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ありがとうございます。 

また傍聴の皆様には沢山お集まり頂き、ありがとうございます。 

私、司会をさせていただきます、事務局の伊賀市公共事業対策室の中山です。 

よろしくお願いいたします。 

最初に配布いたしました資料の確認をさせていただきます。 

一番上が事項書でございます。次に、資料 1 といたしまして伊賀市水道部からの説明資

料でございます。次に、資料 2、利水関連の近畿地方整備局及び水資源機構からの説明資料

といたしまして一枚の資料、資料 2 は(番号を)振っておりません。よろしくお願いいたしま

す。続きまして資料 3 になりますが治水関係の近畿地方整備局及び水資源機構からの説明

資料といたしまして、ホッチキス止めの資料でございます。続きまして資料 4 でございま

すが参考資料といたしまして各委員提出資料ということで、添付させていただいてありま

す。ホッチキス止めの後に武田委員の資料を付けさせて頂いてあります。その中でひとつ

訂正がございます。平成 24 年 9 月 30 日台風 17 号による浸水箇所図の地図の中で、真ん中

頃に三郷井堰というのが二つ記載されています。その上流側、左側の方の三郷井堰が新田

井堰の間違いでございますので訂正をお願いいたします。続きまして林委員提出資料とい

たしまして 1,2 と続いております。最後が資料 5 の今後のスケジュールについてでございま

す。不足の資料はございませんでしょうか?よろしいでしょうか? 

それでは委員の皆さんにお願いをいたします。議事録作成のため発言の際はマイクを持

ってお名前を言ってから発言をお願いいたします。それから会議終了後の記者会見は行い

ません。それでは事項書により進めさせいいただきます。本日の出席委員は 9 名です。運

営規定第二条第二項の規定「委員会は委員総数の過半数を持って成立する」によりまして、

当委員会は成立することを報告いたします。 

それでは事項書一番の挨拶でございます。川上ダムに関する検証・検討委員会、委員長

宮本 博司が挨拶申し上げます。 

(事務局:伊賀市公共事業対策室 中山) 

 

皆さんこんにちは、委員の皆様方ご苦労様でございます。また大変多くの皆様が傍聴に

来ていただいてありがとうございます。この委員会も今日が第三回ということで、今日を

含めて後三回で意見といいますか、報告をまとめるということになってございます。前回

お約束いたしましたように、今日は治水と利水について議論したいと思います。まず前半、

利水のほうを行いまして、後半治水を行いたいと思います。大体時間的には半々くらいを

考えております。ただ、大変内容的には多くのものがございます、それを短時間でやって

いくということでございますので、出来るだけ議論につきましてはポイントを絞って議論

が噛み合うように進めてまいりたいと思いますので、どうぞご協力をよろしくお願いした

いと思います。それでは今日一日よろしくお願いいたします。 

それでは、この事項書に従い進めてまいります。まず利水についてということで、前回
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利水について千代延委員あるいは荻野委員等からいろんなご説明がございました。それに

対して水道部の方の計画、特に平成 30 年の目標計画、これについて過大ではないか。需要

自体がですね、そのような事が議論になりました。そこを含めまして水道部の方からご説

明お願いしたいのですけれど、前にも言いましたけど、自分たちの水道計画はこうなんだ

ということをダラダラと説明してもらっても時間の無駄ですので、前回出てきましたいろ

んな質問ですね、ここの点がおかしいんじゃないかということが言われたと思います。そ

の点について特に、こうゆう指摘がありましたけれどこうですよ、我々はこう思っていま

すという説明をお願いします。では、水道部よろしくお願いします。 

(宮本委員長) 

 

失礼いたします。伊賀市水道部総務課 風早でございます。よろしくお願いいたします。 

ただいま委員長の方から水道部の特にこうゆう点という事で、ご指摘をいただいたところ

でございますけれど、前回検討委員会の中で推計値と算出根拠が分かりづらいというよう

なご摘をいただきました。まずその数値の根拠と実績について比較をさせていただきたい

と思います。 

それでは 2 ページをごらんいただきたいと思います。ます給水人口の推計についてでご

ざいます、この給水区域内人口、平成 30 年度計画といたしまして 94,318 人を計上いたし

ております。この内訳といたしまして、平成 30 年度の推計として 92,318 人を挙げており 

その次に社会増という事で 2,000 人を挙げております。その下の表にございますように、

社会増の要因といたしましては高倉団地から桐が丘、三つの宅地造成を見込んでおりまし

て、その合計といたしましては 2,000 人の人口増を見込んでおります。これを平成 23 年度

の実績で比べますと、高倉団地で 7 人がお住まいです。この 7 人につきましても、地元に

何人居るのかということはなかなか掴みにくいので、地元の方にどれくらいの方がお住ま

いでしょうかと、聞いたような数字でございます。 

ここで前回の委員会の中で開発事業が頓挫しているのに人口推計に挙げるのはおかしい

のではないかと指摘もございました。しかし、こういう水道計画を行うときに開発計画が

有るのが分かっておりながら、その人口を挙げないという事はそぐわないものだというふ

うに思います。 

次にこの給水区域内人口の中の行政区域内にお住まいの給水区域内人口、行政区域内人

口から給水区域外人口を差し引いた値でございます。平成 30 年の計画値といたしましては

94,223 人を計上しております。平成 23 年度実績では 93,453 人を挙げております。 

ここで、この矢印は間違っています。下の給水人口を算出する説明をしていますので、

この矢印を下のほうに振り直して頂きたいと思います。申し訳ございません。 

次に給水人口なんですけれども、給水区域内に住んでいる方に対して中でどれだけの人

に水を給水しているかという事でございます。これにつきましては平成 30 年度の計画値で

は 100%の方に給水しているということで 94,223 人を計上しております。また 23 年度実績
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では 93,028 人という事でございます。 

次に有収水量についてでございます。有収水量につきましては生活用水、業務営業用水

また工場用水ということで 3 つの用水に分けて分析をしております。 

まず、生活用水につきましては、一日に一人どれだけ使うかということを算出いたしま

して、それに給水人を掛けております。平成 30 年度の計画値では 24,490 人を計上してお

ります。 

これは先ほどの給水人口に一人当たり 0.26 ㎥ 260L をかけております。 

平成 23 年度実績では給水量が 23,296 ㎥に対しまして給水人口が 93,028 人、一人当たり

に割り戻しますと、250L ということが出てきております。これは節水意識の向上であった

り、節水の機械の進歩によるものだと思います。 

次に平成 24 年度以降これから増加を見込まなければならないものといたしまして、きじ

が台で今給水エリアを広げております。これのために 200 ㎥増加するだろうと見込んでお

ります。 

次に業務営業用水でございます。これは官公庁であったり学校病院などで使う水として

分離をしております。ここで平成 30 年度の計画値といたしまして 8,763 ㎥、これは 30 年

度推計に対しまして社会増を 340 ㎥見込んでおります。これはゴルフ場 6 ヶ所分、高等教

育施設といたしまして一ヶ所見込んでおります。高等教育施設といいますのは、ゆめが丘

にございます「ゆめテクノ伊賀」産官学の施設でございます。産官学の地域創造センター

という事で現在も稼動しております。これに対しまして、平成 23 年度実績ではゴルフ場ま

た教育施設を合わせまして 115 ㎥が使われております。この 115 ㎥を含めた平成 23 年度実

績では 6,172 ㎥となっております。 

次に工場用水でございます。これは平成 30 年度計画値 5,801 ㎥を見込んでおります。そ

の中で社会増といたしまして 1,911 ㎥を見込んでおります。この内訳といたしまして、下に

ございますように上野地区の団地等を通って、増加見込みが 1,911 ㎥でございます。それに

対しまして、この見込みの中で使用されている水量が 439 ㎥になっております。また平成

23 年度実績は 3,468 ㎥でございます。これに対しまして、平成 24 年度以降増加の見込みと

いう事で、これが水道部に給水予定という事であがっていますのが、上野地区の２社の中

で 1,100 ㎥、佐那具工業団地で 10 社 1,000 ㎥、南部丘陵地で 2,000 ㎥、合計 4,100 ㎥が給

水予定をしております。 

先ほどから出ております水量と若干違いますのは、一日最大給水量という事でここでは

計上しております。 

皆さんのお手元の資料の中で、先ほどご説明申し上げました社会増の横に平成 23 年度実

績というのがミスプリントで上がっております。その横の平成 23 年度実績は消していただ

きたいと思います。 

次に有収水量の合計でございますが、先ほどから出ております水量全部を足しますと、

平成 30 年度計画では 39,054 ㎥になります。それに対しまして 23 年度実績では 32,936 ㎥
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です。この中には先ほど工場の方で24年度以降増加見込みという事であげております4,100

㎥は含んでおりません。 

次に有収率でございますが、平成 30 年度推計では 87.5%、平成 23 年度実績では 83.4%

の開きがございます。 

計画一日平均給水量でございますが、これは先ほど出ております有収水量を有収率で割

り戻した数字でございます。それで平成 30 年度におきましては 44,613 ㎥を見込んでおり

ます。これに対しまして、23 年度実績では 39,474 ㎥でございます。 

次に負荷率でございます。計画の中では過去 10 年間の実績値で、特異値を除いた各市町

村毎の最低値を採用という事で、安全側を見込んだ中で 78.8%をあげております。それに

対しまして、平成 23 年度実績は 83%という事でございます。 

計画一日最大給水量でございます。これは先ほど出ておりました計画一日平均給水量を

先ほどの負荷率で割り戻したものでございます。これで 30 年度推計といたしましては

56,620 ㎥、平成 23 年度実績では 47,586 ㎥ということになっております。 

前回このようにして数値をお答えさせていただく事を申し上げておりました。 

次に今まで出てきました実績であったり、目標の数値を基本にした場合、水源としては

どれくらいの量になるかということを計算してみました。 

まず有収水量を先に出します。生活用水の中では給水人口を 92,223 人と仮定してみまし

た。この中には先ほどの社会増 2,000 人は除いています。また一人当たり 250L を一日で使

う。これは平成 23 年度実績で先ほど算出したものです。これを 1,000 で割り戻して㎥に換

算しています。それに先ほどのきじが台で増えるであろう 200 ㎥を足しております。それ

が 23,256 ㎥必要になろうかということです。 

次に業務用水です。6,172 ㎥、これは平成 23 年度実績です。 

工場用水も 3,468 ㎥ということで、これは平成 23 年度実績で、有収水量の段階ではおい

ております。合計 32,896 ㎥の有収水量になるであろうという事でございます。 

次に計画一日平均給水量でございます。先ほどの 32,896 ㎥の有収水量を有収率の目標値

87.5%で割り戻しますと 37,595 ㎥になります。 

次に、これを元に一日に最大どれくらい使うかという計画一日最大給水量を算出してお

ります。これを先ほどの平均給水量を負荷率で割り戻しております、それに先に出てきま

した工場用水の増加分の見込みを足しております。合計 49,395 ㎥となります。 

次にこれだけの水を確保するために水源ではどれだけ水が必要かという浄化のロス率を

考慮しております。このロス率といいますのは、平成 13 年から 23 年までの最低値を入れ

てあります。これでトータルといたしましては、50,766 ㎥の水源が必要だろうというふう

に見ております。 

但し、ここに上がっています計画一日最大給水量 49,395 ㎥につきましては、社会増として

見込むべき開発による人口増、また企業の使用水量の増、危機管理の観点から渇水時の対

応であったりというものは含まれてはおりません。またこの計算のように実績の値をその
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まま計画の値にするという事は、水道の計画にはそぐわないものと考えます。 

これらのことを考慮いたしますと、平成 30 年度の目標値といたしまして以前からお話さ

せていただいております、平成 30 年度に確保するとする水源水量 59,985 ㎥、約 6 万㎥は

過大ではなく適正な範囲であると判断いたします。 

次からはパワーポイントの方はございません。お手元の資料の方をご覧頂きたいと思い

ますが、料金についてお話させていただきたいと思います。 

ここに上げておりますのは、代表例といたしまして、13mm のメーターを使用した例を

グラフ化しております。一枚ものの資料で上段に他市料金比較とある方をご覧いただきま

すと、前回の委員会の中で浜田委員からご指摘のありましたように伊賀市の料金のレベル、

他市との比較が分かっていただけようかと思います。また裏面におきましては、旧市町村

ごとに料金統一前の料金との比較がしてございます。このグラフにありますように一部値

下げになった部分はございますが全体的に値上げをしなければならない状況にございまし

た。その理由といたしまして、独立採算制の原則の中で、特に伊賀水道用水供給事業を継

承いたしました所から、年間約 4 億円の起債償還額が増えたのが一番大きな要因でござい

ます。 

続きまして資料はございませんが、会議の中でご質問をいただいていました守田水源に

ついての水利権についてでございます。ここの水利権につきましては、昭和 50 年 4 月に豊

水水利権として許可を得ております。当時上野市ではその持っている施設では増加しつつ

ある使用水量に対応できないということで第五次拡張事業によりまして水道施設の整備を

進めてきたところでございます。水源の確保には非常に困難をしていたようでございます。

そこで木津川の表流水に水源を求めたということでございました。またこの水利権につき

ましては、平成 21 年 4 月 1 日から川上ダムを暫定水利権に振り替えて森井堰からゆめが丘

浄水場に取水できるようになっています。このために守田水源につきましては平成 21 年 3

月 31 日付けで廃止しているところでございます。 

最後に先の説明の中で、平成 30 年度では 59,985 ㎥約 6 万㎥の水源を確保するというこ

とを申し上げましたが、その水源として川上ダムからの取水 30,919 ㎥を含んでおります。 

これは平成 22年に三重県企業庁から川上ダムを水源とする伊賀水道用水供給事業を継承

しています。また、平成 20 年度には市が継承後も水源を川上ダムに求めることが最適であ

ることを水道事業評価審査委員会で確認いただき現在に至っています。加えまして、伊賀

水道用水供給事業を継承するに当たりましては、事業にかかる起債の残額、約 87 億円を引

き継ぎ、現在償還中であるなどの経緯かありまして、ゆめが丘浄水場の能力を最大限に活

用することを前提として経過している事を申し添えたいと思います。 

以上水道部からの説明とさせていただきます。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

ありがとうございました。それではですね一つ一つやって行きたいのですが、まず平成
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30 年の人口推計について武田委員、千代延委員が前回お話されたものと、伊賀市の出され

た 30 年の人口推計というのはどういう感じになっているのでしょうか? 

どちらでも結構です。 

（宮本委員長） 

 

これね平成 23 年実績と 30 年度の計画で比較されてますけども、本当は 23 年度の計画を

そのまま 30 年度に延長していますから、現時点平成 23 年度との差を表してほしかったで

すね。既に 4,000 人予測より下回っています。従いまして、この行政区域内人口は平成 19

年度の予測で 94,000 人となってますから、もちろん適切に予測するのであれば、平成 23

年度の人口ですね、ここから減っていくようにしないと全国的に 23 年より人口が減る。日

本全国そうで奈良市、名張市とか周辺市町村全部減ると予測しているのに伊賀市だけ増え

ると予測する。これ変な結果なんですね。私の資料でグラフで示しましたけれど 23 年と 24

年でグラフがぴょんと跳ね上がっているのは、実際に今年人口が激増した訳ではなく、19

年の予測をそのまま延長しているからなんですね、従って説明としては今ひとつでしたね。 

（武田委員） 

 

小丸です。 

委員長、今の水道部の説明を聞いてどう思うという話になっている。ちょっと待っても

らいたい。というのは、前回の説明で千代延委員さんの方が説明をなさったわね。それに

対して我々が申し上げなければならない部分があるんですよ。だからそこの部分をまずお

互いに理解しあいながらしないと、今の行政の説明に対してどうこうじゃなくて。前回申

し上げた千代延委員がプレゼンで説明いただいて、その内容に合致している部分もあるけ

れど、データ的に少し間違っているように思われる部分もあるように思う。だから私は次

回精査してきちっと質問しますからと申し上げましたよね、ですからそのあたりから入っ

てもらえればありがたいと思います。 

（小丸委員） 

 

その意見は十分承知しているんですけれども、とりあえず水道部からデータ的な説明を

いただくということだったので、そこをやった上で行政の計画と千代延さんなり、荻野委

員のご説明されたものとが両方テーブルに出るわけですよ。それを踏まえて、どうなのか

という議論をしたほうが良いと思いますので、そこは待ってもらえないでしょうか。とり

あえず今日の説明についての客観的なご意見、ご質問をやった上で、前回の千代延委員、

荻野委員、武田委員のご説明された話との齟齬なり、食い違いなり、共通点なりを確認し

ていったほうか良いかなと思っていますので、小丸さんの意見は分かっていますけどちょ

っとお待ちください。 

 （宮本委員長） 
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引き続きまして、結局現在を起点にしますと最大でも 9 万 563 人、最悪ですと 89,000 人

とこうゆうことになります。これが正しいと思います。資料にもつけましたが、これは全

国平均値を当てはめています。或いは現在の減少率を単に当てはめただけ。従って人口の

94,318 人。これは、既に合ってませんからあげるべきではないと思います。ついでにいき

ますけども、あとはまあまあですけれども、社会増ですね団地の計画があるから見込まな

くてはならないというのは、そのとおりなんですけれども、実は伊賀市というのは団地と

いうのがものすごく数あります。1990 年時点で総務省が日本の住宅戸数は世帯総数の 2 倍

を越えたとこう発表したんです。現在で 3 倍です。伊賀市はそんなもんじゃないです。多

分 10 倍あります。ですから、すでにある住宅に全部人が住んで給水量を出すとすると今の

10 万以上見積もらないとだめ。ですから新たに計画が上がってきた住宅団地だけを入れる

というのはあまり合理的ではないと思います。工場に関してもそうで。申請が上がってき

たからとりあえず上げる。それもあまり合理的な社会増の計算法ではないと思います。 

ずっと飛びまして最後の 8 ページですね、これはまあまあ給水人口の問題ではあります

が、給水人口以外の業務用水、工場用水、現在の実績を足し算するとこうなる。 

ただ、国交省の報告によりますと、工場の節水は約一割は進むであろうと。住民、住宅

に住んでいる人の節水は 70%に達するであろうと予想をしていますので、それを入れます

とこれは上位も上位の予測になると思います。従って過大といっては何ですが、基礎とし

ているデーターが、そもそも平成 19 年のものをまだ使っているのでこうなると思います。

やはりこれは大きすぎると思います。 

以上です。 

（武田委員） 

 

今の水道部の説明についてご意見をお願いします。 

 （宮本委員長） 

 

千代延です。 

給水人口につきましてはこの行政区域内人口、私がこの前申しましたのは住民基本台帳

で把握しているものです。傾向値としてはそう変わるものではないと思います。現にこの

五年間、八百数十人ずつ平均すれば減っています。それがこれから上昇曲線に向かうとい

うのは非常に不自然だと思います。それから先ほどもありましたが、繰り返しをしないよ

うにしたいと思いますが、社会増を一つ一つ取っていきますと基本は右肩上がりの発想に

立った計画だと思うんです。例えば団地の開発、これはまだ生きているんでしょうけれど

も、これが進んだとしましても、必ずしも伊賀市の外から移ってくるものではない。中で

の移動という事も沢山あると思いますので、この人口増も含めそれぞれに社会増というも

のもあり、その説明にもありましたけれど、その社会増というものは徹底的に見直しをす
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る必要があると思います。以上です。 

（千代延委員） 

 

他ございませんか。 

（宮本委員長） 

 

はい。マイクもう一つ・・・ 

 （宮本委員長） 

 

