣職員がいらっしゃって当然問題にしていくということと思

います。現実には行使されなかったのですが、行使できるという形をとったということか

と思います。それが県側の姿勢であるし、県民の皆さんがそれによってある程度の安心を

得られると、こういうメリットと思っています。 

・２番目の点については、民間事業者の方が何を考えておられるかによって変わると思います。

ですから、単純に比較できないような気がしますけれども、事務局はいかがですか。 

○事務局 

・手法によって単純にどちらが魅力的でどちらが魅力的ではないという観点にはないのかなと

思っております。例えば、人材の手当が容易かどうかという観点で申し上げますと、従業員

規模が１０名あるいは数十名程度のガス事業者の民営化のケースと、私どものように４００

名以上の職員がいるケースとでは、事情は異なってこようと思います。 

・やはり４００名規模の従業員を技術者も含めて新たに雇用して事業を開始するということは、

人材の確保という観点では相当困難性があり、事業をなさろうという方にとってみては、一

定程度、市の職員の派遣などの形でソフトランディングの期間を担保できる手法があるいは

望ましいと映るのかもしれません。 

・ただ、従業員規模が１０人程度ということであればこういった懸念は恐らくないかと思いま

す。そうした場合であれば、１００％民間出資の状態から事業を始めるという手法が魅力的

に映るかもしれません。 

○金崎委員 

・仙台市の場合４００人規模ですので、人材確保という観点からすれば、やはり実行可能性と

いうことからしても、長野方式の方が事業譲渡方式よりも、民間の事業者にとってはやりや

すいというふうに解釈してよろしいでしょうか。 

○大住委員長 

・現実的にはそうかもしれません。 

・長野県の場合は、事業譲渡方式でも十分受け皿になる事業者があったと思いますが、恐らく

仙台市の場合ですと、長野とは規模が比較にならないほど大きいので、現実問題として難し

いとは感じます。 
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○岡委員 

・資料４－２についてですが、この△、○、◎はあくまでも事務局の判断でついているわけで

すから、これは一つの参考資料として受けとめなければならないというふうに思っておりま

す。例えば、「経営への市の影響力」という項目ですが、民営化をした後はできるだけ官の

影響力はない方がいいというのが、私の一貫した考え方でありまして、そういった意味では

◎のところは簡単に言ったら論外かなという気持ちが個人的にはしているわけです。資料の

中で、長野方式と事業譲渡方式については△になっておりましたが、私の考えはそうではな

い。市の影響力というものはできるだけ小さく少なくすべきであり、これが、民営化の大前

提の一つだというふうに思っているものですから、あえてお話をいたします。 

・次は、「地元経済」の項目について、△がつけられている手法のコメントには、「新たな地

元企業が当然には創出されない」「募集条件の整備が必要」とありますけれども、整備が非

常に困難なのかどうか。「必要」とあるのですが、どういうものが必要で、しかもそれが困

難なのかどうか。困難でなければ、他の手法と同じ○でもいいのではないか、こう思うもの

ですから、ここは聞いておきたいと思っています。 

・もう一つ、あるべき姿の議論に返りますけれども、「一定程度の関与」という言葉がいろい

ろな答申にたくさんででてきます。いろいろな表現がありますけれども、今までの経験上、

そうした事柄に言及する場合は、ちゃんと書いてほしいと思います。「一定程度」というの

は際限がないと思います。ですから、例えば年限なら「年限は５年程度」とか、あるいは範

囲ならば、その範囲を明らかにすべきだというふうに思っています。 

・最後に、先ほど、議会のお話が出ましたが、議会は議決に至るまではしっかりと議論を交わ

さなければいけません。それが役目であります。与えられている権限は審議権と議決権であ

りまして、この権限は市民から付託を受けている以上、60人の議員はそれぞれこれはしっか

りと果たす。ですから、できるだけ丁寧に審議をして議決をするという、これはぜひ理解し

ておいていただきたいなという気持ちがあります。 

・それから、物理的には４年に１回改選があり、１０人とか１５人とか入れかわりがあります。

人の入れかえがありますので、議案として出てきたときに、過去の経緯が多々ありますが、

全員が全く同じ経験則の範囲ではありませんので、その点はぜひご理解をお願いをしたいと

思います。 

○渡部委員 

・最後の点について、議会できちんと議論するというのは物すごくわかるのですが、私が申し
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上げたのはロジックの問題です。先ほどの繰り返しになりますが、出資案件を議決する時点

