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平成 27 年度 第 1 回 伊賀市水道事業基本計画策定委員会

日時：平成 27 年 12 月 21 日（月）13:30～

場所：伊賀市水道部 ゆめが丘浄水場 2 階会議室

（事務局：福永） 定刻になりましたので、ただ今より、第１回伊賀市水道事業基本計画

策定委員会を開催させていただきます。本日お集まりいただきました委員の皆さま方には、

水道事業の推進に対しまして、平素より、各立場からご協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。また、策定委員の選任に当たりましては、ご多忙にもかかわらずご快諾いただきまし

て、誠にありがとうございます。私は、議題に入るまで進行役を務めます水道総務課の福

永でございます。よろしくお願いいたします。

まずは、第 1回委員会開催が当初予定しておりました 10月 28日より本日まで延期とな

りましたこと、深くお詫び申し上げます。開催間際となった時点で準備しておりました資

料に修正すべき点が見つかり、当日までに間に合わないと判断したことによるものです。

大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

さて、本委員会につきましては、「伊賀市情報公開条例」第 23条の規定に基づき、会議

の公開を行います。また、審議会等の会議の公開に関する要綱第 9条の規定により、議事

概要作成のため録音させていただいておりますのでご了承ください。なお、発言の際には

マイクをお渡しさせていただきますので、必ずマイクを通してご発言をお願いいたします。

記者・傍聴者の方にお願いです。本日は、委員長の選任までは撮影可能とし、以降は禁

止とさせていただきますのでご協力をよろしくお願いいたします。会議中は、傍聴者の発

言等は禁止します。静粛に傍聴いただけない場合は、退出していただく場合がありますの

でご了承ください。また、会議終了後の記者会見は行いません。以上でございます。

会議に先立ちまして、事前に配布した書類の確認をさせていただきます。まず事項書、

続きまして委員名簿、委員会要綱、基本計画策定方針、本日使用するパワーポイントを印

刷したものになります。水道事業基本計画第 1回策定委員会と書かれた 2 段分割となった

書類、伊賀市の水道パンフレット、前回基本計画における予測値と実績値比較表、それか

ら資料 1「用語解説」、資料 2「水需要予測について」、資料 3「水需要予測概要版」です。

ご確認ください。不足している場合は、事務局までお申し付けください。よろしいでしょ

うか。

1.委員の委嘱

（事務局：福永） それでは、お手元の事項書に基づきまして会議を進めさせていただき

ます。初めに、伊賀市水道事業基本計画策定委員の皆さま方に委嘱状をお渡ししたいと存

じます。自席にてお渡しさせていただきますので、恐れ入りますが、お名前を呼ばれた委

員の方は、お立ちいただきましてその場でお受け取りください。なお、清水委員につきま

してはご不幸事があったため、本日欠席というご連絡を頂いております。

（谷口部長） 辞令。八尾光祐様。伊賀市水道事業基本計画策定委員会委員を委嘱します。

委嘱期間は、平成 28年 12 月 31日までとする。平成 27年 12 月 21日 伊賀市水道事業管
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理者職務代理者水道部長 谷口昌平。どうぞよろしくお願いします。

辞令。阪井則行様。内容につきましては同じです。どうぞよろしくお願いします。

辞令。坂本榮二様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。宮田栄司様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。上田三男様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。藤森荘剛様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。中森律子様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。山村尊房様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。奥原貴士様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。籔裏素行様。どうぞよろしくお願いいたします。

辞令。廣島悦子様。どうぞよろしくお願いいたします。

2.あいさつ

（事務局：福永） それでは、伊賀市水道事業管理者職務代理者水道部長、谷口昌平から

ごあいさつを申し上げます。

（谷口部長） 本日は、伊賀市水道事業基本計画策定委員の皆さま方におかれましては、

公私とも大変お忙しい中、ご参集を頂き、ありがとうございます。私、伊賀市水道部長の

谷口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さま方には、私どもが本基本計画の策定に着手するに当たりまして、各地域、また団

体からのご推薦により、そしてまた、市民のお一人として公募にご応募いただきまして、

お願いをさせていただきましたところ、ご快諾を頂きましてありがとうございます。

また、水道事業なり財務会計の専門の知識を有されまして、豊富な経験を持たれており

ます、ご両名の方には、遠方にもかかわらず、また、私どもの厚かましいお願いにもかか

わらず、快くお引き受けいただきましたことにお礼申し上げる次第でございます。岡本市

長がこの場に参りまして、お礼なりごあいさつをさせていただくのが本来でございますが、

公務の都合で失礼をさせていただきます。またあらためてお礼を申し上げる機会もあろう

かと思いますので、ご了承いただきたいと思います。

さて、今回皆さま方に、策定計画にお力添えを頂く伊賀市の水道事業ですが、平成 16

年の伊賀市合併以降、平成 20年 3 月に、現在の基本計画である「伊賀市水道事業基本計画

（地域水道ビジョン）」を策定し、この計画に基づき平成 22年 4月に、市内地域ごとに分

かれていた水道事業を統合し、伊賀市全域を一つとした水道事業の創設認可を受けていま

す。また、同年 10月には市民の皆さまのご理解とご協力を得て、伊賀市の水道事業の一元

化のための水道料金の統一を行うとともに、施設の民間委託や料金関連業務の一連の民間

活力の導入を図り、一定の成果が出ているのではないかと自負しているところです。

しかしながら、全国的な人口減少社会を迎えている中で、給水人口・給水量の減少は全

国の水道事業体にとっての大きな課題となっており、伊賀市においても同様の課題が見え

てきているところです。また、伊賀市の水道事業の歴史をさかのぼりますと、昭和 9年に

旧上野地域を中心とする上水道事業の創設がなされ、それ以降、各市町での水道事業が創
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設されてきました。昭和 9年の水道事業の創設については、県内で 4番目に出来上がった

という歴史のある水道事業でございますが、反面、給水範囲が非常に広範囲にわたってい

ることや、水道水を各ご家庭に届ける配水施設や水源・浄水施設の老朽化といった現実に

も直面しており、事業の効率化に向けた課題も山積しております。

このような背景から、今回、新たな「水道事業基本計画」の策定を行おうとするもので

ございまして、来年 12月の完成を目指しています。委員の皆さまには、約 1年間の長丁場

になりますが、安全で安定した水道水の供給と持続的な運営を行っていくため、十分なご

議論を尽くしていただき、より良い伊賀市水道基本事業計画を策定していきたいと考えて

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上、簡単ではございますが、会議に先立ちましてのごあいさつ、お礼とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします（拍手）。

3.委員の紹介

（事務局：福永） ありがとうございました。続きまして、策定委員の皆さまのご紹介を

させていただきますので、お手元の委員名簿をご覧ください。名簿順に紹介させていただ

きますので、一言ごあいさつをお願いいたします。

上野西部地区住民自治協議会会長、八尾光祐様。

（八尾委員） 八尾でございます。上野西部地区といいましたら、ちょうど上野市街地の

真ん中で、今お話を頂きましたように、昭和 9年に設立されて、私が生まれたときにはも

う上水道は通っていましたので、古くからあったのだなという意識を持っていました。生

まれるほんの前にできました。そして今後、水の問題等で水源の問題がやかましく言われ

ていますが、この中で決まった形で伊賀市の水道計画策定に携わらせていただいて、本当

に微力ながら尽くさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

（事務局：福永） 続きまして、柘植地域まちづくり協議会代表、阪井則行様。

（阪井委員） 阪井でございます。旧伊賀町の柘植、西柘植、壬生野を代表して、こんな

大それた委員に委嘱されました。水道といいますと、水をひねったら、きれいな水が出て、

おいしいなというような観念しかありませんでしたので、送っていただいた資料を見ます

と、市の決まりに、安全・安心で、みんなに喜ばれるおいしい水をといろいろなことが書

いてありました。まだ何も分かりませんが、ひとつ皆さんと一緒に勉強させていただきた

いと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

（事務局：福永） 島ヶ原地域まちづくり協議会代表、坂本榮二様。

（坂本委員） 島ヶ原の坂本でございます。島ヶ原では、今、川の南側の第 2水源は水源

としてまだ生きておりますが、北側の谷川の水が第 1水源で、昔はそこから取水しており

ました。渇水の時期になりますと、その水源につきましては、農業用水が優先されます。
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水道の水がなくなれば生活できないということで、優先して水道水に使ったという経緯が

ございます。その代わり、農繁期の水の要るときには、消防団がポンプ数台で伊賀川から

中継で水を揚げて農業用水に使っていたという経緯がございます。安定した水源ではなか

ったということで、今は第 1水源は廃止されて、（ゆめが丘浄水場からの）給水の水を頂い

てということで、安定しております。私も、その昔は奈良市水道局で中長期計画等の作成

をしていたことがございましたので、こうして島ヶ原代表として参加させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。

（事務局：福永） 丸柱地域まちづくり協議会会長、宮田栄司様。

（宮田委員） 丸柱のまちづくり協議会の宮田です。丸柱といいましても、今回は、阿山

4 地区、河合、鞆田、玉滝といったところの代表というか、順番に当たったので出席させ

てもらっているわけです。水道のことに関しては、あまりよく分かりません。丸柱には水

源地が一つ、米の川ダムから取っているところがあるのですが、それぐらいしか分かりま

せん。大して役に立たないと思いますが、よろしくお願いします。

（事務局：福永） 矢持住民自治協議会会長、上田三男様。

（上田委員） 私、矢持住民自治協議会会長の上田三男でございます。この名前でござい

ますが、上の田と書いて、上田（かみだ）でございます。私ども矢持地域は、伊賀市は東

西が 30km、南北が 40km で、私どもは伊賀市の最南端ということで、ここから 22～23km

南の端の山間地域でございます。そんな中で、霧生という地域は 120戸ほどの戸数ですが、

上田と書いてかみだは 8軒ございます。変わった字でございまして、私は絶えず名刺など

にもフリガナを付けています。私もお隣の名張市役所で 38年間勤務しておりましたが、水

道事業関係は初めてでございまして、これから一生懸命勉強させていただきますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

（事務局：福永） 阿波地域住民自治協議会会長、藤森荘剛様。

（藤森委員） 阿波住民自治協議会の藤森です。どうぞよろしくお願いします。大山田の

一応代表としてさせていただきます。私は、もともと県の広域水道に携わっておりまして、

現役当時は広域的水道整備計画などにタッチしておりましたが、何かいにしえといいます

か。

今から再勉強させていただきたいと思っております。山村先生には、その当時いろいろお

付き合いを頂きまして、ありがとうございます。

大山田の阿波というところですが、今日配っていただいた人口推計を見ますと、この地

域が 6地域の中で一番減少率が大きいようで、将来はシカやイノシシの数の方が多くなる

のではないかというような地域でございます。

一方で、淀川水系の最上流ということで、阿波住民自治協議会の取り組みの中でも、高

齢福祉の取り組みも大きな課題ですが、環境保護、環境保全で、特に水源関係のリバーキ
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ーパーの導入などを住民自治協の 10 年計画の中でやろうというように今計画を立ててい