藪裏でございます。今お二方それぞれご意見いただきました。傍聴の方々、市外の人が

居たらどうか分かりませんが、伊賀市内の方おられたら聞いていて、なんかこの伊賀市が

これからどうなっていくのか、だんだんすぼんで行くのかな。人口も減っていくわ。工場

も来ないわ、何も来ないわ、夢の無い市のビジョンかなと思われたと思います。私自身そ

んな感じで聞いておりました。で、私の経験からちょっと言わせてもらいますと、かつて

市役所にいまして、このゆめが丘の工業誘致にも一時、中に入れさせていただきました。

この工業団地を誘致するに当たっては、基本的な考え方は、伊賀市には水が無い。だから

水を使うような企業をここへ持っては来れない。そういうことで、いわゆるメディカルバ

レーという構想の中で、水をあまり使わない企業という事であちこちお願いしまして、今

現在工場が埋まっているような状況です。だからその基本には水があります。それと皆さ

んご存知のように名阪国道沿いに工業団地があります。あれもいわゆる水が無いんで、あ

あいった工場しか現実には進出できない、そうゆう実態です。それからもう計画が駄目に

なっているんではないか、そんな計画ではということです。 

市長が代わられまして、トップセールスということも言っておられます。市長はこれか

らの伊賀市をどうゆうビジョンを造ってくれるのか分かりませんが、かねてからこの伊賀

市では今出来ています第二名神。昔から言えば、名神から名阪への連絡道路の整備を常々

国なりにお願いをしております。今、第二名神から名阪へのアクセスをお願いして、ぼち

ぼち進捗している状況です。で、皆様方甲南の方へ甲南のインターから第二名神に乗って

いただけば分かりますが、あの手前に旧の公団が開発した工業団地があります。あれは第

二名神が出来るずっと前に開発したところです。で当分は団地に工場が張り付きませんで

した。ところが第二名神が出来て、あそこにインターが出来ると言ったとたんに、あれく

らいずっと工場が出来ております。従って、先ほど来夢の薄い話なんですけれども、そう

いった条件が整いつつありますので、これからそういった部分で工業誘致なり工場が来て

そこに雇用が生まれ人が入ってきて発展していく、そうゆう条件が揃いつつある中で、先

ほどのもう現状でいいわと言う話では、私はちょっと納得しかねるというのが私の意見で

す。以上です。 

（藪裏委員） 
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はい、他。 

それじゃ西山委員。 

 （宮本委員長） 

 

西山です。 

今藪裏委員がおっしゃった、二重になるので省きますけれど、基本的に第 1 回の時に武

田委員がおっしゃったいろんな予測ですね、ま藪裏さんと一緒ですが、寂しいなーと私感

じました。いろんなデータでやっていただくのは当然としまして、全国平均というのが当

然あるわけですよね。ただそれが、全国平均で伊賀市が行かなければならないという決ま

りは無いわけです。やはり伊賀市がこれから発展活性化していくためには、なんかの方法

をとって行かなければいかん。その方法には一番手っ取り早いのは工場誘致とかですね、

そうゆう形になるんですけれど。前向きに、工場来るから水準備しようかと言っても、と

ても間に合わん訳ですから、事前にゆとりを持った水量を取っておくという事が今後の発

展に大きいと。 

それから、先ほど千代延委員がおっしゃいました最近五年間の減少が 800 人あまり、と

いうことで確かにそうです、実績はね。ただ 10 年平均すると 500 人あまり、年間ですね。

この 5 年 10 年というのが、バブルの崩壊があったりとかですね、どこもかも人口が減って

いく、特に外国の方が出て行くとかいうような状況ですので、800 人ではなくて 500 人な

り、先ほど申し上げているように人口増を考えていかなければならないということで、水

道部の考え方で私は良いと思います。 

（西山委員） 

 

武田委員 

（宮本委員長） 

 

 えと、まつうらさんと西山さんの意見はまさしく従来の伊賀市の意見だったと思います。

藪裏さん失礼しました。ところが日本全体人口が減少する。これはどうしようもない現象

です。ですから前回説明しましたように、経済産業省や国交省、厚労省どの審議会におき

ましても人口減少は備えるべきであると。むしろ、人口減少をマイナスと捕らえるべきで

ない。これはビジネスチャンスとして、プラスとしてとらえるべきである。そういう結論

なんです。だから、伊賀市だけが奈良市、名張市も人口減っても伊賀市だけは増えてほし

いと。気持ちは分かりますが、現実にあわせて行政というのは行わないといけない。水道

部のこれはまさしく平成１９年度の希望的観測のモデルをよせ集めたと。希望的観測を重

ねますとはっきり言って過大になるんです。伊賀市の財政が豊かであれば結構です。分か

りやすい話をしますと、もう既に９万人ですけど、伊賀市が１０万人としましょう。この
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データですと、平成３０年には１２５万人増えますと。現実には８万人くらいに減ってい

ると思います。ただ、高齢化が進んで節水も進むんで実際に必要な水は７万人ぐらいにな

ると思います。その７万人で将来は 125 万人分の水の確保のための施設と水道代を持ち続

けなければならない。これかなりの負担です。そういうことは、するべきではないと思い

ます。じゃどんな工場が来たら人口が増えるのかということで、例えば、シャープの亀山

工場なんかいいと思います。藪裏さん。例えばこれが来たとしましょう。シャープの亀山

工場の従業員数は 2,170 人なんですね。ところが、４年で駄目になってしまいました。実

はその中で正社員は 200 人ちょっとなんです。あとは、パート従業員なんです。そのパー

ト従業員は現地雇用なんです。正社員200人も亀山に引っ越してきたわけではありません。

奈良、天理或いは伊賀市の希望が丘、四日市から通っている社員が多いんですね。ですか

ら人口増加として認められるのが最大でも 200 人なんですね。残りのその 2,170 人が住ん

でいる人と同じだけ水を使うと、みんな朝昼晩３食工場で食べそこで洗濯も入浴も食事も

全てするということになるとかなりの水が要ります。そんなことないんですね。最近の工

場というのは、土地の値段と水の値段が安くて大勢のパート従業員を雇える箇所に進出す

るんです。伊賀市にこなかったというのは、単にパートが雇えなかったからだろうなと考

えています。そんなとこですね。 

（武田委員） 

 

じゃあもう大分水道部の話だけと違って、前回のプレゼンに対する質疑も出ていますの

で、小丸委員お待たせしました。お願いします。 

（宮本委員長） 

 

そういうことなんです。結局今の話は前回質問があったことに対する水道部の回答です。

それは置いておいて、第２回目の千代延委員の言っていただいたことについて聞きますよ

という事で、じゃあいきましょう。 

まず、プレゼンのナンバーといっても今日傍聴の方が分からないと思いますが、口頭で

申し上げます。一つは新規の開発水量の見直しの手順で、まず一つは有収水量の話、この

評価の話ですが、何度も議論で出ているとおり５年平均ではデータ的には不足する部分が

ある。やはり 10 年とするのが妥当だと私は思います。二つ目は、プレゼンナンバーが７と

８になりますが、先程の人工の推計の話、実は人口推計と生活用水の予測の話を一緒にさ

せていただきたい。毎年 800 人程度の人口減少というのをデータ的におっしゃっていただ

きましたが、これは妥当ではありません。私はそう思います。まずは、私といいますか私

どもといいますか都市推計でいきますと平成30年頃までは 550人から 600人程度減少する

だろうと。それから、平成30年以降は 300人から 400人程度減少せざるを得ないだろうと。

平成 35 年以降は概ね 92,000 人程度でほぼ横ばい一定するだろうということで概ねの予測

の数値があるということがまず一つ。次は、一人一日の水の消費量の話。250ℓというふう
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に見込まれていますが、この 250 というのは非常に酷な話で特に節水を見込みましても、

特に上野の市街地水洗トイレの見地からこれからうんと増えるはずなんです。状況は、合

併浄化槽が 30％、単独浄化槽それから汲み取りこの辺が半分以上となっている。そういう

状況ですと、将来、公共下水になるというのは考えられない。合併浄化槽にせざるを得な

い。そうしますと水の量がかなり増えるということで、260ℓ～265ℓといった水に設定した

方が無難でないか。それから、次名張市さんの考え方と私は同じです。要するに、伊賀市

の将来の経済情勢とか地域の活性化、或いはまちづくりのためには、将来を見越して余剰

水源を確保しておくということが自治体としてはまっとうな話なんです。悲観的な見地よ

りも、進出を希望してる企業からは、魅力のない将来性のない自治体と解されるのみなら

ず、これから自治体の首長(市長)としても伊賀の将来に希望を持てる行政手腕を振るうとい

うことが市長としての前提条件というふうに思うわけであります。いつもいつも隣の市か

ら水をもらっていますということは避けなければならない。それから、業務・営業用水の

話ですが、伊賀市の水道基本計画に前々から思っていたのですが、算定ミスがある気がし

ます。1 日 15 トンというのは、私は少なすぎると思いました。それから有収水率、負荷率

の見直しですが、プレゼンの４でも言っておりましたが、有収水量、有収水率、負荷率と

いうのは、10 年が基本でしょうし、さらに、余裕率という指標があります。余裕率という

指標から見ましても、これ現在 15％となっていますけれども、これは少し心もとないとい

いますか全く貧弱であるというふうにしか思えない。これが、千代延委員に対する資料 1

に対する見解です。資料 2 については後で紹介します。 

（小丸委員） 

 

それでは、意見ございますか。千代延委員。 

（宮本委員長） 

 

まず、人口の推計。これは大きく影響します。800 人が 5 年間で見たのが少ないとのこと

ですけれども、600 人五百何十人であればＯＫなんですか。500 から 600 の間であれば納

得はいくのですか。それとも何か。今おっしゃいましたね。減少が 800 では多すぎるとお

っしゃいましたね。500 から 600 くらい、ちょっと言い方は違いますけれども、減少では

ないかと。だから、今 500 から 600 というのは、減少。その程度なら減少するという風に

見ておられるんですね。それが一つ。 

それから、横ばいというこれは特に大きいんですけれど、どこから横ばいとおっしゃい

ましたですかね。平成 35 年以降。これは、私には全く理解できませんね。日本の人口問題

研究所の傾向というのは全く無視は出来ないと思うんです。この日本の中で横ばい、増に

転じることが関西でも芦屋とか西ノ宮市とかそういう限られたところなんです。そういう

ことで、寂しくないのはいいのですが、あまり根拠のない横ばいだと思います。やはり減

少傾向というのは避けられないと思います。 
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それから、余裕率の 15％というのは、教えていただきたい。大きい点は人口減少に 30

年以降 35 年以降も続くと見た方が私は間違いないと思います。 

それから、工場なんかの理由によって水が少ないから来ないとかありますけれど、今こ

のところ 10 年以内、5 年以内で海外移転というこの現実をどのように見ていらっしゃるか。

いろんなところの工業団地、道路もちゃんと通ってありますけれど、工業団地うまってい

ますか。太陽光発電にしようとかいう話の方がよっぽど多いでしょう。そこへ、この伊賀

市だけは、本当に出来たら一番いいんですよ。これから計画作るのに、伊賀市だけはとい

う夢のところだけで計画を作ると私は非常に危険であると思います。以上です。 

（千代延委員） 

 

 小丸さん。お答えされます。 

 （宮本委員長） 

 

 後になっていいですよ。 

 （小丸委員） 

 

 いいですか。西山委員が先でしたので。 

 （宮本委員長） 

 

 今の 500 人やったらいいか、600 人やったらいいかという話。私も話に出しましたので、

私が申し上げたのは、800 人余りと言う数字と 500 という数字。長い目で見なければなら

ないということと、今千代延委員がおっしゃる 500 人であったらいいのか、600 人で見た

らいいのかという減少の話ですけれども、それとは話が違います。そういうふうに人口の

増減が山があるのは当たり前の話しで、それと尚且つ我々伊賀市民としたら減るのは困り

ます。だから、増えるような努力をしていかないといけない。努力しないと全国平均かど

うか知りません。しかし、努力するためには、色々な方策をとって、先程言う工場誘致で

あるとか方法はあると思うのですが、ただ減るのを認めるのかとか認めないとか以前のお

話として、我々伊賀市民としたら何とかして活性化していかないと困る。そういうところ

から申し上げたわけです。 

（西山委員） 

 

 ちょっと議論を整理しないといけないと思うんですが、要するに過去のデータ、これは

議論の余地はないんですけど、これは人口的には減ってきているということは事実ですよ

ね。水道の計画に対して需要量もかなり乖離しているということも事実です。そこはきち

っと共有しないといけないと思うんですよ。その上で将来計画に対して、やっぱり人口は

増えてもらわないと困る、或いは活性化するために工場がどんと来てもらわないといけな
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い。これは皆さんの想いですよね。そこの想いと、現時点での状況とは分けて考えたほう

が良いと思うんです。将来どうするかということは、この委員会のマターではないですよ

ね。それは伊賀市のグランドデザインとかですね、基本計画の議論ですから、ここで我々

が伊賀市の将来をどうするかという風な議論をしても仕方ないと思うんですよ。但し、水

事業についての想いをですね、あるんじゃないかと、現状こうですけれども言うことは要

ると思うんですよね。ただその話をここで人口減ってもらっては困ると結論付けてもらっ

ても、これは多分市長さんなりが判断されて皆で議論することだと思うわけですよね、そ

こはごちゃ混ぜにしないようにしたいと思います。 

林さん。 

（宮本委員長） 

 

林です。今委員長言われましたようにですね、伊賀市の条例では総合計画というのがあ

るんですよね。全体計画ですよね。これが今回の広報で載っておりまして公募募集してた、

逆に言えばですね、近々総合計画が出てくると思います。この計画の下に全てが動いてい

る、工業にしても、農業にしても、産業関係にしても、人口の増減にしてもですね、そう

いうものが動いている中で、今委員長が言われたように、この場で言ってもしょうがない

というか。大きいベースがありますよと、このベースに基づいて水道ビジョンというのが

出ている。水道ビジョンに基づいて、それはどうだということの議論だけをしないと、そ

んな先まで読んでこのメンバーで公募もしていませんからね。そこをもっと徹底して詰め

てもらう。あくまでも水道と、その中で水道部はビジョンの中のここだと、それと乖離し

てますよと指摘は出来る。そこまでは出来るが、これ以上積み込んでもこの計画やない。

ということを頭において議論を進めていかないと無理だと思います。以上です。 

(林委員) 

 

そうするとですね、今までの事実として想定していたよりも人口が増えていないという

ことは事実ですよね。それから水道計画に対して需要量自体がかなり乖離している。これ

も今回武田さんがグラフで明瞭に出されている。これも事実ですよね。そのことをまず皆

で確認したいと思います。 

で、将来どうなるということについては、例えば武田委員の方からは、千代延さんの方

からは過去の実績から、武田さんは人口統計の全国的なベースの話からされてそうゆう傾

向にあるんじゃないかと言う所までされました。 

一方西山さんなり、藪裏さんなり、小丸さんなりからは、そうは言っても伊賀がしょぼ

くれていくのは寂しいと、人口も増えてほしいと、工場もどんどんと来て欲しいんだと、

そうゆう事もわれわれの思いとしてあるんだと。という意見があったと。あまりこれ以上

そこの議論をしていてもかみ合わないし、水掛け論になってしまう。またやりますが、一

旦ここで止めたいと思います。 
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次の話をしたいんですが、既存水源という話がありました。既存の簡易水道であるとか

地下水であるとかですね。これは千代延さんの前回のご説明は、既存水源が平成 30 年にま

だ使えるものがある。伊賀市の水道部が出された前回のペーパーの二枚目ですよね、これ

と同じなんですよね、数字は? 

いいんですよね。千代延さん? 

はい。ということは既存水源で今後も使えるものについては水道部と認識は一致してい

ると。 

そういうことで水道部よろしいですよね? 

はい分かりました。そこは一応確認しました。 

その次にですね、守田水源の話を少ししたいと思うんですけれど。 

今水道部のほうからは、昭和 50 年に放水水利権を取得されて、21 年 3 月 31 日にそれが

廃止になって、21 年 4 月からは今の川上ダムの暫定水利権の中に入り込んでいるというご

説明でしたよね。 

これについては地整のほうはこれでいいんですか? 

 （宮本委員長） 

  

すいません。整備局河川部河川環境課長しています野口といいます、よろしくお願いし

ます。資料 1 枚ものでございまして、タイトルが、淀川水系木津川における水利使用（上

野市水道 S50.4.）とちょっと長いのですが、これは守田水源というのは、いわゆる俗称に

なっていまして、硬く言うとこのようになります。前回の議論を触れておきたいと思いま

すが、複数の委員の方々から、長年、安定的に取水していた等々そういうことがあるので、

水利権の復活だとか慣行取得ができるのではないかというそういうご趣旨の御発言だった

と思いますので、事実経過を踏まえて、ご説明させていただきたいと思います。先程の伊

賀市さんの御説明とかなりかぶる部分があるのですが、 

まずは、主な経過ですが、昭和 50 年 4 月に、上野市さんの方で、非常に水需要がひっ迫し

ている状況があるので、豊水条項付きの特例ということで０．０８４㎥/ｓの水利権を許可

しています。その後、平成２年川上ダム建設事業着手とありますけども、実は昭和 56 年位

から本格的に調査を開始しまして、そういう事情も受けて、平成 2 年に事業着手にという

ことになったということであります。当然この時に、まあ伊賀市さんではないのですけど

も、前身になります三重県さんが、利水に参画されていたということになっています。そ

の後、下の３つ２０年、２１年ごろこれ一連の動きなんですけど、２０年の１１月に、三

重県から伊賀市への受水契約の基本合意が締結された。この時期に、いまの取水している

ゆめが丘浄水場の整備も合わせてされていて、ここから本格的に水を取るということが、

この後に起こっております。この２０年２１年というのは、一連の動きであります。２１

年３月３１日に伊賀市の申請によって、いわゆる俗称守田水源が廃止をされて、それにな

り変わって、２１年４月１日から伊賀市の水道供給事業、これは、当時三重県さんですけ
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ど暫定水利権による取水開始をした。これは川上ダムの建設前提であったということです。

位置図を書いていますが、この守田水源というのは、川上ダムの建設予定地の下流に大内

橋というところがあるのですが、そこのすぐ上流で、水を取ってまして、守田浄水場に水

を供給していたということでございます。ちょっと話が重なりますがまとめですが、豊水

水利権が水需要のひっ迫という緊急的な状況に対応するために、いわゆる豊水条項を付し

て、やむ応得ず、特例的に許可した水利権であります。このときに、伊賀市さんの申請に

よって、平成２１年の３月３１日に廃止をされているという状況です。この下は、一般論

になるところもあるのですけども、いわゆる復活ということは、基本的には無くて、新規

に水利権を取得というようなことになりますので、その時は、当然、水利権の取得が必要

とういうことであれば改めて申請が必要となります。その際は、申請時点での河川の状況、

流量とか、先行の水利権の状況とか、水利権の実行性、水源の確保、取水施設の整備等こ

ういうものを整理していただいて、許可の可否を判断させていただくことになります。一

般的にそういう流れになります。私のほうからは、以上でございます。 

（近畿地方整備局 河川部 河川環境課 野口課長） 

 

ありがとうございました。 

（宮本委員長） 

 

ちょっと補足になりますが、だぶってしまう話になるのですが、いま、話させていただ

きましたように、いわゆる廃止された守田水源につきましては、改めて申請があった時点

で考えるというのが基本的でして、今、断定的にいうことでは無いと思っているのですけ

ども、前回、委員会で伊賀市は、守田水源を慣行取得したと考えられるという趣旨のご発

言、御意見があったと思うのですが、先程、申し上げましたように、申請時点でもって河

川の状況であるとか水利使用の実行の確実性であるとかこういうところを踏まえた形をも

って判断をしていくということで、長年取水が出来たからといって、そのことだけを持っ

て、廃止された水利権が復活する、あるいは、再度取得できるというものではないという

ことです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 荻野委員。 

 （宮本委員長） 

 

荻野です。前の話は終わりにしておいて、守田の水源なんですけども、僕自身、守田に

ついては、いわゆる水利権、豊水水利権なんかを考えた時にですね、どういうふうに理解

すればいいのかなと一体あれは伊賀市にとってどういうものであったのかということを少

しお話させてもらいたいのですが、パワーポイントを用意してきていますので、５分ぐら
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いよろしいですか。 

（萩野委員） 

 