において、何のために出資するのかということが既に前提にならない限りは出資の決定はで

きないはずです。となると、その後の廃止の決定や事業承継の決定というのは実は同時決定

のはずです。だとすれば、余計な時間をかけないというのが、やはりコスト削減、それから

早期民営化の実現に私は必要だと思います。 

○岡委員 

・私、反論を言わせていただきます。 

効率がよければいいというのは、それはおっしゃるとおり民間の論理です。それをできるだ

け行政にも、あるいは政治にもというのもわかります。しかし、今のお考えは、正論ではあ

るけれども、現実の問題として、私は異論だと思っています。だから、現実には賛成はでき

ません。 

・しかし、先ほど稲葉管理者は、このシミュレーションはあくまでも長野県でやったことを参

考にしたもので、仙台ではこれは今後協議をしてどうするか検討したいということを言って

おりました。委員会における検討が終りましたら、当然、議会でのさまざまな協議というも

のが自然に出てくるはずであります。どういう方式で、どういう期間で民営化を進めていく

かというのは、現実の問題として当然協議されるので、このシミュレーションのとおりにな

るか、これが縮まるか、あるいはもうちょっとかかるか、これは今の段階では何とも言えな

い。ご意見はご意見としてわかりますけれども、今後の議会と市当局との協議によってスケ

ジュールが進められていくのかなと思います。 

○片桐委員 

・この委員会で検討したことについては、最終的には市議会の承認をもらわなければならない

わけです。ご指摘の点についても、事務局において検討しながら、十分に配慮されて、時期

や手法などを決定していくのが本当のやり方ではないかと思います。その方向でお願いした

いと思います。 

○河上委員 

・先ほど、岡委員がおっしゃったことに、私は賛成です。基本的には、民間に移譲したら最終

的には市の影響力がなくなっていくというところへゴールを目指さないといけないだろうし、

そのための民営化だというご指摘はそのとおりだと思います。ただ、問題はタイムスケジュ

ールをどういうふうに考えるかということで、一気にそのゴールへ持っていって、これまで

市が営々として市民生活の確保や公共の福祉という観点から、いろいろ石橋をたたいてきた
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ようなところを一気に丸投げするのがいいかどうかというあたりでやはり心配なのだと思う

のです。ですから、移行する段階で、いわば時系列の中で、市が少し管理をしていて、段々

引いていって、ひとり立ちしていって、後は民間の創意工夫で頑張ってくれというふうに少

しずつ時間軸を変えて、その構造を変えていくというやり方がいいのではないかと思います。 

・もう一つの話として、長野方式の形をとる場合に、ロジカルに考えれば、受け皿づくりがあ

って、そして出資があって、事業譲渡があるわけで、事業譲渡するのに受け皿がないという

ことはあり得ないわけです。ですから、一つずつ、受け皿づくり、それから出資、事業譲渡

というのはやっぱり積み重ねないといけないわけですけれども、これは有機的に関連してい

て、一つの大きなプロジェクトだと思います。ですから、市議会で議決をするという場合で

も、大きなプロジェクトとして議決をしていただいて、そして、第１次決定、第２次決定、

第３次決定、そのプロジェクトを実行するというような形でのいわば議決案のつくり方をし

ていただければそれでいいんじゃないかという気がします。そのタイミングは、それぞれの

段階に応じ最もスピーディーにやっていただくというあたりは、市議会との交渉ごとになる

かと思います。 

・ただ、最終ゴールに向けてどういうスケジュールで頑張っていくか。その間、市が丸投げす

るのではなくて、ある程度見守りながら船出を待つという、その時間をどのくらい慎重さを

もって見るかというあたりのイメージが恐らく大事なのではないかという気がいたします。 

○大住委員長 

・私が聞いている範囲ですと、長野の場合も、出資案件の議決のときに、その先のスケジュー

ルもすべて説明をしてご了解を得ていたとのことです。手続的に議決案件があと２件ありま

すけれども、これはあくまで状況報告に伴う議決ということで、実質的な審議は最初の出資

案件の議決で終っていたというふうに私は伺っています。 

・資料４－２についてですが、△でも×に近い△なのか、そうではなくて多少工夫をすること

で乗り切れる△なのかという、位置づけの違うものがあると思います。 

・それから、岡委員が言われた３点目、これは非常に大事なことだと思います。例えば、市民

の皆さんがご覧になって、「一定程度」というのは何だろうと、全くわからないと困ります

ので、これはぜひ具体的に書いていく必要があると思います。市民の皆さんに説明できるよ

うな形での情報開示が必要であると私も思います。 

○稲葉管理者 

・「経営への市の影響力」の欄については、○がいいというわけではございません。この表全
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体をつくるときにいろいろ表現の仕方を工夫し、最終的に◎、○、△という３段階の表示に