るころです。当然のことながら、水道の最上流水源地域として、そういったものにも目を

向けながら、自然環境保全に取り組んでまいりたいと思います。ひとつよろしくお願いし

ます。

（事務局：福永） 上野商工会議所女性会監事、清水利惠様は本日ご欠席されております。

伊賀市商工会女性部副部長、中森律子様。

（中森委員） 伊賀市商工会女性部の中森と申します。よろしくお願いします。毎日、便

利に上下水道を利用させていただいております。私が住まいしておりますのが、旧伊賀町

の壬生野地区でして、上水道の施設が何でこんな下流にあるのかなというぐらいしか理解

しておりませんので、これから 1 年間いろいろ勉強させていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。

（事務局：福永） 一般社団法人名古屋環未来研究所工学博士、山村尊房様。

（山村委員） 山村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は 7年ほど前まで、

国の厚生労働省の水道課の仕事をしておりました。先ほど藤森委員からもお話に出してい

ただきましたが、若いころから国の水道行政に関わっておりまして、藤森さんの若いころ、

私も若かったのですが、ご一緒に仕事をさせていただいたのを本当に懐かしく思っており

ます。最近は、名古屋環未来研究所という、名古屋で上下水道関係の自治体の OB の方と

一緒にボランティア活動といいますか、経験を生かして何か社会的な貢献ができないかと

いうことでやっております。

そういう中で、今回この委員会に参加させていただいたことは大変光栄なことだと思っ

ております。最近、水道事業は、先ほど来の部長のお話にもありましたように、人口減少

や給水量の減少で、これからの経営が非常に難しくなる時代になっております。全国的に

もそういう課題を抱えて、どのようにやっていったらいいかということを議論していると

ころで、そういう面で、新たに水道事業に関心が集まっている時期かと思います。私もそ

ういうテーマに大変関心を持っておりますので、今回この委員会に参加させていただきま

して、ご一緒に勉強させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

（事務局：福永） 四日市大学経済学部特任准教授、奥原貴士様。

（奥原委員） 四日市大学の奥原と申します。普段は、四日市大学の経済学部で簿記や会

計などの科目を担当しております。研究については、無形資産を主な対象としておりまし

て、このたびのような水道事業に関わるのは初めてでございますが、頑張って勉強してい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（事務局：福永） 公募委員であられます籔裏素行様。
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（籔裏委員） こんにちは。東高倉の籔裏でございます。私は、公募委員ということで募

集をさせていただいたのですが、実は 2年前に川上ダムの検証・検討委員会につきまして

も、地元代表ということで参加させていただきました。ご存じのように、あの中ではいろ

いろな意見が出ました。微力ながら私も多少意見はさせていただきましたが、そのことの

経験を踏まえまして、この水道の計画に多少なりともお役に立てればなという思いで応募

させていただいた次第です。もともとは市の職員でしたが、7年前に 35年間で退職させて

いただきました。そのときには水道には全然関係のない部署ばかりにおりましたので、水

道の具体的な中身は全然知らないような状況でございます。今後とも、どうぞよろしくお

願いいたします。

（事務局：福永） 同じく公募委員であられます廣島悦子様。

（廣島委員） こんにちは。廣島です。ゆめが丘に住んでいるのですが、ちょっと道に迷

いました。勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。

（事務局：福永） 以上 12名の皆さまに委員をお願いしております。

次に、水道部の事務局の職員を紹介させていただきます。水道部長谷口でございます。

（谷口部長） どうぞよろしくお願いします。

（事務局：福永） 水道総務課の中西でございます。

（事務局：中西） 水道総務課企画調整係長の中西でございます。よろしくお願いします。

（事務局：福永） 業務課の清水でございます。

（事務局：清水） 業務課の清水です。どうぞよろしくお願いします。

（事務局：福永） 施設課の赤尾でございます。

（事務局：赤尾） 施設課の赤尾でございます。よろしくお願いいたします。

（事務局：福永） 施設課の岡野でございます。

（事務局：岡野） 施設課の岡野でございます。どうぞよろしくお願いします。

（事務局：福永） 同じく施設課の上窪でございます。

（事務局：上窪） 施設課の上窪です。よろしくお願いします。
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（事務局：福永） 水道総務課の森口でございます。

（事務局：森口） 森口です。よろしくお願いいたします。

（事務局：福永） 最後に私、水道総務課、福永でございます。よろしくお願いいたしま

す。

4.水道事業基本計画策定委員会要綱について

（事務局：福永） 続きまして、水道事業基本計画策定委員会の要綱について、要点を説

明させていただきます。お手元の資料をご覧ください。

まず第 2 条の所掌事務でございます。この委員会につきましては水道事業管理者の諮問

に応じて次の事項を調査審議するということで、1 番目は、水道事業基本計画（水道事業

ビジョン）の策定に関すること、2 番目は、その他管理者が必要と認める事項ということ

で、委員会につきましては、前項に規定する事項に関して、調査及び審議し、その結果を

管理者に報告するとともに、意見を述べることができると規定されています。

次に、第 3条の組織につきましては、市民関係団体の代表者として 8名の方、市民から

公募により選出された方として 2 名の方、学識経験者として 2名の方、以上、先ほどご紹

介させていただいた 12名の皆さまに委嘱を申し上げました。

第 4条の委員の任期につきましては、本日の委嘱日から第 2条に規定しております管理

者の諮問事項に係る調査及び審議が終了する日までということで、委嘱状の任期は平成 28

年 12月 31日とさせていただいております。

第 5条の会長及び副会長でございます。委員会に会長及び副会長各 1人を置き、それぞ

れ委員の互選によって定めるということでございます。

第 6条の会議につきましては、会長が招集し、会長が議長となるということで、この要

綱に基づきまして今後会議を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

5.会長・副会長の選任について

（事務局：福永） それでは、会長ならびに副会長の選任をよろしくお願いしたいと思い

ます。第 5条第 1項の会長及び副会長の選任につきまして、いかがでございましょうか。

（籔裏委員） 申し訳ないのですが、私自身も、今ご紹介いただいた方は、初めてお目に

かかる方がほとんどでございますので、よろしければ事務局で何かご提案があればお示し

していただければと思うのですが、いかがでしょうか。

（事務局：福永） ありがとうございました。ただ今、事務局で案があったらというお声

を頂きましたが、そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。
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＜異議なしの声あり＞

（事務局：福永） ありがとうございます。それでは事務局より指名させていただきます。

会長を山村尊房様、副会長を藤森荘剛様にお願いしたいと存じます。会長、副会長におか

れましては、恐れ入りますがご自分のネームプレートをお持ちになりまして、それぞれ前

の席にお着きいただきたいと存じます。

それでは、これよりの審議事項につきましては、会長の議長により進めていただきます

ので、会長、どうぞよろしくお願いいたします。

（山村会長） ただ今ご指名を頂きました山村でございます。大変不慣れでございますけ

れども、皆さまのご協力を頂きながら大役を務めてまいりたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

（藤森副会長） 私も先ほどのとおり、もう水道から少し離れておりますが、皆さまと共

に、いいビジョンをつくりたいと思いますので、よろしくお願いします。

（山村会長） それでは、会長が進行役ということになっているようでございますので、

進行役を務めたいと思います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

それでは、事項書に基づきまして、事務局から伊賀市水道事業についての説明をお願い

したいと思います。本日は恐らく、事務局から今回の基本計画策定に当たり、かなり詳し

い説明があるかと思います。それらについて、委員の皆さまからいろいろな質問を頂戴し

まして、あらためて第 2回の委員会で皆さまへお返しいただくという形になってくる部分

もあろうかと思います。本日はまず、事務局から説明を伺いまして、伊賀市水道事業の抱

えている問題点など拝聴して、また審議事項について忌憚のないご意見をお出しいただき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。では、事務局からご説明のほど、

よろしくお願いいたします。

6.伊賀市水道事業について

（事務局：中西） 水道総務課の中西でございます。それでは、パワーポイントを使って

ご説明させていただきたいと思います。お手元の資料に同じものがございますのでご覧く

ださい。

1）「水道のしくみ」

委員の皆様に水道事業の基本的な事項を確認いただくという意味で、水道のしくみにつ

いて説明させていただきます。例としてゆめが丘浄水場で処理される上水の流れをお示し

しています。

スクリーンを見ていただきまして、左の方から、笠部地点にある取水施設が映っており

ますが、木津川から取水施設を通して取水いたします。続いて、導水施設という地下に埋

設された管路で貯水施設を経由して、浄水施設へ送水しています。中央の写真はゆめが丘
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浄水場です。ここで浄水として処理され、配水施設である配水池に貯留して、皆様のご家

庭に配水をしています。この６つの施設がつながって１つのシステムとして機能している

というのが、基本的な水道の仕組みでございます。図が小さく見難くて申し訳ないのです

が、一番右側、皆様の家庭の水道メータまでが水道事業の管轄となります。

続いて次のページです。水道は、水を供給する対象人口の規模・供給先等によって事業

の分類をしています。水道法で水道事業は給水人口 101 人以上ということが定められてお

り、この水道事業を市町村が経営するという形になっております。伊賀市水道事業は、給

水人口 5,001人以上となり、上水道に分類されることになります。

現在、伊賀市には簡易水道はございませんが、水道事業で給水人口が 101 人から 5,000

人以下の場合は、この簡易水道に分類されることになります。平成 22年 4月の伊賀市水道

事業創設により旧市町村当時より続いていた簡易水道は、すべて統合しております。

水道用水供給事業につきましては、水道により水道事業者に対して水を供給する事業で、

三重県企業庁が伊賀用水供給事業を実施しておりましたが、同じく平成 22年 4月に伊賀市

水道事業として事業統合を行っております。

その他には、専用水道、簡易専用水道、その他の分類があります。

2）伊賀市水道事業の経緯

先ほどの部長あいさつにもありましたが、伊賀市水道事業の経緯としましては、伊賀市

では、平成 20年 3月に「伊賀市水道事業基本計画（地域水道ビジョン）」を平成 19年度か

ら平成 30年度までの計画期間で策定しました。この計画に基づき、平成 22年 4 月に市内

各地域の上水道事業、簡易水道事業を統合しております。また、県の伊賀水道用水供給事

業の対象が市町村合併により上野市ほか 5町村から伊賀市単独となったことに伴い、水源

から末端給水までの一括運営が望ましいため、三重県企業庁よりゆめが丘浄水場及び取水、

送水施設などの譲渡を受け、それらを含めて「伊賀市水道事業」として国の認可を取り、

現在に至っております。平成 22 年 10月には合併前から旧市町村ごとに異なっていた料金

体系を統一する料金改定を実施いたしました。

ゆめが丘浄水場についてですが、合併前の旧市町村には、小規模な水源が多く、取水量

の確保に苦慮してきました。こうした状況の中で、水道用水の安定した供給を図るため、

平成 10年に当時の旧 6市町村が県に対し伊賀水道用水供給事業を要望し、三重県企業庁の

施工により、川上ダムを水源とするゆめが丘浄水場が 10年の年月をかけて、平成 20 年に

完成しました。伊賀市全体の水需要の約 65％の浄水能力のある浄水場ですが、水源とする

川上ダムが、平成 21年に国土交通省のダム検証の対象となり、事業がストップしました。

平成 24年度に、市独自で川上ダム検証・検討委員会を立ち上げ検証を実施した結果、平成

19年度に策定した水道事業基本計画の人口、水需要予測が実績値と乖離しているため、早

急に計画の見直しを行うこととした上申書が提出されました。これに基づき、平成 25年度

に最新の実績値を踏まえた将来人口予測、水需要並びに水源等の見直しの基礎資料を作成

し、平成 25年 12 月の市民説明会を経て、伊賀市として川上ダムへの利水参画継続を決定

しました。国によって昨年 8月に事業継続の決定がなされましたが、現時点でまだダム本

体工事の着工には至っておらず、平成 34年度の完成を予定しています。現在、ゆめが丘浄

水場の取水は暫定豊水水利権に基づく 0.204㎥/s（平成 27年度許可水量）しか認められて
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おらず、施設能力の約 60%しか稼動できていない状況にあります。