手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

今更言うことは無いんですけどもね、豊水水利権そのものは考えるときに、10 分の 1 基

準渇水流量、基準年に於ける基準点の 10分の１渇水流量というこういうものが頭に有って、

それから正常流量というのが有りまして、河川維持流量プラス既得水利権水量それから３

つ目に、そういうものを決めた後に、安定水利権と豊水水利権こういう２つに分かれる訳

ですね。今の場合は、豊水水利権のカテゴリーに入ります。平成 21 年 3 月 31 日水利許可

証というのが有るのですが、これちょっとややこしいので今はしゃべりません、おいとき

ます。この豊水水利権には、条件が掛けられています。それは水利使用規則というので、

取水の条件があります、どういうことが書かれているかというと基準点というのが有りま

して、たくさんの基準点でですね○月○日から○月○日までは、その基準点において○○

㎥/s を超える場合に限り、最大何トン取ってよろしいと。同じことがそれぞれ基準点毎に設

けられていて、こういう縛りがあって、豊水水利権というのは、普通の安定水利権でなく

て、使いにくくなっているのですね。こういうことをおいといて、実際にですね、守田の

場合は、どうであったかというと、昭和 50 年ですね、昭和 50 年から平成 21 年迄の間で、

継続的にずっと使用してきた訳です。それで、この間 30 数年間１度も水利使用規則の適用

を受けたことが無かったわけです。ようするにこういう豊水条項が有って、この場合に限

り使っていいですよ、裏返しするとこういう条件を満足しなかったら取ってはいけません

よと言う条件が課せられていた訳です。その条件が、30 数年間１度も行使されたことが無

くて、ずっと、安定して取水してきたと、平成６年の渇水てご存知ですよね。あの時は、

大阪なんかも大変厳しい渇水を受けたんですね。ところが、守田の水源では、こういう豊

水条件の縛りを受けてないんです。我々から見ると、伊賀市の市民は、長年に亘って権利

をエンジョイ出来てきた訳ですから、権利として既に、伊賀市さんが、この水は、自分達

のものですよと主張してもいいのではないかということが僕の主張です。で今のことを言

いますと、基準年の流量ここにへそのように下がっている所が有りまして、これが 10 日間

という日数なんです。10 日間という日数だけが、下回って、水がとれない日が有ります。

こういう条件のもとで、先程の基準渇水流量、正常流量、それから河川維持流量とこうい

う数値が決められている訳ですね。ここまでは、安定水利権この線を越えると豊水水利権

と決めてある訳です。守田の場合は、どんな条件があったかと言いますと、実は、例えば、

河川維持流量はいくらですか、それから正常流量はいくらですかというと、ちょっと、僕

のところには、データが無いんです。基準渇水流量で、0.81 というのがあるんですよね。

ここの縦軸が 0.81 で、守田の水利権水量というのは、その 10 分の１の 0.084 なんです。
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この高さの 10 分の 1 が、守田の豊水水利権と言われているものなんですね。ちょっと太い

線で書いときましたけど、この辺にあるわけです。そうすると、正常流量の取り方によっ

て、上がったり、下がったりしますけど、正常流量をあるいい所に設定しますと、十分、

基準渇水流量の下にあって、安定水利権。なぜこんなことを言うかと言いますと、もし、

これがですねこういう所にあれば、当然あっちこっちで、穴が空いて、30 数年間の間河川

管理者からストップが掛かったはずなんです。それが、河川管理者は、１度もストップ掛

けてないし、ま、言えばどうぞと守田さんどうぞ使ってくださいという状態で、伊賀市民

はですね、これは安定的に我々の当然の権利ですから、当然そういう風に使っていいもん

だろうという風に理解して、特に問題が起こらない限り、こういうことをやったと。先程

の条件は、このような条件なんですね。 

それから、まとめですが、例えば基準渇水流量は、依那古では昭和 48 年 0.38 これが基

準渇水流量で、正常流量は最近また作り変えているいるみたいですけど分かりません。水

利使用規則も条件として設定されていたけども、先程言いました様に、この数量だけから

見たら、水門等々の資料から見ますと、近畿地整がですね、自分達の計算で作った数量を

はめ込んでくると、私が言ってることは変わります。だけど、自然に河川の流量を、その

まま理解すれば、基準渇水流量は、超えることは無かったと、30 数年間。で、僕は、近畿

地整さんには、申し訳無いんですが、近畿地整さんの判断は、水門データを誤って、操作

あるいは判断をしているのではないかともうひとつのプレゼンでお話したいと思うのです

が、ちょっとこれは、皆さんに刺激的な言葉を使うので、場合によっては、これは消しま

すけども、先程の水門グラフを見た限りでは、0.08 という数字は、基準渇水流量の 10 分の

1 にすぎない訳ですから、当然安定的に、しかも実績として安定的に取ってきた訳ですから、

それに対して、河川管理者から、なんらブレーキが掛かることが無かった訳ですから、一

定の実績を持って、伊賀市民の権利として、成立しているのではないかなというふうに思

った次第です。 

（萩野委員） 

 

よろしいですか。この議論も、非常に専門的な河川法の許可の話ですから、ここでね、

良い悪いという議論は、出来ないと思うのですね。ただ、事実として、確認しておきたい

のだけども、昭和 50 年から平成 21 年 3 月 31 日まで、いわゆる豊水という条項は付いてい

るけども、なんらかの支障無く伊賀市民が、水源として使ってきたいう事実は間違いない

と。尚かつ、今は、川上ダムの開発水利と一緒くたになって、一応暫定水利になっていま

すけども、すくなくても昭和 50 年からは、少なくても 0.08t ですかそれについては、守田

水源として伊賀市民が、ずっと、支障なく取水してきたという事実は間違いない。先程、

地整のほうから、ご説明が有りましたけど、しかし廃止になっていますから再度、水利権

の申請があれば、過去の経緯とか、現在の状況踏まえて、地整が許可権者として判断され

るとこれで間違い無いと思います。ただ、伊賀には、そういう事実経過が有ると確認はし
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ておきたいと思います。で、これで、守田水源は、これでいいですかね。 

（宮本委員長） 

 

小丸です。今地整の方からも少し触れたけれども、声が小さくて、説明のところの大事

な話なんですよ。どういうことかと言いますと、守田水源というのは、今、説明の通り。

それは、よろしいんですよ。基本的に、我々が、ずっと受け賜っております状況から見ま

すと、要するに、川上ダムが、建設されるという条件の下に、今まで取水も含めて、守田

の取水も含めて、そういった状況で、我々が、対応していたとそういうふうに考えていま

す。よって、このダムがね、すでに守田は取水していませんからいいでしょうけども、こ

れダムが出来ないという事になって、そこでじゃー無理だから守田から取水するというこ

とになれば、手続き上の説明は有ったけども、守田からの取水は、まず不可能だと思いま

す。ダムが駄目になったら、私はそのように理解しています。 

（小丸委員） 

 

ちょっと１点だけ今の話に関連していいですか。すいません、手元に資料が無いですが、

昭和 50 年に豊水水利権を許可しております。この際に豊水条項、下流に水が有るときだけ

水が取れることを認める。これに加えて、当時は、川上ダムの計画は、明確では無かった

状況なんですけど、そういう特別な水利権ですので、水源確保の努力をするようにと言葉

正確では無いのですが、そういう条件を付した形をもって、昭和 50 年のものはなっている

そのような状況です。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

西山委員 

（宮本委員長） 

 

専門家では無いので、荻野委員がおっしゃったずっと安定して推移してた訳ですけど、

木津川から流れる正常流量これに対して下流で水利権を持っているところは無いんですか。

ということと、下流に水利権、多分、私は、下流でもっているところがあると思うのです。

で、そのところが、先程、おっしゃったように、平成 6 年ですか、それから平成 10 何年か

に、いわゆる渇水によって、取水制限、給水制限をしている訳ですよね。それは、木津川

から流れる正常流量で水利権をもっているところ自身が、取水制限、給水制限しているの

に、豊水水利権を持っている上野市が上で水を取ってしまった訳ですね。だから、本当は、

近畿地整から取水制限しなくてはならなかったと思います。下が水足らないからというこ

とで、止めないといけなかったと思います。これは、地整ご意見聞かせてください。 

（西山委員） 
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すいません。今、手元にお示しするデータ無いのですが、平成 6 年の時には、皆さんご

存知のように、琵琶湖が、マイナス 1ｍ23 ですかね、流域全体で大きな渇水になっていま

した。当然、その時も、木津川の上流３ダム、青蓮寺、高山ダム等ダムが出来ていました

が渇水の状態になりまして取水制限に入っていました。ここの問題になった、守田水源も

それなりに取水制限してて、0.084ｔ満量取水していたかのように発言されましたが、そう

ではなくて、それなりの取水制限をして頂いてるという状況です。これは、伊賀市さんに

も確認して頂いてもいいと思うのですが。ま、今回の話とは、直接関係ないと思いますが、

ま、そういう状況だったということです。 

（近畿地方整備局 河川部 河川環境課 野口課長） 

 

水系自体が、渇水している状況なんですから、当然、守田もですね、それなりの渇水調

整をしていたということであったと思いますけども。いずれにしても、事実だけ確認した

いんです。当初の話が、川上ダムありきが前提かどうか知りませんが、昭和 50 年から平成

21 年までは、豊水水利権であって暫定水利権という要項ではなかったのですね。許可はね。 

（宮本委員長） 

 

そうです。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

だから、そういうことなんです。その中で、昭和 50 年から現在に至るまで、とどこうり

なく伊賀は木津川取水出来ています。これは事実なんですよ。伊賀市民からするとできう

るならば、それは、そのまま、ほしいなとそれが伊賀市民の思いですよね。そこだけは、

皆さん確認しておかないと、そんなものいらないという伊賀市民が居られるかどうかとい

うことなんですよ。これは、ありがたいことに、それは頂いてきたものなんですから、そ

れは、継続的にいただきたいというのは、伊賀市民の思いだと思いますよ。そこだけは、

確認したいと思います。 

（宮本委員長） 

 

あの先程、地整から説明が有りました、豊水水利権理由ですけど、市として別に、それ

なりの水源を確保していくという努力をするという前提のもとに、あの紙にもやむを得ず

特例的ということですので、いわゆる伊賀市、上野市が、もうどこからも水の取りようが

ないので、やむを得ずということで、その辺のところを条件に、許可されたのかなと私解

釈しました。そのようでよいですか。 

（藪裏委員） 

 

そのとおりです。 
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（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

それでは、後で、時間が有れば、議論したいと思いますけど、次に進みたいと思います。 

前回、水源の話として、足らず分を隣の青蓮寺ダムの名張市さんの水利権が、余っている

という話が有ります。それから、大阪市、大阪府の水利権も余っているとの話があります

が、そこから水融通をするという案が出されました。これについては当然のことですけど

も、相手がある話ですから、ここで我々がそうだそうだという訳にもいかないです。当然

のことです。相手が有る話です。ただし、その案に対して、ひとつは、千代延さんの説明

からは経済的には絶対こちらの方が有利だという話が有りました。もう１点は、林さんの

方から青蓮寺の土地改良区の導水路を使うと事故が起こったり、なんらかの支障があって

安定的に給水出来ないのではないかと、いうふうな懸念が出されました。この２点に絞っ

て、皆さん方のご意見を伺いたいと思います。まず、経済的には青蓮寺の土地改良区のパ

イプを使って利用したほうが安いし、維持管理費も安くなるよという千代延委員の説明が

有りました。これについて、皆さん、ご意見はどうですか。林委員 

（宮本委員長） 

 

林です。私の資料の２の方を開いてください。パワーポイントの２ページですね。前回

のそのままです。それに対する質問を入れておりますので、１と２について特に１につい

ては、渇水の話は今有りましたので、省略させてもらいます。で、２の方ですね。危機管

理の２、ページでいうと大きいページの２ページの下のほうの４ページです。パワーポイ

ントの４番です。 

（林委員） 

 

ちょっと、林委員さん、今は、安定給水の話だと思うんですよ。 

（宮本委員長） 

 

これはですね、こうした時に、この体制では水が取れない。今、委員長が、言われたよ

うに、そのような状況は、どういうものかということですからね。 

（林委員） 

 

そうじゃ無しに、私は議論するんだけども、今、初めに問いたのは、安定給水という話

が有るけどももうひとつ経済的にダムにのるのと青蓮寺ダムを融通するものでは、そっち

の方が、安いという話があったけども、それについてのご意見を伺いたいとのことです。 

（宮本委員長） 

 

４ページの下側、パワーポイントの８のところ、青蓮寺用水の幹線送水路ですね。これ
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につきまして、先般も話をしているのですけども、資産管理、アセットマネジメントを今

農林省で動いています。総延長 11,000ｍあるわけですね。下池まで。そのうち、2,500ｍに

つきましては、緊急を要するということで、26 年度から事業化しようとしております。概

ね見積もっているのが、10 数億円と言っております。緊急で、2,500 ですので、この４倍

ですね。後 8,000ｍ残っていますので。この辺については、全然比較していない。これに対

する同じような金が、もし必要とするなれば、今、ほぼ煮詰まっている 2,500ｍについては、

10 数億円ということですけども、後のところは、次のグラフ見てください。ひとつ目の a

というのが、10 数億円です。次に b というのが、出てくると思う。ま、c も出てくるでし

ょう。そういうものを計算すると本当にこれが経済的であるかということを言いたい。こ

れに費用負担した場合ですね。 

（林委員） 

 

ここの部分の検討をしないと経済的であるかどうか、判らないとのことですね。 

（宮本委員長） 

 

最初に、ダムありきで何十億円というよりも、ここのところを無視するとトータルコス

トが変わってしまうのではないかということです。 

（林委員） 

 

それでは、千代延委員それについて、お答えください。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。私の経済計算はですね伊賀市水道部が色々前提条件を私挙げておりますけ

ども、それで計算すれば約３０億のメリットがでるということを申し上げているんです。

土地改良区のですね、水道部が土地改良区に費用を出して幹線水路の老朽化対策をやると

いうことは、水道部がやる事業とは私は考えておりません。 

（千代延委員） 

 

ちょっと待って。今の話整理しておかないといかん。ちょっと待って、今の千代延委員

話は、要するに水道部も色々あるんですけども、伊賀市にとって、伊賀市にとってその今

のダム水源するのか。これどうなの。 

（宮本委員長） 

 

伊賀市が、伊賀土地改良区の、今老朽化対策、これは伊賀市が負担してやるわけではな

いです。もちろん本来老朽化対策やるとすれば３分２は国が負担し、その半分を三重県が

負担しその残りを、地元の市が負担し残りを会員と組合なんですね。ということはありま
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すけども、それはそれでやらんといて、それ以上に伊賀市がお金をだしてですね、老朽化

対策するということでは無いと思ってますので、伊賀市水道部すなわち伊賀市と同じメリ

ット計算になると私今でも思っています。 

（千代延委員） 

 

千代延委員のおっしゃっているのは、要するにこの導水管を使うときには、いわゆる導

水管をつかう使用料を払うんだと、そういうことですね。だから一定の料金を払っていく

んだから、その導水管を補修修繕していくのは改良区がやってくれるんだという話なんで

すよ。だからその導水管を直す、林委員のおっしゃる金額については、水道部としては関

係ない話やと改良区の話やこうおしゃっていていると思うんです。ただ、私はそう理解し

ているんですけど、やはりこういうことを、いわゆるその改良区でやらんならんというこ

とになれば、当然使用料というのが、すごい金額になってくるんだと思うんです。今千代

延委員が出していただいているこの金額、年間 3,000 万でしたか、それでうんといってく

れるどうか。もともとこれに加入するときに、改良区の方は農政局の方で前やってもらっ

ているわけですけど、それで初期投資しているわけですよね。その初期投資についての負

担金もくれというかもわからない。加入金みたいなを。それがいらないのだったら、いわ

ゆる極端な例ですけど、使用料は年間３億くれとか、４億くれとかいう話が出てくると思

うんです。現実に改良区、農政局と話をしようと思えば。それともうひとつ気になるのは、

お金の問題ですけど、そういった形で今の案をだすとしたときに、いわゆる利水について

の国の補助金というのは、川上ダムで既に厚生省からもらっているわけですよね、厚生労

働省から。今度また、いやいやダムをやめたんだと、こっちからもらうんだと言った時に、

厚生省はまた補助金くれるのかなと、二重投資になるのやないかなと。それは伊賀市勝手

にし過ぎだと言われるんじゃないかなと。それからもう一点、あの青蓮寺でもらう名張市

か大阪市と話はでているわけですけど、私これわからんのですけど、青蓮寺あるいは比奈

知あるいは高山それぞれ水利権あると思うんですけど、それぞれの水利権の基本的ないわ

ゆる水利権料と言うんですかね、計算金額的に出てくると思うんですけど、それは同じ１

トン当たりでも単価は違うんじゃないかなと、なおさら維持費も違うと思うんですよ。例

えば名張市、名張市が青蓮寺に持っていて、それから比奈知にも持っていると。１トン当

たり、たとえば維持費だけ考えた時に、１トン当たりの維持費は青蓮寺だったら年間１千

万ですと。しかし、比奈知だと３千万ですと言うのだったら、名張はそれは比奈知の水を

あげますよと、青蓮寺は安いからうちで確保しといたらいい。これは当然だと思うんです。

大阪でも一緒だと思う。そこらがあるので非常に実際に実務をやろうとしたら、そういう

すごい問題が出てくるのじゃないかと私は思う。 

（西山委員） 

 

だから相手のある話ですから、相手のところはちょっと置いときましょう。先ず伊賀に
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とって、どれがやりたいというところを議論したいと思うんですがね。千代延さん、今の

話し、ちょっとお二人の意見についてご回答をお願いします。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。先ず、お終いの方はよく覚えていますから。相手が、相手さんの名張市の

ことは置いておいて、私が出した構想は、青蓮寺ダムの水でないと役にたたないです。幹

線水路を使わせてもらって、こっちへ持ってくるということですので、ですから名張市さ

んの安い高いもありますでしょうけども、伊賀市の都合から言えば、今私の考えている、

この間出しました構想からすればまず青蓮寺ダムの水、それから林さんがいろいろご心配

なさっていますけど、幹線水路を使わせてもらう。これが無かったら成り立ちません。そ

の上で、妥当なところがいくらかというのをきちっとは出来ませんけども、入れてメリッ

ト計算をしているわけです。 

（千代延委員） 

 

小丸です。今委員長、相手のある話はやめましょうと言うけど、相手のある話を第２回

目の千代延委員が、朗々とプレゼンされたわけですから、それに対して私がお尋ねするわ

けですから、相手の話だからといってそれは横に置いといて、とりえず名張の話だからさ

せてもらいたい。今の関連の話しも含めて。ひとつ千代延委員のプレゼンで解せないのは、

先ずひとつは、大きな問題はその代替案の話だから、代替案の話で名張がですよ、国土交

通省の地方整備局に対して、過日の新聞ではないけれど伊賀市に譲渡するような余剰的な

水はないんだというふうに発言されています。これはまさにそのとおりでありましょう。

そこで先ずそれ。それと既存施設の問題も含めまして、名張市から１日１万６千トンです

か、譲渡の話ですが１万６千トンの話はどうも空論にすぎないように私は思うんです。名

張市と伊賀市が合併すれば、これは話しが簡単なんです。はっきり言って。合併すればこ

れは簡単な話。次に今の関連です。名張市の青蓮寺ダムの年間の維持管理は、大体おおむ

ね１年間に１千万くらい、それから比奈知のダムで３千５百万くらい、１年間でね。維持

管理かかっているんですよ。そうしたら名張がどうして青蓮寺ダムからの給水を、基本的

にないといっているけど、余っている水が無いといっているけど、青蓮寺が出すわけない

んだよと基本的に私は思っております。特に改良区、言われている青蓮寺の改良区の部分、

そこに対する水の供給は農水省の関係ですから、これはそれで理解できる話なんです。そ

れから青蓮寺の幹線水路の話です、１秒間に 1.86 トンという幹線のもともとの水量なんで

すけど、1.27 トンとか、あるいは渇水時期のこと渇水も考えまして、だんだんさがってき

ているんです。要するに取水量が下がってきているのは事実です。そういうことで、例え

ば渇水時のことも考えた土地改良区の皆さん、あるいは東海農政局の皆さんとの摺りあわ

せが、果たして千代延委員が私案として出された内容が、摺り合わせがあったのかどうか

私は疑問だと基本的に思うわけなんです。そういった意味で、勝手に名張の青蓮寺の水利
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権の売買価格を設定したり、そういうこと事態もナンセンスな話であると個人的に思うん

