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第１回 川上ダムに関する検証・検討委員会 

 

日時 ； 平成２５年２月１４日 （木） 

午後  ３時３０分 開会 

午後  ６時３０分 閉会 

場所 ；ハイトピア伊賀 多目的大研修室 
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予定の時刻となりましたので開催させていただきます。本日は、大変お忙しい中第 1 回

川上ダムに関する検証･検討委員会にお集まりをいただき、有難うございます。 

私、司会進行をさせていただきます事務局の伊賀市公共事業対策室中山と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

最初にお手元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、その次に資料１川上ダムに関する検証･検討委員会設置要綱、その次に

資料２川上ダムに関する検証･検討委員会運営規定(案)でございます。資料番号は振ってま

せんが、近畿地方整備局資料といたしまして川上ダム建設事業の関係地方公共団体からな

る検討の場の状況についてと青色のファイル川上ダム建設事業の検証に関する意見募集に

ついてでございます。その次に資料４－１給水人口及び給水量、資料４－２水源地の現状

と計画、資料４－３取水実績、資料５今後のスケジュールについてです。皆さん、不足の

資料はございませんか。おそろいのようですので次に進めさせていただきます。 

委員の皆様にお願いします。議事録を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

禁止とします。ご協力ください。 

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。 

それでは、お手元の事項書により進めさせていただきます。 

１．あいさつということで最初に、伊賀市長岡本栄があいさつ申し上げます。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

みなさんこんにちは。大変お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

また委員の方々も万障繰り合わせいただいてお集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

これから皆さん方にはですね、私たちの地域の問題として川上ダムについていろんな側

面からいろいろとお話を、検討を進めていただきたいと、と言いますのは、国の方でも現

在このダムについての検討がおこなわれているということで、私たち地元なればこそさら

に私たちの検討も大事な国への提言となるではないかと思います。治水利水両面あるわけ

ですが、しっかりとご検討いただき私たちが地域にとってこのダムがどういうものである

のかというのをですね、3 月末までにという限られた時間ではありますが、しっかりとした

データに基づいてご検討いただきたいと思います。まああのわれわれの地域では、もう何

十年もこのダムについて色々な推進の運動があったり、反対の運動があったりしてまいっ

たわけでございますけど、大事なことは静かな環境の中で国に歩調を合わせてしっかりと

した科学的な根拠によるところの検討を進め、私たちがどういう結論がでるのかはわかり

ませんけども、現在の段階でわかりませんけども、皆様方によって検討された結果をしっ
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かりと受け止めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また、 

今回は先ほども申しましたとおり、この場におられなくてもしっかりと記録をとって、そ

して発信をしてどなたにも皆様方の意見を見ていただける、聞いていただけるというふう

にしております。また、傍聴者の方にもご意見をご提出していただくこともできます。事

項書にのっとりましてご審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。最初にあたり

まして私の方からお願いと、そして、皆様方への感謝を述べさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

（岡本市長） 

 

ありがとうございました。続きまして、２．委嘱状授与に入りたいと思います。 

事務局より、お名前を読み上げますので伊賀市長より授与いたします。 

荻野芳彦様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

辞令荻野芳彦様川上ダムに関する検証検討委員会委員を委嘱します。委嘱期間は平成 25

年 2 月 14 日から平成 25 年 3 月 31 日までとします。よろしくおねがいします。 

（岡本市長） 

 

小丸勍司様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

小丸勍司様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いいたします。 

（岡本市長） 

 

武田恵世様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

武田恵世様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。 

（岡本市長） 

 

千代延明憲様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

千代延明憲様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いいたします。 

（岡本市長） 
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西山甲平様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

西山甲平様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いします。 

（岡本市長） 

 

浜田不二子様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

浜田不二子様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしく願いします。 

（岡本市長） 

 

林正己様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

林正己様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いします。 

（岡本市長） 

 

宮本博司様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

宮本博司様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いします。 

（岡本市長） 

 

藪裏素行様 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

藪裏素行様以下同文でございます。伊賀市長岡本栄。よろしくお願いします 

（岡本市長） 

 

それでは続きまして、３．川上ダムに関する検証･検討委員会設置要綱についてご説明さ

せていただきます。資料 1 をご覧ください。第 1 条（目的）から第 9 条で構成され平成 25

年１月 16 日から施行しています。 

委員会の期間を第 2 条において平成 25 年 3 月 31 日までと定めています。 

委員会の委員は、第 4 条で委員 9 名以内と定めています。 

第 6 条で委員長は、委員の互選により選出することとし、会務を総理し、委員会を代表 4  
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していただきます。 

第 7 条で委員会の会議は、委員長が召集し、その議長を務めることとし、必要に応じ、

関係者を会議に出席させ、説明又は、意見を求めることができると定めています。 

この委員会の事務局は、第 8 条において建設部建設１課公共事業対策室に置くと定めてい

ます。以上終わります。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

私の方から 1 点 2 点ほどお教え願えたらと思います。 

委員の部分ですねんけども、先ほど市長さんからわたしも委嘱状をいただいたのですが、

9 人の中で学識経験者 3 名というのは、ちょっと多すぎではないかという風に私は感じまし

た。まああの 9 人の委員会ですので、1 人ないし 2 人が通例ではないかというのと、あえて

学識経験者ということで委員にお願いする中ではその基準というか、例えばこの部分の専

門家とか何らかのそういう基準、目安があると思うのですけど、その辺について教えてい

ただきたいですけど、よろしいでしょうか。 

（藪裏委員） 

 

学識経験者の選出にあたりましては、それぞれの部門での経験者ということで、農業土

木の関係の方、また、治水の専門分野の方、利水の専門分野の方ということで、学識経験

者を 3 名選びました。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。 

（藪裏委員） 

 

西山です。第 7 条の 2 項ですか委員長は必要があると認めるときは、関係者を会議に出

席させ、説明又は意見を求めることができる。とこういうことになってますが、関係者に

来ていただいたときに旅費とか日当というのはお考えですか。 

（西山委員） 

 

関係者といいますのは、事務局といたしましては、委員会の中での資料説明、例えば職

員の出席とか、また、専門分野の人も来ていただいていますけども近畿地方整備局又は川

上ダム建設所等又はそれに基づく関係機関の方と理解しておりまして日当の支払いは考え

ておりません。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

すいません。また、後で述べさせていただこうと考えていますが、先ほど学識経験者の 3
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名の方の選任について聞かしてはいただきました。ただ、過去の実績を見ますとですね、

ダムに消極的というか反対という方ばかりなんですよね。そういったところで、わたしと

しましては、やはり、ダムに対する積極的な意見の方、やっぱり、学識経験者にも来てい

ただいて、意見を聞きたいとこう思ってるんですが、それは無理なんですか。 

（西山委員） 

 

学識経験者の意見を聞かせていただきながら、方向性を出していただきたいということ

で考えさせていただいています。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

今おっしゃったのは学識経験者はこの 3 名のことですか。 

（西山委員） 

 

すいません。失礼いたしました。委員長が出席を求められたときにつきましては、出席

をしていただきましてそれに対する費用、日当、旅費等につきましてはお支払いさせてい

ただくということです。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

旅費、日当を支払うということでよろしいですね。 

（西山委員） 

 

そうでございます。 

（公共事業対策室中山） 

 

あの、場合によっては宿泊料も。 

（西山委員） 

 

条件によりましては、費用弁償をさせていただきます。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

はい。わかりました。 

（西山委員） 

 

先程 3 名の方でそれぞれ治水、利水、土木の分野という話がありましたが、まだ自己紹

介が住んでない中で大変申し分けないのですが、経験者のプロフィール等お教えいただき

たいと思います。と言いますのは、御 3 人の方先程上げられたんですけどもどの辺の分野
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の要するに経験者というか学識というか教えていただきたいんですけども。 

（藪裏委員） 

 

それでは学識経験者 3 名の役職等を説明させていただきます。 

まず、最初に荻野芳彦様でございますが、現在大阪府立大学の名誉教授をされておりま

す。 

それから、千代延明憲様は現在は無職でございますけれども、元淀川水系流域委員会の

副委員長をされておりました。 

宮本博司様ですが、現在株式会社樽徳の代表取締役をされまして、元淀川水系流域委員

会の委員長をされておりました。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

あのそういうことでは無しに、先程 3 分野あげられましたんですけども、お三方がどの

分野に当てはまるんかを聞かしてほしいんですけれども。 

（藪裏委員） 

 

失礼しました。 

荻野芳彦様につきましては、農業土木関係でございます。 

また、千代延明憲様につきましては、利水の関係でございます。 

宮本博司様につきましては、治水の専門分野でございます。 

以上でございます。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ありがとうございます。 

（藪裏委員） 

 

よろしいでしょうか。それでは次に進めさせていただきます。続きまして委員長の選任

についてということで、設置要綱第 6 条第 1 項に委員長は委員の互選により選出すると定

めています。 

どのようにさせていただいたらよろしいでしょうか。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

利水専門の学識経験者が適当ではないかと思います。いかがでしょう。 

（武田委員） 

 

千代延です。 
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委員会がこれからどう進むかわかりませんけどもこれまでの経験、私の知る限りでは、

経験から宮本さんにやっていただいたらどうかと思います。 

（千代延委員） 

 

今 2 つの意見が出ましたけども 1 つは利水の専門の学識経験者に委員長になっていただ

く。または、宮本様に委員長になっていただく。というご意見ですが。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ちょっと待って下さい。 

自己紹介しないとわかりません。皆さん知ってるかもしれませんが、私は知りません。 

（小丸委員） 

 

そうしましたらすいません。委員の皆様で自己紹介をしていただけますでしょうか。 

よろしくお願いしたいと思います。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

荻野と申します。自己紹介ということでございますが、どんなお話がいいか咄嗟には頭

に浮かびません。大阪府立大学を 8 年前に定年退職して今はフリーな身でございます。専

門領域といいますと、農学部の中におりまして、先ほどお話がありましたとおり農業土木

がもともとの専門なでのですが、最近、大学改組とか色々ございまして、水資源環境工学

と言う講座名でございまして、主として農業用水、河川の利水につきまして専門委員とし

て勉強してきております。ちょうど青蓮寺パイロット事業が昭和４３年くらいから始まっ

て、５７から５８年に終わったのですがその間に岐阜大学に在籍していた際にここのパイ

プライン、農地の造成の相談ごととかに乗っておったことが記憶として残っております。

個人的には、伊賀市の周辺の農地の開墾とか農業用水とかですね、つかず離れずですけれ

ども関心を持っておりました。直接川上ダムにつきましては、先程お話がありましたよう

に、淀川水系流域委員会で私も初期の委員として農林水産省の推薦により、委員に命ぜら

れて農業用水の観点から、来てほしいということで６年させていただいております。木津

川上流は大変大事なプロジェクトでありますし、私にとっても思い入れの多い地域でござ

いますので、岡本市長さんからですね、やってくれと言われたときに、お引き受けさせて

いただいた次第でございます。ふつつかな発言があろうと思いますが、よろしくお引き回

しいただきますようお願いします。以上でございます。 

（荻野委員） 

 

失礼します。私は上野桑町というところに住んでいるんですけど、１６年間議会の方に

おりまして、それから住民自治協議会伊賀市の住民自治協議会ですが、今自治協の連合会
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の会長をおおせつかっております。いろんな角度から住民のご意見を聞かせていただきな

がら、意見を述べさせていただきたいと思います。小丸勍司といいます。 

（小丸委員） 

 

武田でございます。私は上野桑町で歯科医院をしております。川上ダムの関係では、川

上ダム希少猛禽類保全検討会という会の委員をしております。それから、川上ダム自然環

境巡視員というのをしております。それから、三重県の公共事業環境検討協議会の委員を

しております。それから、環境省の希少動植物種保存推進員と伊賀市環境保全審議会、レ

ッドデータブック作成委員会の委員長をしております。いろいろしています。  

この会議では、主に利水の検討をということですのでダムありきではなく、 かといって

脱ダムありきでもなく、 伊賀市の現在と将来に必要な水道水源のあり方を検討して、その

ために川上ダムと言う手段が有効かどうかを検証・検討したいと思います。  

もう少し話しますと。川上ダムの再検討がはじまってからかなり立ちますので、私も住

民対話集会に参加しました。  

色々と調べてわかったのですが、木津川はじめ伊賀市の川は、いやまあ全国どこの川で

もそうなのですが、数ヶ月とか、非常に長い期間雨が降らないで水が不足しない川はない

んです。また、どんな洪水が来ても、被害が全くでない川というのもどうも出来ない。利

水計画、治水計画と言うのは、洪水、渇水を完全には防げないけれども、どこまでは防ぐ

か、つまりどの辺で自然の驚異と妥協するかと言う計画なのです。  

川上ダムというのは、その利水や治水の手段、ツールの一つに過ぎないのです。川上ダ

ムがあれば、伊賀市は水道水に全く困らなくなるというわけではなく、川上ダムがあれば、

一切洪水の心配がなくなるというわけでもないのですね。  

ということで、真剣に検証・検討を整理できればなと思っています。  

（武田委員）  

 