ここで、皆様にあまり馴染みのない言葉であります「水利権」及び「暫定豊水水利権」

について、ご説明させていただきます。配布の資料 1「用語解説」にも詳しく書かせてい

ただいておりますが、もう少し噛み砕いて説明します。

川を流れる水は、誰でも好きなように取っても良いというものではありません。流水を

占用、具体的には取水などをしようとする者は河川管理者に対して、流水の占用許可申請、

これを一般的に水利権申請といいます、を行わなければならず、この申請に基づき水利権

の許可がなされます。

伊賀市は川上ダムに利水参画していますが、これによりダムの貯水量に水道用水が加わ

り、伊賀市が取水する分の河川流量が確保されるため、安定した水利権が与えられます。

ただ、川上ダムは現時点では完成していませんが、伊賀市は水道用水を必要としています。

ダムが完成するまで水が取れないと水が足りませんので、1 年間の期限付きで、木津川に

基準を超える流量がある場合に限り、超えた分の範囲内で取水を許可するという豊水条項

付きの暫定的な水利権が許可されています。これが「暫定豊水水利権」です。現在伊賀市

は、毎年暫定豊水水利権の申請を行い、許可を得て取水を行っています。

3）伊賀市水道事業の現況

ゆめが丘浄水場を拠点として、現在、河川・井戸など 28箇所の水源から 21の浄水場と

62の配水池施設を運営しています。

お手元の資料の中の、カラー刷りパンフレット「伊賀の水道」の 3 ページ、4 ページに

も図面がございます。ただし、スクリーン上でお示ししている各給水区域の着色とは若干

色合いが異なっておりますので、ご了承ください。

スクリーン上の図面を見ていただきまして、まず黒い線で囲んでいる区域が伊賀市全域

の行政区域ということになります。その中で、着色してある区域が給水区域ということで、

伊賀市水道事業として給水を行っている区域になります。その中でも、赤色で塗ってある

区域がゆめが丘浄水場系統ということで、現在、ゆめが丘浄水場より水道を給水している

区域になります。図面で言いますと、左上の島ヶ原地区、真ん中の上野地区、右下の青山

地区、桐ヶ丘地区へ、ゆめが丘浄水場から送水しているということになります。また、図

面では赤く塗ってありませんが、平成 26年 9月より阿山地区の玉滝浄水場区域にも、一部

給水を行っています。現在ゆめが丘浄水場から、伊賀市全域の約 37%の水を送っておりま

す。

その他主な施設として、上野地区の小田浄水場、伊賀地区の滝川浄水場、阿山地区の丸

柱浄水場、島ヶ原地区の島ヶ原第 2浄水場、大山田地区の山田浄水場、青山地区の阿保浄

水場といったものがあります。

続いて、平成 26年度末における各地区別の給水人口、一日最大給水量の実績値でござい

ます。給水人口とは、伊賀市内の給水区域内において給水している人の数です。また、一

日最大給水量とは、一年間で最も水を使用する日に必要とされる水量のことです。画面で

は、各地区別の給水人口、一日最大給水量実績をお示ししています。

以上が、伊賀市水道事業の現況でございます。
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4）基本計画の策定について

続いて、4 の基本計画の策定について説明させていただきます。まず、①計画の基本的

な考え方と位置づけについてです。今回の基本計画の策定に当たりましては、平成 26年 7

月に策定された第 2次伊賀市総合計画を上位計画として位置づけています。また現在、伊

賀市まち・ひと・しごと創生本部において、伊賀市の人口減少に歯止めをかけ、将来にわ

たって活気ある社会を維持していくため、伊賀市の 50年後のあるべき姿を示した「人口ビ

ジョン」と、その実現に向けた最初の 5ヵ年の目標や基本的方向、具体的な施策をまとめ

た「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しています。具体的な政策・体制の

整備を進め、平成 32 年に伊賀市人口 90,000 人を維持できるよう取組んでおり、基本計画

の策定を進めるうえで、人口予測については、その数値との整合を図ります。

また、水道事業基本計画の策定にあたっては、厚生労働省が平成 25年 3月に公表した新

水道ビジョンの内容を十分に踏まえたものとします。新水道ビジョンの具体的な内容につ

いては、後ほどご説明いたします。

伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）は、策定後、ホームページ等で幅広く公

表し、広く周知を図って参ります。

続いて、上位計画である第 2次伊賀市総合計画の概要について簡単にご説明いたします。

総合計画は、市のこれからあるべき姿とそれを実現するための考え方や方向を示しており、

総合的・計画的にまちづくりを進めるための基本的な方針となるものです。第 2次伊賀市

総合計画は、目指す市のすがたや、まちづくりの基本理念、それらを実現するために必要

なまちづくりの政策を示す基本構想と、基本構想に掲げる将来像を達成するため、まちづ

くりの政策に基づく根幹的な施策や事業を示す再生計画で構成しています。めざす将来像

に向けて、基本構想で掲げた「まちづくりの基本政策」を分野別に整理し、市の部・課に

よる効果的な進行管理のもとで、再生計画を推進します。水道関連は、生活・環境の施策

に分類されます。

続きまして、次のページの厚生労働省の新水道ビジョンにおける基本理念について説明

させていただきます。

水道は、創設以来 130 年間、水道利用者からの水道料金収入を主な財源とし、給水普及

率や水道技術の向上に努めることで、平成 27年度現在、給水人口は 1億 2000万人を超え、

普及率も 97％以上に達しております。大部分の国民への水道による安全な水の供給が実現

したことで、水道利用者との信頼関係を築き、現在は地域の暮らしに欠かせない社会資本

として受け入れられています。

その中で、近年、給水人口・給水量、料金収入の減少、水道施設の更新需要の増大、水

道水源の水質リスクの増大、職員数の減少によるサービスレベルへの影響、東日本大震災

を踏まえた危機管理対策といった水道の事業環境の変化により水道事業体は多くの課題に

直面しています。それら課題に対し、信頼関係を築いてきた水道利用者を含む水道関係者

が、一つの理念を共有し、強いつながりの下で一丸となって対応していく必要があります。

また、その理念ですが、先人が地域において築きあげてきた水道利用者との信頼関係を基

礎に置き、少しづつでも確実に遂行できるものである必要があります。

以上を踏まえ、水道関係者が共有すべき理念は、過去の水道ビジョンでは「世界のトッ
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プランナーとしてチャレンジし続ける水道」というものを掲げてきましたが、現在はその

トップランナーのバトンを未来につなぎ、水道を次の世代に継承する段階に至ったと判断

し、水道の給水対象である「地域」と、これまで築き上げてきた「信頼」を重要視し、水

道を次の世代に継承するものとして、「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」と

いう基本理念を掲げています。

続いて次のページは、基本理念に基づいた実現方策についてです。

新水道ビジョンでは、50年後、100年後を見据えた水道の理想像を、「安全」「強靭」「持

続」の 3つの観点から具体的に提示し、水道関係者間で共有して認識すべきとしています。

例を挙げて説明しますと、「安全」は、水源水質のリスクの増大等に対しても水道水を

供給できる機能を構築する。「強靭」は東日本大震災級の未曾有の災害時にも施設機能を維

持する。「持続」は、給水人口や料金収入減少化といった状況下においても地域とともに未

来に繋いでいくというものです。

また、実現方策については、「安全」「持続」「強靭」の 3つの観点の複数に関係する方策

があることから、取り組む主体に着目し、①関係者の内部方策、②関係者間の連携方策、

③新たな発想で取り組むべき方策の３つに整理しています。

実現方策は、事業体によっては当てはまらない方策もあるため、伊賀市の特性を考慮し、

伊賀市に関係する項目に着目しながら「水道事業ビジョン」を策定していくことになりま

す。

次に②の計画期間について、平成 28年 12月の完成を予定しており、計画期間は平成 29

年度から平成 43年度の 15 年間とします。また、③の計画の対象区域は、伊賀市上水道の

計画給水区域となります。

続いて④計画の策定体制です。図でお示ししていますように、計画案の検討にあたって

は、庁内会議である伊賀市水道事業基本計画策定検討会議、プロジェクトチーム会議を随

時開催します。計画案として一定まとまった段階で伊賀市水道事業基本計画策定委員会に

諮問し、委員会で検討、審議いただき、その結果を答申としてお示しいただきます。また、

市民の皆様から幅広く意見をいただき、計画に反映させるためパブリックコメントを実施

いたします。伊賀市水道事業基本計画策定委員会で審議いただいた計画案は、市の総合政

策会議に諮り、伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）として、伊賀市議会の議決

すべき案件を定める条例に基づき、市議会に上程、議決を求めます。

続きまして、⑤計画の策定方法についてです。水道事業基本計画（水道事業ビジョン）

の策定にあたって、まず、前回の基本計画及び基礎資料と、最新の実績値との差異を把握、

整備計画の進捗状況の確認を行いました。また、既存資料や調査により、伊賀市の地形等

自然的条件、人口の推移等社会的条件、関連する他計画、水道の特性についても把握、整

理を行い、それらを踏まえて策定方針、策定期間、策定スケジュール、策定体制を立案し

パブリックコメントを募集いたしました。多数頂いたご意見を踏まえ検討させていただい

た結果、資料としてお配りしているとおり、策定方針を決定いたしております。

本日の策定委員会でご審議いただくのは、矢印でお示しさせていただいているところま

でとなります。

今後の進め方としては、本日将来人口予測、水需要予測等についてご審議いただき、そ

の結果をもとに、水源計画を作成します。こうして作成した計画に基づいて、全市的に給
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水区域のブロック化ができるよう、整備案の抽出・作成・評価を行い、事業計画を検討し