です。それと、さきほど話がありますけども川上ダムの話にしましても、国庫補助を受け

ながら新たに国交省か、あるいは農水省か知りませんけども、補助を受けるということが

出来るわけ無いので、そういうことも踏まえて千代延委員のプレゼンに対する私の見解。 

（小丸委員） 

 

ここでそれやってもしかた無いんですよ。もう１回言っておきますけども、私冒頭に言

ったでしょ。相手のある話なんですよ。相手のある話で相手が飲まないであろうとか、厚

労省が補助金がどうだとか、これは今ここでわれわれは判断できないんですよ。これは。

そうじゃなしに、当然そうだと話をされるけども本当にそうかどうかわからない。世の中

って当然のことがなんぼでもひっくり返っていますから。そうでしょう。だからわれわれ

は先ず、千代延委員が出された案を本当にそれで経済的に、確かにそれで相手がうんとい

えばそれでいいものなのかどうか、それからそれで本当に相手さんがうんといえばそれで

安定的に供給できるのかどうかというところを、まず確認したうえで、それであれば相手

があることなんだから、交渉したらいいじゃない。もし交渉できなかったらそれは、元の

木阿弥になるということじゃないですか。西山委員どうぞ。 

（宮本委員長） 

 

西山です。委員長おっしゃるように、この話はそのとおりであって、私は千代延委員が

この案がどうり通ればそれはダムはいらない、これでいいと思います。結論はそうです。

通るのは非常に難しいとでていますけど、この議論、おっしゃるようにこうやないか、こ

うやないかと言ったって、何回もおっしゃるけど、本当に相手があることだからね。だか

ら、この案がこういった形で３１億、それはある程度の上限はあると思うんですけど、そ

ういった形で現実性があれば、僕はそれ以上のことはいいません。 

（西山委員） 

 

もう 1 点、林委員の方で言いかかっているけども、地震のときとか、安定供給が出来な

いんじゃないかとあります。これは非常に大事なことなんです。そのことについてちょっ

と林さんのほうから。 

（宮本委員長） 

 

林です。３ぺージ開いてください。上、上段のほう平常時の管理体制、まず上水道とい

うのは 24時間の給水について、農業用水はもし何かあっても、１日２日ぐらいはええやろ、

ため池でなんとかなるんですけど、24 時間の給水をだれがどのような管理をするのか。さ

きほど言いましたように、物理的に 40年もたってきたら、点検的な要素が沢山できてくる。

それで停止したときに何をどのように対応するのかというのが、まず一つ目です。それと、
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最近やかましく言っているテロの問題もあって、この管理を青蓮寺にやらすわけではない。

こうゆう水道水になるからこういうものがやる。青蓮寺の水にテロが入ってくるのはあま

り効果がないので、まずこないでしょうということ。そういうことで伊賀市民が本当に２

４時間安心して、水を飲める手法って何がある。バイパスだけではしんどいではないか。

あくまでも、どこかにあってバイパスを逆に言ったら、補助的なものは使えるかもしれま

せんけど、メインを導水管を使うのは非常に厳しいやないかと。それと地震、地震という

ていますように、どういう対応をしてしまうんやと。それだけ老化しているものを、多分

萩野先生はよくご承知だと思いますけど、ＰＣ管の継ぎ手なんて、ちょっとの地震ではず

れる。この古いやつなってしまうと、今回２年前に富貴ヶ丘の事故も老化が激しくて、Ｐ

Ｃ鋼線がとれたと。そこまできてしまった管がどこに何本あるかわからんと。そのような

状況を、本当に水道という危機管理のときに 24 時間給水する時に、そのような物が必要か

どうか、出来ないという結果的なものになるんじゃないか。 

（林委員） 

 

ちょっとまって。それに関連しますか。武田委員。武田委員それに関連して千代延委員

からお願いします。 

（宮本委員長） 

 

聞いて思ったんですけど、あの青蓮寺用水の補修って、伊賀市が必要としようとしまい

としまいとしようとやるもんですよね。 

（武田委員） 

 

誰が。 

（千代延委員） 

 

使っているひとが。 

（武田委員） 

 

そんなことは無いでしょう。水を使うということは水道も使うということで。 

（千代延委員） 

 

青蓮寺用水の水道水を伊賀市がほしいと言った場合でも、言わなかったら場合でもとに

かく補修をするわけですね。青蓮寺用水青蓮寺パイロットファームは今農業をやっている

のは１０％ぐらいですかね。ですから、多分目いっぱい使っていないはずなんですよ。も

のすごく余っているはず。 

（武田委員） 
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それも相手がいることですから想定にすぎないので話はやめておきましょう。その話を

するのは。 

（宮本委員長） 

 

ですから、その今からお金がどうか言う話ですけど、青蓮寺パイロットファームって空

き地ばっかりやんかって実際の印象があるわけです。ということはあのパイプ、用水路が

満水になることが失礼ながら私はみたことが無いですよ。私も畑を借りていますけどね。

水の使い方がものすごくて、あの１戸当たり年間 3,000 円なんです。なんぼ使ってもかわ

らんそうです。だから蛇口が１個あって、水使わしてくれますか聞いたら、なんぼでも使

って、料金はと聞いたら、そんなのいらんからとの話。ということは、つまりかなり余っ

ているんじゃないかなと。 

（武田委員） 

 

水道じゃなくても、水道でもですけど農業用水だって水をほかすとお金がかかる。 

（林委員） 

 

青蓮寺用水を全部使えば伊賀市が使うちょっとの量ぐらい送れるんちゃうのって気がす

るんです。それともうひとつ、肝心なこと聞いていないんですよ。川上ダムが完成した後、

伊賀市の水道料金はいくら上がるんですか。それは前回、浜田委員から質問していますけ

どまだその答えが無いんですよ。それをお願いします。 

（武田委員） 

 

今のを含めて千代延委員からお願いします。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。今、林さんから適切な指摘だと思えますけども、事故がおこることは考え

ておかなければならないと思うんです。今必要な水源量というのが、この前申しましたの

が 47,200 トンが毎日日量ですね。これに対してどうゆうふうに手当てするかというのが、

新規のものが 18,134。それで土地改良区の幹線水路が受ける、いろんな理由でゼロになっ

たとします。そうしますと、今私の話では、まず水道部から出ている既存水源これが 29,066

ですね、ここです。それで近畿地整のほうからいろいろな話がありましたけれども、私の

話のなかでは守田水源 7,258 があります。それから、そういう事故がおこった場合に、予

備水源を活用するのが 5,400 トンあります。そうしますと、この３つで 41,724 です。これ

は、この必要な水源量 47,200 トンに対して 88.4％ということになります。通常、水道事業

者の方に、いままでずっとお聞きしておりますけど、20％もちろん減水減圧になりますよ。
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減圧になりますけども、断水というみなさんが最も避けてほしいと考えておられるのは

20％、20％をこえると断水するところが出てくるというふうに聞いておりますので、ご心

配なことが起こらない方がいいんですけど、もし起こっても、対応出来るというように思

います。勿論こういうことが起これば、その期間市民のみなさまに、普通ですね、節水の

協力というのは呼びかけなければならないとは思いますけども、そのようなことは抜きに

しても、断水というほどのひどいことにはならないと考えております。それからこれ参考

までですけど、林さんがおっしゃるように、たくさん修理する必要があるとか、事故がお

こるとかいうことがありますけども、それではあの幹線水路の水が全面的にストップした

というのが、過去 10 年でどうだったのかということをお聞きしました。そうしますと、ダ

ムから青蓮寺ダムから下流調整池までの幹線水路で、全面的にストップしたという実績が

平成 16 年に４日間、それから 21 年、あの新聞に大々的の載った分、これが 6 日間という

ふうに私はお聞きしております。申し上げたかったのは、起こっても断水という深刻な事

態にはならないというふうに考えております。以上です。 

（千代延委員） 

 

そうしたら、これ今日は治水の話もしないといけませんので、まだ次回ありますので、

一旦今日いろんなかなり議論がでましたので、利水については一旦ここで止めさせてもら

います。 

（宮本委員長） 

 

地整の方おられますので、ひとつだけ。水利権のこと。ちょっとお尋ねしたいんです。

これ、さっきのいちばん最初の。地整の皆様おそろいなのでお聞きしたいんですけど、青

蓮寺ダムにすでに名張市さんの水利権 0.19 を使わせてもらいたいというのが、私の提案し

ました構想です。相手さんがどうおっしゃるか全くわかりません。この 0.19 の水利権を、

既にできておる、形成されておる水利権ですね。これを譲り受けて、あといろいろ話が出

ておりますように、水をこちらに引いてきて使わせてもらういう考えなんですけども、こ

の水利権を譲るというか、移管するというか言葉はともかくとして、これが、この間から

の話を聞くと、なんか出来ないようなことをおっしゃってように思うんですけども、ここ

だけはっきりお聞きしたいと思うですがいかがでしょうか。お願いします。 

（千代延委員） 

 

出来る、出来ないの話でいきますと、今ダム検証をやっておりまして、この代替案の中

に青蓮寺ダム買い上げ案というのがはいってありまして、水利権を買い上げるという形に

なりますので、出来る、出来ないの話でいきますと出来ると、出来るというか出来ること

を前提に今検証をおこなっているというような状況です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 
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問題はここなんです。一度近畿地整に戻してというところが一番の問題なんです。この

権利を名張市さんがお持ちなんですよ。言い方正確性を欠いているかもしれませんけど、

とにかく権利をもっておると。それをそのまま近畿地整へ一旦返上するとかそういうこと

では無くて、伊賀市が直接対価を払いまして、その引継ぎをする移管をさせてもらういう

このことがどうかお尋ねさせてもらう。といいますのは、私は当然出来ると。 

（千代延委員） 

 

千代延さんそれは手続き上の話であって、例えば同じダムの使用権で水利権が今ありま

すよね。名張市さんがもっている。それがそのままの使用権に対しての水利権料が、その

まま伊賀市へ移管出来るかどうかという話なんだけれども、それが出来るとしても、一旦

それは河川管理者の方に、名張市が廃止になって伊賀市にまた渡すということだからそれ

は手続きをしたらいいと思うんですよ。 

（宮本委員長） 

 

金額は別に三角になるのも別ですけども、これだけ確認させてください。整備計画に今

から読むことも無いとは思いますけども、このように既存の利水者の水利権を見直すこと

によって、利用可能となる水源の転用に努めるがということで、今のある出来ておる水利

権を一旦近畿地整経由でもなんでもいいですよ、これをそのまま使えるとどっかの補給水

に使えるということではありませんのでね。ここだけお間違えのないようにお願いします。 

（千代延委員） 

 

代替案でもはいっておりますので。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

以上ですね。はいそれでは、なに水価の問題ね。どうしようかな、水価の問題だけ後に

しましょうか。一旦治水をやって最後に水価の問題をやりましょう。そういうことにしま

しょう。そしたら今３時２５分なんですけどもちょっと５分間だけ休憩して３時半から治

水の問題をやりましょう。 

（宮本委員長） 

 

すみません、３時半を回りましたので再開したいと思います。それでは、治水というこ

とでですね。近畿地整の方からご説明願いたいと思いますけれども、前もって言っておき

ましたように、淀川水系全体の話とかはもう結構なので、伊賀市についての今回の整備計

画を、治水ということについてですね、お願いします。当初１５分から２０分程度でお願

いしたいということをしていたんですけど、若干もうちょっと時間がほしいという話があ
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りましたので、２０分、最悪伸びても２３分程度でお願いしたいと思います。じゃあよろ

しくお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 すいません、近畿地方整備局で河川計画課長をしております田中と申します。それでは

私の方からは川上ダムに関する検証における伊賀市地域の治水対策についてということで、

伊賀市の治水対策についてご説明させていただきたいと思います。はじめにお断りさせて

いただきたいのですが、ダム検証におきましてはですね、今回はダム、伊賀市地域の治水

対策ということでしたが、あくまでもダム検証は流域全体のロケーションということでさ

せていただいておりますので、あくまでも今回は伊賀市地域の治水対策ということで限ら

せていただいてお話をさせていただきます。ただ、少し流域の話が入ってきてしまうとい

うところだけご了承いただければと思います。よろしくお願いします。 

 はい、先ず淀川水系河川整備計画、治水計画の目標ということで、淀川水系につきまし

ては左下の図にございますように、現況で下流の淀川本線、こちらが非常に高いハイウェ

イトで整備がなされておりまして、上流の桂川、宇治川そして木津川が相対的に低い安全

度になっているというのが今の現状でございます。これらに対しまして、平成 21 年の 3 月

に策定されました淀川の河川整備計画、この中では治水計画の目標として大きく 2 つの目

標が立てられております。１つがこの下にございます安全度の低い桂川、宇治川、そして

木津川、これらにつきましては戦後最大の洪水でございます昭和 28 年の台風 13 号、こち

らの洪水を安全に流下させる、これが１つの目標になっております。あわせまして、上の

淀川本線というところに書いている目標でございますが、下流の淀川本線につきましては

整備のいかなる段階におきましても今持っている安全度を下げず、計画規模以下の洪水を

安全に流下させるというようなことを、目標にしているというところでございます。河川

整備計画で実施する主な事業でございますが、先程の目標に即しているところでございま

すと、木津川や桂川、そして宇治川これらの河川につきましては、戦後最大の洪水の安全

に流下させるという目標を持っておりますので、流下能力を向上させる事業、例えば木津

川筋で言いますと、こちらのこの辺りですね、上野地区の改修であったり名張川の改修で

あったり、このような流下能力を向上する事業と。あわせまして実際に木津川や桂川で流

下能力を向上させる事業を行いますと、下流の淀川本線というところでですね、洪水時の

負荷というものがかかります。これらを防ぐために本日ご議論いただいている川上ダムを

初めとする流量を低減する事業、これらで淀川の河川整備計画というものが成り立ってい

るというところでございます。こちらのページは木津川や桂川、そして宇治川これらの川

で、河川整備計画で目標にしております戦後最大洪水と言われております昭和 28 年の台風

13 号の雨の状況でございます。本日ご出席の武田委員からもご質問の方をいただいており

ましたが、この 9 月 24 日そして 25 日、この 2 日間の雨量につきまして降雨量線図を左の

方に示さしていただいているというところでございます。また時間雨量につきましては右
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の方に示させていただいておりますが、川上ダム近隣にございます阿保の雨量観測所と名

張の雨量観測所の時間雨量のデータの方を示させていただいております。こちらからが、

伊賀市の上野地区の治水対策ということで、実際の治水対策の流れに入る前までに、まず

この治水対策の経緯と申しますか、過去の歴史の部分を少しご紹介させて頂きたいと思い

ます。皆様もうすでにご存知のとおりかと思いますが、伊賀市の上野地区、これは非常に

過去から洪水の常習地域でございました。特に木津川における河川整備計画の目標にさせ

ていただいております昭和 28 年のですね台風 13 号、こちらの洪水では浸水面積が一番真

ん中のところに少し書かせていただいておりますが、540 ヘクタールそして実際に浸水した

家屋も約 200 戸という非常に甚大な被害が発生した、そういう歴史のあるところでござい

ます。これを受けて上野地区の治水対策、長期的にどうやっていくのかというのを昔から、

過去から検討の方をされてきたところでございます。実際過去はですね、岩倉峡の開削と

いうものをご要望されていた当時の上野地区の皆様方に対しまして、下流への影響という

ものを考慮すると、岩倉峡の開削というのは中々できないと、困難であるというふうな状

況からですね、岩倉峡を現状のままとしたままで遊水地、そして河道掘削、川上ダムとい

う俗に言う３点セットで洪水を調整する案でやむなしということで、当時の三重県知事が

ご決断され、遊水地事業というものを進めてきたというふうな経緯がございます。平成 21

年の 3 月に策定されました淀川の河川整備計画、こちらの中でも基本的にはですね、当時

の考え方を尊重して、そしてそれを基にして計画の方は策定しているというところでござ

います。 

 ここからはダム検証の手続きにおける川上ダムを含まない治水対策案に関する説明の方

を少しさせていただきたいと思います。治水対策案を立案するにあたりましては、この河

川整備計画に想定している先程の目標、これらの目標とですね同程度の目標を達成するこ

と、これを基本といたしまして河道掘削や既設ダムの有効活用、これらを組み合わせた治

水対策案というものの立案を行っております。先程もございましたが、河川整備計画ので

すね目標と言いますのは 2 つございまして、1 つがこの木津川を初めとする桂川や宇治川、

一般的にいう淀川の上流部分、戦後最大の洪水の安全な流下させる、これが１つの目標で

ございまして、もう 1 つが下流の淀川本線における計画規模以下の洪水の安全な流下、こ

の 2 つの目標を基本的に河川整備計画の目標にするところでございます。こちらの 8 ペー

ジ、そして次の 9 ページに示させていただいておりますのは、木津川の水位縦断図でござ

いまして、この赤字でですね上の方に少しハイウォーター超過区間ということで図示さし

ていただいておりますが、こちらの超過区間となっているところがですね、戦後最大の洪

水でございます昭和 28 年の洪水、これらが発生したときにですね、川上ダムがもしない場

合には計画高水位を超過する区間、一般的にいう危険な区間でございます。川上ダムを含

まない治水対策案をこれからご説明させていただきますが、その中ではですね、これらの

赤字の区間への対策について様々な方策の方を組み合わせまして先程の目標の中にありま

した、木津川の戦後最大の洪水の安全な流下、これを達成されるような治水対策案という
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ものの検討を行っているというところでございます。こちらの 10 ページに示させておりま

すのは、下流のですね、淀川本線の部分の水利縦断図になります。こちらも、先程の木津

川の整備と同様に桂川などでですね、木津川や桂川上流の河川整備によって流下能力を向

上する対策を行うことによりまして、生じる下流の淀川本線への洪水時の負荷、これを図

示したものでございます。従来の淀川の河川整備計画、こちらでは下流の淀川本線におき

まして計画規模以下の洪水の安全な流下というものを目標にいたしまして、事業を行って

いるところでございますので、こちら伊賀市の治水対策これらだけではなくて木津川、宇

治川、桂川これらの地区の対策を実施することによって発生するような下流の負荷分、こ

れらに対する対応をおこなわないといけない部分というものを、こちらの図で赤字で示さ

せていただいているというところでございます。なおですね、本日のご出席いただいてい

る武田委員から質問をいただいていたところでございます、この大内地点で 350 トン、島

ヶ原地点で 200 トン、枚方で 500 トンの効果があって、なんで枚方の効果が大きいのかと

いうご質問をいただいていたところかと思いますが、こちらの水位縦断図の方に書かして

いただいておりますのと、先程ご説明させていただきました河川整備計画の目標というと

ころから、実はその話というのはきておりまして、木津川の大内地点や島ヶ原地点という

のは、あくまでも戦後最大洪水による効果に当たる部分、そして今示させていただいてお

ります淀川本線の枚方地点、こちらにつきましては計画規模の洪水、こちらにおける効果

ということで示させていただいている数字でございますので、あくまでも対象としている

洪水が違うということからこの数字の最低のが出てきているというところでございます。

また、川上ダムの水位低減の効果につきましても、ご質問の方をいただいていたところで

ございますが、こちらにつきましても先程お示しさせていただきました8ページ、9ページ、

10 ページですね、水位縦断図で川上ダムのありなしの水位縦断の方をお示しさせていただ

いておりますのと、あと 11 ページに示させていただいておりますのは、時系列でお示しさ

せていただけるものといたしまして、これは流量ではございますが、代表地点のですね、

時系列の流量の変化のほうを示させていただいております。またこちらのですね、武田委

員からのご質問でいただいている項目でございます。川上ダムのありなしで上野遊水地の

浸水頻度及び浸水範囲の差を教えてほしいというふうなご質問をいただいているところで

ございますので、昭和 27 年から平成 24 年まで過去 60 年間、年最大の実績降雨で実際に発

生した年最大の実績降雨の洪水を用いて流出解析の方を行いまして、上野遊水地への湛水

の有無というものを確認させていただいた結果をこちらで示させていただいております。 

続きましてですね、ここからが川上ダムのダム検証における検証の手続き状況について

簡単にご説明の方をさせていただきたいと思います。ダム検証の手続きにつきましては、

検証の手続きを定めました少し名前が長いんですが、この「ダム事業の検証に係る検討に

関する再評価実施要領細目」というダム検証のルールというものを定めた細目というもの

がございまして、基本的にダム検証の手続きはこの細目に沿って、河川整備計画で想定し

ている目標、こちらの伊賀市地域でしたら戦後最大の洪水の安全な流下、こちらを達成す



32 

 