千代延です。私はこの１０年くらいの中では、淀川流域委員会の委員を４年間やらせて

いただきました。利水の関係では、利水部会の副部会長やらせていただきました。利水に

ついては、大分勉強させてもらいました。それから、水道の関係は、吹田市の水道事業経

営審議会というのがございまして、そこで委員として４年間水道のことについて勉強させ

てもらっております。先程専門家という話がありました。私は何の専門家かと問われまし

ても、例えば土木工学といったようなものはございませんが、こと川上ダムについては、

専門家と言うと近畿地整の方がおられますのでいいませんけども、相当勉強はさせてもら

っていますので、少しでも役に立ちたいと思っております。以上ですよろしくお願いしま

す。 

（千代延委員） 
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西山でございます。 

昔々国家公務員でした。 

その後のんびりしていたら、役が回ってきまして現在川上ダム建設促進期成同盟会の会

長を８年さしていただいています。もうやめれるかと思っていたのですが泥沼にはまって

います。この８年まだその前から武田委員がおっしゃっていたように対話集会とか意見交

換会がありまして、そこへも出席はさせていただきました。約１０年間奮闘してきたつも

りです。それを活かして何とか意見を述べたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（西山委員） 

 

浜田不二子と申します。 

私は３０年・３５年前から伊賀に住むようになりました。 

その内川上ダムの計画があるという事を知るようになるわけなんですけど、川上の地に

は友人がおりまして、よく遊びに行きました。 

そういう中で川上の土地が私にとってはとても好ましい場所でございました。そこにダ

ムが出来て川上に住む方々が移転をするということを聞くようになりまして、私には何も

できないかと思ってきた次第ですが、１０年前にＮＰＯ法人水と緑の会というものを仲間

とともに立ち上げました。環境の活動をするようになりました。川上の自然環境をそのま

まに次世代の子供たちに伝えたい。そのまま受け継ぎたい。そういう思いでやってきまし

た。そうしましたら、川上にはオオサンショウウオが９７８個体。数の調査によってわか

りましてオオサンショウウオってどういう生き物なのかとか、オオサンショウウオを好き

になれるだろうか、とか自分との葛藤がありました。川上ダムを作らなくて良いと人様に

言えるのかというあたりからも私は葛藤をしつつ勉強をさせてもらって、ＮＰＯ法人を立

ち上げて１１年目を迎えています。今日は、この度は委員に選んでいただきました。あり

がとうございます。よろしくお願いいたします。 

（浜田委員） 

 

林正己でございます。私は（古山）蔵縄手の方で住んでおり、今回川上ダムの水問題は、

私どもの生活基盤です、当地はもともとの湿田を乾田にしていただき、現在青蓮寺用水を

使用しています。またそれに伴い地下水が低下し、生活井戸水が枯れてきましたので、水

道水を配給して頂きました、そのような状況下今回の公募推薦調書を出しました。これと

は別にして、この問題（川上ダム水源を含む上水道水）をより安全な水問題として、特に

（川上ダム）利水関係、あと農業用水幹線（青蓮寺用水土地改良区）からの導水関係の２

つについてこの委員会で発言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。 

（林委員） 

 

宮本でございます。ちょうど平成１８年の７月まで国土交通省におりました。私の前の
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方に座っていただいているメンバーの人と一緒に仕事をしてまいりました。私は国土交通

省の中でも若いころからダムの建設に関する仕事に多く携わってきました。私はその中で

学んだことは、ダムというのはあれだけ多くのお金を使って、大きな構造物をつくるわけ

ですから、当然水を貯めるという効果はあります。しかし、いろんな副作用といいますか

環境への影響、あるいは水没地の住民の皆様に対する大変多くの犠牲、そういうようなも

のもございます。従いまして、私はダムについては、多くの国民の方、住民の方が「なる

ほどなこれはそこまでの副作用があっても作らなければならないな」といえるきっちりし

た議論をですね、した上で必要な場合は早急に作るべきと考えております。そしてそれが

納得できないんであれば、立ち止るべきだと思っております。その議論がややもするとで

すね、乱暴に、徹底的にされるとですね、今まで言ってきたところが今多くのところで問

題が起こっているものじゃないかなと思っております。さきほど、学識経験者の方はダム

について消極的な方だとおっしゃいましたけども、私は決してそうじゃ無しに、ダムにつ

いては是々非々だと思っています。必要なダムにつきましては、早急に作るべきだと思い

ますし、そうでないものについては議論しなければならないと思っております。私は役所

をやめてから６年７年たっていますので、かなり現場との感覚がずれているかもしれませ

ん。したがいまして、今回はもう一度データに基づきまして、きっちりと頭の中をクリア

にして議論を進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

（宮本委員） 

 

藪裏でございます。５年ほど前この市役所におりまして、５年前退職しまして、後地元

の方で東高倉の自治会長をしておりますのと、市の農業委員をしております。それから現

在は、今日の応募にも関わったことですけれども、上野遊水地区連絡協議会の会長をして

おります。私の田んぼも遊水地に１ｈａほどあります。かつてから水がついておりました。

２８災、伊勢湾台風たしか伊勢湾台風のときと思うんですけども、私半分子供でしたんで

すけども、かなり水がつきまして、新居から小田、木興の方まで全部水でした。その中を

家が沢山流れていきました。平屋の家もありました。２階建ての家も１階部分が水没しな

がら流れていきました。その屋根の上に人が乗っておりました。当然川の真ん中です。多

分、多分あの方は亡くなられたんちがうかなとそんな想いです。そうしたことの解消のた

めに今現在遊水地、ダムということで治水の方を国で考えていただいているということは

大変ありがたいことですし、青山の方につきましては、ダムということの中でそれぞれ集

落を離れて別の場所にわざわざダムのために場所を空けてくださっております大変ありが

たいことです。そんな想いをしながら、今日応募にいたったこととなります。今日はよろ

しくお願いします。 

（藪裏委員） 

 

ありがとうございました。自己紹介もおわりまして先程の委員長の選任について続きを
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再開させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

自己紹介をしていただきましてですね、おおむね解らしてもらったところでございます。

ありがとうございます。委員長の選任というところでございますが、お一人お二人のお名

前が挙がっているようですが、詳しくはよくわからないんですけれども、西山さんですか、

西山さんって方を推薦したいと思うんですがよろしくお願いします。 

（小丸委員） 

 

それでは最初言っていただきました、利水の関係の方と宮本様と西山様。利水の関係の

方はどなた？ 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

千代延さんです。 

（武田委員） 

 

西山です。ご推挙いただいて本当にありがたいのですが、私思てんのは、委員長じゃな

くて自由にしっかり発言をさせていただきたいと考えているんで、出来たらご辞退申し上

げたい。このように思っております。 

（西山委員） 

 

そうしましたら、あの宮本様と千代延様ということで… 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

千代延です。私も全体をまとめるという大それたことは、大変不得手でありますので、

辞退できるものなら辞退したいと考えております。 

（千代延委員） 

 

なかなかこれは難しいんですけども、自己紹介で申し上げましたけども、みんなの議論

をしっかりとまとめて、そしてこの委員会だけでは無しに、市民の方々の意見を受け止め

て何らかの方向を整理していくということでありましたら、元私も役人ですので、そうい

うことは今までよくやってまいりましたので、皆さん方がご異存なければ、あまり私自ら

歓迎してやるわけではないんですけど、お引き受けしても結構かと思います。 

（宮本委員） 

 

そうしましたら宮本様に委員長をお願いするということでよろしい… 
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（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ちょっと。小丸ですが今ですね、宮本さんに委員長のご指名がね、ということで、それ

で異議はありません。がですね、宮本さんの委員長になられた場合の、川上ダムに対する

想いとかさ、そういったのを要するに委員長というのはまとめていただくのは大事だけれ

ども、あなた様の思いっていうのだけ少し述べていただけたらと思います。ダムに対する

想い。 

（小丸委員） 

 

あの、ダムに対する思いというのは先程申し上げさせていただいたとおりなんですが、

私はそれぞれの方がですね、川上ダムについて今までも立場がありますとか、思いという

か明確に言えば、川上ダム推進だという方もおられれば、もう少し考えた方がいいんじゃ

ないかという思いの方もおられると思うけどね、私自身はこの委員会で私が委員長で議論

をさせていただくこととなれば、やっぱり先程市長もおっしゃいましたけれども、この川

上ダムというものはあくまでもツールでありましてね、手段でありまして、何かといった

ら、この伊賀市における治水、利水について、いったいどういうことが課題で、その課題

をですね、どういう風な有効な対策でやっていけばいいのかというところをですね、私は

情報を共有しながら、データに基づいて、出来るだけ客観的に議論をして整理をしていく

べきだと考えております。そういうことからすると、私の何らかの思いもあります。皆さ

んの思いもあると思います。その思いを初めに言い合ってしまうと、どうしても、賛成だ、

反対だあるいは推進だ、やめろだとかという話になってですね、データに基づいた客観的

な議論がかみ合わないといいますか、ということになりかねないと思うんですよね。これ

は私の今までの経験からしてですね、そういう委員会とか検討会というのは山ほど体験し

ました。そういう委員会なり検討会は、前向きな議論が出来ずに、言えば見切り発車なり、

中途半端な両論併記だとかという形になります。私はそれは非常に虚しいことだと思いま

すし、岡本市長の諮問のご意思とも反すると思います。なおかつそういう風な反対だ、賛

成だと言い合っているような委員会となりますと、伊賀市の市民の皆さん方の税金でやる

わけですから、それに対しても申し訳ないと思っています。そういう意味で、私が委員長

になりましたら、是非皆さん方にお願いしときたいのは、いきなり、賛成だ反対だ推進だ

中止だという自分の思いを言うんじゃ無しに、もうひとつ原点に戻って、この伊賀市にと

って治水の問題、利水の問題そのために有効な手段としてどのような手段があるのか、そ

の中に川上ダムも当然あるんですよね。そういった議論をデータに基づいて、客観的にか

つ冷静にやっていけば、そのプロセスとしてですね、自ずから川上ダムについての考え方、

あるいは必要性についての整理ができてくるんじゃないかなと言う風に私は思っておりま

す。従いまして、小丸委員がおっしゃいましたけれども、ここで私が中途半端な感じでで

すね、川上ダムをこう思いますということは決してこの委員会のこれからの進行について
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プラスじゃ無しにマイナスになると思いますので、それについては控えさせていただきた

いという風に思います。 

（宮本委員） 

 

ありがとうございます。それでね、私あの宮本さんね先程からずっと聞かしてもらいま

して、委員長になられたら、委員長さんに聞くわけにいかないので。ね、だから今の間に

少しだけ聞かせていただきたい。悪いけどね、申し訳ない。自己紹介の中で市民のコンセ

ンサスの中でね、是々非々の立場であったらね、コンセンサスがうまくいけば賛成という

こともあろうけど、要するに市民のコンセンサスというのはどこぐらいまで満足すれば、

意思決定となるのか、その辺がね自分自身も… 

（小丸委員） 

 

あのそれは一番難しいです。これは基準があって、例えばここまで行ったらコンセンサ

スが図られましたよということはありえない。分からないんですよ。それは、私はオープ

ンにやって、マスコミも報道されて、市民の皆さんにも周知されると、その中であの委員

会で出してきた整理した方向性というものは、まずまずそういうもんかなというのが、大

体の雰囲気になっているのかという事であります。難しいと思います。しかし、それを求

めてこの委員会が努力すると、今回限られた時間であり、５回と回数も制限されている中

で、その中で我々委員が汗をかいて必死になって誠心誠意議論をしてその結果として出た

ものが何らかの核となるものとなるのか、また、ある程度のものになるのかわかりません。

それも精一杯やった上で、皆様方にこういうことで議論した結果こうでしたよと伝えると

いうことだと思います。それをふまえて、且つこの委員会は、ダムの反対賛成を決める委

員会ではありません。我々としてした議論を岡本市長にご報告して、後は市長として伊賀

市の判断をされるので、我々とすればこの限られた５回の委員会で精一杯にそれぞれが情

報を共有して、問題点が何かというのを議論をかみ合わせて、そしてその方向性をですね、

報告することだと思います。それが、結果的に市民の皆さんが評価されるのか、いやいや

まだまだとおっしゃられるのか、それは分かりませんが、委員会において必死にやるとい

うことしかないと思います。 

（宮本委員） 

 

ありがとうございます。 

（小丸委員） 

 

それでは３名の方の推薦が出ておりますけども、３名の方につきまして賛否を取らせて

いただく形… 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 
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３名って。辞退。 

（小丸委員） 

 

そうしましたら、委員長に宮本様をということでよろしいでしょうか。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

…異議なしの声及び拍手… 

 

異議なしとの事ですので、宮本博司様に委員長にご就任いただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。それでは前の委員長席へお願いします。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