ます。施設整備にあたっては、計画の優先性、緊急性及び他の対策との関連、施設整備工

程等を考慮し、実現可能な方策を検討します。検討した施設整備内容に対し、概算事業費

を算出し、将来的な有収水量見通しと、供給単価見通しから財政検討を行い、概ね可能と

考えられる年次計画を作成します。

その後、基本計画（水道事業ビジョン）の中間案ができた時点で、市民の皆様の意見も

十分踏まえて、基本計画（水道事業ビジョン）を決定します。

5）現況の問題点と対策

続いて、5 の現況の問題点と対策です。これについては、もう少し具体的な水源計画や

施設更新計画をお示しできる第 2 回以降の策定委員会の中で、委員様に検討、審議いただ

いていく事項となりますが、現況このような問題点が浮かび上がっているということを把

握しておいていただく意味で、簡単に説明のみさせていただきたいと思います。

伊賀市が抱える問題点といたしまして、全国的な人口減少社会を迎える中で、給水人

口・給水量の減少は水道事業者にとって大きな課題となってきており、当市においても給

水人口・給水量の減少により、料金収入は減少傾向となっています。それにともない、老

朽化施設や耐用年数を迎えた施設の更新費用、各施設の維持管理費など必要経費を賄うた

めの財源確保について検討が必要となっております。水源については、流況の悪化によっ

て年間を通じて安定した取水が困難な小規模水源が多く、またそれらが市内全域に点在し

ているため、施設の運転管理・事業運営を行う上で非効率な状況となっています。

これらの問題に対し、対応策を検証し、推し進める必要があります。ソフト面では浄水

施設の管理や料金関連業務で民間活力の導入を進め、事業運営の効率化を図るとともに、

経費削減の取り組みを進めています。また、職員の配置人数につきましては、事業統合前

の平成 21年度には正職員 56人、臨時職員等含めて 70人の職員配置でしたが、伊賀市水道

事業として平成 22年 4月に事業統合を行い、水道料金に関する業務全般の包括委託の実施、

事業所の統合等、組織の再編により人員削減を進めてきており、平成 27年度現在、定数条

例に規定する正職員数 41 人以下のところ、35 人の正職員で事業を進めています。臨時職

員は一般事務補助、浄水場管理等現場職員として 11名を任用しています。少ない職員で、

専門的な技術をどう継承していくのかといった問題点も出てきております。

また、ハード面では、経年化老朽施設や非効率施設の統廃合を行い、施設運用の効率化

を図り、配水系統の見直し行います。また、ダウンサイジング、施設の耐震化、更新の推

進により適正施設規模の設定を行います。また、ダム利水による安定水源の確保により、

将来的にゆめが丘浄水場を最大限有効活用し、可能な限り非効率な施設のスリム化を図っ

ていく計画としたいと考えています。

伊賀市水道事業についての説明は以上です。

質疑応答

（山村会長） どうもありがとうございました。大変専門的な話を一挙にお聞きしました

ので、もう少し内容について知りたいと思われた委員の方もいらっしゃるのではないかと
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思います。委員の中から何かご質問等ありましたら、頂けますでしょうか。

（阪井委員） ちょっと一つ単純なことをお伺いします。5 ページの説明の中で、川上ダ

ム絡みで、川上ダムがいろいろな国の政党の政策によってころころ変わったけれど、結果

的に 34年までに川上ダムを治水・利水ともに、われわれの知っている範囲では進めていく

という方向ですよね。

（山村会長） はい。

（阪井委員） その中で、先ほど説明で、それまでに木津川から暫定で毎年水をもらう権

利を確保していると言われましたよね。そういうことができるなら、川上ダムの治・利水

とか大きなものを造らなくても、木津川に天から降ってきた雨の水があるのではないです

か。単純な質問で申し訳ないのですけれど。そこら辺は私は素人で分からないのですが、

木津川から頂く水の権利と、川上ダムに投資する市の財政とを比較すると、簡単にもらえ

るのだったら、もらった方がいいのではないかと、個人的な短絡的な考え方なのですけれ

ども。

（山村会長） よくご質問の出る観点ではないかと思います。私がお答えしてもいいので

すが、取りあえず事務局の方からお答えいただけますでしょうか。

（事務局：中西） 先ほども水利権ということでご説明させていただいたのですが、正規

の水利権と暫定水利権の 2種類ありまして、現在、伊賀市としては川上ダムに参画するこ

とによって、暫定水利権という形で暫定の水利権を頂いています。これは将来的に川上ダ

ムの方で水源が確保できることが決まっているので、それに対して、ダムが完成するまで

水を取れないのではいけないので、豊水条件を満たした上で、ある分については取っても

よろしいですよという暫定的な水利権という形で認められています。もし伊賀市がダム利

水から撤退することになりましたら、将来的にその水源を木津川に確保することがなくな

るので、暫定水利権が認められないことになります。

現在、ゆめが丘で使っている水は 100％木津川から取水しているものですが、これは全

て暫定水利権に基づいて取っている水なので、ダムに参画しないとなった場合、ゆめが丘

浄水場で使っている水自体が全て取れなくなることになります。現時点では伊賀市全体の

水を他の浄水場では賄えない状況になっていますので、単純に今取っているのだから、そ

のまま取ればいいのではないかと思われるのは非常に分かるのですが、水利権のルールと

しては、そのようになっていますので、ダムはやめます、水は取りますというようにはい

かないとなっています。

（阪井委員） 暫定ということですね。

（事務局：中西） そうです。
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（山村会長） ちょっと私からも補足して説明させていただきたいと思います。なぜダム

の開発をするのかという話ですが、確かに川には水がたっぷりあるときもあるのですが、

渇水になって水がないときもあるのです。水がないときに、その川の水は水道だけでなく

て農業にも使っていますし、河川そのものを維持していくために水を流さないと下の方で

水質が悪くなってしまうなどいろいろなものがあります。そういう面で、いろいろな需要

に応じながら安定的に川を利用できるようにするためには、ダムを造って川の流量を平準

化して、渇水で足りないときはダムから補給する。それから、洪水になって、このまま流

していったら、下で災害が起きるというときにはダムにため込む。こういう調整の役目を

するのがまさにダムなわけです。

それで、今、事務局からご説明ありました豊水水利権というのは、そう言っていてもダ

ムが出来上がるまでにはとても時間がかかり、それまで皆さん我慢して待っていてくださ

いと言うわけにはいかないので、水があるときに限っては使っていただけるようにしまし

ょうと。ただ、水がないときは使えませんよということで、特別な水利権を出してもらう

ということでやっています。ダムが出来上がって川の流れが平準化するようになれば、安

心して安定的に水が使えるということでダムを計画しているということです。ということ

で、豊水暫定水利権の性格がそういうことになっていますので、ご理解いただきたいと思

います。

他に、いかがでございましょうか。今回、基本計画を策定していくということですが、

その基本計画の意味合いなどについては、いかがでございましょうか。私からで恐縮です

が、今ご説明を伺って、実は大変感慨深い思いをいたしております。というのは、今から

10年前に私は厚生労働省の水道課長になりまして、それから 3年間仕事をさせていただい

たのですが、その着任の際に、自分自身の政策として打ち出した最初のものが、全国の水

道事業体に地域水道ビジョンの策定を呼び掛けようということだったのです。

どういうことかといいますと、ちょうど私が着任する 1年前に国の水道ビジョンができ

ていて、それで先ほど事務局からもご説明があったように、世界のトップランナーという

ことで頑張っていこうという方針がありました。それに書かれている課題にどうやって取

り組んでいったらいいかということが、ちょうど私の仕事として任されたということでし

た。それで、普通でしたら国が、こういうことをやっていきますよ、ああいうことをやっ

ていきますよとアドバルーンを打ち上げて、そのために予算も必要なので頑張って取りま

しょうという話になるところだったのですが、私はちょっと待てよと思ったのです。これ

は国がいくらアドバルーンを上げてもなかなか進まないのではないかと。むしろ、こうい

う状況の中で、それぞれの水道事業体が、それぞれの立場で問題点を把握して、それで目

標設定をして一つ一つ解決方策を考えていくビジョンを持つことの方が大事ではないかと。

だから私はあえて、国の水道ビジョンの旗振り役という立場を置いておいて、地域水道

ビジョンを提案させてもらって、それぞれの水道事業体の皆さんに、それぞれの戦略を考

えていただこうという提案をさせてもらったのです。

そのときは皆さん、びっくりされました。新しい課長のお手並み拝見だと思っていたけ

れど、課長から新しい宿題が出たということで、ちょっとセンセーショナルなことになり

ました。「私は難しいことは言っていません、とにかく、まず現状を把握して、そして問題

点を見つけましょう。そして、それをどうやったらいいのかを考えてください。そういう
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中で、目標をつくって、それを書いてください。別に様式は一切ないので、基本的なこと

をそれぞれの立場で考えていただいて、それでまとめていただく。お願いしたいのは本当

にそこなのです。ただ、もう一つあります。その出来上がったものを市民の方に公表して

ください。大体今までは自治体が、水道事業体が頑張ってくれるということで、市民も事

業体を信頼してお任せしてきた。ただ、これからは事業体の抱えている問題を市民の方に

も分かっていただいて、そういうコミュニケーションの下で進めていかなければいけない。

ということを考えると、事業体が自分で計画を抱えているだけではなく、それを公表して

ください。それで難しさも市民の方に共有していただきながらやっていくという形をつく

ろうでありませんか」という提案を申し上げたのです。

そういう提案に、全国で理解を示していただきまして、思ったより非常に早いペースで

全国で地域水道ビジョンがつくられるようになっていきました。それで、先ほどご紹介あ

ったように、伊賀市でも平成 19年と、私が水道課長になったのは平成 17年ですので、比

較的早い時期に取り組みをされて、それでおつくりになったのだと思います。先ほど感慨

深かったと申し上げたのは、そういう中で、今度伊賀市の新しい基本計画、今は水道事業

ビジョンと呼んでいますが、その作成に私も関わらせていただくということで、私にとっ

ては非常に大役ですが、そういった 10年前のことを考えるにつけても、大変重要な任務を

頂いたと思っているわけでございます。

私事の紹介も含めまして、長く説明してしまいましたが、そのような意味合い、これか

らの水道事業の方向性をきちんと現況を踏まえて策定していくと。そして市民の方にもご

理解いただいて、ご協力いただいていくというのが、私たちがこれからつくっていこうと

いう水道事業計画の目的ではないかと思います。

事務局で、私の説明で違っているところや、あるいは、もっとこうだよということがあ

りましたら補足いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（谷口部長） 本来、私どもが委員の皆さまに説明しなければならないのを、先生から分

かりやすく説明いただきました。伊賀市の水道の現在の基本計画については、まず、伊賀

市が新たに合併したと。合併した以上は、一つの水道事業として一元化して効率化を図っ

ていくといった大きな目標があったわけです。それについては、あいさつでも申し上げた

とおり、一定の成果は出ているかと思います。ただ今回、人口の問題などの新たな課題が

見えてきている中で、伊賀市におきましても、この機会に、あらためて現状の見直しを行

い、より良く継続的にご利用いただける水道事業として運営していくための基本計画を策

定したいということで、今回皆さんにご協力いただきながら進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