るような目標につきまして、川上ダムを含まない治水対策案を立案いたしまして、概略評

価によって 2 から 5 案を抽出した後、治水は治水というふうな評価軸で評価を行うという

ふうな一連の手続きの中で、予断を持たずに検証作業の方は進めさせていただいていると

ころでございます。武田委員からこちらにつきましても、川上ダムの代替として神崎川本

水路とか堤防の嵩上げ、浚渫なんかが何故必要なのかというご意見をいただいているとこ

ろではございますが、あくまでも河川整備計画で想定している目標を達成するために、ど

ういう手段があるのかということにつきましてはですね、予断を持たずにしっかりと検証

しているというところでございますので、ご理解をいただければと思います。 

続きまして 15 ページからは実際にダム検証の手続きの中で、治水対策案を検討するにあ

たっての組み合わせの方策を示させていただいているところでございます。こちらにつき

ましては、以前第１回の検討会の際に一度ご説明させていただいておりますので、簡単に

さっと流させていただきますが、こちらの 15 ページが河川を中心とした対策、そして 16

ページが流域を中心とした対策ということで、合計 25 案という治水の方策を組み合わせて

ですね、河川整備計画の同程度の目標を達成できるような組み合わせを検討しているとい

うところでございます。実際に組み合わせの考え方といたしましては、17 ページから 22

ページにパターンに分けて示させていただいております。17 ページは河道改修を中心とし

た例えば河道掘削だとかこういうものをですね、中心とした対策案を 3 案、次に大規模施

設、例えば放水路であるだとか新しく遊水地を作るだとか、そのような大規模な治水施設

を活用した治水対策案、これを 6 案、19 ページが既存ストックを有効活用した対策案とい

うことで既設ダムの嵩上げや、先程からも話が出てきております利水容量の買い上げ、こ

のようなものを考慮した案として 3 案、そして流域を中心とした組み合わせ、これは 20 ペ

ージと 21 ページになっておりますが、例えば雨水貯留浸透施設だとか霞堤、輪中堤だとか

このような流域を中心とした組み合わせの案が 8 案、これらを合わせてですね 22 ページに

示させていただいておりますように、合計 20 の治水対策案の方を立案しております。こち

らに示させていただいている 22 ページの表が一覧表になっております。 

 なおこの後ですね、伊賀市に関係する治水対策案を個別に説明させていただきたいと思

いますが、一覧表の中で緑色で少し囲わせていただいているところ、こちらが伊賀市に関

係する治水対策案ということで、後程説明させていただく項目になっております。実際、

ダム検証の手続きの流れの中では、先程の川上ダムを含まない 2 種類の治水対策案、これ

らの治水対策案について実現性や治水上の効果、またコスト等の観点で概略評価の方を行

いまして、2 から 5 案に実際に案の数を絞って評価軸ごと、治水という評価軸の中で進んで

いくというふうな流れで手続きの方は進めているというところでございます。 

 ここからが伊賀市域に係わる治水対策案をご説明をさせていただきたいと思います。下

流の淀川本線に係わる治水対策案との組み合わせもございますため、立案した治水対策案

は、先程示させていただきました 20 案ございますが、このうち伊賀市域に関係する治水対

策案というのがこれから説明させていただく 9 案でございますので、そちらを中心に今日
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は説明をさせていただきたいと思います。1 つ目、こちらはですねページが表裏になってい

て少し見にくくて恐縮ですが、24 ページ 25 ページに示させていただいているもの、これが

治水対策案の中で河道掘削を中心とした対策でございます。先程、水位縦断図を少し見さ

せていただきましたが、川上ダムがない場合に計画高水位を超過するような区間につきま

して河道掘削を行う、具体的に伊賀市域におきますと、木津川の三重県の管理区間、この

辺りの掘削を行う案でございます。また、26 ページ 27 ページが先程の掘削の代わりにです

ね、引堤を行うことによって先程の河川整備計画の目標を達成する、これらを目的にした

案でございまして基本的には場所はほぼ同じでございます。先程の水位縦断図の中で赤色

になっていたようなところにつきまして、流下能力の不足しているところを引堤で対応す

る、このような案になっております。28 ページ 29 ページは、堤防の嵩上げでございます。

こちらも先程の引堤、そして河道掘削とほぼ同じでございますが、流下能力が足りない先

程の水位縦断図の赤い部分につきまして堤防の嵩上げを行うということで対応する案にな

ってございます。続きまして 30 ページからがですね、放水路というふうに書かしていただ

いておりますが、先程の中で大規模施設、大規模治水施設による対策案ということで示さ

せていただいた中の１つでございますが、放水路を整備することで、川上ダムが無い場合

に計画高水位を超過するような危険な区間を解消する、水位を下げるために前深瀬川から

ですね、名張川に直径 10メートルの放水路を 2本作るというふうな案になってございます。

こちらですね。続きまして 32 ページからが同じく大規模治水設備でございます、遊水地に

よる案でございます。遊水地による対策案でございますが、こちらにつきましては川上ダ

ムが無い場合に計画高水位を超過する区間として、先程伊賀市域の区間を示させていただ

きましたが、こちらの区間につきましては先程から出てきました河道掘削案と基本的には

同じでございます。ただ、これにあわせまして当初は川上ダムですることを目的といたし

ましておりました、木津川の流下能力を向上する対策によって、下流の淀川本線に負荷が

かかる、この部分を現在整備を進めている上野遊水地をさらに掘削して、また新たに上野

地区に新規遊水地を計画するというふうな治水対策案になってございます。続いて 35 ペー

ジでございます。こちらは、先程の遊水地による対策案に近いのですが、新規遊水地を新

たに設ける代わりにですね、既設の遊水地を掘削して不足する分について淀川の本線を河

道掘削を行うというふうな対策案になってございます。36 ページからがですね、先ほどの

治水方策の中で流域に対する治水対策のところで出てきた案でございます。流域対策と既

設ダムの有効活用を組み合わせた案でございまして、川上ダムが無い場合に計画高水位を

超過するような区間、こちらの木津川における河道掘削というものを行うと、あわせまし

て下流の淀川本線への洪水の負荷というものを軽減するために雨水貯留浸透施設の整備、

そして水田の保全、また既設ダムの有効活用これらを組み合わせて整備計画と同等の目標

を達成するような治水対策案になってございます。38 ページからが、これも先程の流域対

策と近いところでございますが、こちらが先程と違いますのはこちらの伊賀市域のエリア

の対策でございますが、先程の対策では河道掘削で対応するとなっていたところにつきま
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して、一部洪水の氾濫を許容するという形で霞提や部分的に低い堤防の存置、また輪中提

というものを整備するような治水対策案になってございます。 

 続いて 40 ページからがですね、これも先程の対策案に近いところでございますが、一部

洪水の氾濫を許容した先程の治水対策について、輪中提の代わりにですね宅地嵩上げとい

うものとピロティーの建築、これらを組み合わせた対策となってございます。伊賀市域で

はこの 9 案といいますのが治水対策案の組み合わせとなっております。先程もご説明させ

ていただきましたとおり、治水対策案自体は合計 20 案ございます。あとの組み合わせにつ

きましては、下流域の対策というもののパターンを組み合わせて合計 20 の対策案というも

のを立案しているという形になってございます。42 ページからがですね、我々の方で立案

させていただきました治水対策案を概略評価した結果になってございます。概略評価を行

う際には実現性やコスト、このような観点で対策案の評価というものを行っておりまして、

概算の事業費や幹事会におきます実現性に関する議論、これらをですね、全体的に総合的

に評価いたしまして各対策案の概略評価というものを行っておりまして、こちらのですね、

表のマルのついているところが概略評価として、今の治水対策案として抽出した対策案に

なっていると。今のダム検証における検討の今の状況でございます。これらの概略評価を

行った結果がこちら 46 ページで示させていただいているものでございまして、赤枠で示さ

せていただいているものが概略評価による治水対策案の抽出結果となってございます。伊

賀市域における対策案といたしましては、河道の掘削という案と、河道の掘削と雨水貯留

浸透施設、水田の保全、これらを組み合わせた治水対策案といいますのが、今概略評価の

結果として抽出されているというふうな形になってございます。今後はこの抽出した 4案、

これらをですね、総合評価を行って代替案を検討していくというふうな流れになっており

ます。以上で簡単ではございますが、ダム検証におきます伊賀市の治水対策の説明を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 はい、ありがとうございました。今のご説明を聞いていますと、まだ色んな案の組み合

わせ等を検討されているということで、具体的にまだこれが有効だとかいう話には詰まっ

てない状況だと思いますけども、いただいた資料を基に伊賀にとっての治水について、少

し皆さんで議論したいと思います。あの、基本的には今、川上ダムが洪水調整するという

のが計画としてある訳ですけども、それを検証しているということで、その時に川上ダム

がもし無ければ昭和 28 年 13 号台風に対してどこに支障が出るのかというのがですね、こ

の今の資料の 8 ページと 9 ページこれが一応地整の説明では、島ヶ原の 600 メートルとそ

れから大内橋上流の三重県管理区間のところで、計画高水位をオーバーするところが出て

くるということです。これに対して今の状況では掘削で対応するのが有効であるというの

が今のご説明だったかというふうに理解します。一応、そういう話を前提として皆様方に

伊賀の治水にとってのご意見をお願いしたいと思います。じゃあ武田委員。 
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（宮本委員長） 

 

 私の質問に対する答えが結構ありましたので、けどまだ答えてくれていませんよ、これ。

まず４ぺージですけども、これは実際に昭和 28 年 9 月の台風 13 号での雨ですか、それと

も想定した雨なのか、どっちですか。 

（武田委員） 

 

 この４ページに示させていただいてますのは、実際の雨でございます。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 実際の雨ですか。 

（武田委員） 

 

 はい。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 これの基データは。気象庁。というのはね、私上野市史という伊賀市の前のときに歴史

の編纂に係わっていまして、そのときに見せてもらった上野測候所の雨量データと大分違

うんですけど、だから根拠は何なのか。 

（武田委員） 

 

 あの、よろしいですか。国土交通省で雨量観測所を持っておりまして、ここでは川上ダ

ムの付近ということで阿保とそれから名張の雨量観測所でありますけども、ここで国土交

通省の方でもってデータを取っていると。それのデータ、他のところも左側の図、４ペー

ジの左側の図ですけども、他のところも地点雨量がありますのでそれを基に等量線図を作

っていると。実績雨量です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 その 5 ページ、もっと 8 ページ 9 ページにあるデータというのは、これをそのままシミ

ュレーションしたものなんでしょうか。 

（武田委員） 

 

 そのとおりです、はい。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 その場合、ここに総雨量と時間、何時間降ったかというのは書いてないですけどそれは
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どうなっていますか。これは総雨量なんですか、それとも時間雨量。白黒の図は。 

（武田委員） 

 

 白黒の図は総雨量。２日の雨量ですね。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 時間雨量は。 

（武田委員） 

 

 時間雨量は 4 ページの右側のハイエトグラフと言いますけども、こちらで見ていただけ

ればいいかなと思います。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 40 ちょっとね。これのシミュレーションに基づいて 8 ページからの図があるということ

でよろしいですね。 

（武田委員） 

 

 そういうことです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 これ、こういうグラフを作った場合には川の状況はどういうふうにシミュレーションし

ましたか。ただの現況でしょうか。それとも河川整備が予定どおり終わった状態を想定し

ましたでしょうか。単なる現況か。 

（武田委員） 

 

 ８ページのということでよろしいでしょうか。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 それ以下の図も全部一緒の条件のはずですよね。 

（武田委員） 

 

 グラフの中の凡例と書かせてもらっていますけども、河川整備計画稼動で川上ダムあり

と川上ダムなしということで。河川計画で想定しているメニューで行っております。でダ

ムがある場合と無い場合で比較した。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 
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 つまり 2 ページにある河川整備計画が終わっていると想定されているわけですね。わか

りました。つまり木津川が 25分の 1の確立で改修が終わっていたらこういうことになると。

後のグラフもそれでよろしいですね。はい。それからもう 1 つ、12 ページですけどもこれ

湛水の有無、これマルだけ書いていてもわからないですよ。この根拠を示してください。

これも 2 ページの河川整備計画が終わったということでよろしいですね。 

（武田委員） 

 

 そうです。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 またあの、式を示してください。つまり 25 分の 1 で終わっていたということですね。と

いうことで、ここに書いてあるほとんどは、木津川が 25 分の 1 で河川整備計画は終わって

いたという想定でされていると。よろしいですね。しかしながら現実に 25 分の 1 での改修

は、伊賀市域ではほぼゼロに近いですけど。どうします。というのは、シミュレーション

は 25 分の 1 では不適当なんですよ。河川整備は全然終わっていないどころか着手も、一応

されてはいるけども、この 25 分の 1 での改修ではないと。それが終わるというのは川上ダ

ムができるという 8 年よりはるか後の話になります。ということは、現況でやってもらわ

ないと、あまり意味がないと思うんですね。それともう 1 つ、8 ページ以下のハイエト、何

ていいましたか、ハイエトグラフをみて不思議だなと思ったのは、これです。要するに整

備が、ホームページを見てみますと整備難しいところ、できるところ全部書いてあるんで

すけど、これ川の水がどこでもまったく溢れずに滞らずに、要するに川の中ほどを、宙を

浮くように淀川に流れ下ったと、そういう想定ですね。流れ下ったら減らないといけませ

ん。それはコンピューターの設定でできるはずです。それともう１つ、まだ返事をいただ

いていないのは、このグラフを読んでみますと、電話で聞いたらグラフ読んでくれといっ

て、読んでみましたら、淀川に入りますと川上ダムがあった場合となかった場合での水位

って１センチとか 5 ミリなんですよ。1 センチ、1 センチ多い少ない。あるいは合流点で 23

センチで、枚方を隔てて 10 センチ。中込委員にこの前お伺いしましたら、こんなの土嚢１

個置いたら終わりでしょうと言ったら、それも考え方ですと言われたんですけども、いま

だにわからないのはたった 10 センチ、5 センチ、1 センチ 5 ミリ水位上がるだけなのに、

なんで放水路まで要るのと。堤防をあげないといけないの。なんで掘らないとあかんの。

これなんですよ。ということで、これねもう１回現況でちゃんとこういうグラフを作って

もらわないと役に立たないのと違いますかということ。それが一番大きいですね。 

（武田委員） 

  

 よろしいですか。一番最後の答えと一番初めに言われた話が肝なのかなと思って、そこ

の部分を答えますけども、ダム検証を今やっておりまして、これは川上ダムがあるかない
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か、あるかなしでもって、どういうような効果があるのかということを検証しているとい

う観点で、全部他のものができたものを想定した上であるなし、でもってどうなのかとい

うところを代替案で考えているという手続きをやりましょうという話になっておりますの

で、今そういうふうに言われても、ちょっと困るかなというような話でございます。それ

からあとは。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

つまりさっきの利水の問題と同じ、すでに現実からかけ離れていているんですよ。だか

らそういう想定は 25分の 1の改修が終わってからやってもらったらそれはいいですけども、

いろいろ聞きますと、25 分の 1 の改修なんて半永久的に無理です。はっきり申し上げて。

それじゃ駄目ですよ。 

（武田委員） 

 

 なんとも答えようが無いです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 １つ整理していきましょう。一応整備計画が全部できたという前提で川上ダムがあった

場合とない場合でどういう差があるのかというのも１つ出すことも大切だと思います。た

だし、武田委員が今おっしゃったみたいに例えば三重県の区間なんていうのは、今から整

備計画をやったところで一体その何年かかるかわからないと。それを前提にして下流でど

んなことが起こるかということをダムがあるときと無いときでやったところで、それはま

あ言ったら現実から言ったらね、正に伊賀市民にとっては何か絵空事のような話になって

しまうのではないかと、これも１つの、私はご意見だと思うんですよね。だから本来は計

画ができた時点と現況と本当に両方要るんですよ。そうでしょう。そうでないと現在の状

況でどうなんだというのは、多分一番住民の人は知りたい話であって、その整備計画がで

きた時点というのは、これは何十年、二、三十年先の話だからね、そうなるんですよね。

それについては今、地整は現況でのダム有り無しね、これはシミュレーションをしてない

ということですか。まあ言ったらデータはないということですか。 

（宮本委員長） 

  

 そうです。少なくとも今日はもちろん持ってきていません。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 今日じゃなくても別に。家に帰ったらあるんですか。 

（宮本委員長） 
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 条件によると。これは多分、宮本委員長よくわかると思うんですけども、様々な条件の

話がありますので、いろんなことはやっていますけどもピッタリしたやつにあっているか

どうかというのは、よくわからない、今の段階では。だから、どんなものが今までにやっ

てあるのかというところをもう１回見る必要はあるかなというふうに思います。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 そうしたら、今ですねシミュレーションがないのであればこれはどうしようもないのだ

けれども、今要するに現況においてこの数年の後にですね、川上ダムができた時点で、あ

るいは無かった時点でどうなんだというのがあればですね、次回でも出していただけます

か。無いならどうしようもない。 

（宮本委員長） 

 

 現況もまた１つ大事なところで、本当に今なのか３年前なのか５年前なのか。あります

のでそこの部分も整理させていただいて。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 とりあえず大昔じゃなくて、ほぼ現況とみなされる状態でどうかということですね。は

い、じゃあ武田委員それでいいですか。 

（宮本委員長） 

 

 それからですね、現にあの最近、去年 9 月 30 日に浸水している場所があります。平成 21

年にもほぼ同じ場所が浸水しました。それはかなり上流域です。それを防ぐのに川上ダム

があったら、本当に防げるのかどうか。雨量データからあるいは地形からいろいろ調べま

した。はっきり言ってほとんど影響ないです。また時間があれば詳しく今日か今度説明し

ますけども。これね、ちょっと飛びますけども、私の資料の県からいただきました平成 24

年 9 月 30 日による浸水箇所図なんです。この木津川がね、北が上ですね。武田委員資料と

書いてあるほうが北、下が南です。木津川はこんなに流れていますね。で、溢水した場所、

水が溢れた場所ってこんなところなんです。見ていただいたらわかりますように、右岸ば

かりで左岸が浸水してないです。それはずっと同じです。実はこれ、川が溢れた場所と用

水路が溢れた場所、それから支線ですね、支線が合流できずに溢れた場所があるんです。

主な原因がそれぞれ違うんです。とりあえずこの浸水はそんな大改修をしなくても防げる

はずなんです。ということで、今伊賀市民が緊急にしてほしいのは、きっとそっちの方な

んですよ。これは川上ダムがあるなし全く関係の無い話なんです。これはまたおいておい

て。そういうことです。 

（武田委員） 
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そうしたら他。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 西山です。今日も冒頭でお話しがあったように、利水についてはそうだったんですけど

も、治水についても下流についてのこともここでの議論は全く関係なしといってはいかん

のですけども、議論の中身に入れるのですか。例えば枚方がどうのこうのという話。 

（西山委員） 

 

 それは、そこまでのことが我々時間的に余裕ができれば、それはいいと思いますよ。し

かし先ず少なくとも、伊賀市にとっての先ず整理をするのが先決だと思うんですよ。その

上で尚且つ枚方についてのここで議論しようというのであれば、それはいいですけども、

先ずは伊賀市だと思います。 

（宮本委員長） 

 