そしたら一言ご挨拶を申し上げたいと思います。この委員長を決めるにあたっても、こ

れほど白熱した議論をして委員長を決めるというのは、私無いと思います。普通の委員会

はですね、誰か事務局が言ってしゃんしゃんと決まるんですが、やはりですね、この委員

会の前途楽しみと思っております。そういう意味で私もですね、微力ではございますけど

も、皆様方のご協力の下、この委員会を進めていきたいと思っております。先程も申し上

げましたけれども、私はまず第１点はですね、近畿地整の方で川上ダム建設事業の関係地

方公共団体からなる検討の場で検証の作業を行っておられます。これについては、当然こ

の伊賀だけでなく京都とか大阪とか淀川水系全体においての川上ダムのですね、議論だと

思います。この委員会におきましては、そこはそこでおいといて、とりあえずまず、伊賀

市にとっての治水、利水のポイントを絞って議論することだと思っております。ですので

その議論においては、現状を十分踏まえて情報共有してそして本当に何が問題で、どうす

ることが有効かということを冷静に議論していきたいと思います。そういう意味におきま

して、先程もお願いさせていただきましたけれども、皆様方、私もそうなんですけれども

色々なお気持ちがあると思います。傍聴の方もそのような気持ちを抱かれている方もおい

でかと思うんですけれども、まずは、ダムに関して賛成反対、建設中止ということが飛び

交うようになりますと、これは、きっちりした議論が出来ないと思います。従いましてそ

の気持ちは抑えて、まず客観的に伊賀市にとっての治水、利水はどうなんだと。そのため

の対策としてはどのような策が有効かというところをきっちりと詰めていきたい。その結

果が自ずから川上ダムに対する考え方になっていくと思っておりますので、皆様方のご理

解とご協力をお願いしたいと考えております。よろしくお願いします。 

（宮本委員長） 

 

続きまして、委員長さんに設置要綱第 6 条第 3 項に「委員長に事故あるときは、あらか
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じめ委員長の指名する者がその職務を代理する。」と定めています。職務代理者の選任をお

願いします。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

出来るだけ私に事故がないことを望んでいますが、そうしますと、公募で選ばれたは方

は意見をぶつけていただいたほうがいいと思いますので、先程名前があがりました千代延

さんに職務代理をお願いするということで考えておりますけどよろしいでしょうか。 

（宮本委員長） 

 

（異議なしの声） 

 

ありがとうございました。 

（宮本委員長） 

 

委員長の職務代理者は、千代延明憲さんということでよろしくお願いします。 

ここから、進行を委員長の宮本様によろしくお願いしたいと思います。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

それでは、この委員会事項書ですか、これの３番目までが済んだということで、４番目

の川上ダムに関する検証・検討委員会運営規定につきまして事務局の方からご説明をよろ

しくお願いします。 

（宮本委員長） 

 

それでは、川上ダムに関する検証・検討委員会運営規定（案）につきまして、ご説明さ

せていただきます。資料２をご覧ください、第 1 条では、「川上ダムに関する検証･検討委

員会」を円滑かつ高い透明性のもと運営することを目的として定めようとするものです。    

第 2 条では、委員会における審議にもとづき、委員会の意思決定を行い、委員会は委員総

数の過半数の出席をもって成立するとしています。委員会の議事は、出席委員の過半数を

もって決することとし、可否同数のときは議長の決するところによるとしています。また、

意見について少数意見がある場合はこれを付することとしています。 

第 3 条では、委員会の会議はすべて公開と定め、提出された会議資料及び議事録は、速

やかに伊賀市のホームページで公開するとしています。 

第 4 条では、委員会の審議及び運営に関する事項や委員長が必要と認めた事項について

検討を行うため運営会議を設けることができるとし、運営会議のメンバーは委員長及び委

員会委員の中から選任された委員 4 名の合計 5 名とし、委員長が召集するとしています。 

第 5 条では、傍聴者は可能な限り希望者全員が傍聴できる様にするが、会場に入りきれ
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ない場合は先着順としています。また、傍聴者は、委員長の許可を得て発言することが出

来ると定めています。 

第 6 条では、本規定の改正は、委員会委員総数の 3 分の 2 以上の同意を得て行うことと

しています。 

以上、事務局の説明を終わります。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご質問あるいは

意見等ございましたらお願いいたします。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

第２条の３項ですが、過半数で決するとか、可否同数の場合は議長の決するところによ

るとかこういう条項がございますが、この審議の中身、性質上ですね、必ず白黒つけてい

く事項ではないと思いますのでこの３項は必要ないと考えます。 

それから、第４条運営会議。これ何を考えているのかなと。たった９人の委員であるの

に、９人で決めたらいいと思います。わざわざこんな、そうすると後の４名は蚊帳の外や。

それはおかしいと私は思います。以上です。 

（西山委員） 

 

今の西山委員の意見に対して、いかがでしょうか。 

（宮本委員長） 

 

今の４条の運営会議の件ですけども、第１条目的のところに高い透明性の元にって書い

てあります。で、この委員会はそういうことなんですけれども、その中で運営・あるいは

必要と認めた事項についてということで、改めてここへ上げる。これが、果たして公開か、

非公開か、ここらが分からない中ですし、非公開であれば高い透明性がどうなるんかなと

思いますという部分と、意見がありました様に、たった９人のなかで５人で協議して済む、

済むというか検討していたら残り４人は何の役目にここに来ているんかなとたった９人で

すのでここで検討すればいいかと私は思いますので、４条は必要ないように思います。運

営等は委員長等と事務局等々と相談してもらえればすむことと思います。 

（藪裏委員） 

 

そのほかに。はい。千代延委員。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。第２条３項の過半数で決するという言葉は必要ないのではないかというご
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指摘がありましたけれども、これはやってみなければ分かりませんけど、最後に委員会の

意思として市長に答申をすることになっていますね。答申するということになりますと、

しっかり審議した上で一致しない場合には、何らかの委員会としての結論をだしておくの

が私は良いと思います。近くでは淀川流域委員会でも、そういう局面がありました。あり

ましたけれども、全部がこういう意見もある、こういう意見もあるでは、特に今度は、市

長に対する答申をする訳ですから、委員会としてはこうだというのがいると思います。し

かし、少数意見について、何も無かったというのはよくないと思いますが、ここに少数意

見は少数意見として付記すると記載されています。そういう風にするのが私はよろしいか

と思います。 

それから運営会議についてはですね、確かに９人のことですからやり方はあると思いま

すので、ここは特にこだわりは無いのですが、例えば運営会議でこの４名に選ばれなかっ

た委員について、傍聴することができるとか、意見を述べることが出来る等運用は可能か

と思いますが私はこだわりません。以上です。 

（千代延委員） 

 

それではほかの委員いかがでしょうか。林さん 

（宮本委員長） 

 

さきほど千代延さんのお話の中ですけども、２条の３項ですけれどもやはりある一定の

方向性は出てくると思うんですけれども、市長にそれを答申するのにですね、並列的な文

書も書かなあかんので、そこによってひとつの方向を決めてしまうというのがですね、こ

の委員会の９名で委員長抜いて８名ですけどもそういう中身になってしまいますので、や

はり並列。意見の少数という文言はありますけれども、そこまで賛同する必要はないかと

思います。もうひとつ第４条の件につきましてはですね、やはり蚊帳の外、全部入れて９

名で５名ですから、４名抜けた立場がですねどうなるのかということ。何のために選ばれ

たんやということになります。そういうことで、全体会議でやればいいと思います。 

（林委員） 

 

小丸です。まず、一つ目の第２条の第３項の話ですけれども、出席委員の過半数で決す

るというのはですね、宮本委員長になられてご挨拶をしていただいたとき、賛成反対とい

ったものではなくってとあえて発言なさいましたよね。だからその辺も踏まえてこれは見

直すべきだと思います。それから二つ目、運営会議の話だけど事務局はこれ運営会議とは

どういう意味。どういう意図でセットしたのか。これをまず聞かせてくれ。 

（小丸委員） 

 

この検討委員会の運営に当たりまして、審議及び運営に関する事項についてスムーズに
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進めていくために、委員長と４名の委員方によります運営会議というのを設けてスムーズ

に検討委員会が進むようにということで提案させていただいています。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

あの、そのスムーズにとそういった意図ならば私はあえて必要ないと。よってこれは削

除すべきだと私は思います。 

（小丸委員） 

 

それではまず運営会議ですけれども、今まで出た意見では、運営についても委員会の方

で決めれば良いんじゃないかという意見が多数あったと思うんですけども、要るという委

員の方はおられます。どうですか。皆さんは要らないとうことでよろしいですか。どうし

ても要るっていうんであれば、事務局も言ってほしいんですけど。 

（宮本委員長） 

 

委員会で決めていただいた内容でよろしいかと思います。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

そしたら委員の総意ということで第４条の運営会議は削除することとして、そして、こ

の委員会の運営については、この委員会で皆さんの前で決めていくと、透明性を高めると

いう趣旨からも、削除させていただきたいと思います。 

それから、議事の過半数で議決することですが、小丸委員からもご意見がありましたが、

先程私も言いましたけれども、この５回でどこまでつまるかも分かりません。そうした中

で、過半数で決めていくといかがなものかなという気がします。しかし場合によっては、

まだ分かりませんので議事によっては、ひょっとするとみんなで決をとるということもあ

るかもしれないですね。ひとつの案として、「委員会の議事において出席委員の過半数で決

する場合には、可否同数のときは議長の決するところによる。」という風にしたらどうか。

要するに、全てのことを過半数で決するのでは無しに、もしも状況によって過半数で決す

るような状況が起こったときには、可否同数の場合には議長の決するということで、フレ

キシブルといいますか、何とでも読めるようにしたらどうかなという元役人の悪知恵です

けども。 

（宮本委員長） 

 

西山です。おっしゃる意味は分かるんですけどね。それじゃこの案件は過半数で決する

か決さないかというのはいつ誰が決めるんですか。 

（西山委員） 
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それはこの委員会ですよね。難しいところですよね。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

この会議は利水の問題に絞っているんですね。あまり感情とか想いが入る余地は無いと

思いますが。主に将来の人口予測の問題です。何か。 

（武田委員） 

 

武田委員ねこれは利水のこともあるんですけども治水についても議論することとなって

います。 

（宮本委員長） 

 

治水にしろ利水にしろあまり感情が入る余地は無いと思います。データの問題です。で

すから、皆さんが根拠を基に、データを基に話をすれば賛否をとる場面など無いと思いま

す。例えば、伊賀市の将来推計人口ですが、国のレベルでは厚労省で上位・中位・低位の

３つを示しています。伊賀市の場合かなり古い算定方法、関数を使っておりまして、上位

推計のさらに上しかないんです。隣の名張市、津市、奈良市はちゃんと上位、中位、低位

となっています。西宮市は低位です。参考に。実はそういうデータの問題なんですよ。先

程冒頭でもいいました通り、利水、治水というのはどこで妥協をするかなんです。まった

く水道に困らない、まったく洪水が起きなくなる。これは無理なんです。データによる推

計でこれで間違いないかどうかの検証・検討を重ねていかなければならない。賛否をとる

というよりも、上位、中位、低位という風にまとめて、川上ダムがどうしても必要な場合

は、こんな場合です。こんな場合には不要ですと。そういう答申におそらくなるのではな

いか。データをちゃんと検証していけばそうなるんじゃないかと考えられます。ですから、

条文はまあこれくらいでよろしいんじゃないでしょうか。 

（武田委員） 

 

えーと。それでは荻野委員。どうぞ。第２条につきまして。 

（宮本委員長） 

 

えーとですね。この会議が一定の緊張感を持って、自分の意見をですねきちんと述べて、

人の意見をきちんと聞いて、そして全体の会議の場がどうなっているかというのがですね

大変重要なことであろうかと思います。言いっぱなし聞きっぱなしではですね、まーまー

なんとなくという訳には行かないのでね、論点もあろうかと思います。ですから私は出来

ることならですね、このまま原文のままで残していただいて、それをどう運用していくか

はですね、委員長の判断で調整するということでいかがかなという風に思います。こうい

う条文をなくしてしまいますと委員会の緊張感というものがやはり緩んでしまうんではな
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いかと懸念をいたします。是非この２条の３項は残していただきたいと思います。 

（荻野委員） 

 

他の委員どうでしょうか。藪裏委員。 

（宮本委員長） 

 

先程委員長が中間的な部分をおっしゃられていましたけど、本当に賛否でこうです。あ

るいは、こんな少数意見がありましたという答申はいいのかなという風に私は思っていま

す。先程武田委員さんがちょっと申されたのですが、表現は曖昧な形になろうかと思いま

す。これが今日までずっと続いているということですので５回の委員会で結論がつくとい

うものではないと思いますし、最終そこへするというようなようにも条文が取れるので私

もその辺を懸念しているところでございます。そういう意味でもし本当にその部分が必要

となった時は先程の意見じゃないけども９人で決めたら、ここで賛否とりますかというよ

うに聞いたら要綱に書いてなくてもあげたら良いので、ここに書いてあると必ずそういう

具合で、錦の御旗じゃないんですけども、絶対賛否をとらんならんというイメージになり

ますんで、私は外しておいた方がいいんじゃないんかなと、ただ、必要なときにはそのよ

うなこともあると皆さんで認識していただければいいんじゃないかなと思いますけども。 

（藪裏委員） 

 