（山村会長） ありがとうございました。あと、いかがでございましょうか。はい、どう

ぞ、坂本さん。

（坂本委員） 現況の問題点と対策というところに、老朽管改良、施設の改良というのが

ございます。この中で財源確保というのがあるのですが、この有収率向上対策が取られて

いないのかということと、これは山村先生にお聞きしたいのですが、当時、老朽管の改良
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は、料金値上げしていても改良しろという通達があったように思うのですが、その点はい

かがでしょうか。

（山村会長） では最初の質問について、事務局からお願いします。

（事務局：中西） 有収率についてなのですが、有収率という言葉自体ご存じない方もい

らっしゃるかと思います。これは資料 1の用語説明にもあるのですが、浄水場でつくった

水が実際に料金収入につながった率ということで、途中で漏水などして、つくって送り出

したはいいが、実際使う方のところに届いていない水が多い場合、料金収入につながらな

い消火活動に使われた水が多い場合は、有収率が低くなる傾向があります。

伊賀市は全国平均と比較すると有収率は低い方になっています。有収率の対策としては、

水道部の係長クラスの職員で有収率対策委員会を 2 カ月に 1 回開いておりまして、その中

で、どのように漏水対策などをして有収率を上げていくかという検討を行っています。こ

れを行いはじめたのが 2年前からで、それより前はそういう対策を全然行っていなかった

ので、その時点から、県内でも有収率が低いということで、対策について考える必要があ

るのではないかということで、委員会を立ち上げて現在取り組んでいます。

合併前の市町村の中で、給水したところからどこに水を送っているか、ブロックごとの

有収率を算定することによって、どこで水が漏れているのかなど細かいところのデータが

出てきますので、まずは、このブロック化を進めていきたいということで取り組んでいま

すが、旧上野地区などは町中が非常に入り組んでおり、古い管が通っているところとか、2

カ所から送っていて、どちらの水がどちらへ届いているかが不明瞭なところが若干ありま

す。そこら辺も含めて、このブロック化も含めて、今回の計画の中できちんとしていきた

いと思っております。

現在、有収率対策に取り組んで、若干上に上がってはいるのですが、上野地区の中でも

う少し細かくブロック化して、実際に漏水している箇所を特定しないことには、これ以上

の有収率の上昇は望めないのではないかと考えております。今回の計画の中で上野地区の

正確なブロック化及び漏水箇所の特定を行い、老朽管の交換を行い、有収率対策につなげ

ていきたいと思っております。

なぜ伊賀市の有収率が低いのかということについては、開けた平野部などでしたら有収

率は比較的高い傾向にあるのですが、伊賀市の場合は起伏が激しいことがありまして、高

いところに送り届けて、そこから流下させるという方法で行っているのですが、どうして

も水を高いところに送るには、ポンプアップということで、圧力をかけて送る必要がある

ので、そういう関係で、どうしても水が漏れやすい傾向があります。また、老朽管も非常

に多く、原因は分かっているのですが、対策にまで至っていないというのが、ちょっとお

恥ずかしい話ですが現状となっております。以上でございます。

（山村会長） どうもありがとうございました。私にも質問いただきましたので、お答え

させていただきます。施設の老朽化という概念ですが、水道施設ごとに耐用年数がありま

す。一般に鋳鉄管は大体 50年といわれています。設備関係ですと、もっと 15年、20年と

いうのもありますが、水道施設はいろいろなパイプもあり、浄水場もあり、計装施設もあ
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りということなので、それぞれに応じて耐用年数、あるいは老朽化という問題が出てきて

いるわけです。

ただ、水道施設の全体として見ると、地面に埋まっているパイプの管路の部分が水道の

財産としては非常に大きいものですから、老朽化といったときに、パイプの部分に焦点を

当てて議論することが多いようです。先ほど 50年という話をしましたが、東京オリンピッ

クから 50年なのです。日本の水道はオリンピック以降に急激に発展しました。オリンピッ

クのときは水道の普及率が全国でまだ 50％だったのです。その後、頑張って、私が就職し

た昭和 51年ごろには八十数パーセントまでいっていましたし、今は 97％になっています。

ということで、全国の水道施設の整備が進んだ時期を考えますと、昭和 40 年代から 50

年代あたりに非常にたくさんの施設が造られたということになります。オリンピックから

50年ということを考えると、そろそろそういう施設がみんな耐用年数を迎えようとしてい

るという状況にあります。また問題点は、そういうのが一挙に、高齢化社会がどっと到来

するみたいな感じで生じてくるということなのです。そのための備えとしては、将来を見

通して、いつごろになると老朽化施設がそれぞれの事業体で増えてくるかということも理

解した上で、優先順位として、どの部分から手当てしていくかということをあらかじめ考

えていく必要があります。

今はアセットマネジメントという話がよく出てきます。アセットというのは財産という

ことで、もともとは投資家の中で、どのように財産を管理していったらいいのかというこ

とから、こういう考え方が出てきたのだと思うのですが、水道も含めて、あるいは道路や

下水道の方が水道よりも少し先輩格で、維持管理・補修などをどうやって計画的にやって

いこうかという検討を始めたようです。ちょうど私の 3年目の後半ぐらいのところで、水

道としてアセットマネジメントをこれからきちんとやっていこうという方針を打ち出しま

した。私が次の人に引き継いだ中でも、そういうことを踏まえて、その後、アセットマネ

ジメントのガイドラインが出ております。

10年ぐらい前は、水道事業は余裕があるのではないかというような都市もあったみたい

で、そういう都市では首長が水道料金の値下げを公約することが時々ありました。首長に

とっては、料金値上げというよりは、料金値下げといった方が市民の受けがいいというこ

とで、水道事業にちょっと余裕があるのだったら値下げしなさいとおっしゃったのだと思

うのですが、それはその時点の水道を見ていればそうなのでしょうけれども、先を見ると、

これからたくさん老朽管対策をしていかなければいけない。そのための蓄えをしなくては

いけない時期なのに、値下げをするというのは全く逆行していますよということでした。

そういったことを水道事業体の現場の皆さんが首長方にきちんとご説明していただける

ようにという意味も含めて、将来を見据えたアセットマネジメントを考えていきましょう

という話を提案させていただいたわけです。そういう中では、むしろ値下げではなくて、

必要な財源を確保していくためには、きついかもしれないけれども値上げを視野に置かな

くてはいけないことも出てくるかもしれません、だから今、多少お金がたまっているから

といって、あまり安易に考えないようにしてくださいということを申し上げたわけです。

現実問題としては、料金値上げと言った途端に首長が非常に苦い顔をされるということ

もよくある話ですし、難しい面はあるのですが、水道事業が持続可能性を持って運営され

ていくと。今は水道の蛇口をひねれば安心して水が使える状態が実現していますが、過去
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にさかのぼって考えますと、そういう状況ではないところから先輩たちがいろいろ努力し

て現在の状況をつくってきた。これを将来に伝えていくのは、今の私たちの責任ではない

かと考えてやっていくと。そのために、どういう課題があって、どういう準備が必要かと

いうことは市民の方にもよく分かっていただいてやっていく必要がある。これが、こうい

う課題への取り組みの一番重要なところではないかと考えているところです。

坂本委員のご質問に十分答えているかどうか分かりませんが、私からのご説明とさせて

いただきます。部長、もし何か補足がありましたら、ひとつお願いします。

（谷口部長） 確かに、耐震化といった部分でも、老朽化した配水管を新たに布設替する

ことによって耐震化を図っていくことも、一つの大きな重要なことであると思っておりま

す。現在、補助事業等を利用した中で、計画的には老朽管の布設替を行っているわけです

が、まだまだ多くのことに取り組んでいかなければいけないのが現状であると思います。

（藤森副会長） 今のアセットマネジメント、老朽化更新に関係するのですが、13ページ

で、今回の基本計画の期間は 2031年までの 15年間とあります。基本構想的なものなら 30

年とか 35年とかあるし、実施計画でしたら 5 年とか 10年とかあるのです。この基本構想

を 15年と決められたのは、水需要推計にしろ、施設改良にしろ、大きな計画策定上のファ

クターになると思いますので、基本構想を 15年と決められた根拠とか何かの理由があった

ら、それを説明してください。

（山村会長） では、これは事務局からお願いできますでしょうか。

（事務局：中西） 新水道ビジョンでは、50 年先、100 年先を見据えた水道の理想像とし

て計画を立てなさいというような話があるのですが、実際に具体的な政策として立てると

なれば、50 年先、100 年先まで取り入れるのは不可能な話になってきます。水の需要や人

口の推移については 50年先についても検討する必要はあると思うのですが、具体的な施策

のことになりましたら、適宜、社会情勢の変化も踏まえた上で、都度新しく計画を更新し

ていくのが現実的ではないかと思いました。

前回の事業計画自体は 12年間の計画でしたが、今回は 15 年間で計画を立案していきた

いと思っております。もちろん、この期間中に計画を策定した中でも、特段大きな社会変

化がありましたら、その時点でまた見直す必要はあると思いますし、15年たった時点で実

現可能な範囲で計画をつくり直すべきではないかと考えております。

（山村会長） 藤森委員、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。

私は若いころ水道事業の認可の仕事をたくさんさせてもらっていました。そういう事業の

具体的な計画を立てるときの期間は 10 年、15 年が一般的だったかと思います。右肩上が

りの時代と違いまして、今の世の中で先を見通すことはなかなか大変ですが、そういう中

で、今事務局からお話がありましたように、適宜、必要が出た都度の見直しを行いつつ、

15年という現実的な期間で考えていくというようなお話ですので、非常に現実的かつ妥当

な考えではないかと思います。他にいかがでしょうか。では阪井委員、お願いします。
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（阪井委員） 一般的な質問で申し訳ないのですが、的が外れているかもしれませんが、2