 わかりました。今武田委員がおっしゃっているのが、ほとんど下流の話で伊賀の話がま

だ出てないですよね。それで先程整備局の方からご説明がありましたね。いわゆる代替案。

例えば代替案のⅠの。それはわかっています。この組み合わせ案のⅠの 1 とかね、Ⅱの 2、

Ⅱの 3 とかいわゆる河道改修出てますね。これで代替案として対応するということで、Ⅰ

の 1 でいきますと例えば木津川の島ヶ原地区、それから木津川の県区間というふうに書い

てあるんですけども、これらについて岩倉峡は、私はこの問題が出てきたときには岩倉峡

は開けないと、全然なぶらないというのが大前提ということで聞いているんですが、そこ

の絡みなんですが、その元々の前提は変わってきたんですか、変わってないんですか。 

（西山委員） 

 

 地整お願いします。 

（宮本委員長） 

 

 整備計画の中では、先程も話をさせてもらいましたように、整備計画の中では岩倉峡は

現状のまま下流に負担がかからないように、かつ伊賀市域について、一定の洪水について

安全にするというようなことを考えているというような状況です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 西山です。そうしますと、例えば島ヶ原地区について、伊賀は伊賀ですけども、岩倉峡

より下ですので、岩倉峡より上流について考えたときに、岩倉峡を開けないという前提で

始まって、今例えばいわゆる県管理区間、河道掘削する。当然、水の流れがよくなると。

なんぼ流れてきても岩倉峡で止められるわけなんですよ。岩倉峡をなぶらないことには。
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そうすると、この例えばⅠの 1 の案を出していただいたって、結局岩倉峡のところに多く

の水が来て滞水、水が増してきて場合によったら遊水地でこらえきれない、水位が上がっ

てきてね。57.4 キロ地点のハイウォーターが 136.59 ですね。遊水地が 137 ですよね。そう

すると岩倉峡で止まってくる、堰き上げられるとすると、137 というのはオーバーしてくる

とすると、遊水地の周囲堤が破堤します。破堤したらお分かりだと思いますけども、外へ

出ます。遊水地の効力は全然なくなるわけですね、そういうときは。だから岩倉峡を開け

ないということになれば、この河道改修だけでは今までの私らが説明を受けてきたのでは、

成り立たないと。だから遊水地と河道改修とダムで行くと、この何回も言うんですけども 3

点セットというのは、これは離せないと私は考えます。岩倉峡を開けていく、開けるとい

うのであれば、これは全く問題ない。ダムも要らないし遊水地も要らない。以上です。 

（西山委員） 

 

 荻野委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの、議論の整理をちょっとさせてもらいたいんです。淀川の下流については今委員長

が言われたように、時間の余裕があれば議論をしなくてはいけないかもしれないけども、

今ここで議論をしたいのは、伊賀市民にとってどういう問題があるかということで、限定

的に今日のこれからの時間を使いたいと思います。今のお話だと昭和 43 年の知事の裁定と

いいますか、岩倉峡は維持して河道改修と遊水地とそれからダムということで、そこに限

定して議論をしたいと思う。その時に今おこるるお話がありましたように、もしダムが無

かったらどうなるかと、我々伊賀市民はどういう問題が起こるのだろうということで、今

日説明していただいたように、島ヶ原地区で約 600 メートルですか、ここが水位が上がっ

て浸水すると。もう 1 つは、県営区間であちこちで氾濫するかもしれないと。この 2 点が

問題箇所だというふうに聞いたんですね。その前提には、遊水地が完成し、河道改修、国

の管理する部分の河道改修が完成して、遊水地も完成した時に伊賀市民にかかる影響とい

うのは、島ヶ原の 600 メートルと県営区間だと。県営区間については実は、国が自分たち

はタッチできないから県の事業の進捗を待つということになりますから、結局国との関係

で行きますと、島ヶ原のダムの効果でいくと 200 トンがオーバーになって、それが災いし

て洪水が起こる、浸水が起こると、島ヶ原地区でです。そうすると、今考えられる１つは、

この 200 トンに対する対応策、別途追加的にやったとしてできたとすれば、それじゃあ川

上ダムの効果はそこでキャンセルされるので、時間的にあるいは経費的にいろんなことが

あろうかと思いますが、200 トンを超える部分についてなんとか技術的な解決策か何かが、

仮に代替案ということになれば、こういう大きなことを色々考えるのではなくて、ここで

言えば我々のディスカッションの中でいけば、200 トンに対する代替案は何だろうかという

ことの提案の方が具体的ではないかなというふうに思います。あと、県営区間について言
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えば県の河川がやらなきゃいかんのですから、これも大変長い時間がかかろうかと思いま

す。それから国もまだやらなきゃいかんのは、河道改修、大臣区間の河道改修と最終的に

必要な遊水地の完成。遊水地の完成とそれから河道改修、大臣区間の河道改修、これはダ

ムがあろうとなかろうとやる予定にされていますから早くやっていただいて、県とそれか

ら 200 トンの追加的なところだけ、何とか手立て願えますかということに問題が絞られる

のではないかなと思います。 

（荻野委員） 

 

 何度もすみません。荻野委員のおっしゃる島ヶ原地区600メートルというところですね、

それを河道改修して堤防を築堤、積み上げるかしたら流れるやないかと。これはわかるん

です。ただそれは岩倉峡の下流なんですよ、島ヶ原の地は。ただ岩倉峡の水が抜けられる

かというのが問題なんです、今私の言っているのは。岩倉峡でそんな 200 トン抜けたらね。 

（西山委員） 

 

 岩倉峡は 3,000 トンまでいけるんです。3,400 トンくらいまで。 

（荻野委員） 

 

 いやいや、こんな資料があるんですけど、3,400 トンまでいくとハイウォーターを超えて

しまうんですよ。ハイウォーターを超えたら先程言った遊水地のハイウォーターも超える

と。 

（西山委員） 

 

 千代延さん、ちょっと整理してください。 

（宮本委員長） 

 

 千代延です。途中で割り込みましたけれども、今上野、伊賀市で最も早く実施してほし

いことは、恐らく上野地区の治水対策だと思うんです。戦後災害対応で過去の水害の記録

を見ても、540 ヘクタールの浸水とか 200 戸の浸水ですね。これを何よりも先に完成させ

てほしいというのが、伊賀市民にとって最重要課題だと思うんです。それを達成するには

遊水地の完成と、それから河道掘削、これがセットになって。いえいえ待ってください。

それがセットになれば上野地区は救われるんです。ところが、上野地区を救ったまではい

いですけども、戦後最大対応で 2,900 トンの岩倉峡に流れ行くんです。そうすると、岩倉

峡より下で、今の状況、自然流況、自然状況というように河川管理者は言っていますけど

も、その上野地区に溢れてしまった状況では 2,700 トン下流に流れるんですけども、流れ

ないようにそこへ遊水地がたまりますが、河道掘削をしてよく流れるようにしますね。そ

うすると 2,700 トンが 2,900 トン流れるから、200 トン沢山流れるようになります。200 ト
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ン沢山流れるようになりますと、何か悪いことをするというのが現状では、木津川では島

ヶ原のところは、あそこは 100 トン程残留域がありますから、違うんですけども、2,800

トンのところが 3,000 トン流れるから被害が生じる。被害が生じるのを元々は川上ダムで

その 200 トンをね、調整して被害を止めるから岩倉峡より下流の心配はない、そして上野

地区を救う遊水地とプラス河道掘削ができると、いうことだったように理解しています。   

何故今河道掘削ができないか、その前に遊水地は今日も確認したんですけども、平成 26

年度で完成をすると。ところがこれだけでは戦後最大対応が完成しないと。やはり河道掘

削をしなきゃならんと。河道掘削をするためには、結局、岩倉峡より下流で悪いことが起

こらないようにしないとなりませんので、島ヶ原の手当てをすると。この島ヶ原の手当て

をするのに、川上ダムは今すぐ着工しても 8年というふうに前から聞いておりますけども、

岩倉峡の 200 トンの手当て、その前に築堤で 2,300 トンを 2,800 トンまで手当てをするん

ですけども、プラス 200 トン、合わせて 3 年程度でできるのではないかと思うんです。そ

れが 3 年程度でできるふうにしたら、島ヶ原ですね、できるのであれば。前提で聞いてく

ださい。できるのであれば河道掘削も 3 年程度で合わせてやってもいいんじゃないかと。

すると 3 年、4 年かもしれませんけども、上野地区の治水の戦後最大対策というのは完成さ

せることができると思います。一番最初に戻りますけども、今一番大事なことは上野地区

のことを先ず考えなくてはならないと思います。ちょっと下手くそになりましたけども。

以上です。 

（千代延委員） 

 

 じゃあ武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 中込さんの前任の方に質問をして、答えてもらったんですけども、川上ダムが無かった

ら、遊水地の周囲提を水が超えますかという質問をしたんです。この昭和 28 年 9 月の台風

13 号の雨が降った場合、木津川上流の県区間の改修も全部終わっていて、遊水地も完成し

ていた場合に木根地区と服部地区で 12 センチ超えるという計算になりますという、そうい

うお答えでした。ですから 12 センチであったら土嚢１個置いたら終わりと違いますのと言

ったら、いや 12 センチあげるには堤防１メートル余裕をもって上げないといけないから、

大工事になりますとこういう返事でした。ということは遊水地、要するにこの想定されて

いる想定雨量を超えて、遊水地が超えるのは何かものすごいことになるようなお話でした

けども、12 センチですよね。じゃあその 12 センチ、何時間超えてますのと聞いたら、まだ

返事は無いですけども、雨量ピークをみたら１時間位でしょうね。ということで、平成 14

年に周囲提ができてから周囲堤を溢れるような洪水って来ていませんよね。ということは、

もう。 

（武田委員） 
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 もう来ませんか。 

（西山委員） 

 

 絶対ないということは言わないですけども。 

（武田委員） 

 

 どこが責任を持ってくれるの。 

（藪裏議員） 

 

 ということですね。ということは、一番大事なことは今千代延さん、上野地区と言われ

ましたけども、周囲提ができてから実は水超えてないんですよ。むしろ木津川の伊賀神戸

の駅の近くだと思うんですよね。今浸水が多いのは。ですから、はっきり言って今の小学

生、中学生も習っているんですけども、小田地区とかあの辺は水害で苦しんでいました。

ただ上野遊水地ができてから、それはなくなりました。だからこそフレックスホテルがで

きて、オークワもできて栄えたと思うんですよね。ですから苦渋の選択と言われています

けども、非常にいい選択をされた訳なんですよ。ということで、この想定された雨量で岩

倉峡開削云々と言わなくても、まあ 12 センチだと。それからこの 4 ページの図でちょっと

注目していただきたいんですけども、実はこの川上ダムの集水域であまり色黒くないと思

います。この降雨パターンというのは実は台風が伊賀市の南東方向を通過した場合に降る

パターンなんです。ですから、去年の 9 月 30 日もほぼこのパターンでした。ですから川上

ダムがあってもなかっても上野遊水地に来る水はあまり変わらないというのは、原因はこ

れでして、川上ダム集水域以外から、服部川流域辺りから来る水の方が圧倒的に多いです。

たいして役に立ってないです、実は。ということで、総雨量は幾らですかとか色々聞いた

のは何かと言いますと、去年の 9 月 30 日のパターンとこれ結構似ているんですよ。時間雨

量は去年の 9 月 30 日の方が遥かにこの倍降っています。総雨量はそんなに降ってないです

けども。ということで、もう１つ、時間雨量時間雨量とここ 10 年位ずっと聞いてきたのは、

これ位の雨だったら今までから降っているのと違うのということなんです。私の資料でこ

の資料をまとめてきまして、これは実は県の資料なんです。この資料で申し上げたいこと

は、実は川上ダム集水域に雨が特別降ったというのは、この平成 21 年 10 月だけなんです。

それ以外は実は伊賀市の北部の方が圧倒的に沢山降っております。これは１つは台風の進

路、それから前線の動きです。それと地形に影響するんです。ごく簡単に言いますと、南

風ですね、海の水分を含んだ風が高旗山に当たると大雨が降ります。あるいは布引山脈、

青山高原に当たると大雨が降ります。川上ダムは、ダムがあるところは山の裏になります。

そこに雨が降るというのは非常に特殊な条件でして、台風がごく近くを通ったその前面に

当たった、だいたい１時間、長くても２時間なんです。何でかと言いますと本州に近づい
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た台風というのは、すごいスピードが上がっていますからそれ以上はまず降らないです。

こういった極めて特殊な状況が実は去年の 9 月 30 日に起こっているんです。だから、あれ

を最大とみても間違いないんじゃないかという印象を受けています。ということです。 

（武田委員） 

 

 じゃあ小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

 今の武田委員の説明の中で、遊水地に関わって小田地域がもう大丈夫だとかいう表現を

なさったけれども、これね、ご存知なのかな、今までも含めてどういう状況だったのかと

いうことを。今日は傍聴でみえて、小田地域の自治会会長、或いは自治協会長をなさって

みえる、今日は多分田村さん。 

（小丸委員） 

 

 おります。 

（一般傍聴者） 

 

 田村さん。おられるからね、一度委員長、ちょっと聞いてください。どういう状況だっ

たのか。 

（小丸委員） 

 

 それはですね、傍聴者の意見は委員会終わった後で聞きますから。それやりだすと、傍

聴者の方と我々やらないといけないから。 

（宮本委員長） 

 

 わかりました。じゃあ言いましょう。もっとこの現実というか被害の状況をもっと足を

運んでもらわないといかんよ。本当にすごい被害なんですよ。はっきり申し上げて。本当、

こんなね、委員会の中で、こんな中でなんとも無かった、もう大丈夫なんだって、まして

小田のポンプ、水揚げのでっかいの２つ、前１個作ったけども、もう１つ作ったんですよ。

２つ作って、ごっついやつが。それによって、小田も正に非常に大きな問題が今発生して

いるんですよ。だから木津川ももとより、服部川ももとより、あの水系も含めて木津川の

水系も含めてもっと切実に考えてもらわないと駄目だ。そんなの軽い。 

（小丸委員） 

 

 ちょっと待って。議論を整理したいと思うんですけど。 

（宮本委員長） 
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 一言。あのね、やっぱりデータとか事実を基にお話をしている。 

（武田委員） 

 

 ちょっと待って。それは基本の話です。議論を整理しますとね、上野地区、ここについ

ては元々、正に木津川の一番の治水の問題点だったんですよ。そのためにずっと長いこと

やってきて、遊水地これもやってきました。遊水地については、本来ならもっと早く完成

しないといけないけれども、未だに完成していないという状況があります。それからもう

１つは、遊水地だけではなしに、木津川、服部川、柘植川の河床掘削、これをすることが

上野地区にとってはやっぱり安心なんですよ。これをやっぱり早くしないといかん訳なん

です。それをですね、今何故できないかというと、さっき千代延さんおっしゃったけども、

それをやってしまったら、川上ダムが無い場合に下流に戦後最大の降ったときに、200 トン

沢山流れる、そうするとここでいう島ヶ原の 600 メートルでハイウォーターを超えると。

だからそこの手当てができないから、木津川や上野地区の河道掘削もできないし、遊水地

も未だ完成できていないということなんです。だから、基本的には島ヶ原の下流のネック

は、下流の島ヶ原の 600 メートルなんだから、そこの掘削なり、必要な築堤を急ぐと。こ

れは妥当じゃないかと私は思います。それはさっき西山委員もそうおっしゃいました。た

だ、もう１つ西山委員がおっしゃったのは、それは岩倉峡の下流の話だと。上流について

どうなんだと。三重県管理区間、あの区間で例えば掘削をすると沢山流れてくるじゃない

かと。いわゆる上野地区に。それに対する対応はどうなんだということに対して、武田委

員が上流が計画河道になった時に、どれだけ流れてくるかと聞いたら、上野遊水地で 12 セ

ンチだという話があったと。これはちょっと私らは聞いてないので、武田さんが前の調査

官から聞いたという話なので。ただそこは非常に重要なポイントで、上流三重県管理区間

の河床掘削というのは 1 つの代替案ですと。それは地整も今考えていますよね。それをし

た時に、戦後 28 年の台風 13 号の雨が降ったとき、下流の上野遊水地区、ここにどういう

ふうな影響が出るのかというところは、きちっと地整の方で出さないと、上流の側である

三重県管理区間を掘削したらそれで済むという話にはならない訳ですよね。今、武田さん

の方は前の調査官から 12 センチ水位があるだけという話だから、そこはきちっと整理して

もらわないと、我々としても次の議論ができないと思うんですよ。 

（宮本委員長） 

 

 追加でね、実はこのパブリックコメントがあったときにも聞きました。このグラフを読

んでくださいというので、上野地区でじゃあ 15、16 センチですかと聞いたら、そうですと

いう電話で返事をもらいましたよ。ですからこれは確かなんでしょう。 

（武田委員） 
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 その辺は地整の方ははっきりに返事してもらわないと。そこはちょっとお願いしますね。

ちょっと待ってください。それで今の話として、先ず上野地区の話。それからそれを早く

進めるためには島ヶ原を何とか早く対応しないといかんと。ここは皆さん基本的にはいい

ですよね。もう１つは、三重県管理区間の話を今どうするか、その影響はどうなるのかと

いう１つの論点です。そこまではいいと思うんですけども、その他ですね。今のこの上野

についての治水計画について、皆様方今論点としてあるなら言ってください。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 論点といえね、先程武田委員がおっしゃったように苦渋の選択をしたって、そんなのと

違うと。いい選択をしたんだとおっしゃったけどね、治水、地権者、結局田んぼ以外には

使えないですよね。いわゆる地役権を設定され。そういう人たちに苦渋の選択やない、い

い選択をしたと、これに対してはおおいに抗議します。もう取り消しをいただきたい。 

（西山委員） 

 

 ちょっと待って。今の武田委員のご発言は、地元の住民の方々の感情に対して、私は適

切じゃないと思いますので、そこについては一応私の方からもその辺は配慮してください

ということを言っておきます。荻野委員。 

（宮本委員長） 

 

 荻野です。我々が共有できる今日この場で、共有できるデータというか数値は、今日こ

こで説明してもらったこの表なんですね。この資料ですね。この資料だけを基にすると先

程委員長が言われたような集約になろうかと思います。しかしながら、実際伊賀市民が肌

で感じている水害の恐怖というか、怖さというものはこれはまたもう１つ別の議論であろ

うかと思います。それはそれでどこかで議論できればいいですけれど、ここはですね、計

画論を議論する訳ですから、一応この共有できる資料を基にディスカッションをして、こ

れがおかしければ地整に反省を、改正をしてもらうなり、何らかの方法を考えるなりしな

いといけないと思います。我々今の木津川の大内橋までの間のダム有り無しの話しをすれ

ば、ここには大内橋のところ 1,200 トンと書いてあるんですね。要するに 1,200 トンが木

津川の最大流量というか計画流量なんです。岩倉には 2,700、いや 2,900 という数字があが

っています。2,900 から 1,200 引くと、1,700 という数字が残るのですが、これは実は柘植

と服部からくる洪水なんです。柘植、服部からくる洪水の方が 6 割から 7 割近い数字、洪

水なんです。だから結局、木津川だけ出来上がったとしても計画基準の洪水がくると、や

っぱり柘植、服部の洪水を受けなきゃいかん訳です。今、委員長が言ったように遊水地域

の 900 万トン、それから 3 本の川の河道掘削をしてきちんと流れるようにして、尚且つ島

ヶ原に対して災いが起こらないような形のものを整備して、その上尚且つ何か問題がある

とすれば、それはどこかでダムを作らなきゃいかんかもしれない。そこのところをディス
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カッションをして、ある一定の皆さん方の中で確認といいますか、合意を得たいと僕は思

うんだけどもいかがですか。 

（荻野委員） 

 

 基本的にはそうだと。藪裏さんどうぞ。 

（宮本委員長） 

 