千代延です。今のご意見ですとそこにいくまでに、いつの場面でそういったことをする

のかこの中で議論することとなりますことから、しっかり審議するということは皆さん同

じだと思っています。それについて、そこで武田委員もおっしゃいましたけれどもデータ

で決まっているというものばかりではないと思います。ですから意見が分かれるもとにな

ると思うんですよ。分かれたものを全て個人の分として並べて答申を行なうとなると、こ

れは委員会とすれば全体としてどういうものになるのか。１本にまとまらんこともありま

す。そのときは少数意見とそうでない意見といっても良いですけども、それは付記してで

すね、あったということは分かるわけですから。でも基本の委員会で審議した結果はどう

であるかというのは、そこは書けるように賛否をこのままおいておくのがよいと私は思い

ます。 

（千代延委員） 

 

西山です。提案者として補足します。さきほど荻野委員さんがおっしゃってみえた緊張

感というのも、私緊張しています。この問題出てからずっと、もう夜目があいたらこの話、

こればっかりです。本当にもう。仕事は昨年で終わったんですけども、のんびりするわと

思ったらこれで毎日悩んでいます。緊張の連続です。それでですね、この設置要綱にもあ

りますようにここで要するにここでこの問題について検討するんですよね。結論出すべき
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委員会ではないと思うんです。だから、例えば話があれですけど、ダムを造る造らんとか

を決めるのが河川管理者ですよね。だから河川管理者にそんなん造らんときなさい。そら

造りなさいというべきではなくて、やっぱりこうやから造るべきやないか、こうやから造

らんでええやないかとそうことを言うのがこういう諮問委員会であると思うんです。だか

ら、必ずその何ていうんですか、こういう一本の線というのにせず、検討してこの書いて

あるとおり検討してその結果を言えばいいのであって、そんなに左右左右と決めないでい

いと私は思っています。 

（西山委員） 

 

さあ、どうでしょう意見が分かれますけども。武田委員どうぞ 

（宮本委員長） 

 

武田です。つまり、この条文のままで良いということですね。 

（武田委員） 

 

いいえはずしてください。 

（西山委員） 

 

さっきのお話しでは、少数意見は書くべきだとのお話でしたけども。この条文ではまず

いと？このままで良いのと違いますかね。 

（武田委員） 

 

まさに運用の仕方の話ですよね。何でもかんでも一つ一つね、過半数で決めました、３

対なんぼではい決まりましたという形で進めていく委員会の性質ではなく、皆さんがご存

知。千代延委員や荻野委員がおっしゃったのはそういった場合があるかも分からないので、

そういったときにはルールを決めとかないとのことで、まさにこの９名でできるだけそう

いう、意見が対立して黒か白かどうするかということは出来るだけ私は避けていきたい。

この委員会の使命かと思いますので、出来るだけ避けるということで皆さんで共有認識を

してですね、その中でもしもそういうことがいるということでしたら、この過半数もあり

うる程度のことかなと思うんですけども。小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

はい、あのね。いまのご意見は委員長として全うな話。それでいいと思う。今日は岡本

市長もきちんとと聞いてみようとご出席いただいている。答申するんだからね。その辺も

ふまえてこの検討委員会の最初のスタートのときなので大事なんです。われわれこれから

話をまとめていくから、委員長信頼しています。 
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（小丸委員） 

 

そうしますとね、やはりこの文書では全てのことを過半数で決めるように読み取れる文

書ではあるということなんです。ですから、気持ちとしては出来るだけそういうことが無

いようにという中で、もしも過半数で決めなければならないような状況になったときには、

今のような話で、賛否を決するという条文に直しといて、一応そういう修正で行ったらど

うでしょうか。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

すいません。委員長の考え方は決して間違えていないと僕は思うんですけど、やっぱり

先程おっしゃるように、決めていかなあかんのではないかと取れるんですよね。だから、

先程藪裏委員がおっしゃったように、これはどうしますぞ、採決しますか。といって委員

長から発言していただいて、そういうことになれば採決を取る。採決をすれば同数であれ

ば委員長が決めることは当たり前の話ですやん。書かんでも、と私は思います。 

（西山委員） 

 

ですから、今おっしゃったみたいに、何でもかんでも数じゃなしに過半数で決するかど

うかということをですね、皆様方にお諮りしていいという場合にはそういう風になること

はありうるということで、そのような文に修正することでいかがでしょうか。 

（宮本委員長） 

 

…了解の声… 

 

そのような形で事務局修正をお願いします。 

（宮本委員長） 

 

失礼いたします。そうしますと第２条第３項の修正についてご提案をさせていただきた

いと思います。１行目の後半中ごろで「出席委員の過半数で決することとし」となってご

ざいますが、このところに「出席委員の過半数で決する必要が生じた場合は」と修正し、

可否同数の場合は議長の決するところによると結ぶ形でよろしいでしょうか。 

（事務局；伊賀市建設部北山次長） 

 

みなさんそれでよろしいですよね。 

（宮本委員長） 

 

…了解の声あり… 
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それで結構です。 

（宮本委員長） 

 

ありがとうございます。 

（事務局；伊賀市建設部北山次長） 

 

それでは随分時間も経過していますけども、この運営規定につきまして、他にご意見ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。それでは、運営規定につきましては２条の３項の

ところを事務局が申し上げたとおり修正するということと、第４条運営会議については削

除するということで決定したいと思います。ありがとうございました。続きまして５番今

後のスケジュールについて事務局で説明をお願いします。 

（宮本委員長） 

 

資料５をご覧ください。3 月までの非常に短い期間の中で５回開催することとなっている

ことから、あらかじめ事務局として、日程をお示しさせていただきました。第 2 回検討委

員会は、2 月 25 日（月）の 17 時～19 時 30 分阿山保健福祉センターホール、第 3 回検討

委員会は、3 月 5 日（火）の 13 時 30 分～16 時ゆめポリスセンター大会議室、第 4 回検討

委員会は、3 月 14 日（木）の 13 時 30 分～16 時ハイトピア伊賀５階多目的大研修室、第

５回検討委員会は、３月 25 日（月）の 9 時 30 分～12 時ハイトピア伊賀 5 階第 1 研修室の

予定です。 

以上、事務局説明を終わります。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

それではあの５回の日程案が出てますけどこれにつきまして、ご意見がある方。千代延

委員。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。勝手を言いますけども。 

日にちは今のところいいのですが、時間ですね。第５回なんですけど、誠に申し訳ないん

ですけども 9：30 だと前泊が必要になると思うので１時間遅らして例えば 10：30 から 13：

00 までやるとかね、そういうことを考えていただけませんでしょうか。以上です。 

（千代延委員） 

 

すいません。会場の都合もありますので、会場が変わる場合がありますけども時間をず

らすということで会場を当たらせていただきます。他の会場で 
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（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

あのそれでは、今申させていただいたとおり宿泊も含めた中で基本的な日程につきまし

ては皆様にお示しさせていただきまして、後で皆様方の日程も、後刻変わってくることも

ございますので、調整をさまざまな角度からさせていただきまして、うまく運営をします

のでよろしくお願いします。 

（事務局；伊賀市建設部北山次長） 

 

じゃ皆さんそういうことでよろしいですか。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

時間帯がバラバラなんですけども、なぜこういうことになったんでしょうか。 

（武田委員） 

 

すいません会場の都合でございます。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

働いている人の便宜を図るのであれば、夕方とか休日の方がいいでしょう。私は仕事を

休まなあかんので。一般の仕事を持っている皆さんは夕方か夜間がいい訳ですわ。傍聴に

来ていただく皆さんもそうだろうと思いますね。これでは、傍聴に毎回来たいという方は

ちょっと来にくいと思います。私の都合からすると木曜の方がいいです。 

（武田委員） 

 

あのそしたらですね。日については皆さんこれで押さえるということでしてスタートの

時間を再調整して、今武田委員がおっしゃったように傍聴者が出席しやすい時間帯につい

ては、再度調整すると言うことでお願いできますか。 

（宮本委員長） 

 

ちょっと待って。それやると、都合をリセットしてわれわれも組んでいるのに。自分の、

予定を言っていたら決まらない。今の第 5 回の 25 日の件は分かったけれど、それ以外はこ

れで固定してくれ。事務局が気の毒だ。 

（小丸委員） 

 

この委員会は非常に珍しく傍聴者にも発言を認めています。ほとんどの委員会は傍聴者

の発言を認めていないのです。透明性というのを非常にうたっています。ですから、事務

局が一旦決めたからもういいじゃなくって、やはり傍聴される方の便宜をしっかり図るべ
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きです。 

（武田委員） 

 

この時間傍聴される方の都合が悪いんですか。 

（西山委員） 

 

仕事を持っている方は、夕方か夜間の方が来易いでしょう。 

（武田委員） 

 

それはやむを得ないんではないんですかね。 

（西山委員） 

 

ですから、夕方か夜間であれば都合をつけてこられるかも分かりませんし、この中で仕

事をしているのは私だけですか。 

（武田委員） 

 

夕方には都合が悪いので日中がいいという方もいるのでは。夜用事があるとか。 

（西山委員） 

 

一般の仕事を持っている方の便宜を考えたら、そういうことです。 

（武田委員） 

 

あの、傍聴者の部分をということであれば、夕方、昼から、午前といろんな時間帯で構

成されてあるほうが、いろんな方がこれるん違うかなと。昼間働いている人ばかりでもご

ざいませんし、色々ご都合もあると思いますんで。ある意味そういう意味では、逆にバラ

エティーに富んでいていろんな方の傍聴が可能になってくるんではないかなと思っていま

す。 

（藪裏委員） 

 

他の方意見どうですか。原案をどうしてもだめだという方はおられません。3 月の 25 日

のスタート時間は再度調整してもらうということで、他については原案でいくということ

で、武田委員よろしいですか。 

（宮本委員長） 

 

調整できるのであれば、夕方に調整にしてください。 

（武田委員） 
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事務局には大変申し訳ないんですけれど、もし可能であればということで一応原案を基

本とすると言うことでお願いいたします。よろしいですか。 

（宮本委員長） 

 

それでは今後のスケジュールについては、これで終わりたいと思います。後は今日の本

体といいますか 6番と 7番近畿地整からと伊賀市水道部の方からのご説明なんですけども、

これ時間がどの程度かかるのかというのが分からないので事務局お願いします。 

（宮本委員長） 

 

一応 30 分程度の説明を願いしています。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

そうなりますとね。6 時になりますよね。30 分づつやると。それから質疑応答して一般

傍聴者のご意見もいただくとなるとこれかなり時間が延びますけども、その辺はどうさせ

てもらったらよろしいですか。 

（宮本委員長） 

 

次の会場の時間の都合上、延長することは出来ないです。 

最大 30 分の延長は可能です。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

それでは、6 時半を目処にそしたら 30 分程度なんですけども、出来るだけコンパクトに

していただくということで、20 分から 25 分程度で地整の方は。 

（宮本委員長） 

 

大丈夫です。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

水道部の方はどうですか。 

よろしいですか。そしたら一応 20 分からＭＡＸ25 分程度づつご説明をいただいて、その

後討議、傍聴者発言ということで、6 時半には終了ということでお願いしたいと思います。 

それでは、6 番の川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場の状況について近

畿地整の方からご説明をお願いします。事務局。 

（宮本委員長） 
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事務局から紹介をさせていただきたいと思います。この検証検討委員会での議論の前提

として、本日は、近畿地方整備局に「川上ダムの目的」と「川上ダム、ダム検証の検討経

過」について説明していただくこととしております。 

後ほど話があるかもしれませんが、川上ダムのダム検証はこれまで４回の幹事会を実施し、

各目的ごとに代替案の絞り込みを行うところまで進んでいる状況です。 

検討は、各目的毎に代替案の適用性から始まりその組み合わせをどう考えるのかなど多岐

にわたっており、各目的毎に個別に一つ一つ説明すると相応の時間を要することになりま

す。 

このため、当検証検討委員会は特に利水を中心とした検証検討になること、また時間の

都合もあることから、本日は、川上ダムの各目的全ての検討状況について説明していただ

くのではなく、ダム検証における利水の検討状況を中心に、３０分という限られた時間で

説明をお願いしたいと考えています。 

それでは、大変恐縮ですが近畿地方整備局中込河川調査官よろしく、お願いします。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

ただいま紹介していただきました国土交通省近畿地方整備局の河川調査官をしています

中込と申します。よろしく願いします。 

お手元にパワーポイントの資料がございまして、こちらにも写っております。傍聴の方

には大変恐縮ですが、白黒の資料になっていまして、前と確認をしながらよろしくお願い

したいと思います。それから、この資料だけでもページ数が 93 ページという膨大な資料に

なっています。今事務局から話がありましたとおり、これまで 4 回の検討を行なってまい

りました。パワーポイントの資料はこの幹事会でのでの資料のピックアップ版になってお

ります。また、この他にお手元にファイルを置かしてもらっています。これは、先月パブ

リックコメントを 1 ヶ月間行いましたが、このときに、一般の方々等が意見を提出するに

あたって必要な資料ということで一通り整備をした資料でございます。こちらの方もご確

認していただきながら、話を聞いていただけたらと思っております。 

まず、1 ページ目~3 ぺージ目です。今日の話は、川上ダム建設事業の目的と検討の場の

実施状況について説明していただきたいと依頼がありましたので、それに対しての説明で

す。 

まず 3 ページ、こちらの方は重々ご承知のことと思いますが、川上ダム建設事業の目的

を改めて書いてございまして、ダム事業はさまざまな目的で進めるという話になっており

ます。川上ダムにつきましては、治水、新規利水、流水の正常な機能の維持、長寿命化の

４目的となっていますが、このうち流水の正常な機能の維持については、川らしい川とし

て一定の流れを確保するための水量の確保、また、長寿命化は、木津川筋には川上ダムの

他にもすでに出来上がっているダム等もございます。こちらの方も長い時間が経過してお

りまして、それらをどのようにしてさらに長寿命化するのかも議論となっています。これ
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を実現するためにも川上ダムというのは使えるのではないか。この 4 つの目的で川上ダム