点ほどお願いします。1 点目、旧伊賀町は幸いにして下水道が引かれています。従いまし

て、下水道料金を別に払っているのですが、非常にきれいで市民が喜んでいます。旧上野

地区などは下水道が引かれていないと思うのですが、先ほどから老朽化の話で、何年かた

ってある程度、水道管も新設していかなければいけないと思うのです。ここは水道の話で、

部署が違うと思うのですが、下水道が引かれていない地域で、下水道との横連絡というの

ですか、何年か先に下水道を引く計画があれば、そこに合わせて。伊賀町でもそうだった

のですが、ものすごく大きな下水道の工事をしている中で、また終わったところで水道工

事をしている地区があったのです。旧の町民から、「こんなバカなことはあるか。計画の中

で一緒にやったらいいではないか」ということがありました。一緒にやった地区もあった

のかもしれませんが、そういうことも踏まえて、旧の水道管のメンテナンスや布設替があ

るとき、下水道との横の連絡はどうなっているのか、お聞かせ願いたいのが一つです。

2点目、頂いた地域水道ビジョンのコピーを見たのですが、平成 22年に水道料金が 6地

区の中でアンバランスになっていたのが統一されたのはいいことだと思います。その中で、

私どもの伊賀町は非常においしいのですが、市民レベルで生水を飲んだ場合に、蛇口をひ

ねって飲んで、おいしい水だなと思って好感を持っている地域と、そうでない地域とアン

バランスがあるようにコピーに書いてありました。私自身も、浄水器を付けて、ペットボ

トルを少し買ってきて飲んでいる人間です。きれいな水を飲んだらいいのですが、これが

習慣になっています。こういうことを言うのは申し訳ないのですが、大体若者はそのよう

になってきております。

そこで、おいしい水をという中で、いろいろな水源地が違い、国民的なニーズが変わっ

てきています。私は名古屋にいたのですが、名古屋の水道水はカルキの臭いにおいがして、

ほとんど飲めませんでした。慣れれば、健康上は問題ないということでしたが、今でもカ

ルキの臭いにおいが頭にこびりついています。何を言いたいかというと、同じ伊賀地域に

あって、水源地が違い、6 地区で料金を統一した中で、市の水道として、おいしい水です

よと勧められるように。水源地が違うからそうなるのか、管が老朽化しているからおいし

い水にならないのか、いろいろな差があると思いますが、市の水道として統一料金になっ

た以上は、どこの地域でも、水道の蛇口からおいしい水を生で飲めるようにしていただき

たいというのが私たちの気持ちです。そこら辺も含めて 2点お願いしたいと思います。

（山村会長） 重要なご質問だと思います。いろいろな工事をするに当たって、横の連携

をきちんと図っていくべきだというのが第 1点のご意見だったと思います。

第 2点は、市内全域でおいしい水が飲めるような計画が必要ではないかということです。

事務局からお答えいただいていいですか。

（事務局：赤尾） 施設課です。まず第 1点の下水道課との連携の件につきましては、下

水道課と協議しております。下水道管が新規等で敷設される場合には、水道管についても、

老朽管については、そのときに更新していくという形での連携はさせていただいておりま

す。ですから、下水道管を掘った後にまた掘るということはないように。これは特にひん
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しゅくを買う工事ですので、その辺は注意しておりまして、連携して行っております。

もう 1点、水質の件です。料金が統一化されている中で水質の違いをご懸念されている

のですが、それにつきましても、水源地で若干特性があるのですが、水道部としましては、

統一した基準で供給させていただくという形で努力していまして、特ににおい等も注意し

ておりまして、最善の努力をすることで対応させていただいているのが現状でございます。

（山村会長） というご回答ですが、よろしゅうございましょうか。この両点とも、市民

の皆さんから信頼を受けて水道事業をやっていくという意味で重要な点だと思います。他

にいかがでございましょうか。

いろいろご質問もまだあるかと思いますが、ちょっと時間も経過しておりますので、い

ったんここで、これまでのところの件につきましては終了とさせていただきまして、休憩

時間を置いて再開したいと思います。今、この時計で 3時 10分ですが、事務局の方、いか

がですか、10分置いてしまっていいですか、それとも、もう少し短い方がいいですか。

（谷口部長） 10分でお願いします。

（山村会長） それでは、この時計で 3時 20分から再開ということにしたいと思いますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。

＜休憩＞

7.審議事項

1）将来人口の予測

2）水需要の予測

（山村会長） 若干時間が早いようですが、皆さん、もうお席にお戻りのようでございま

すので、始めさせていただきたいと思います。後半につきましては、事項書の 7番、審議

事項に入らせていただきたいと思います。今回は基本計画策定に当たっての将来人口の推

計と水需要の推計が審議事項になっております。では、まず事務局からご説明をお願いで

きますでしょうか。よろしくお願いします。

（事務局：中西） では、順番にご説明させていただきます。主にパワーポイントと資料

2 を用いて説明いたします。説明中資料何頁をご覧くださいと申し上げた場合、資料 2 の

該当頁をご覧ください。将来人口の予測、続いて水需要の予測についての説明となります

が、これらは今後の施設整備を実施するにあたっての基礎となる水使用量や収入見込みな

どの根拠となり、事業計画を策定するうえで欠かせないデータとなります。どのようにし

て今回の予測値を導き出したかについて説明させていただきますので、後ほどご審議いた

だきますようよろしくお願いします。

データの予測にあたっては、コーホート要因法と時系列傾向分析という予測方法を使用

しています。コーホート要因法は、主に人口予測に使用される予測方法で、ある基準

年次の男女年齢別人口を出発点として、これに仮定された生残率と出生率、移動率
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を適用して将来人口を算定します。資料 3頁に説明とイメージ図が記載されていま

す。

時系列傾向分析は、過去の実績をいくつかの傾向線式に当てはめ傾向を分析し、将来値

を予測するという方法で、相関係数という数値で過去の実績がどれだけ分析結果に当ては

まっているのかを見ることができます。基本的には相関係数の高い線式を採用しますが、

予測が実情にそぐわないと思われる場合などはその限りではありません。資料 4頁に説明

を載せております。普段あまり耳にしない用語も多いと思いますので、資料 1、用語解説

も併せてご覧ください。

将来人口の推計についてですが、資料 6頁をご覧ください。伊賀市において本年 6月に、

「人口ビジョン」と「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」中間案が示されたことか

ら、今回は市の計画である「伊賀市人口ビジョン」の予測値を採用しております。ただし、

「伊賀市人口ビジョン」の予測は基準年を平成 22 年度としていることから、直近の平成

26年度実績値と予測値で既に 1,169人の差異が生じているため、平成 27年度以降の予測値

から毎年 1,169 人を除いたものを予測値として採用しております。これがパワーポイント

で言うと※1「伊賀市人口ビジョンと近年実績値の整合を図る」となります。平成 43 年度

の予想人口は 81,334人となります。

伊賀市は、合併前の 6 市町村で水需要の傾向が異なっており、その傾向の違いを考慮す

るため、旧市町村単位ごとに予測を行い、それを合算して伊賀市全体の値を導き出すとい

う方法を採用しております。そのため、人口予測につきましても、「人口ビジョン」では示

されていない旧市町村別の予測を行う必要があるため、資料 7～9頁に記載しております、

コーホート要因法で旧市町村ごとの人口を予測し、その構成比率により、人口ビジョンに

おける各地区の人口予測を算出しています。資料 10頁に補正例があります。これが※2「地

区別合計値が伊賀市全体値となるよう比率で補正」になります。

次に給水区域内人口の求め方ですが、資料 11～14頁をご覧ください。伊賀市が水道事業

者として認可を受けるにあたり給水区域を定めております。給水区域とは水道事業が事業

を展開する区域のことです。しかしながら、伊賀地区、阿山地区にはこの給水区域外にお

住まいの方がいらっしゃるので、給水区域内人口を導き出すには行政区域内人口から給水

区域外人口を除く必要があります。時系列傾向分析から給水区域外人口を推計しています。

給水普及率について、資料 15頁をご覧ください。給水区域内であっても管の整備がされ

ていない等の理由により未給水のところがあります。給水人口を給水区域内人口で割った

ものが給水普及率となります。平成 26年度の給水普及率実績は 99.43％となっております。

自らの意思で上水道ではなく井戸水等を使用している方に、上水道の使用を強制すること

はできませんので、普及率を 100％にすることは困難だと思いますが、平成 43年度に 100％

を一応の目標とし、徐々に上昇するよう設定しております。将来給水区域内人口に将来給

水普及率をかけたものが、将来給水人口となります。

パワーポイントの次頁、先ほどから説明させていただいた用語の定義をまとめたものが

こちらです。

続いて行政区域内人口予測値をグラフ化したものです。資料 6頁とほぼ同じものです。

伊賀市人口ビジョンの予測値から 1,169人を除いたものを予測値としております。

次に給水人口予測値をグラフ化しております。行政区域内人口、給水区域内人口、給水
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人口を最新の実績値である平成 26年度と、計画期間 15年を 5年刻みに短期目標平成 33年

度、中期目標平成 38年度、長期目標平成 43年度として数値の比較をしています。

続きまして水需要の予測についてご説明申し上げます。

水需要予測とは、安定した給水を行うため将来どれだけの水が必要とされるのかを予測

することですが、安定した給水のためには一年間で最も水を使用する日に必要とされる水

量が確保されている必要があります。

そのために「将来一日最大給水量」という数値が必要なのですが、この数値を導き出す

ために別に「将来有収水量」「将来有収率」「将来負荷率」といった数値が必要となります。

それぞれ資料 1：用語解説の 11、12、14 に解説がありますが、「有収水量」は料金収入に

つながった水の量。「有収率」は浄水場から送り出した水のうち料金収入につながった水の

割合。「負荷率」は 1日最大給水量に対する 1日平均給水量の割合となります。

有収水量の算定について説明いたします。「将来有収水量」は、用途別に「生活用水」「業

務・営業用水」「工場用水」「その他用水」に分類し、それぞれ過去 10ヵ年の実績値を基に

目標年度までの予測を立て、それらすべてを足したものに社会増という特殊需要を加えた

ものです。伊賀市において社会増は、工場用水しかないため、工場用水に加算します。

用途別の時系列分析算定方法について説明いたします。

「生活用水」は、一般家庭や共同住宅で使用する水で人口の増減が直接影響します。一人

が 1日にどれだけの水を使うかを算出したもの、これを原単位と言います。原単位は、節

水意識の高まり、節水機器の普及などが減少要因、核家族化の進行による世帯構成員の減

少や世帯数の増加、水洗化率の向上などが増加要因となります。旧市町村別に時系列傾向

分析により算出した原単位と給水人口の予測値から生活用水量を導きだすことができます。

各地区の原単位の実績値を資料 16 頁に、分析結果と採用根拠を 18～23 頁に載せておりま

す。それでは、資料 18頁から順番に説明いたします。近年 10年上野地区の原単位は穏や

かな減少傾向を示しています。時系列傾向分析でもいずれの線式も減少傾向です。全ての

線式が高い相関係数を示していますが、上位 3つの線式は過去 10年と同等以上の減少傾向

がこの先もずっと継続するという予測になっています。近年 10年の節水機器の普及、節水

意識の高まりも定着しつつあり、減少傾向も鈍化することが予想されますので、相関係数

も十分高く減少傾向が緩やかな予測を採用します。伊賀地区の原単位は増減を繰り返しな

がらも近年は横ばい傾向です。線式は全て増加傾向と出ましたが、どの予測も相関係数が

低いため、近年 3ヶ年の平均値を採用します。阿山地区の原単位は平成 18年に大幅に減少

したもののそれ以降は穏やかな増加もしくは横ばい傾向です、相関係数が最も高い横ばい

の予測を採用します。島ヶ原地区の原単位は穏やかな増加から横ばい傾向です。上位 3つ

の線式はいずれも増加傾向を示していますが、節水意識の高まりや節水機器の普及からこ

のような増加傾向がこの先もずっと続くとは考えられないので、相関係数が比較的高く横

ばい傾向の予測を採用します。大山田地区の原単位は近年横ばいの傾向です。線式はいず

れも穏やかな減少傾向を示していますが、どの予測も相関係数が低いため、近年 3ヶ年の

平均値を採用します。青山地区の原単位は増減を繰り返しながらも近年は穏やかな減少傾

向です。最も相関係数が高く実績同様穏やかな減少傾向の予測を採用しました。生活用水

量は伊賀市全体で平成 26年度実績が 21,876m3、平成 43年度予測値が 19,064m3となってお

り、人口減少に伴い、こちらも年々減少していく予測となっております。
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「業務・営業用水」について、こちらは官公庁、学校、病院、事務所、店舗等で使用さ