 色々出ていますけども、私は先ず基本的に遊水地ありき、あるいはダムをどうするのと

いう感じですけども、本来は遊水地みたいなものはないんです。だから要するに国民の生

命財産を守る、それは国の責務であり、県の責務であり、市の責務です。行政の責務です。

だから遊水地を作るとか云々は、それから後の話で、本来であれば川をきちっと堤防を嵩

上げして他に水が溢れないようにして、一番最終の淀川まで持っていく、大阪湾まで持っ

ていく、だからその周りの土地とか家に対して被害を被らさないというのが、それぞれ行

政の基本的な責務だと思います。この前、東北の地震でコンクリートの万里の長城だとい

って防潮堤を作ったのがいとも簡単に壊されましたけれども、あれも何であんなに大きな

ものを作るのは、結局そこに住んでいる人の生命、財産を守るためです。それが無理だか

ら、岩倉峡を開けないからということで、そういう方法でダムを作るなり、遊水地をする

なりそういうことが出てきているので、今聞いていると、何かもう遊水地は決まりでもう

それでええわという話で、そこから水さえ溢れなければそれでええわ、そんな話ですけど

も、私たち本当に苦渋の選択で遊水地ということを選んだ中では、そういう思いです。今、

この資料の中で建設省の方にちょっと聞きたいですけども、遊水地をするということの中

でこれがきちっとできたら、遊水地の中、今まで度々水がついていたけれども、10 年に１

回位しかつかないようになるだろうというような話を、私どこかで噂的に聞かせてもらい

ました。今ここで見たら、60 年間で 10 回ついてる可能性があると。ということは、６年に

１回ですな。後でまた去年の台風についてどこかで話をしてくれるかと思いますけども、

あの結果として田んぼ、遊水地の中に残されたのはもうゴミじゃなしに、まさしく瓦礫で

す。瓦礫が残されております。あれが６年に１回起きているということは、それを処分す

るのにどの位の費用が要るのか、どの位の労力が要るのか、そこも考えながらの計画にし

てほしいです。私はとりあえずそういうことです。 

（藪裏委員） 

 

 それではとりあえず色々な治水についても論点というか、意見が出ました。今日、もう

時間があれなので次回ですね、先程の利水の話の整理とですね、治水の話の一応どこまで

皆で共有できるかというところを議論するというふうにしたいと思います。地整の方には

現況でどうなんだというのがデータがないのかという話だったので、それ１点と、それか

ら上流の県区間を掘削したときに、上野地区に対してどのような影響が出るのか、28 年の
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13 号台風で。それから 12 センチとか 15 センチとか話でありますので、そこらについての

きちっとしたご説明をお願いします。あとね、次回に本質的な議論ができるのはもう次回

しかありませんので、これだけは是非、例えば伊賀市の水道なり地整の方からこういうこ

とはちょっと出してほしいというのはありますか。今の時点で。 

（宮本委員長） 

 

 小丸です。冒頭ね、余裕率の話。あったじゃない、私に説明しなさいと言って。千代延

委員だったかな。 

（小丸委員） 

 

 １５パーセント。 

（千代延委員） 

 

 その余裕率の話、１５パーセントの。ちょっとさせてもらってもいいのかな。よろしい

ですか委員長。余裕率というのは字のとおりで、要するに水道の水源です．利水の話ね、

水を確保する、要するに余裕のある安定的に供給する余裕率というものを算定するものが

あるんですよね。これはご承知のとおり財団法人の水道技術研究センターというところが

ずっとやってるんですが、全国の利水関係の水道関係のね、要するに算定方法は、自治体

なりで確保している水源、水量がありますよね。オール水量の１日あたりの何トンとかい

う、それを１日の最大配水量で割るんです。その数値がパーセントで出てきます。全国の

事業体を含めて概ね 1,670 から 1,680 あるんです。そのデータを見ますと、こういうグラ

フがありますが、グラフの中で概ね今算定をした数で 30 パーセントから 50 パーセント、

60 パーセント位まではもっていきたいな、要するに現実問題持っている訳です。余裕があ

るという意味。そういう意味から考えたら、今私たち伊賀市の数字から見ますと、例えば

余裕率を見ますと、平成 30 年度の計画でいきますと 56,620 トン、立米でなくトンでいき

ます。それを実績で割りますと 47,586 で割りますと 19 なんです。19 パーセント。見込み

的な数字でいきますと 56,620 トンを 49,395 トンで割る、そうしますとこれ 15 パーセント

くらいあるんです。だから今言っている 16 パーセントというのはそういう数字を言ってい

る。これは誠に心細いというか、そこを言いたい。 

（小丸委員） 

 

 それでね、先程利水の時に最後浜田委員の方から水道料金、それから水単価ですね、水

の値段。この話を実は出ていたんですけどもちょっと飛ばしましたので、今日そこまでは

やりたいと思います。浜田委員お願いします。 

（宮本委員長） 
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 浜田です。今日の資料の 4 番のページを開けていただきまして、2 枚目の裏手ですね。カ

ラーで、皆さんカラーの人とそうでない人とあるかもしれませんが、そこが比較した分で

す。２回目の時にざっと読み上げたところなんですけど、表にしてみました。伊賀市は赤

で書いてまして、5,964 円。これ 13 ミリ口径で 18 立法メートル、月平均使用量、これ 2

人家族で結構使う方の家だと思いますけど、2 か月分まとめて集金額、これに伊賀市に合わ

せましてグラフにしてみました。名張市はうんと減ってまして 4,136 円、東隣の亀山市と

なりますと 3,572 円、こういう感じできてる訳なんですけども、伊賀市は何故か志摩市の

次に三重県では高いと、そういう値段になる訳なんです。２回目の時にダムができたらど

の位の値段になるのですかということを質問したと思うのですが、水道局からは返答が今

日なかったです。それで、治水のお話をした後に言いにくいのですけれど、豊水水利権の

低下ということで荻野委員からパワーポイントでお示しいただいたと思うのですけど、10

日間だけこう豊水水利権の低下が見られると、そういう表が示されたのを見まして、私は

この 10 日間のために川上ダムが必要なのかと、単純に思ってしまっていけなかったかどう

かわかりませんけれども、そのように思いました。利水の参画の県や都市が抜け出ていく

中で伊賀市のみとなったこの利水目的のダムという辺りで、ダムが出来たら水価、水道料

金がどのようになるのかというのが私の質問です。過去に出していただいたデータですけ

れども、ダム本体に係る費用というのもありますし、それからダム完成後の負担金とこう

いうものもあります。そういうものが水道料金に関わってくるんだろうとそのように思い

ますので、水道料金、将来の水道料金、ダムが出来た場合の水道料金はどうなるのかとい

うことを伏せて、ダムあるなしの議論というのはちょっと落ちているのではないか、その

ように思います。野呂知事になった時、北川さんから伊賀市の水価が非常に心配だという

ふうな文言で知事の引渡しがあったというふうに聞いております。そこら辺で問題になっ

たのは１立方メートルあたり 411 円でした。そこら辺が、その後発表がない訳です。つま

り伏せられている訳です。ここがとても解せない、そう思います。 

（浜田委員） 

 

 それでは、今の浜田委員の質問に対して水道部でお答えください。 

（宮本委員長） 

 

 浜田委員の方からダムの 22 年のときに料金改定をしている訳ですけれども、これに対し

てダムの件については伏せているというようなことを、今意見でありましたけれども、私

どもとしましては市民全員にきちっと説明をさせていただいて、ご理解をいただいて 22 年

に先程申し上げました志摩市、伊賀市とこういう順番になった訳ですけれども、大きい金

額になりました。決してオープンにして決めていったということだけは、お解かりいただ

きたいと。それで今後の方向性ですけれども、これは今検証されてます．伊賀市も検討さ

れておりますので、ダムで料金を出すのとは違って代替案もございますので、それが決定
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次第また、私どもの方でまた試算はさせていただくということでお願いしたいと思います。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 そうすると確認しますけれども、今浜田さんが作られたこのデータは、平成 22 年に水道

料金を上げたと。そのベースの値段、価格帯ということですね。 

（宮本委員長） 

 

 すみません。浜田委員が作っていただいたこの資料とですね、対比はしていないですけ

れども先に私どもの方から出させていただいたこの資料、これは各地区に持って回った資

料でございます。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 了解、了解。今部長がおっしゃった川上ダムがそれに依存するとして、完成しますよね。

その時点では、またその分だけの水源利が増えるから、維持費等かかりますから料金的に

は上がる。 

（宮本委員長） 

 

 それはですね、現行 22 年にお示しさせていただいたのは、当然ながら見込んでの話でご

ざいますので、ダム完成時でちょうど木津川から取水をするといったときに、最終的にど

れだけというものが決まれば、それに変更していくということでございます。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 そうでなしに、変更は今議論している。変更なしとしてですよ、従来どおりの計画でい

った時にどれだけ今より値段が上がるのかというところは、試算されている訳ですよね。 

（宮本委員長） 

 

 あっちこっちすみません。川上ダムについての費用というのは、今の料金の体系の中に

は参入というか、入れてはおりません。と言いますのも、平成 27 年度まで平成 22 年から

27 年度までを推計したということです。28 年度からは川上ダムが完成して、負担金も発生

するだろうというような思いの中で、それは入れておりません。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 わかりました。そうすると、今浜田委員がおっしゃったのは、現状はわかったと。ダム

が順調に行って、ダムから水を取るという時にはもっと上がるんでしょうかという話で、

その時の水道料金はどうなるかというのが教えてもらっていないという話だったんですよ。

それは当然幾つかの想定があると思うんですけども、そこは試算されている訳でしょう。
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今の全体でダムの事業費があって、水源費が幾らで、維持費が幾らでそれを想定すればそ

れはできる訳ですよね。 

（宮本委員長） 

 

 例えば委員長が言われているものは、想定はしてますけれども、私どもの総務課長が今

お話したのは、27 年度完了ということで今現在整備計画があります。そこまではきちっと

計算できる訳ですけども、ただ建中利息なんか、利息はどんどん遅れるほど増える訳なん

です。その辺が私ども見込めないという状況では上がるか上がらないか、それが今現在わ

かりませんので。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 ですから、私が言っているのは 27年に一応出来たとして、要するに今までの条件ですよ。

今までの条件だったら幾らになるというのは、当然試算されている訳だから、それが遅れ

れば遅れるほどもっと高くなるという話はわかりますから。今までの条件での試算額は出

てる訳ですよね。 

（宮本委員長） 

 

 はい、試算はしております。しておりますけども、こういう場でこれ位になりましょう

という具体的な額の発表というものは控えさせていただきたいと思います。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 だけどその議論をしないと、要するに皆さんから一方ではね、水は沢山あった方があり

がたいんだ、余裕があると尚且つ将来の夢もあると、あった方がいいわと、その意見は当

然私も思うんだけれども、一方で水系が沢山増えれば水道料金はこんなになりますよと、

いう話をしないと、そりゃああった方がいいよねという議論でそこで終わっちゃうじゃな

いですか。ちょっと待ってください。私、今水道部に聞いてますから。ちょっと待ってく

ださい。ですから、今試算されているデータがあるのならそれはやっぱり出さないと、伊

賀の市民の方は、あった方がいいけども水道料金がそんなに上がるのなら、ちょっとそこ

は他を考えて方がいいんじゃないかという話、それがまさしく伊賀市民にとっての利水で

しょう。ですから計画論と当然コストの話もしないと議論できないじゃないですか。今聞

いているんですよ。 

（宮本委員長） 

 

 すみません。話を答えとしてこれ位になりましょうということを控えさせていただきた

いというのは、やはり色んな想定、使用水量がどういうふうに動いていくのか、社会情勢

がどういうふうに動くのかいうような不確定なところもございますので、控えさせていた
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だきたいということでございます。それで気持ちと言いましょうか、構えといたしまして

は今本当に浜田委員もおっしゃっていただいたくように、高いレベルにあるというのは、

これはグラフを見ても私どもの発表からしても、これは誰も否定できるものではないとい

うふうに思いますので、これ以上に今以上に上げたくないという構えは通して行きたいと

思います。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 それはわかったけども、上げたくないのは誰だってそうなんですけども、例えば私言っ

たように水源は多い方がいいというのはどこもそうなんですよ。ただし、色んな議論をし

ているように他の自治体が沢山水を持っていて、それが財政負担になっているという話も

出た訳で、当然水源を沢山持ちたいというのも、デメリットの方も議論しないとここでの

議論にならないでしょう。今おっしゃっているのは、色んな想定があるからとおっしゃる

けれども、その想定の条件を全部出せばいいんですよ。こういう想定の基だったらこうな

りますと、この想定だったらこうなりますと、これ位の幅になりますよというのだったら

別に誤解はない訳なので。ちょっと待ってください。この今の話はね、私これは非常に出

さないと議論にならないと思うので。ちょっと待って。ちょっと待ってください。これは

私委員長として申し上げますけども、水道部として今の発言なんだけども、水道の将来単

価ですね、想定の、これについてこの委員会に出す、出さないの判断は、市長にお願いし

ます。市長がもしも出すと言うのだったら当然だし、出さないとおっしゃるのならそれは

我々に対して市長が出さないと言ったのなら、我々どう議論するんですかという話になる

から、そこについては市長に判断をお願いします。小丸委員どうぞ。 

（宮本委員長） 

 

 今の話ね、委員長途中で話を折って恐縮だったんだけども、要するに水道料金、単価の

話というのはこれは大事な話、当然ながら。よくわかる話。しかし非常にクリティカルな

話。何故クリティカルかと言えば、要するにダムの工事、ダムを続けるか続けないかとい

う話に結びついてくる、はっきり言って。当然リンクするよね。例えばダム、現在水価が

これ位だと言って、あるいは 27 年度でこれ位の数字だと言って出すことの意味は、どちら

かといえばあまりない。だから今委員長がそれでいいんだ、いいんだけれどもどちらかと

いえばそうでしょう。そのことによって、例えばじゃあもうダムをなくしてしまおうかと、

水価がそこまで上がるのだったらもうダムをなくしてしまってもいいのではないか、とい

うふうなところに結びつくのも危険な話、はっきり申し上げて。そこのところのバランス

があるから、だから今言っている。 

（小丸委員） 

 

 小丸委員の意見はわかりますから。それで私が言ったのはそういうことも全部総合的に
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判断されて、市長がこれは出すべきではないと判断されたら、我々はその前提で議論しま

す。 

（宮本委員長） 

 

 だから私は言っているように委員長が、市長が判断する、カットするけれども、私があ

えて行政の当局に水道部に、その 27 年度の単価どうのこうのと言って、それは少し控えな

さいよというふうに、意見として申し上げた訳。そこのところをお互いに持っておいた方

がいいと思うから。だから逆に水価の問題というのは大きな問題だから、そこのところは

ダムに関連する話だから、もう少し。 

（小丸委員） 

 

 まさにダムに関連する話をしているんです。それで、今までも全国的に、要するに市民

の人は将来どうなるかということがあまりよくわからなくて、行政が進んでいったという

事例がありますから、そういうことだけは我々もこれに絡んでいるから、伊賀市において

はしたくないんですよ。ですから、しかしそれは小丸さんおっしゃるように、色んな判断

がありますから、ですから私は今、出せと言っているのではなしに、市長の判断でお任せ

しますと、もしも出さないのなら我々は出さないという前提での議論しかできないから、

そうしましょうと言っているんです。はい、それに関連するんですか。 

（宮本委員長） 

 

 関連すると言うより、時間ですので。今委員長がおっしゃられた方法で今日は締めてい

ただいて、私もこの資料４の一番最後に１つ関連するようなものがつけてあるんですけど

も、今日はもう時間がざいませんので次回トップでひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。それからもう１つ。傍聴者の方、沢山みえてますけど、やっぱりできるだけ手短に沢

山の人に発言していただいた方がいいと思うので、そういう方式と尚且つ同じ人が発言す

るよりも、違う方に端的にお願いしたいと思います。 

（西山委員） 

 

それじゃあこれは、もう次回にします。ちょっと、どうしても今言いたいことですか。 

（宮本委員長） 

 

今の水価の話ですけど、今ダムありきの金額がどうやと水道部の方へ言われてますけど、

それに対する代替 0.358 ですか、その開発をした時にどこからどこまでの価格だと言わな

いと、そこだけがダムだけ開発した訳ではないですよね。代替といえば持ってきています

よね。その価格があって、やはり高くなるんですよ。そんなん、安いタダで開発できる訳

がない。そういうものを含めたものでないと、そりゃ、なんぼからなんぼか分からないで
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すよ。そういう事をやって初めて議論の場になってこないと。 

（林委員） 

 

 そこまでは、今は水道部出ないですよ。その代替案の水価。 

（宮本委員長） 

 

 ダムだけでと言うと。 

（林委員） 

 

 そうじゃなしに、ダムの水価がこの程度であったらダムの今後にかかる負担と、代替案

の負担との大小は議論できる訳だから、ある程度の目安はできるじゃないですか。 

（宮本委員長） 

 

 代替案で数字は出ませんやろ。 

（西山委員） 

 

 ですから、先程話したように、千代延さんの案では安くなってますけれども、経済的に

皆さんどうですかと言ったのはそこなんです。ですから、今、おっしゃるのはそこまで出

たらいいですよ。だけど、少なくとも今までの計画通りでいった時には、どうなりますか

というのは、出してくださいという意見が出たから、それは市長の判断でお願いしますと

言ったわけです。 

（宮本委員長） 

 

 それは分かるけれども、その価格だけしとけば、色んなところで問題になるのではない

か。小丸さんが言ったのはそこだと思いますよ。やはり、代替であって 0.3。 

（林委員） 

 

 ですから、言ってますやん。その話は、市長にお任せしますと言ったでしょ。その全部

総合判断して市長が判断されたらいいと言ってます。 

（宮本委員長） 

 

 たしか、この委員会は市長の諮問機関で市の重要な事柄に関する検証検討をしてるはず

なんです。にもかかわらず、一番大事な情報を出せないと。これじゃ委員会の意味ないで

す。委員会はですね、それがいいなんて、都合が悪いから出さん方がいいという発言があ

るのは非常におかしい。ですから、全ての情報を公開してそれを検証検討するというのが

大原則になってますから、それを堅持して進めていただきたい。 
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（武田委員） 

 

 ちょっと今の発言に対して色々あると思いますけれども、これ以上はやめましょう。次、

いきましょう。 

（宮本委員長） 

  

 私ども出せないと言う事、申し上げましたけれども、私が申し上げたのは、川上ダムの

件についてはですね、利水 1,180 億と出ていますので、これは出せます。ただ、私ひとつ

勘違いしてたのは、千代延さんの代替案の青蓮寺からの件も一緒に出せというような事と

捉えたもので、出せないと言わせて頂きましたので、ただ、浜田さんの質問は、それと対

比するような質問と捉えましたので出せないと。だから、片方だけ出すのは出せないとい

う言い方をしました。今、委員長からダムは分かってるではないかと、それなら出せるの

ではないかと、ただ利息の方がどんどん増えてくるものは分からない。その分は、まだ上

積みになりますよという程度のシミュレーションでしたら出せます。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 そしたら全然問題ないじゃないですか。 

（宮本委員長） 

 

 問題ないのですけれども、ただ、千代延委員や色んな代替案の分で出してくださいとい

う事については、私は出せないと言いましたので。こういうことですので、次回に出させ

てもらいます。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 その辺は誤解があったということで、それは分かりました。時間がオーバーしたので。

これで一応審議は終わります。傍聴者の方、今、西山委員がおっしゃったみたいに、出来

るだけ簡潔に、多くの人に意見を聞きたいのでお願いします。最大２分でお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 伊賀利水研究会のアサノです。平成６年に新聞が出ました。これは柘植の方で小学校の

プールが溜まらないというくらいのひどい渇水状態になりまして、その時にですね、この

守田水源はどんどん水を上げてました。そして、新聞に書いてある言葉で言えば、他にも

売って儲かったという事が書かれていました。つまり、私が色々これまで伊賀利水研究会

の皆さんと一緒に調べてきた結果ではですね、この木津川上流の河川流況はそんなに悪く

ありません。ただ、途中たくさんの農水の利用がありますので、その為にそこを遠回りし

て最後の方で川に戻すとかいうような還元で一時、本流の水の少なくなるところもありま
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すけれども、守田水源においてはですね、平成 6 年のこんな時でもどんどん水を売って儲