建設事業というのが成り立っているということです。 

4 ページ目に行きましてこちらは川上ダム建設事業の進捗状況でございます。上に青と黄

土色で色が塗られておりますが、現在までに進んでおりますのがこの青色になっていまし

て、用地買収が少し残っているのと、生活再建工事が一部、それから転流工につきまして

もトンネルの工事は終わっていますが、上下流の閉め切り工事がまだ未完了なので黄土色

の部分が残っています。本体工事についてはまだ行なっていないといった状況となってお

ります。 

続きまして、5 ページ以降です。各目的毎にペーパーを作らせていただいてますが、こち

らの方については時間の関係もありますので簡単に説明させていただきます。川上ダムに

つきましては、ご案内のように平成 21 年 3 月に策定されました淀川水系河川整備計画に位

置づけられておりまして、淀川水系河川整備計画につきましては、これは河川法に基づき

まして、有識者たる淀川水系流域委員会や関係知事、市町村長さん、またパブリックコメ

ント等々をふまえて、国土交通省が平成 21 年 3 月に策定したものでございます。このなか

で川上ダムが、5 ページから 6 ページには、新規利水の話、7 ページには流水の正常な機能

の維持、8 ページには長寿命化、9 ページには再掲の形で洪水の話を載せていますが、この

ような目的なり必要性を持って議論のうえ、現在河川整備計画に定められているという話

でございます。 

続きまして、11 ページこちらの方が現在のダム検証の検討状況になっております。12 ペ

ージを見ていただきたいのですが、整備計画が策定されてその中に川上ダムが位置づけら

れているところですが、平成 21 年 9 月に国及び水資源機構が実施するダム事業につきまし

ては、いったん歩みを止めて、各ダム事業毎に検証を行なうこととされており、詳しく言

いますと各ダム事業について代替案を考えて、現行計画と並べて評価検証をおこなうとい

うことになっております。このダム検証につきましては、東京の会議ですが今後の治水対

策に関する有識者会議というものが、ございまして、こちらの方で、今後の治水対策のあ

り方に関する中間取りまとめというのがなされています。この中間とりまとめを受けまし

て、平成 22 年 9 月にダム事業の検証に関する検討に対する再評価の実施要領細目というも

のが策定され、これに基づいて現在ダム検証の作業を実施している状況でございます。実

施要領細目につきましては、この資料の中ではなく、ファイルの中に入っています。ファ

イルの資料につきましては、ホームページ等々で公表していますので、傍聴等の方々はこ

ちらの方を見ていただいたら幸いです。現在これに基づきまして、、各ダム事業ごとに、事

業実施主体たる国土交通省、水資源機構の他、関係府県、関係市町村も入っていただいて

代替案の検討を行なっているという状況でございます。川上ダムにつきましても、平成 23

年 1 月に検討の場という会議を設置しまして、これまで 4 回の会合を開催し、現在もこの

検証作業も行なっているという現在の状況でございます。なお、検証に当たっては予断無

く進めることということで、先程川上ダムの目的、必要性の話をしましたが、検証につき



29 

 

ましては予断無く行うとされておりますので、現時点では予断無く検証中といった状況に

なっています。 

13 ページには、お手元の資料ですと灰色に塗られている箇所ですが、これまで 4 回まで

の幹事会がおこなわれています。複数の治水・利水対策案の立案、概略評価による治水、

利水対策案の抽出というところまで現在おこなっておりまして、右端に載っていますが、

先程お話しました利水対策案を利水参画者に提示、意見聴取、それからパブリックコメン

トにつきましても、先月になりますが、12 月 21 日～1 月 21 日までの間で行なったという

ような状況となっております。この後、矢印の下の部分ですが治水、利水対策案の評価軸

ごとの評価、目的別の総合評価等々を行なっていくというような段取りになっています。 

14 ページには、検討の場第 1 回から第 4 回にどのような議論がなされたかを概略書いて

いますが、こちらの方は見ていただければ結構かと思います。 

15 ページからは、概略評価における治水対策案の立案と抽出についてということで、資

料をまとめさせていただきました。先程も申し上げましたとおり、4 つの目的毎にそれぞれ

の目的の確認、その代替案を考えるのですが、どのような案が考えられるのかという話、

それから一定の目的を達成するに当たっても、複数の案を組み合わせることによって、そ

の目的を達成されるというようなことも可能でございます。この組み合わせをどうするの

かということを検討し、ここから概略評価、概略検討をおこなって、大体 2～5 案に絞り込

むというような検討を行っています。現在は各目的毎にそれぞれ 2～5 案の絞り込みまで終

30 わっている状況です。 

16 ページからは、治水の資料となっています。先ほど事務局からも話がありましたとお

り、当委員会は利水中心、また、本日時間も限られているので治水はごく簡単に説明させ

ていただきます。16 ページは考え方を記載しています。17 ページを見ていただきたいので

すが、治水につきましては、個別の方策という事で全部で 25 方策。この各方策について検

討すべきというような話がございます。それぞれの方策につきまして、まずはその個別方

策が適応できるか否かというのを判断しているのが、17 ページ～18 ページにわたっている

ところでございます。もう少し話をすると、傍聴の方の資料は白黒で大変恐縮なんですけ

れども、17 ページの方は１番～7 番は組み合わせの対象として採用する方策。青色になっ

ているところですね。8,9,10 につきましては、白抜きになっていますが今回の検証におい

て組み合わせの対象としなかった方策。11 番は黄色になっておりまして、河道、流域管理、

災害時の被害軽減の観点から推進を図る方策ということで、3 つの色で整理をしているよう

な状況でございます。18 ページの方は、赤色が先程の 17 ページの青色と同じなのですが、

組み合わせの対象としているのが、12 番 13 番 15 番 16 番 17 番 20 番 21 番 22 番。それと

黄色のところは 25 ページと同じですが、被害軽減を図るための方策として 14、18、19、

23、24。今回の検証において組み合わせの対象としなかったのが 25 番ということで、少し

全体概観見ていただきますと、ダムの代わりにどういうことが出来るのかということで、

ダムの有効活用の適用性、既設のダムを嵩上げをすることによって、新設ダムの代替が出
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来ないのか、あるいは遊水地を造れば新設ダムの代替ができるのではないかとか、様々な

観点がある中で 25 方策で適否がどうなのかということを考えているというのが 17 ページ

18 ページとなっております。 

19 ページからは組み合わせをどうするのかという話でございまして、こちらの方が少し

資料がかさみますが、19、20、21、22、23 このページまで組み合わせ案の考え方を整理し

ております。個別施策が 25 方策あって一定の目的を行なうためにこれを少しづつ組み合わ

せることを考えれば、案は無限大に考えられます。無限に考えていてもしかたがないので、

ある一定の考え方を検討の場に示し、検討の場のメンバーで確認しながら検討を進めまし

た。 

24 ページには、治水の組み合わせ案の一覧を載せています。これだけでも結構あるので

すが、Ⅰ－１からⅣ－８まで全部で 20 案を組み合わせ案として考えました。 

25 ページはこれをまとめたものなので、見ていただければいいと思います。 

26 ページからは、組み合わせ案について絞込みを行っています。絞込みはコストの観点

であるとか実現性の観点であるとかそのようなところから概略評価をおこなうということ

でございまして、31 ページにはまとめの資料となっていますが、赤枠で囲っていますⅠ－

１、Ⅲ－２、Ⅲ－３、Ⅳ－１この 4 案に絞り込むというようなところまで現在行なってお

るような状況です。この絞込みの方法、あるいは絞り込んだ案について意見をいただくと

いうようなことを先月から 1 ヶ月間行っているというような状況でございます。 

32 ページからは、この 4 案の少し細かい資料を掲載しています。ご参照していただけれ

ば結構だと考えております。これが続いて、41 ページまでという形になっております。 

続きまして 42 ページからが新規利水に関する検討の中身となっております。先程説明した

とおり、本日はここの部分は少し詳しく説明させていただこうと思っております。時間の

関係がありますが、おつきあいください。 

43 ページですが、新規利水についてどのような形で進めてきたかをまとめています。川

上ダム建設事業の利水参画者は伊賀市になります。検証を進めるにあたり、まず要請事項

ということで、川上ダム建設事業への利水参画継続の意思の確認や有無、利水に必要な開

発水量等々43 ページの項目について、伊賀市さんの方に、平成 22 年 12 月に意思確認をし

ております。それに対する回答が 44 ページになります。内容を少し詳しく説明すると、1

番、ダム事業参画継続の意思、必要開発水量については、参加継続の意思は有りと、必要

な開発量は 0.358㎥／sというような回答をいただいているというような状況でございます。

利水代替案の検討が考えられないかについては、考えることは出来ないという話になって

おります。 

45 ページは、このようなことをふまえて、検討主体たる近畿地方整備局と水資源機構と

の方で確認した行為が 45 ページに載っております。伊賀市さんからは回答はいただきまし

たが、本当にそのとおりなのか確認を行っています。確認方法につきましては、丸 1 番目

開発水量の確認、水道施設設計指針というのが厚生労働省の方から出ております。この指
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針に基づいた考え方になっているのかどうか。あるいは、水道事業認可の届出等の状況に

ついてもどうなのか。それから、伊賀市さんの方でもおこなっている事業再評価について

どのような議論がなされているのか。利水参画者の水需給の状況は、淀川水系における水

資源開発基本計画通称フルプランといっていが、これとの整合性がどうなのかと、フルプ

ランは淀川水系全体で水需給をどのように考えるかというのを、まとめたもので、伊賀市

水道や川上ダム事業もこの一部となっていますが、それとの整合性はどうなのかというこ

とも確認しています。 

48 ページには、後ほど話があるかもしれませんが、伊賀市の水道給水人口ですが、伊賀

市さんの方でどのように計画しているかまとめているものでございます。49 ページにおき

ましては、伊賀市の水道の水需給状況ということで、平成 10 年から 22 年にかけては実績

ですが、黄色い下の部分については伊賀市所有水源、それに対して上の点線部分、ここに

つきましては、豊水水利権ということで、水源の確保がなされる予定があって、且つ緊急

的に水を取らなくてはいけない状況下において、特別に豊水時に水がとれるといった水利

権が伊賀市に与えられています。これを利用してこれまでの一日最大取水量を確認してき

たといった状況でございます。平成 30 年につきましては、川上ダムが出来れば、このよう

な形で水需給を考えているといった伊賀市の計画になっているということです。 

続きまして 50 ページ、先程治水の話をしましたが、新規利水につきましても、同じよう

に個別の対策について、適用の可否を検討しているのがこのページになります。治水につ

きましては、個別案 25 案だったのですが、新規利水については、13 案の個別の事案につい

て適用の可否がどうなのかというのを 50 ページで検討しております。一番上はダム案とい

うことで 0 番となっております。1 番から行きますと、河道外貯留施設。これにつきまして

は、ダムの代わりに他のところで水を貯めるという事で、適用性については上野遊水地を

さらに掘削することで必要水量を確保することも可能ではないかということで採用するこ

ととしています。それから、ダム再開発ということで、嵩上げ・掘削と書いてありますが、

先程も少しお話しました木津川筋におきましては、今回計画している川上ダムの他に水資

源機構が管理しているダムがいくつかあります。これを嵩上げすることが出来ないかとい

うことを考えているのがこの 2 番。具体的には、比奈知ダム、室生ダムを嵩上げすること

によって、且つ比奈知ダム及び室生ダムにつきましては、名張川筋になってきますので木

津川に向けて導水路を設置し必要水量を確保する案。ちなみに青蓮寺ダムにつきましては、

アーチ型のダムになっておりまして、嵩上げすることは技術的に難しいということで、こ

こでは、概略検討ですが比奈知ダム、室生ダムを嵩上げする案を考えています。それから

他用途ダム容量の買い上げということで、既存のダムの他用途容量を買い上げて新規利水

のための容量とする案で、繰り返しになりますが周辺にはいくつかダムがありますのでこ

れを使った案。それから水系間導水につきましては、水量に余裕のある他水系から導水す

ることで水源とする案ということで、三重県の宮川筋の一番下流に第 2 発電所という発電

所がありまして、発電後の水を海に向かって放水しています。これを、少し距離はありま
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すが木津川まで導水することにより必要水量を確保する案を考えているというような状況