れる水です。各地区の過去 10年間の実績値を資料 25頁、分析結果と採用根拠を 26～31頁

に載せております。資料 26頁から説明します。上野地区の実績値は増減を繰り返している

ものの徐々に減少傾向を示しています。時系列分析による予測結果もいずれも減少傾向を

示しており、相関係数が最も高い予測を採用しました。伊賀地区の実績値は大幅な減少傾

向を示しています。予測結果もいずれも減少傾向ですが、相関係数が最も高い予測は目標

年度まで大幅な減少傾向が続くとなっています。今後 15年間もこのような大幅な減少が継

続するとは想定し難く、途中で減少傾向は鈍化するものと想定されますので、2 番目に相

関係数が高い予測を採用します。阿山地区の実績値は増加から近年はほぼ横ばいとなって

います。相関係数が最も高く、近年同様横ばいの予測を採用します。島ヶ原地区の実績値

は大幅な減少傾向を示しています。減少傾向は緩やかですが、最も相関係数の高い予測を

採用します。大山田地区の実績値は増減後減少傾向を示しています。最も相関係数が高い

予測は目標年度まで大幅な減少傾向の継続を示していますが、近年実績より減少傾向は鈍

化していると想定されるため、同じく減少傾向で 2 番目に相関係数が高い予測値を採用し

ます。青山地区の実績値は増減を繰り返しています。予測値は相関係数が全て低いので、

近年 3ヶ年の実績平均値を採用します。資料 32頁、伊賀市全体としては緩やかな減少傾向

となっております。

「工場用水」は、工場等で使用される水です。各地区の過去 10 年間の実績値を資料 33

頁、分析結果と採用根拠を 34～39 頁に載せております。それでは資料 34 頁から説明しま

す。上野地区の実績値は平成 20年までは減少傾向を示し、その後増加傾向に転じています。

時系列分析による予想は、いずれの線式も増加傾向を示していますが、相関係数が低いた

め、近年 3ヶ年の実績平均値を採用します。伊賀地区の実績値は、平成 20年に大手企業が

上水を自社井戸に切り替えたことで、この年大幅に減少していますが、近年は横ばい傾向

です。相関係数が最も高く、実績同様横ばい傾向の予測を採用します。阿山地区の実績は、

増減を繰り返しているものの近年増加傾向です。相関係数が最も高く、近年同様増加傾向

の予測を採用します。島ヶ原地区は実績値が低く、予測が困難であるため近年 3ヶ年の実

績平均値を採用します。大山田地区の実績は、増減を繰り返しています。増加減少どちら

も考えられるので、相関係数が最も高く横ばい傾向の予測を採用します。青山地区の実績

は増減を繰り返していますが、近年は緩やかな増加もしくは横ばい傾向です。相関係数が

最も高い緩やかな増加予測を採用します。

上野地区と伊賀地区の「工場用水」には開発計画等の特殊需要が存在するため、「社会

増」として加算しています。社会増は 1点目として水需要の算出に先立ち、市内で操業さ

れている 129 社から今後の水使用に関するアンケート調査を実施しましたが、その結果に

よる開発水量を加算しています。2 点目には既存工業団地である佐那具工業団地へ平成 29

年度より上水道を供給開始することによる各社の使用予定水量と、未立地区画への新規張

り付きによる供給可能水量を加算しました。3 点目として、現在ゆめが丘クリエイトラン

ドの南東部に産業用地として計画が進められようとしている南部丘陵地への企業誘致によ

る開発水量を見込んでいます。資料では 40頁です。

資料 41頁「その他用水」は、雑用水など他の用途に分類できない水です。全体に占める

割合はごく僅かとなっており、実績の変動が激しく予測が困難なため、実績平均値を予測
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値として採用します。

資料 42頁をご覧ください。こうして地区別、用途別に推計した水を足し合わせたものが将

来有収水量となります。

「将来有収水量」は実際に料金収入につながる水量になりますが、浄水場で作り送り出

した水がすべて料金収入につながるわけではありません。漏水や消火活動に使われた水な

ど、料金収入にはならない水があり、送り出した水に対してどれだけの割合の水が料金収

入につながるのかを表す数値、それが「有収率」です。「将来有収水量」を「将来有収率」

で割り戻すことによって、浄水場から送り出す水の量である「将来一日平均給水量」が導

き出されます。

「一日平均給水量」から「一日最大給水量」を導き出すためには「負荷率」で割り戻す

必要があります。「負荷率」とは、例えば最も水を使った日 100の水が必要だったが、年間

平均すると 1 日 70しか水を使わないとしたら、負荷率は 70％となります。1日で最も水を

作った日を 100 とした場合、それに対して普段はどれくらいの割合の水を作っているのか

を表す数値のことです。

パワーポイント 24頁、式で表すとこうなります。

有収水量及び一日最大給水量推計値の平成 26年度実績、平成 33年度の短期目標、平成

38 年度の中期目標、平成 43 年度の長期目標予測値をグラフにしたものがこちらです。一

日最大給水量の平成 26年度実績値が 44,669m3、平成 43年度予測値が 42,628m3です。これ

が伊賀市における水需要予測となります。

資料では 44頁以降に旧市町村別と伊賀市全体の予測結果をまとめてあります。また、資

料 3水需要予測についての概要版に人口、水需要予測について簡単に説明を記載しており

ますので、そちらもご覧ください。

以上で人口予測と水需要予測の説明を終わります。

（山村会長） どうもご説明ありがとうございました。ここのところも非常に専門的な検

討を行った結果をコンパクトに説明していただきました。私も大学で上水道工学を講義し

たりしているのですが、このあたりのところの手法は、上水道工学でも重点を置いて学生

に説明するところで、基本に忠実に検討していただいたなというのが、今伺っていて感じ

たことです。委員の皆さまから何かご質問はございますでしょうか。はい、お願いいたし

ます。

（籔裏委員） 先ほど冒頭の紹介でも申し上げましたが、私は元市の職員でございまして、

合併当時も在職しておりました。もともとは上野市の職員でして、私は仕事の関係で、あ

るときにふと上野市の人口推移を見たのですが、昭和の合併で 6万人の上野市が誕生しま

した。それ以降、合併時点までの間にバブルがあり、バブルが崩壊し、いろいろな社会情

勢がある中でも、人口はずっと 6万台を維持しています。

今ここに出てきた数字は、会長がおっしゃったように、統計的な数字で間違いない数字

だろうと思います。ただ、それは現状のまま維持していく中での将来的な数字かなと思い

ます。申し上げましたように、かつて何十年と変わらない状態を保ってきた名張市は、3

万人の人口が 8 万人になっている。そんな時代であっても、6 万人を維持してきたという
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ことには、工業団地の誘致などいろいろな政策によって何とか市を維持していこうという

ことがあり、それが現実そういう形に現れてきたのかなと思います。

合併して 6市町村が一緒になりました。数字的なものは、私は覚えていないですし、分

からないのですが、他の旧の町村もほぼ同じような感じできていたのではないかと思いま

す。外形的に見ると、旧の青山町は桐ヶ丘ができて、かなり人口増がありましたが、行政

の努力なり民間の方の努力によって現在まで市がきています。この人口予測の数字は、先

ほど言いましたように、何もせず現状維持をしていった中での数字かなと。市が人口ビジ

ョンを出している中で、水道は別だという数字は多分出せないし、これに基づいた数字に

なっていかざるを得ないとは思います。

ただ、一つ申し上げておきたいのは、この前の市の広報に、市の人口ビジョンで、いず

れ伊賀市の人口は 6万人になると載っていました。市は人口は 6万人で止めるというよう

な感じかなと取りました。ちょっと考えていただきたいのですが、伊賀市は今 10万人を切

っているのを、市が 6 万人で止める。6 万人というと、先ほど言いました旧の上野市の人

口です。ということは、旧の上野市だけが残って、他の町村のところには人が全然いなく

なるような伊賀市の状態になります。逆に町村がずっと残っていれば、旧の上野市に残る

のはたかが 2 万人ぐらいです。そんな予測を市がしたのは、私はものすごくショックです。

ただ、それをここでどうこう言っても愚痴にしかなりませんので、これ以上申し上げませ

ん。

今、別に工業用水の予測などいろいろありましたが、水道は生活の基本ですし、工業や

社会の事業の基本です。水がなかったら生活できない。いくら住宅を造って人を増やそう

と思っても、水がなければ生活できません。

もう一つ、ついでに言わせてもらいますと、ゆめが丘は、もともと新都市構想で産・学・

住・憩うというコンセプトでつくられていて、この工業団地は産の部分です。私も最終の

段階で、ここの企業誘致に多少関わらせてもらいました。企業にお願いしてここへ誘致す

る中で、まず絶対条件が、水を使わない会社に来てほしいということでした。というのは、

もともと暫定水利権や豊水などがありますが、結局、市には水がないと。だから水を使う

会社に来てもらったのでは、水がないので、とても無理な話です。他のどうしても水を使

わなければならない企業は自分のところで井戸を掘って水を確保している状況です。

最後に、いろいろな構想の話も出てきて、工業用水の部分もありましたが、水需要は、

社会条件に左右されて、かなり厳しい部分はありますし、市の人口も先読みはされていま

すが、その辺をある程度、将来的に予測しながら水を確保していく必要があると思います。

質問ではなく、私の意見ですが、以上です。

（山村会長） 人口及び水量の予測についてのご意見ということですが、部長から何かお

答えいただくことはできますでしょうか。

（谷口部長） 貴重なご意見をありがとうございました。今回の伊賀市の人口ビジョンに

ついては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて、伊賀市として将来に向け、若

い世代の子育てから就業を含めて、人口を確保していこうという中で計画されたものです。

今回お示しした人口については、人口問題研究所が将来に向けて何も手立てを打たない場
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合といった形で想定された曲線というか数値がありました。今、人口減少の中で、市とし