いたしたものですが、やはりすべてを◎、○、△という３段階の表示の中で網羅をしようと

すると、微妙なニュアンスでは表現し切れない部分が実はございます。特に、「経営への市

の影響力」については、私どもの認識としても◎の方が評価としていいという趣旨でつけて

いるわけではございません。そこはご理解いただきたいと思います。 

・「地元経済」の項目における「募集条件の整備が必要」との記述についてですが、これは、

募集要項にきちんと書き込む作業は一定程度は必要ですけれども、それをすれば何とかクリ

アはできるものではないかなと認識しております。それで、△にはしておりますけれども、

「募集条件の整備が必要」というコメントをつけさせていただいたものです。 

・それから、「一定程度」という表現の仕方についてでございますが、これは、「何年」とい

う表示の仕方がいいのか、あるいは「事業引き継ぎの期間」という表現の方がいいのか、そ

の辺は工夫をしたみたいと思いますし、皆さん方のご意見もいただきたいと思います。 

○間庭委員 

・きょうの資料で、当委員会に与えられた命題であります、民営化のあるべき姿と手法、時期

についても相当見えてきたなという感じがいたします。 

・しかし、民営化が当面のゴールとして命題になっているわけですが、市民やユーザーの立場

からいけば、それは一つの節目であり、新しい出発があって、そこからあとは営々と新しい

民営化の姿形によるサービスを受けるということだと思います。その際、経営効率化は当然

必要でありますし、また、料金の引き下げも望ましいことでありますが、しかし、経営効率

化や料金引き下げというのは新しい事業者が担うべき課題であり、そういった事柄が今の段

階で重くのしかかってしまって、料金値下げや経営効率化という大義名分のもとで、新しい

事業者が重い荷物を背負った形でスタートするような形にならないように配慮する必要はあ

ると思います。目標である数値が妥当性をもって設定されればいいのですが、ゴールを描く

ためにそれを手段としてしまうと、新しくスタートする事業者も、それから、その事業者と

一体となって事業を行う地域中小企業などが、経営効率化あるいは値下げという大義名分の

もとで、大変なひずみを背負ってしまうということがないよう我々は配慮しておかないとい

けない思います。 

・これは、値下げや経営効率化に反対しているのではなくて、望ましいことでありますけれど

も、そのことによるひずみが生じないようにして欲しいということです。経営効率化や値下

げというノルマのもとで、関係する事業者やユーザーに対して、信頼ですとか、いろいろと
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長年築いてきたものを反故にするようなことは、我々は望みたくないと率直に思います。そ

ういったことを思いながら、ここにある項目の検討をしたということをぜひ継承していただ

きたいと思います。 

・この資料４－２について、先ほど稲葉管理者から、○が評価で、△がだめ出ししたという単

純なことではなくて、そこにはいろいろなものが含まれているという説明をもらいました。

例えば、長野方式の「地元経済」の項目に「地元企業との取引機会の変化が相対的に大き

い」とありますが、これがいいことだけなのかどうかということについては、内容によって

は評価の別れるところでありますので、いい面とそうでない面が両方ありますという意味で、

幅広くとらえられるという意味で、私も理解をしましたので、「○」が一人歩きしないよう

な形でこの表が有効に用いられることを期待します。 

○稲葉管理者 

・募集段階におきましては、トータルの事業計画、例えば料金の部分、サービスの部分、保安

の部分、そういったものを含めたトータルの事業計画を提出していただいて、トータルに評

価をさせていただくということがやはり大事だろうと思います。そのときに、、今までご議

論いただいておりましたあるべき姿、あるいは民営化に当たって注意すべき事項などを評価

軸に織り込んで決めていくことになろうかと思います。建設工事のように、価格の入札だけ

で決定するということは考えておりません。ご提案内容をきちんと精査をさせていただいて、

現実性、あるいはそれを実現していく中で、何らかのひずみというものが出てこないかどう

か、その辺をきちんと検証した上で、最終的に判断をするという手続になっていくと思いま

す。 

○大住委員長 

・関谷副委員長、これまでの議論を踏まえていかがでしょうか。 

○関谷副委員長 

・評価の基準が多岐にわたっていますので、今日ここでご意見いただきましたようなことが出

てくるだろうということは私も当然予想しておりました。特に、政治は政治の論理で動いて

いますから、ここで決められたことがそのまま政治プロセスで承認されるという保証はもち

ろんないと思っています。そういう意味でいえば、ここでの判断それ自体が、一つの基準に

従って、あるいはあるロジックに従って出した一つの判断に過ぎないと私は思います。ただ

し、それぞれ専門の立場の方々にお集まりいただいて、これまで検討してきたわけですから、

その経緯からいえば、委員会として一定の説得力を持つ判断を示すことができるのではない
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かと私は思っています。 