です。それから片括弧 5 番地下水取水につきましては、こちらのほうは実際に、現在も伊

賀市では地下水を使っているような状況で、この扱いをどうするのかという議論はありま

したが、適用性の欄を見ていただきたいのですが、伊賀市におきましては、上野地区では

地下水位が低下傾向にあり、浅井戸の取水も十分な取水が出来ていない現状と伺っており

ます。伊賀市水道事業基本計画においても現在使用している水源は、規模が小さく水源が

枯渇している水源並びに水質が悪化している水源及び流況が悪化している水源が多く、こ

れを中心に統廃合を行っていくというようなことを考えられていると伺っております。そ

ういう観点から、ここでは適用性が難しいのではないかという整理をしています。それか

ら、農業用のため池ですが、伊賀地域にはこれも何箇所かございますので、これをうまく

使っていく案も考えられるのではないか。それから片括弧 7番海水淡水化につきましては、

伊勢湾沿岸に海水淡水化施設を設置し、導水路を新設することにより必要水量を確保する

案を検討しているというような話。それから、水源林の保全につきましては、これ黄色で

整理していますが、水源林保全は流域管理を行ううえで大切な方策であることから、継続

して取り組む方策ということで、予め定量的に見込むことは出来ませんが効果量に関わら

ずしっかり取り組むべき方策であるというような整理をさせていただいております。それ

から、9 番 10 番につきましては、白抜きで今回の検討において組み合わせの対象としなか

った方策になっています。ダム使用権の振り替えということで、水資源開発を行った際、

何らかの理由でダム使用権をわりあてていないものも全国にはいくつかあります。淀川水

系ではそのようなものはありませんので、適用外にしています。既設水路の合理化・転用

については、用水路の漏水対策であるとか、取水設備の改良等々行ってこれを使えないか、

あるいは農地面積の減少によって余剰が出てきていないかということですが、これにつき

ましては、三重県の農政部局に確認を取りながら話を進めておりまして、営農形態につき

まして大きな変化は無いと聞いていますので、既得水利の転用は対策案として適用できな

いというような形で整理をしております。残りの 11 から 13 につきましては、水資源管理

を行なううえで大切な方策であることから継続して取り組む方策という形で整理をしてお

ります。ここまでで個別に対策はどうなのか、可能性はどうなのかという整理をして、51

ページからは組み合わせ案というものを考えております。 

１．１では川上ダムに代替する効果をある程度見込める対策として単独案でいけるもの

について整理しています。河道外貯留施設として、上野遊水地の掘削を行えば 0.358 トン

の確保は可能、他用途ダムの容量買い上げも単独案で可能。それから、水系間導水につい

ても、ため池の嵩上げにつきましても、海水淡水化についても単独案でいけそうだという

ことでこれらにつきましては、まず単独案で考えていくこととしています。ひとつ抜けて

おります。ダム再開発で比奈知ダム、室生ダムの嵩上げという話をしましたが、これには

限界がございまして単独では達成できないということで１．２番で組み合わせて立案した

利水対策案を考えています。単独案で目標達成できないダム再開発（比奈知ダムの嵩上げ）
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と他の方策とを組み合わせて検討するということで、赤い四角囲いを見ていただきたいの

ですが、比奈知ダムのかさ上げをできる限り行い、そのたらずまいを河道外貯留施設とし

て上野遊水地の掘削で対応するといった、組み合わせの案。それから同じように上野遊水

地の掘削ではなくて、他用途ダム容量の買い上げ青蓮寺ダムや比奈知ダムの容量の買い上

げと組み合わせたのが案７。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

２５分たちましたので手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

わかりました。水系間導水、ため池、海水淡水化で補う案が、それぞれ案８、９、１０。

この他、他用途ダムの容量買い上げについて青蓮寺ダムプラス比奈知ダムで対応するの

が案１１。 

52 ページはまとめたものです。全部で単独案、組み合わせ案含めて１１案をまず立案し

ています。 

53 ページからは新規利水対策案の抽出の検討で、ここから絞込みを行なっております。

片括弧のイロハと書いてありますが、制度上技術上の観点からきわめて実現性が低いと考

えられる案、新規利水上の効果が極めて小さいと考えられる案、コストが極めて高いと考

えられる案を除き抽出を行なっております。54 ページに検討の結果を載せております。全

部で 11 案を組み合わせも含め作りましたが、それぞれ実現性の観点、概略事業費の観点等

から判定として×と○とをつけています。結果を 55 ページにまとめています。先程 2～5

案といいましたが、ここでは 6 案に絞込みを行なっているといった状況でございます。こ

れらの抽出した案を一つ一つ記載しているのが 56ページ以降となっておりますのでこちら

の方はまた確認をしていただければ結構だと思っております。 

同様に、63 ページ以降には流水の正常な機能の維持対策。これも川上ダムの目的となっ

ていますので、治水・新規利水と同様に対策案の適用の可否、組み合わせを考えて 2～5 案

の絞込みを実施しています。最後に 76 ページ以降が長寿命化対策になっておりまして、こ

れも同じように検討しています。 

最後に、91 ページが今の話のまとめとなっておりまして、下に表がありまして四角の表

ですが、概略評価による対策案抽出として、治水については 4 対策案、新規利水について

は 6 対策案、流水の正常な機能の維持については 4 対策案、長寿命化については 7 対策案

という形で整理し、ここまで進めているというような状況でございます。 

92 ページはそれをまとめたもの。 

93 ページは現在の状況ということで、先程お話しましたこの絞込みを行なったものにつ

きまして、関係自治体、利水参画者や一般住民からご意見をいただくということで平成 24

年12月21日から平成25年1月21日までパブリックコメントや意見聴取を行なっており、
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現在その意見等を整理している状況となっています。 

非常に走ってしまいましたが、私の方からの説明は以上でございます。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

はい。ありがとうございました。それではですね、大変時間内に説明いただきありがと

うございました。続きまして、伊賀市の利水計画について、とりあえず今日はですね。ち

ょっと待って、今日は持ってこられた資料だけですねどういうものを説明されるかという

ものをやってしまいたいので、質問とかありましたら後でお願いします。伊賀市の水道部

お願いいたします。 

（宮本委員長） 

 

失礼いたします。 

伊賀市水道部水道総務課の風早でございます。よろしくお願いします。説明に入ります

前にひとつ資料のご訂正をお願いしたいと思います。資料の 4－2 でございます。4－2 上か

ら 2 番目守田浄水場守田水源で備考欄に川上ダムが完成するまでの暫定水利権というよう

な表記がございます。これについては、許可証からもそういう文言はありませんので備考

欄は空白にしていただきたい。削除していただきたいと存じます。申し訳ございません。

よろしくお願いします。 

（伊賀市水道部水道総務課風早課長） 

 

個別理由の欄ですね。備考欄と違いますね。 

（小丸委員） 

 

そうです。個別理由です。21 年度廃止済みというのは廃止済みですのでそのとおりでご

ざいます。 

それでは水道事業の現状と将来計画、特に利水について資料をご覧いただきながら説明

をいたしたいと考えております。 

伊賀市の水道事業は合併以降、伊賀市水道部で運営してきたものの、旧市町村の運営形

態、つまり上水道、簡易水道の区別を行い、料金体系も様々でございました。その状況で

平成 19 年度末に 19 年度から 30 年度までの基本計画を策定し、その後平成 22 年度には国

の認可を受けて一元化した上水道事業として現在に至っております。この一元化によりま

して上水道事業と簡易水道事業、そして三重県によりまして実施されてきました伊賀水道

用水供給事業を統合いたしております。 

ここで資料 4－1 をご覧いただきたいと思います。この資料は先程ふれました国から伊賀

市水道事業の創設認可を受けるために作成した資料を基に作成しています。また、先般川

上ダム代替案についてパブリックコメントが実施されましたが、そこに掲載されている目
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標値はここから抜粋されたものでございます。資料では平成 23 年度までは実績の値、24

年度からは計画の値をいれております。この表にはあまり聞き慣れない用語がありますが、

今後議論の中でよく出てこようかと思いますので少し説明させていただきます。まず、行

政区域内人口これは伊賀市の総人口。給水区域内人口は、給水を行なおうとする区域に住

んでいる人の人口です。また、給水人口は実際に給水を受けている人口です。給水区域内

人口、給水人口には外国人を含んでありません。これは統計や推計を行うにあたりまして、

含むか含まないかを選択できたこと、また、外国人住民の転入転出が多いことから含まな

い数値を適用しています。ちなみに現在では、平成 23 年度現在の統計数字の中には外国人

住民数字も含むようにしています。次に有効水量です。有効水量は表のとおり有収水量と

無収水量の合計で有収水量っていいますのは水道メーターを通って水道料金の徴収の対象

となった水量でございます。また、無収水量については、消防用であったり水道管の洗浄

に使った水量で料金には反映されない水量でございます。次に無効水量でございますが、

これは水道管からの漏水の水量でございます。先程の有効水量と無効水量を足したものが

次の一日平均給水量です。一日平均給水量を給水人口で割ったものが一人一日平均給水量

となっております。次の一日最大給水量は 1 年を通じて一日で一番給水をした量でこれを

給水人口で割った数字が次の一人一日最大給水量となっております。次の有収率でござい

ます。これは水道施設や給水装置を使った水量がどの程度収益に反映されるかを示す指標

で、有収水量が給水量に占める割合でございます。数値については、100％に近いほど良い

もので、類似団体の平均値は 88.7％でした。次に有効率でございますが有効水量が給水量

に占める割合で、これも 100％に近いほどよいとするもので、同じく類似団体の全国平均で

は 91.4％でございました。続きまして負荷率につきましては、1 日平均給水量が 1 日最大

給水量に占める割合で、水道事業では水の需要に日々変動がありますが、その給水需要の

ピークに合わせて施設を建設することになります。需要の変動が大きいほど施設の効率が

悪くなり負荷率が低くなります。このように水道事業の施設の効率を判断する指標でござ

いまして、この値も高い方が良いとされております。全国平均は 84.1％でございます。次

に、水源別の内訳でございます。ダムや表流水など水源の種別種類別にそれぞれの取水量

と給水量を掲載してございます。ちなみに⑥で受水とありますのは平成 21 年度に三重県に

より整備されていました伊賀市水道用水供給事業から浄水として購入した量でございます。

平成 22 年度以降は伊賀市が事業を継承したため、受水はなくなり表流水に含まれるもので

ございます。現在では暫定豊水水利権として伊賀川から取水をしているところでございま

す。表の最下段右端の数字をご覧いただきたいと思います。56,620 ㎥その上に 59,985 ㎥と

あります。これが平成 30 年度で伊賀市として確保したい水源の量でございます。 

次に、資料 4－2 をご覧ください。資料 4－1 で水源の種類別で取水量、給水量をご覧い

ただきましたが、個々の水源の能力と平成 30 年度の 1 日最大取水量や給水量、また、水源

の廃止や予備とする時期、計画を表しております。資料 4－1 でありました 1 日最大給水量

を確保しながらも、事業の効率化を図るため、施設の統合、廃止、予備化をするという計
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画でございます。表の上から 3 段目にゆめが丘浄水場がありますが、ここにあげてます取

水、給水の量は川上ダムへの参画水量でございます。このように、木津川を初めとする水

源から平成 30 年度には 59,985 ㎥を取水するという計画でございます。 

次に資料 4－3 をご覧ください。この資料は平成 16 年度から 20 年度までどの水源からど

れだけの水を取水したかいうことを表しておりますので後刻ご覧いただきたいと思います。 

以上で利水についての説明を終わらせていただきます。 

（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。ただいま近畿地整と伊賀市水道部から川上ダムの検証作業と

利水計画についてのご説明がありました。私も始めてみる資料ばかりなんですけれども、

これを噛み砕かなければなりません。大変なことです。今日傍聴された方はこの資料をざ

っと説明されて何だこれはという感じかと思うんですが、これを何とかこの委員会で後 4

回で噛み砕いてそれも伊賀市の治水利水という観点からどういう課題があってそれに対し

てどうするかということをきっちりやっていくということで、大変な作業かなと思います。

それではですね、どうしましょうかねこれ、とりあえず今ご説明のあったことについてな

かなかすぐに質問とまでも行かないかもしれませんけども、とりあえずここだけは聞いて

おきたいということがありましたら各委員の方からお願いします。じゃ千代延委員から 

（宮本委員長） 

 

千代延です。近畿地整の方に。今ご説明を長いことしていただきましたけど、資料の 13

ページにですね。現段階はパブリックコメントを終了した段階であると。そして検討の場

は次に継続されるわけです。けども委員会というのがですね、伊賀市は 3 月いっぱいで答

申を上げるようにと言っておるんです。答申をあげますけれどもそれから市長がどのよう

にされるかはまったく分かりませんけれども、そのことと近畿地整の今後の進め方のこと

です。市長が何か意見を出されるのを待っていただけるわけですか。われわれ今から検討

するわけですからね。非常に関心がありますのでお答えいただけたらと思います。もう 1

点はお願いです。第 4 回の幹事会の中で水資源の方から川上ダム建設事業等の点検結果、

これは私が覚えていますのが、検討終了後すぐに継続していろんな作業に取り掛かられる

ようですけれども、湛水試験を終えてからダムの運用にかかるまでにざっくり 8 年かかり

ますと。残事業費が 600 億円になりますと。これはもちろん期間については短縮をする。

事業費については縮減を図るというのはありましたけれども、これについては私がたまた

ま幹事会を傍聴させていただいておりますから知っておりますけれども、今日沢山の方が

お集まりなんで、もしその資料がありましたらご説明いただけませんでしょうか。以上で

す。 

（千代延委員） 
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今 2 点近畿地整の方から説明を願いします。 