ても、それらに向けて、若い方に残っていただいて出生率も引き上げていく。そして、転

出傾向が多い中でも転出分を下げて、できる限り転入をといった中で、今回策定したのが

伊賀市の人口ビジョンです。いろいろな施策を打つことによって、今まで示されていた人

口の減を少しでも緩やかにしていこうというものです。そういったことで、これから市に

おいて施策を打っていく中で、人口をできるだけ維持していこうということで、人口ビジ

ョンを採用させていただいたところです。ちょっと分かりにくくて申し訳ないです。

（山村会長） これから施策も含めて、立てた計画の中で。それから実際の実数的な推移

等の補正は行っていただいているわけですね。

（谷口部長） そういうことです。平成 22年の人口ビジョンですので、平成 22年から平

成 26年の実績の差があり、先ほど説明したように、人口ビジョンより平成 26年時点では

千百六十数名下がっているということですので、それは減じたものをもって、将来人口と

して水道は推計させていただいています。

（山村会長） ありがとうございます。籔裏委員のご指摘の中にもありましたように、水

道というのは、行政の上位計画の中で対応していかなくてはいけない宿命を持っています。

それから、水道の計画の基本として、一日最大給水量で、年間の中で一番需要の高い日に

どれだけ水が要るかということにも合わせてやっていかなくてはいけない。綱渡りではい

けないというのが水道計画の基本ですし、そういうことを頑張っていかなくてはいけない

ということも求められているということです。そういったことも含めて、事務局で実績を

勘案して、水量の計画を立てたのがこの数字であると理解したいと思います。

他に何か質問はございますでしょうか。坂本委員、お願いします。

（坂本委員） 人口予測等は、山村先生がおっしゃるように極めて専門的な分野です。一

つだけ、給水区域内人口、給水区域外人口についてです。これはだいぶ昔の話ですが、国

の国民皆水道という方針、皆が水道を利用するという方針が出されてから、かなり時間が

たっていますが、なおまだ伊賀市には区域外の方々がおられます。これはどういう場所な

のですか。将来、区域内にする計画はないのかどうか。

（山村会長） 事務局、お願いいたします。

（事務局：中西） お答えします。伊賀地区は、岡鼻にある一ツ家一帯が給水区域外にな

っていまして、現在、井戸等を使用されているということです。

阿山地区につきましては、槙山グリーンタウンで、旧全管連が入れた専用水道を使って

います。こちらは全部、そちらの専用水道を使っていますので、上水道は引かれていませ

ん。会社は替わったのですが、今もその専用水道が運用されていますので、現時点では上

水道を引き入れる予定はありません。
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（坂本委員） それは、水質は全く問題ないということですか。

（事務局：中西） 検査して、問題ないということになっています。

（坂本委員） 了解したのですが、維持管理等を確実にやっておられるのなら、それでい

いのですが。できれば、区域内にした方がいいのではないかと思います。以上です。

（阪井委員） それに関連して。私は伊賀町なのですが、まちづくり協議会で、震災等の

有事で水道管、電気が使えないときに、地元の 12区の中で、上水でなく、洗濯や庭の水や

りに使っている井戸がある家が結構あるのですが、井戸を提供していただける人を募りま

して、法的な水質検査をしたのです。そうしたら、一部の井戸は、そのまま生水を飲んで

もいいという結果でしたが、ほとんどが一度煮沸してくださいという結果が出たのです。1

～2 カ所、鉄分が多いという。柘植では、まちづくり協議会で、そのように非常時に備え

て進めてやっています。それは防災のことなので、ここの委員会とは関係ないかもしれま

せんが、そのようなことをやっていることを知っていただいて、水道の関係の方でも防災

面で、そのようなことを一つやったらいいのではないかという、参考にしていただきたい

と思っています。

（山村会長） 事務局、何かございませんか。

（事務局：中西） 非常時の井戸の登録というのは、名張市で行っているようで、うちの

方でも一部そういうのも検討する必要があるのではないかと考えていますが、名張市でも

全て防災の方が中心になっていまして、そちらと協議しながら進めていかないと、うちの

方で単独で進めるというのはなかなか難しいので、検討していきたいと思います。

（山村会長） 他にいかがでございましょうか。水量の予測というのは、水道事業の経営

の観点からも非常に重要なところで、今後これが施設の計画に反映されていくわけです。

そうすると、その水が売れれば何とかなっていくのですが、売れないとなると非常に大き

な問題を抱えてしまうということで、ここがまさに健全な水道経営になるかどうかの分か

れ道になると思います。

そういう面で、事務局も非常に多角的に慎重に検討していただいたと思いますが、こう

いう形での人口及び給水量の予測でこの先進めていくということで、委員会として一応了

承していただくということでよろしゅうございますか。ありがとうございます。

それでは、時間の関係もございますので、この項目につきましては、ここで審議を終了

とさせていただきたいと存じます。

8.その他

（山村「会長） 次に 8番目として、その他事項がございますが、これについて事務局か

ら何かございましたらお願いします。
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（事務局：中西） 8 番のその他についてですが、今後の策定スケジュールについて、ご

報告させていただきたいと思います。

本日の第 1回では人口予測と水需要予測をご審議いただきましたが、第 2回、第 3回に

おいては、現状分析とそれを踏まえた水源計画・整備計画、それらの計画を実現するため

の施策について審議いただき、第 4回には基本計画の中間案を示させていただきます。そ

して、この中間案に関するパブリックコメントを踏まえた最終計画案を第 5回で決定いた

だくと考えています。

今回の策定委員会の開催が予定よりも遅くなった関係で、現在公表しておりますものか

ら全体的に予定を後ろに圧縮したものを、事務局案としてお示しさせていただきました。

前の方になります。このように 2 カ月ずれました関係で、後ろに圧縮した計画となってお

ります。今後はこのスケジュールに従って、計画の策定を行っていきたいと考えておりま

すが、これでよろしいでしょうか。

（山村会長） 坂本委員、お願いします。

（坂本委員） パブリックコメントで、「基本方針（案）に関するパブコメ」というのがあ

るのですが、これはどういう理由で行われるのですか。

（山村会長） 事務局、お願いします。

（事務局：中西） 2 回目のパブコメにつきましては、今日審議していただいた内容につ

いてということになりますが、人口と水需要という今後の計画策定を行っていくに当たっ

ての大本となる予測値を算定しましたので、これに対して一度、市民の皆さまのご意見を

お伺いして、それに参考にさせていただいた方が良いのではないかということで設定して

おります。

（坂本委員） 先ほども言いましたように、将来人口の予測、水需要の予測につきまして

は、かなり専門的な部分があります。説明を受けましたところ、各地区において、特性に

合った予測をされておられますし、これについて市民の皆さまにパブコメを求めても、ど

ういう意見を言っていいのか分からないような感じになるかと思います。

また、基本方針につきましては、こうして策定委員の中で審議をした結果ですので、別

にパブリックコメントを求めなくてもいいのではないかと思います。中間案が出た時点で

パブリックコメントを求めることになっておりますので、それで十分ではないかと私は思

います。今回の案におけるパブリックコメントにつきましては、時間の削減、経費の削減

にもなるかと思いますので、取りやめた方がいいのではないかと思います。

（山村会長） どうぞ。

（籔裏委員） 私は先ほど長々としゃべらせていただきましたが、このパブリックコメン
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トは、先ほど出た水需要の予測と、その 2点だけについてするということですね。

先ほども申しましたように、私は、大変マイナスの成長でものすごく不満ですが、この

2 点だけということになると、要するに人口が減っていくというのは、日本全国そういう

傾向にあるということで、市の人口ビジョンもそんな形になっています。それに対して水

需要の予測も、先ほど出ましたように、右肩下がりの数字になっていますが、それについ

てコメントを求めたって、どういう返事が返ってくるのかと思います。私個人的には上向

きの数字を出してほしいと思いますが、右肩下がりがどこまで下がるか。ゼロにしろと言

うか、下げるなと言うか、そのぐらいの意見しか出てこないような部分で、コメントを求

めるというのは、私はあまり必要ない部分かなと思います。

（山村会長） ただ今、お二人の委員の方々からは、パブコメのスケジュールについて、

今の時点で求めるというのは、いかがなものかというご指摘があったと思います。事務局

で、これに代わる案として、何かお考えはございますでしょうか。

（谷口部長） ただ今、そういったご意見を頂戴したことにつきましては、私どもは当初、

ここで求めるということについては、先ほど説明させていただいた理由がありますが、今、

お二方からご意見を出していただく中で、確かに水需要の部分だけで求めるというのは、

市民の皆さんは、何に対して意見を言ったらいいかという部分があると思います。確かに

水需要予測というのは、次の現状なりを把握した上で、水源計画や整備計画、方策をトー

タル的に合わせた方が効果もあるのかなと考えさせていただきましたが、また、委員さん

のご意見を頂ければと思います。

（山村会長） 今、事務局の部長からご説明がありましたが、そういった形で、今回の今

の時点でのパブコメではなくて、その次の段階も含めてパブコメにかけるということで、

委員の皆さま、ご了解いただけますでしょうか。

委員さんは、それでいいとお考えのようにお見受けします。

（藤森委員） この水需要については、水源計画の中で随分といろいろな議論がなされて

きました。やはり必要以上に水需要を見積もっているのではないか、あるいは、社会増を

見積もっているのではないかという議論が過去には多々あったと思います。

今日、いろいろな説明の中で、当然、人口の社会減ということで、籔裏さんの意見もあ

りましたが、これからの人口推計としてはやむを得ない部分があって、伊賀市としては、

今の 9万人から 6万人になったときに、伊賀市の賑わい、あるいは、地域振興をどう考え

ていくかということをこれからむしろ考えていかねばならないと思います。水需要につき

ましても、そういう意味では適正な水需要を把握しながら、それに対して水源計画なり施

設計画をいかに適正なものにしていくかということを考えるべきだと思います。水需要だ

けをパブリックコメントするのではなくて、総合的な水道の基本方向をパブリックコメン

トしていただいた方がいいのではないかというように私も思います。

（山村会長） ありがとうございました。それでは、この委員会としてパブコメの取り扱
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いにつきましては、その次の検討を踏まえて行うことで合意するという形でまとめたいと

思います。よろしゅうございますでしょうか。

（委員） はい。

（山村会長） ありがとうございます。それでは、一応予定された審議事項が終了したと

思います。次回は現状分析とこれを踏まえた水源計画、施設整備計画、そして、それらの

計画を実現するための施策という検討に移っていただくように準備をお願いいたします。

それでは、事務局の方にマイクをお返しさせていただきます。

（事務局：福永） 失礼いたします。会長、進行大変お疲れさまでございました。どうも

ありがとうございました。本日、皆さまにご審議いただきました事項につきましては、会

長より取りまとめをしていただきましたが、事務局で整理させていただいて、議事録とし

て伊賀市のホームページ等に掲載させていただきますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。また、調整後の策定スケジュールはできるだけ早い時期に、先ほどまとまったとお

りにお示しさせていただきたいと思います。本日は大変遅くまで、長時間ご苦労さまでし

た。ありがとうございました。

（山村会長） どうもありがとうございました。大変不慣れな司会で、ご迷惑を掛けた点

もございますが、皆さまのご協力、本当にありがとうございました。これからまた 1年間

続いてまいりますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。本日はどうもありがと

うございました。