・そういう点からいいますと、先ほどからご意見に出ておりますように、相対的な優位性とい

うことで、長野方式とＮＴＴ方式が残るのかなと私は思います。 

・ただ、先ほどから繰り返し強調されていますように、ＮＴＴ方式の場合には導入のための特

別立法が必要になるということであれば、その特別立法の実現可能性ということが、もう一

つ、最後クリアしなければならない問題ということになりますから、そこがクリアできなけ

れば、長野形式を選ばざるをえないということになると思います。 

○大住委員長 

・ＮＴＴ方式についての特別立法措置ということですが、これは非常に大きな課題だと思いま

すが、この点について、事務局はさらに補足することがありますか。 

○事務局 

・地方公営企業の民営化における特別立法措置の導入可能性について、ガス事業に限らず、公

営企業全般にわたって、制度改正の見通しについて調査いたしました。 

・一つは、交通事業の事例ですけれども、横浜市の市営バス事業の経営形態について民営化の

検討がなされた経過がございます。その中では、横浜市では、私どもの用語で申しますとこ

ろの株式会社化方式を第１候補にして民営化を検討されましたが、ネックになるのが企業債

の一括償還の問題でございました。この点について、横浜市独自に平成１７年度と平成１８

年度の２カ年にわたりまして国に対する制度改正の要望を実際にされております。しかしな

がら、現実的には制度改正はございませんで、最終的には現状の形態の中で経営努力を重ね

ていくという判断に至っているという経過が一つございます。 

・それから、人の処遇への対応という観点についてですけれども、札幌市の市営バス事業です

と、正規の職員で４００人ほど、私どもと大体同じくらいの規模の職員を抱えておったので

すけれども、こちらも民営化に当たりましては、職員の配置転換という現行制度の枠内で対

応いたしております。 

・全国的な動向を見た中では、私どもが特別立法措置を国に要望したといたしましても、現実

的に受けいれられる可能性は相当低いのではないか、難しいのではないか、このように思っ

ているところでございます。 

○大住委員長  

・資料４－２のＮＴＴ方式の欄ですが、「企業債の一括償還」と「職員技能の継承等」の項目

の△は、特別立法が可能であればできるという判断ですし、「民間の創意工夫」は○に近い
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△という位置づけなので、ＮＴＴ方式については個別立法が可能かどうか、実現可能性があ

るかどうかというその１点だけだろうと思いますけれども、それもかなり可能性が低いとい

うことがこれまでの他市の例で明らかであるということです。 

・ そうしますと、関谷副委員長からも先ほどご発言いただいておりますけれども、ＮＴＴ方式

の実現可能性が非常に低いということになりますと、残されたのは長野方式であるというこ

とになろうかと思います。事業譲渡方式は、職員技能の継承の点で非常に大きな問題がある

ので、これは恐らく選択肢に入らないという判断になると私も思います。そうしますと、事

務局よりいただいている民営化手法の中では長野方式が最も適切であるということになろう

かと思いますけれども、この点につきまして、皆様いかがですか。 

（「異議なし」の声あり） 

・それでは、長野方式が最適であるということで、これからの委員会の議論を進めたいと思い

ます。 

○河上委員 

・長野方式をとることの一つのメリットというのは、これまで市が営々と築いてきた公益に対

する配慮とか、実際に今働いている方の処遇等について、ソフトランディングができること

にあるのだと思います。これからの議論の中では、従来の公益に対する配慮というのがどの

くらいの意味を持つのかということと、それから、新しい会社のバランスをどういうふうに

仕組んでいくかというようなことをきちんと詰めて、丸投げになってしまわないように、消

費者の観点からいくと、やはり価格の問題もありますので、完全に自由競争市場に任せてし

まうということはできれば避ける形で、幾つかの条件設定をこれから具体的にしていただけ

ればありがたいと思います。 

○大住委員長 

・そのほか、ございますか。よろしいですか。 

それでは、本日までの議論を踏まえまして、次回の委員会で長野方式を基本に据えた形で最

終報告をまとめていただくことができるようになりましたので、素案を事務局に作成をして

いただいて、素案に基づく議論を次回の委員会で行いたいと思いますけれども、よろしいで

すか。 

それでは、そのように進めたいと思います。 

 

３．その他 
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（なし） 

 

４．閉  会 

○大住委員長 

・それでは、これをもちまして本日の会議は終了することといたします。進行にご協力いただ

きまして、ありがとうございました。 
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