（宮本委員長） 

 

まず 1 点目ですが、ダム検証は伊賀市の今回のこの検証検討委員会の結果を待って進め

るのかどうかという問いと思っております。検証の手続きにつきましては、実施要領細目、

先程お話しましたが、これに基づいて出来るだけ速やかに検討を進めていくということを

考えております。伊賀市さんからも 1 月 21 日付で、検討の場での結論を早期に出されるよ

う進められたい。という意見をいただいているような状況です。ただし、検討の趣旨をふ

まえてもちろん利水参画者であり、ダム予定地であります伊賀市さんや、またその他の構

成員の方々の考えなども尊重しながらできるかぎり早期に進めていきたいと考えておりま

す。したがって、この委員会の動向なども見守りながらできる限り早期に進めていくとい

うことが現在の考えであります。後段につきましては、今日持ち合わせておりませんので、

また改めて事務局通じて必要に応じて対応させていただきます。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

すいません。次回の委員会に、1 枚の資料だったと思うんですけどね、いただけるという

ことでないと。 

（千代延委員） 

 

今日はお持ちでないということですよね。 

（宮本委員長） 

 

そういうことです。前回の幹事会の資料ですので今日は持っていないということです。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

ほな次回でいいですかね。 

（宮本委員長） 

 

いいです。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

じゃあ西山委員お願いします。 

（宮本委員長） 

 

西山です。今回の委員会の結果も考えてというお話何ですけども、その話の中で先程も

千代延委員からおっしゃってましたけれど、発射ＧＯが出ても検討するのに 2 年、工事に 6
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年合計 8 年かかるというような考え方があるんですが、今でも遅れているのに、検討の場

が遅れるようやともう一つ遅れていくということになる。遅れることによって、いろんな

部分で金銭的な部分とかねあるいは災害の部分とかそういう部分に影響が出てくるので、

この委員会は委員会ですので、やっぱり整備局と水資源機構で主体となって検討いただい

ている検討の場は順調に進むように希望します。 

（西山委員） 

 

なんでも結論が早い方がいいと思うのですが、先程調査官の意見ではこの委員会もスタ

ートしたことだし、この委員会の方向性を受けて伊賀市長のご意向を上申し尊重するとい

うことですから、それを尊重しながらも出来るだけ早く結論を出すということだと思いま

す。他ございますか。はい、武田委員。 

（宮本委員長） 

 

実は、先日の川上ダムのパブリックコメントに関して結構疑問がありましたので伊賀市

の水道局と企画部にかなり詳しくお聞きしました。かいつまんでお話します。今日の資料

の 49 ページです。「川上ダム建設事業にかかる関係地方公共団体からなる検討の場につい

て」の 49 ページ、伊賀市の水需要予測です。注目していただきたいのは、平成 22 年大体

4,800 です。平成 30 年はこれは大体 60,000 です。失礼しました。これは 48,000～60,000

です。つまり平成 30 年には水需要が 20％増加するとしています。実は全国の市町村を調べ

たんですけれども、これだけ平成 30 年に水需要が増える自治体はほぼありません。なぜこ

うなるんですかと詳しくお聞きしましたところ、さすがに将来、伊賀市の人口はやや減少

すると見込まれておりました。「検討資料伊賀市水道局の検討資料 4－1」の一番上の段です。

行政区域内人口平成 30 年 94,318 人ですね。平成 23 年で 94,130 人。あれ？、増えてます

ね。実は、全国的には人口は現在減少しております。名張市も厚生労働省の推計に合わせ

ていまして、人数で言いますと 4,000 人減少するとしています。実は、将来人口が増加す

ると予測している市町村は現在ほぼないんです。伊賀市は何故こうなるんですかと、かな

り詳しくお聞きしましたところ、かなり古い考え方で古いデータを元に単に増えていくと

計算されていました。ですから、既に現実と合わなくなっているんですね。更に、色々調

べましたところ、ほとんどの市町村で困っているのは、「上水道施設というのは、人口とか

産業規模に見合った規模にしておかないと、維持管理費が大きくなりすぎて水道料金の値

上げや財政危機につながり、結果として工場の流出や人口減少となることも招きかねない。」

とこういうことです。西宮市の水道事業計画では、その辺をかなり詳しく述べていまして、

「西宮市では近年給水人口が増加しているにもかかわらず、給水量は減少傾向にあります。

そのため、給水収入も伸び悩んでおります。また、1 日最大給水量も減少傾向にあります。

このような状況から、浄水場の施設能力の余剰が生じており、経営の効率化や施設の統廃

合を見直した経営のスリム化による経営基盤の強化が必要となってきている。」としていま
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す。実は奈良市も名張市もそうでございまして、施設の老朽化に非常に悩んでおります。「経

費節減のため、職員を削減します、漏水を防ぎます、更に効率化を図り一生懸命努力しま

す。それでも水道料金値上げしなければやっていけませんから、どうぞご理解ください。」

ということを述べております。伊賀市は一言もそれがないんです。伊賀市を特に非難する

わけではないんですけれども、伊賀市が何故こういう計算になったかと言いますと、人口

は少し減ると予測されていたんですが、将来工場とか団地がかなり増えて、今あるゴルフ

場は使っている水を地下水から全部水道水に切り替える、だから 25％増えるという予測を

しています。団地はどこにできるかと聞きますと、桐ヶ丘が倍になると、青山町の駅前の

ね。近鉄伊賀神戸駅周辺にイトーピアが大住宅団地を造る。これ頓挫しました。西高倉に

も大住宅団地を造ると言う計画がありました。これもほぼ頓挫状態です。また、今ある工

場へのアンケートで出てきた拡張計画を全部単純に足し算しているんです。ですから、い

まある工場は全部事業を拡大して、更に工場がたくさん進出して来るとそういう計算で今

の数字なんです。上位・中位・低位の上位推計としては決して間違いではないかとも思い

ます。ただし、これに基づいて伊賀市の行政を進めますと、将来大変なことになるんでは

ないかと懸念を抱きます。ということで、そのようなことに注目して伊賀市の資料を見て

いただけたらと思います。 

それから、「伊賀市水道局の資料のもうひとつ 4－3」をご覧ください。この公称能力とい

うのが、要するに給水できる能力なのです。その後に 16 年から 20 年、5 年平均と給水実

績を書いてますけれども、これで見ていただきたいのは、能力いっぱい使っている水源は

ほぼないということです。全部余裕があります。かなり余裕が大きいんです。しかしなが

ら、県から上水施設を譲ってもらえるから、要を足すという計画であったようです。決し

て考え方としては悪いとはいえません。が、現実的ではないのではないかと思います。そ

こでなぜ伊賀市が他の市町村と違って水道施設の老朽化に悩んでいないのかの謎が解けま

した。今あるの全て廃止するといっている。それはあんまり良くないと思います。 

もう一つ重要な問題は、福島第一原発事故の時にセシウムとヨウ素といった放射性物質

が非常に遠くまで拡散しました。約 300km 離れた神奈川県でも相当高濃度になりました。

幸いヨウ素もセシウムも地表から数 cm以内に留まるんです。吸着するのです。従って、井

戸水とかはほぼ汚染はないんです。そして川に流れることで濃縮しますので、川の上流で

取水すればするほど安全なんです。簡易水道は残しておく方が防災上はいいと思います。

伊賀はそんな放射性物質なんぞ来ないと思うかもしれませんが、若狭湾沿岸には原発が 13

基あります。現在は、大飯以外全部止まっています。ただ問題は、再稼動しなくても 13 基

全てに使用済み核燃料が保管されているということです。これは、最終処分地ができない

限り半永久的にそこに保管されます。ですから、水が冷えたら漏れてくるんです。ないと

はいえないですね。それから伊賀市でもよくあったんですけれども、1 箇所の水源が壊れ、

ほぼ全市が断水して、はるか遠くの多気町とか鳥羽市から給水車が駆けつけるという事態

もありました。ですから、水源は一本化しないほうが防災上はいいんではないかというこ
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とです。ということが、この伊賀市水道局の資料のかいつまんだ説明です。 

（武田委員） 

 

ありがとうございました。今武田委員からはご質問というよりも、自分がこの資料を見

られてのご意見という事でよろしいですね。 

（宮本委員長） 

 

いや、既に質問して答ももらっていましたのでご紹介したわけです。 

（武田委員） 

 

わかりました。そしたら、浜田委員。 

（宮本委員長） 

 

失礼します。浜田ですが、水道局からの資料を見て水源の多さに驚いています。これ大

きな水源、小さな水源それぞれにですね生活に密着した住民の切なる願いでですね、こう

いう風に水源が生まれてきてたんだなと思いました。全部ですと 41 個というわけなんです

けども、今武田委員が言われたようにですね、これをなくする方向に伊賀市の水道局は行

政上行なってきているっていうあたり、これはもったいないということと、危険があると。

断水になった場合とか、何か事故とか、あの放射能とかですね、という事故があった場合

に水源は多いほうがいいと私は考えております。水道局の方の資料に水道料金の方があが

ってきていないのですが、これは私この委員会が始まるに当り調べましたデータを持って

おります。ですが、それはいずれ発表させてもらおうと思いますけれど、申し上げたいの

は、2009 年にダムを見直そうという政府、大臣からの発表でダムがないということも想定

して行政はどんな努力があったのでしょうか。その努力することに意味を感じるとすれば、

どういうことだったのかということをですね、伊賀市から伺いたいと思います。 

（浜田委員） 

 

それでは、質問ですね。今の浜田委員の質問について水道部の方からお願いします。 

（宮本委員長） 

 

申し訳ないです。坂本です。今浜田委員の方からご質問いただきましたけれども、もう

少し具体的にですねこういうことを質問としてしたいと、というような本当に具体的なこ

とをお聞きしますと、お答えできるのですが、ただ、水道料金の話とそれから資料 4―2 の

この私どもの取水施設、上水場の話でこれを残したらいいと、いいか悪いかという話が出

ましたけれども、その辺の話だけですと私の方からはこの資料のとおりですので、お答え

することは。 
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（伊賀市水道部坂本部長） 

 

それは、そういうんじゃなしに、どちらかというと感想というかご意見だったと思うん

ですよ。浜田委員からのご質問は、平成 9 年でしたかダムの見直し議論が始まったときに、

ダムがもしなくなったときには、どのようなことを水道部として伊賀市としてそういう想

定をして何か検討をしたかという質問じゃなかったですか。 

（宮本委員長） 

 

分かりました。今のご質問ですが、私どもは先程から委員さんの方からも一部出ていま

すけれども、当然伊賀用水供給事業という事で進められてきました。それで、三重県の方

から引き継いだわけなんですけれども、当然三重県で伊賀用水供給事業の中で検討委員会

の中で十分議論されたということで引き継いで、それを受けて今現在ダムの周辺整備まで

進んでいると、当然ダム周辺整備については負担分 11％ある訳なんですけれども、それら

を精査しますと、比較をするというよりもこのまま進めていったらいいというて進めさせ

ていただいているということでございます。 

（伊賀市水道部坂本部長） 

 

今日ちょっと時間があれなんで、議論は利水は利水で集中的にやりたいと思いますので

とりあえず 1 回だけやり取りさせてください。荻野委員の方が先に手上げていたので。 

（宮本委員長） 

 

荻野でございます。時間がないので今回お答えはいただけないと思います。近畿地整の

方に質問ですが、今日は流暢にご説明いただいたんですが、実は分からんことばかりでご

ざいます。まずひとつはですね、数字にこだわって申し訳ないんですが、現在豊水水利権

ということで 0.189 トン／ｓというのが、 

（荻野委員） 

 

何ページですか。 

（宮本委員長） 

 

6 ページに与えられていますが、これの根拠、これが何でこんな数字になるんかご説明し

ていただきたいと思います。で、これの元がですね守田の取水点約 7,200 トン程度のです

ねこれも豊水水利権というかっこでですね 30 年にわたって継続されておりました。これに

ついても 30 年間の間、豊水という理由はですね、どうも見当たらないのでございます。次

回そこのところをご説明していただきたいと思います。それから、57 ページですが、他用

途ダムの容量買い上げのとこですが、青蓮寺ダムの 650 万トンの買い上げのとこでござい
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ます。何故 650 万トンになるのか、見当がつかないんですね。是非お願いしたいと思いま

す。3 点目でございますが、今日ほとんどサラッとしか触れられていなかったのですが、利

水者の利水容量買い上げということについて、先般新聞報道で 1,850 万トンという大きい

数字が報道されました。これは、川上ダムの 1,440 万トンに比べますと遥かに凌ぐ大きな

数字でありますので、多分上野市民の方はですね、びっくりされていると思います。きち

んとこれを上野市民に対してきちんとした説明をお願いしたい。以上 3 点これすぐにお答

えくださいということにはなかなかならないと思いますが。 

（荻野委員） 

 