かったという話です。これから、私の色々研究した結果をですね、本当は色々とここで語

りたいところなんですけれども、２分と仰っていましたから、これを次の機会に資料とし

て出して頂くようにお願いしたいのですけど。 

（一般傍聴者） 

 

 これをじゃなしに、自分の意見があったらそれは事務局の方に自分の意見はこうですよ

と出して頂いたらいいですから。ペーパーで出されるならね。はい、次。こちらの方。 

（宮本委員） 

 

 神戸住民自治協議会のオギタと申します。最初から聞かせて頂いておりました。学識経

験者の皆さん、ご苦労さんでございますけれども、例えば名張市等からの貰うとか買うと

かいうね、仮定条件の基にこんな検証委員会をするのは無駄だと思います。きちんと相手

の了解を得てから話をしてください。そんな仮定の話をですね、こんな委員会ですること

自体がおかしい。聞いていて面白かったです。それとですね、川上ダムは 1,200 億という

話を聞いております。うち 600 億は使われているわけですよね、既に。検証検討委員会の

中で、使われている部分の責任は誰がとるのですか。やるやらないは別にしまして。その

検証検討委員会の立場、学識経験者の皆さん、お金の話は何もされてないです。今度、そ

の辺も含めて、私は今日初めてでございますけれども、してください。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 はい、次。こちらの方。 

（宮本委員長） 

 

 小田町に住んでいます自治協の会長のタムラです。１回目の検討会を傍聴させて頂きま

したけれども、2 回目は 17 時 15 分になったら入ったらあかんと言われましたので、2 回目

は参加できませんでした。4 回目は都合で参加できませんので、あえて手を挙げて発言をさ

せて頂きます。日々、小田町に住んでいますので、このかた六十数年ずっと住んでいます

ので、小田の感覚的な話をさせて頂きたい。データ、数字が飛び交ってまして、１回目と

今日もですけども、ちんぷんかんぷんでありまして、なかなか理解できません。感覚的な

部分で、ものを申し上げたいと思います。まず、新聞報道でですね、この検討委員会があ

るということで伺ったなかで、毎日新聞の記事にですね、治水については国の所管とする

ところだから云々という記事がありました。それで、ちょっと安心していました。けれど、

治水については意見交換しましょうということで、今も後半あったわけですけど、利水に

ついてはですね、社会変化が起こっていますから、当然、水の利用の形態も変わってきて

量の検討も必要だろうと思います。ところが、治水については何が変わっているのですか。
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自然現象は寧ろ、より一層治水についてシビアに考えていかなければならないような自然

状況の変化だと思います。だから、日々、水と闘っています私どもにとっては、何かダム

に対して消極的な意見を交換する場ということに物凄い抵抗感を持っているわけです。な

ぜ今更、最初に西山委員が言われましたけれども、何故、今頃こんなんをするのかと、こ

れまで、あのエネルギーは一体何だったのかと。今、神戸の荻田委員が言われましたけれ

ども、使ったお金はどうするのだという事も含めて、このエネルギーは一体何だったのだ

ろうなということを思う訳ですね。遊水地についても苦渋の選択をしたと、武田委員がい

い選択をされたとおっしゃったけれども、その発言は私どもからすれば撤回して頂きたい、

そんな気持ちで聞きました。あえて撤回は求めませんけれども、そういう気持ちです。遊

水地は万能であるかどうか、決してそうではない思う。昨年 9 月の出水について、私の観

察では越流堤のレベルから１ｍくらい高いところへ水位がきている。資料の 12 ページを見

ますと、何ヶ所か丸が付いていないから、ダムがどうも効果薄ではないかというような表

現のようにも見えるわけですけれども、あれだけでも丸がないという事は、小田の住民に

とっては物凄く有り難いことです。遊水地へ水を誘導するということは、本当に最後の最

後である。それを日常的に入ってくることは、本当に伊賀市全体からみれば小田だけのこ

とではないかと思われるかもしれませんが、小田に住んでる者は全てなんですよね。昨年 9

月の現状も大変なことでした。それを申し上げると、流入の洪水によって瓦礫が凄かった。

土は皆さん気が付いてないからだと思うんですけど、酷いところでは 10 センチ以上の滞積

があるんですよね。あと 3 人おりますけど、後始末に大変なエネルギーを使いました。も

うやめておこうか、放っておこうかと、一時、そういう声も出ました。誰があれを片付け

るのですか。遊水地機能もなくなりますよ。皆さん、そこまでお考え頂いてたのでしょう

か。それともうひとつ、遊水地の外の堤防の外に本線があるわけですけれども、あそこの

水位が上がりますと、町内の水が抜けない。これを抜く作業は大変なんです。寝ずのポン

プの番をして毎年、だから、遊水地どころか本線の水位が上がることすら小田町は困って

いるんです。何もここでその議論がないじゃないですか。非常に残念です。治水について

は、どうのこうのというのは毎日新聞の通りであれば、意見交換の場という捉え方をさせ

てもらいますけれども、そういう事まで皆さんの頭の隅に置きながら議論して頂きたいな

と、次回も参加したいけれども都合で参加できませんので、あえてこの時間を頂きました。

ありがとうございました。 

（一般傍聴者） 

 

 ちょっと待ってください。できるだけ皆さんの意見を聞きたいので手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 川上ダムの水没者のフルカワでございます。委員長さんには何回かお出会いして、青山

にも出て頂いて、その時の委員長さんから話して頂いたこと、私達にとっては本当に、今
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現在、又、京都や大阪で流域委員会に参加させて頂いたのですけれども、その時のお話と、

委員長さんが青山に出てきてくれた時のお話と全然違うんです。現職の時、私達に言って

くれた言葉、もう忘れてくれたかもしれないけれど、あんたらに長い間迷惑をかけたと、

近いうちには皆さんに満足してもらうと約束してくれたではありませんか。今はどうです

か。そんな話、一言もしてくれないですよね。 

（一般傍聴者） 

 

 すいません。一番初めに西山委員の時にも申し上げましたけれども、私の発言した事と

少し違いますけれども、ここでやり取りするのはなんですけれども、その議論はこの委員

会でやってもあれなので、私に直接言ってください。 

（宮本委員長） 

 

 直接、京都で言わせてもらったではないですか。京都で、あなたと二人で話しましたよ

ね。その時の話、あなたはもう忘れたのですか。私は忘れられないです。一日も早くダム

をすると、ここで国交省の人に言ってください。直接あなたから聞いたんやで。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 はい、次の方。 

（宮本委員長） 

 

 神戸の住民自治協議会の会長のホリナガといいます。治水の関係でお話させて頂きたい。

神戸地区の住民の安全安心のために発言させてもらう訳ですけども、委員会の議論は色々

言って頂いておりますけれども、机上の議論みたいなことばかりで、はなはな私たちにと

っては残念な事ばかりです。現実、こんな議論してますけれども、今も、うちの荻田の方

から 600 億も使っているではないかという話でしたが、この今、やってる時間帯でも上流

ではどんどん工事をしているんです。まして、それを止めて議論するなら別ですけれども、

あれだけ地域整備をして、その下の直下流、建設省の皆さんの直轄区域はちゃんとしてい

ますけれども、国道 165 号線から下、県河川のところは何一つ出来ていないのですよ。そ

して毎年、水害が起こって床下床上浸水しているのが神戸地区の現状なんです。去年の台

風 17 号では、市民センター、これは災害の基地になっている訳ですよね、市の。そこの前

の道路が 30 センチくらい浸水しまして、国道がストップしているんです。そんな状況なん

です。だから、この議論はやってもらったらいいですけれども、とりあえず上流をきちん

と下流に迷惑をかけないような工事をすべきであると。私は、常にこの委員会の公募にも

書かせてもらってますけれども、落選しましたけれども、そういった内容もやはり、そこ

で議論して欲しい。どこのダムをするにしても、仮設の小さな堰堤をしてトンネルを作っ

て下流に迷惑をかけないように工事をやっているじゃないですか。川上ダムはなんですか、
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あれ。全くそういうことはやっていませんよね。国の方はよく見ておいて欲しいです。だ

から、今年の台風でも 3 から 4 メートル程の長さ、直径 20 センチ、30 センチの樹木がど

んどん流れているのは、上流を荒らしているからではないですか。何もせずに。そういう

事をしっかり見ながらどうしたら良いかということをよく考えて欲しい。ということです。 

（一般傍聴者） 

 

 きじが台地区の住民自治協議会の会長のシマザワです。皆さんご存知のように、うちの

地区はそういう水の問題があるんです。これも当初は共同井戸、地下水ですね、この井戸

は９つあったんです。私が来たときも潤沢な水が出てったんです。しかしながら、地震も

ありましたし、その色んな経緯がありまして、30 年経ったら出なくなってしまったんです。

それで遂に、我々は市に対して何とかしてくれと要望を出しました。その結果、おたくに

は川上ダムが出来たらその水を回しますと、17 年に完成予定とありましたから、我々、一

日千秋の思いで待っておったんです、今も。そして、この前、ため池の事件もありました

けれども、あれで専用水道がパンクしました。その段階でようやく市も動いてくれました

けれども、我々はこの間、10 年程ずっと耐え忍んできたんです。ただ、一途にダムが出来

ることを祈りまして、だから、我々の気持ちとしては、この 10 年間というのは正に暗闇な

んです。闇の世界なんです。これを耐えてきたということも、どうかひとつ考慮頂きたい。  

それと、もう一点、皆さんの地区では必ず蛇口を捻れば水が出ます。でも、我々の地区

では出ないこともあるんです。だから、この利水に関しては市民生活において安全保障で

すね、生活の安全保障という意味合いからも考えて頂きたい。今後、異常天候でどんな事

が起こるかわかりません。今までのデータは今までのデータです。今後、起こることはそ

れを超える事も十分考えられますので、是非、住民の市民生活の安全保障という意味で考

えて頂きたい。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

ちょっと待ってください。段々増えていった気もするけれども。はい、一番前の方。 

（宮本委員長） 

 

 名張市が余剰水源ないと、この毎日新聞の記事のなかで最後に、市の水道工務室はその

根拠について市内各地の団地に住宅が計画通り全て建設された場合をあげた。こういう形

でやはり名張市が譲るような水はないと、今の時代はそうではなくてお互いの、というの

は、水源地ダム下からの農業用水でしている水利組合ですね、青蓮寺の、そこの農地とい

うのは半分以上ずっと使われてないですね、農地として。だから水量も、実際に権利は持

っているわけですけれども、実際に農業用水として使われている量というのは非常に少な

いわけです。これは、前の委員会の中でこの資料も出てたと思うのですが、そこの水とい

うのは非常に余っていると思うのですが、それともう一点、評価のところで丸を付いてい
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る部分が反転されているところが何個かあるのですが、そのうちのグループ３の既設ダム

の嵩上げ、グループ２や３、この分の資料が出ていないのはどうしてですか。 

（一般傍聴者） 

 

 これは、今、私も答えるわけにいきませんので、では、その右の方。 

（宮本委員長） 

 

 神戸のカワモトといいます。私も以前、この検証検討委員会に入っておりました。何故、

今更という感じです。メンバーも同じメンバーで同じ事を喋っているように私は思います。

何故、今やるのか、それから、何故検証委員が９人か、賛成反対で奇数になったら具合悪

いのと違いますか。それからもう一つ、色々技術的な面でデータで検討頂いています。行

政がした計画を委員さんがさぞかし専門的な理解をして頂いてるかどうか分かりませんけ

れども、どちらが正しいのですか。それだけ委員さんが責任を持つのですか、データで。

それからもう一つ、岩倉開削をできないのは下流が水つくから岩倉はできないという議論

の基で、国が伊賀の方にその代わりに、こういう方法でしますよということで、国が伊賀

に対して保障して頂いていることなんです。下流のために、何故、伊賀市が犠牲にならな

いといけないのですか。伊賀のために、今、水を作る場所が犠牲にならないといけないの

ですか。弱い者をいじめるような事を言わないでください。金やとか、水が１０センチと

かそんなものと違いますよ、人間の命というのは。被害が小さいところでも、弱い者をい

じめるような政治はしないでください。みんながお金が要ったら、均等にお金を払ってそ

の人達の命を大切にするのが正義と違いますか。それからもう１つ。１０センチや２セン

チとかいう水位で機械的な質問とか議論をしないでください。人の命はもっと大切なもの

です。２センチで水が浸からなかったからお前のところは大丈夫やろうと、そんな議論と

違いますよ、人間は。動物を愛している武田さんにしては、人間の事をもっと真剣に考え

たらどうですか。それから、伊賀の水は伊賀で処分しないといけない。岩倉を開削できな

いのですから。上がダメなら下が溜まる。下がダメなら上が溜まるのですよ。伊賀の水を

よそへ汲み出せますか。伊賀の中で水をあっちへやったりこっちへやったりするのでは、

伊賀がお互いに困るだけです。伊賀を名張に持っていきなさい、名張から水を貰うのだっ

たら。それくらいの事を考えてください。もっと人間の命を大切に。以上。 

（一般傍聴者） 

 

 あと三人ということで、皆様方のお気持ちは凄く分かりますけれども、我々も今更なん

だと言われたら困るんです。我々も、今更だけれどもやってくれと言われてやっているも

のですから、皆様方の気持ちも分かりますけれども、そこら辺はよろしくお願いします。 

（宮本委員長） 
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 カイザワと申します。前回も発言させて頂いて、先程のお話でもう言わせてもらえない

のかなと思っていたのですが、ちょっと申し上げます。実は流域委員会が代替案を出され

て、淀川水系の。あれについて、国は検討しているようではなかった。だから私は、そう

いう事を書きました。何故検討しないのかと。県もそうでしょ。市もそうでしょ。検討く

らいしてもいいじゃないかと思ってそういう文章を書いて、しかるべき所へ送りました。

その後、今の市長が、前市長はダム推進で県も行かれてたし議会自身もこの間、決議され

ましたよね。今の市長は、川上ダムについて推進派ともっと違う方法があるじゃないかと

いう考え方があるから、皆さんに検討してもらって、納得して進めていこうではないかと、

だから一般質問を聞いていても、私の立場は出さなかったですよね、市長は。予見をしな

いということで進めてこられました。私は、この委員会が出来たときに、市長、川上ダム

に関する検証検討委員会まで作るのかなと思いました、正直。一回目は出席できませんで

したけれども、二回目お邪魔して、前回ですけれども利水について、この程度か、これで

検証なのかと実は思っていました。今日、実はその続き、それから治水について色々ご議

論頂いていることについて、本当に敬意を表したいと思います。それから、この検討委員

会がどういう結論を出されるのか非常に関心を持って見させて頂きたいと思います。前回、

国のサイドへ岩倉峡一部開削という様な話を聞いたのでお尋ねしました。そのことについ

ては、何ら本日の委員会では出されていません。しかし、名張の木津川事務所では、基本

方針については岩倉峡の一部開削と河道拡幅ですか、それも含んでいるのですよと。整備

計画にはダムとか遊水地だとかそういうことをやっていますけれどもと、私も初めての話

でしたので念を押しましたけれど、やはりそういう説明でした。だから、その説明は一回

お願いできたらなと思うのと、代替案の中で越流堤の問題があると思うのですが、これに

ついては建設省の方が何回も水入るんですよね。低いので。沢井先生の検討されたのはも

っと高かったと思うのですが、その高さとか堤防の長さ、そういうものによっても変わっ

てくると思うのですが、その点については今日の委員会では議論されておりませんでした

ので、これからは議論の対象にして頂けるのかなという風に期待しております。以上、要

望を含めて三点申し上げます。 

（一般傍聴者） 

 

 それでは、はい。 

（宮本委員長） 

 

 桐ヶ丘のタニザキと申します。水の豊水条項について議論がされておりまして、豊水条

項をやって過去 30 年間実績として何も問題がなかったと確認がございましたが、豊水条項

というのはやはり整備局の資料にもありましたように、緊急的且つやむを得ない条件の中

でやむを得ないという事で出したものですから、その豊水条項に該当しない時には、基本

的に言えば取水停止ということが本来の考え方です。ところが、そういうことを上水道で
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条項に達しましたからということで停止なんかしますと、大パニックということになりま

すので、そこのところはみんなで現実論としては融通し合っていくと、結果的にはこの水

位にしわ寄せが行っているのだなということになっております。どんどん暫定あるいは取

水量超過、そういう状況の中では琵琶湖の水位があまりに琵琶湖の力が大きいために、ど

んどん琵琶湖に負担がかかっているとういうことになりかねないですので、一刻も、こう

いう豊水条項とか暫定水利とかいうのは改正をすべきことだと思っています。一日でも早

い安全水源、暫定水源というのはそういうしかるべき施設があるという前提で近いうちに

完成するだろうと手立てが出来るだろうというなかで許可されるのだという認識でありま

す。そういう事で、一日も早い安定化を願うものであります。 

（一般傍聴者） 

 

 最後の方。 

（宮本委員長） 

 

 ハタナカです。同じ人を何回も発言させるなというご意見もありましたが、やっぱり同

じ人がこうして、私も淀川水系流域委員会を兼ねた 30 回以上こういった会合に出て、一言

でもお話をさせて頂いているんです。西山さんもその通りなんです。今は委員として自由

に発言できる立場でありますから、そういう事でお許しを頂きたいと思うわけです。この

川上ダムを検証するということは、はっきり言って建設する位置が非常に役に立たないよ

うな、なんと言いますか位置が悪い。本当に川上ダムを作ると言う時に決めた４つ、５つ

案があったのです。しかし、そこへ作ると人々や田んぼや山を物凄い広い範囲で潰さなけ

ればならないということがあって、最終的に川上ダムということだったんですが、以後、

20 年 30 年きたのですが、本当に効果が発揮されるか、色んな話を聞いていますと万能のよ

うに聞こえてくるのですが、川上ダムのあの位置は、伊賀市の周域の 11 パーセント、それ

から委員の中からも色々ご指摘がありましたように、降る雨が北の方が多いんです。南、

私は青山町に住んでおりますが、確かに一部、木津川へ流れ込む地域がありますけれども、

少し水が降るけれども、かえって青山川の方が多かったり服部川あるいは柘植川そういっ

たところの雨のデータ、ですからデータを見て、本当に万能を発揮するダムかどうか、こ

こで検討してください。もうひとつは、費用対効果なんですよね。1,200 億、20 億減らし

て 1,180 億とはいってますが、これが本当に出来るのか、国交省は答えられないと思いま

す。大滝ダムは何倍になりましたか。あの、建てようというところは、非常に地質も悪い

し、山のてっぺんまで水を溜めるというんですよ。一度、見に来てください。大滝ダムは

大きな谷がせいぜい水が満杯になっても 3 分の 1 くらい、山がまだまだあるんです。川上

ダムはほとんど頂上に近いところなんです。そんなところに 91 メートルのダムを作って、

淡水位置ってありますか、赤と白のここまで水がたまれば最高、こんなところまで水を溜

めたらですね、そこらの堤防どころか、ダムそのものが決壊するんです。地質調査もしっ
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かりやってください。水資源にも言っておりますが、そして、1,200 億もかけて出来るダム

で伊賀市の水道と言うけれども、私は腹が立ってしょうがない。伊賀は砂漠の国ではない。

周りが山に囲まれてオオサンショウウオがいっぱいいる。とにかく、機会がありましたら

私も色々と喋りたいですが、あと二回、委員の皆さん頑張ってください。私も、傍聴者発

言に毎回来て、やりますのでよろしく。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。次回、詰めの議論をしないといけないと思いますので、また、

ご協力をよろしくお願いします。今日の委員会は、これで終了します。事務局、お願いし

ます。 

（宮本委員長） 

 

 委員さんにご連絡させていただきます。先ず第２回の川上ダムに関する検証検討委員会

の速記記録につきましては、それぞれご確認をいただいておりますけども、現在修正中で

ございまして、その修正が出来次第委員の皆様に最終確認をいたしますのでよろしくお願

いします。 

（公共事業対策室 中山） 

 