それにつきましては、次回なり次々回なりの時でよろしいですか。今すぐ答えたいです

か。答えたいんであれば、答えてください。 

（宮本委員長） 

 

元データがないとこれを口で説明されても理解できません。 

（荻野委員） 

 

そうですか。6 ページの…どうしましょう。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

質問者が後でいいといっていますので、時間もあれなんで、次の意見にしましょう。 

（宮本委員長） 

 

わかりました。 

（近畿地方整備局中込河川調査官） 

 

ちょっとまって。武田さん先に手上げていただいていたので、 

（宮本委員長） 

 

先程市水道局の方が言いにくいようなことを言われていましたけれども、その辺につい

ても出来るだけ調べました。その結果わかりましたのは、伊賀市の歴代市長は「人口 10 万

人を維持する」と書いてあるんですね。それだけを目的に全ての目標を立ててきたんです。 

ダムありきだったんです。しかし、もう変わらざるを得ないでしょう。 

（武田委員） 

 

じゃ西山委員。 

（宮本委員長） 
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あの具体的な議論に入っているようで質問を通り越しているようなんですけれども、ま

私は今は賛成反対とかねこういう話ではなくて、この川上ダムに関する検証検討委員会、

この委員会に対して意見を述べさせていただきたいと思うのですが、まず第 1 にですねい

まさら何故川上ダムに関する検証検討委員会なのか、というのに非常に疑問を持っている。

その理由といたしまして、まず一つは、元々川上ダムは旧上野市が三重県、国に対して上

野地区の治水対策として岩倉峡の開削を要望してきましたが、昭和 43 年に国は下流域のた

めに岩倉峡を開削できないという前提条件で治水対策を考えたいということで上野地区に

遊水地、河床掘削と川上ダムを提案したわけですね。当時の建設省が。それに対して、旧

上野市が受け入れて、そして、私たち住民にこれを受け入れよといって説得してきたんで

す。そういう説得に対して住民は、色々考えた結果、苦渋の選択をしてこの 3 点セットを

受け入れた。元々。で利水面においては、旧上野市合併した 6 市町村これが一致して三重

県の企業庁を立ち上げていただいて国に水源をダムに求めてきたわけです。そういった中

でまた、市民の代表である市議会が平成 19 年 11 月 13 日国土交通省と水資源機構に対し、

平成 20年 5月 8日には国土交通省近畿整備局などに何度もダム建設促進を要望してきてお

ります。現に。また、ご存知かと思いますが、昨日は伊賀市議会において川上ダム建設事

業の推進に関する決議文が可決されました。上野市、旧上野市ですね、今現在伊賀市です

ね市議会とともに 40 数年一貫して川上ダムの早期完成を強く求めてきたんです。これが地

元住民の意見でした。この場に及んで、方針を変更するようなことになれば、影響は伊賀

市だけじゃないと思います。他の府県自治体に上野市はこれを要望しているんやと助けて

くれといって頼んできたんです。それをもし変更するようなことになると、伊賀市の信頼

はまったく失墜してしまう。それから、淀川水系流域委員会において 8 年にわたり 89 回に

及び委員会と現地確認をしています。それに 20 数億円の血税を使って審議しました。その

委員会ですら、先程千代延委員もおっしゃっていましたけれども、現実的に統一的な見解

が出せませんでした。なのに、この委員会でたった 2 ヶ月足らずで結論とか良い意見が出

るはずがない。全く労力、時間、経費の無駄使いです。8 年先がもっと伸びる。現在、国土

交通省近畿地方整備局と水資源機構が主体となって「川上ダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場」というのが昨年の 12 月 13 日の第 4 回幹事会まで行なわれてきてお

ります。それまでも、伊賀市が一刻も早くダムを建設を促進するよう求めて参加し審議さ

れてきています。そこで、これは元々審議すべきではないかと私は思います。それで、市

民に対する意識、情報開示については、市議会はまさに市民の代表です。議会で審議され、

市議会だよりや各地域の議会報告会などで開示されています。平成 15 年ごろから、フレッ

クスホテル、サンピア伊賀、ゆめドーム等で意見交換会や対話集会、淀川水系流域委員会

等に参加できます。こういったところで、フリートーキングの機会は本当に何度もありま

した。こういう形でなんぼでも情報公開は出来ているんです。新聞の折込もありました。

このようなことをしていると、ますますダムの完成が遅れ、これによって災害が発生する



44 

 

ことになれば、まさに人災といわざるを得ないと思います。従って、ここで議論する必要

はなく、川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場で議論すべきと私は考え

ております。もう 1 点、 

（西山委員） 

 

ちょっと手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

はい。委員の構成について、学識経験者 3 人、3 名の方々旧淀川水系流域委員会の委員で

もございました。先程からも話が出ておりますが、お 3 方は流域委員会で十分に意見を述

べられてきたと思っております。私も何度となく参加しました。これらの意見をふまえて

ね、河川管理者である国土交通省が淀川水系河川整備計画というのが出来上がっているわ

けなんです。21 年 3 月 31 日ですか。そして 3 名は今までもダム不要論を力説されていま

した。特に宮本委員について申し訳ないんですが、今から約 8 年前、川上ダムの建設が遅

れていることについては、非常に申し訳ないと胸が張り裂ける想いですと、皆さんの意見

を聞いていると腹をえぐられるようですと、これからは何としても早く進めていきますと、

おっしゃいました。ちょっと待ってください。もし違うようでしたら、ここにビデオを持

ってきていますので見ていただきます。そういった状況の中で、もう終わります。180 度方

針を変えたように賜っております。この場でまた 180 度変わっていただけたらありがたい

です。これでは、基本的に公正な委員会と言いにくいんかなと考えております。私たち関

係者は、川上ダムの早期完成に向けて、市当局及び市議会とともに今日まで 40 数年、特に

この 10 年がんばってきました。怒りをおぼえます。以上です。 

（西山委員） 

 

この話は時間がないんですけれども、この委員会が発足する前のね、私は議論だと思い

ます。皆さん方はそれぞれ市長からの公募のあれがあって、この検討委員会が開催される

と、それに意見を出して、その中で委員会に参加したいということでご指名されていると

思うんですよね。従いまして、今ここで今更このことを議論すること自体が必要ないんだ

と、ちょっと待ってください。ということであれば、この委員会自体もわれわれ集まって

やる必要全くないんですよね。でただしそこの議論がずっとあるとですね、私が冒頭で言

ったように今一度この際に川上ダム木津川の治水について、利水について、伊賀市という

観点からどういう風に整理をして、本当にみんながこれで納得して次に進めることが出来

るかを議論しましょうといったことも今更議論する必要がないということになります。こ

こについては、私答える立場じゃないと思うんですよ。今も西山委員がおっしゃる、何故

今更こんな委員会をやるのだということについては、今ここで私ども委員で議論すべき話

ではないんで、折角市長がおられますので、市長のご意向でこれをやっているわけですか
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ら、今更なんだというその点だけについて、市長から一言お願いします。 

（宮本委員長） 

 

あのずっとじっと聞かせていただいて、大変にその都度思いがありましたけれども、宮

本委員がおっしゃるようにこの場はそういう場ではございません。私は 40 年時間がたった

といいますが、40 年たった今においてまた新たな検討のファクターが出てきているという

こと、そういうことをふまえて建設的に前向きに皆さんのそれぞれの思いもこめながら、

データに基づいてしっかりと情報を共有し、そしてこの伊賀市にとってこのダムはどうな

のか。治水はどうあるべきなのか。利水はどうあるべきなのかというのを検討していただ

きたいということを念頭に皆さんにお集まりいただいた。しかも、学識 3 名がおっしゃる

には反対派とおっしゃいますが、もし仮にそうだとしてもその辺のところは公募委員さん

の選定において公平公正な構成を心がけたつもりであります。もし、反対ありきでするな

らば今おっしゃられた期成同盟の方に入っていただくことはありえないはずです。ですか

ら、この委員会は公平公正を目指しておりますので、様々なデータをもって新しく出てき

たデータも加えて、そして建設的な検討をしていただきたいという事でございます。以上

でございます。 

（岡本市長） 

 

私はこれに対してね、皆さんで議論してくれと言うことは言っていません。私のここへ

参加するに至った思いを申し述べただけで、これを皆さんそうですからやめましょうとか、

そういうことは言っていません。だから、私はこういう意見を述べて、後で色々議論の中

でこうしたらええやないか、ああしたらええやないかということはもちろんお話させても

らって、審議に加わります。 

（西山委員） 

 

わかりました。そしたら西山委員ですね、西山委員の気持ちは私もずっと前からよく分

かっています。それで、今は思いのたけをおっしゃいましたんで、皆さんもお聞きになっ

たと思います。申し訳ないんですけれどもこれからは、後 4 回ありますよね、今日入れて 5

回同じ事を今更なんだということを絶対に言わないでください。それを踏まえて今のこの

時点で伊賀市の治水、利水について議論するということをしますので、その発言について

は今後は是非控えていただきたいとお願いいたします。時間がもうあれなんですけども、

じゃあ小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

今の市長の話も。委員長もね、むきになっては駄目です。委員として事実そういった状

態は間違いないんだからそれは落ち着いて。そして今のデータの話なんだけれども、区域
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内の人口の話、この平成 30 年あたり想定人口というのはさ、行政の方はきちんとつかんで

いるんです。都計（都市計画課）あたりもね、今日は都計の方は、都計はいないよね。都

計がいなければ、わからないのかな。 

（小丸委員） 

 

事実関係から言いますと、伊賀市は把握はしていません。 

（武田委員） 

 

それは想定は出来ているんですよ。 

（小丸委員） 

 

それでは小丸委員ね。今の利水の話ですよね、利水の話ちょっと後で言おうと思ってい

たんですけれども、委員会で集中的にやりたいと思うので、実は 6 時 30 分がタイムリミッ

トと言われているんですよ。 

（宮本委員長） 

 

今私しゃべっているんだから、ちょっと待ってください。概ね行政はつかんでいるんで

す。つかんでいるの間違いないんです。だからそのデータを、データがあれば出してもら

うということで、お願いしたい。 

（小丸委員） 

 

わかりました。千代延委員も。 

（宮本委員長） 

 

時間がないから進め方。今、水道に関しては沢山お尋ねしたいことがある。それで提案

はですね、聞いて独り占めというのも悪いと思いますので、質問は事務局を通じて水道部

に出していただいて、答えはまたみんなで見るという風にしたらどうでしょうかというの

が私の提案です。時間がないですから。 

（千代延委員） 

 

いかがでしょうか。今日とりあえず今の時点で疑問点とかありましたらそれを事務局の

方へ出していただくと、それを踏まえて用意できるものは水道部から説明していただくと

いうことでよろしいですか。皆さんいいですか。いいですか。 

（宮本委員長） 

 

次回までに是非用意していただきたい資料ですが、今小丸委員のいいましたのはこれな
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んです。 

（武田委員） 

 

ちょっと個別の議論はやめましょう。委員会の進め方ということですので。 

（宮本委員長） 

 

次回ぜひご用意していただきたいのは、厚生労働省の将来推計人口、特に市町村の将来

推計です。それから周辺の市の水道事業計画―――。 

（武田委員） 

 

その話、中身の話になりますので止めて、今の時点でわれわれの疑問点については、事

務局の方に出していただいて、そして、次回に答えられるものは答えてもらうということ

にさせていただきます。それで、次回なんですけれども治水の議論と利水の議論と両方あ

る訳なんですけれども、あまりごちゃ混ぜにするとあれだと思いますので、私の提案です

けれども、次回については利水について集中的に討議したいと思います。今の質問が出た

ことについては答えてもらうし、それとですね、特に学識経験者の荻野さんと千代延さん

は利水についてはお詳しいので、お二人に今日の出てきた利水についての資料について、

噛み砕いて皆さん方に分かりやすく、何が課題で何が論点だというところをご説明願うと

いう風にお願いしたいんですけれども、それでよろしいですか。それを踏まえて皆さんか

らの質疑応答、地整からの説明を受けたい。あるいは、水道部からの説明を受けたいとい

う風にいたしたいと思います。それでは次回は利水を集中審議するということでよろしい

ですか皆さん。そういうことで、今日の審議は、以上で終わりたいと思います。後 5 分し

かないんですけれども、傍聴者の方で特に会の進め方とか、あるいは議論の中身で物申し

たいという方はおられましたら、お一人はい。お願いいたします。後 5 分なんで 2 分以内

でお願いします。 

（宮本委員長） 

 

関西のダムと水道を考える会の野村と申します。市民グループの者なんですが、水道に

ついて以前から伊賀市の水道について感心を持っているんですね。いろんな苦労をされて

この数年間されてきたと思うんですが、今日の資料 4－1 を見ましてちょっとまあ幻滅とい

いますか感じたところがありますので申し上げます。それはですね、負荷率ですね。下の

方に負荷率というのがありまして、これがですね、実績値が大体 80%台なのに対し、計画

値の平成 24 年から突然 70%台に下がっているんですね。これは、私どもはいろんな水道事

業体のものを見てきましたけれどもですね、この最大給水量がね大きくしたい場合によく

とられる手法なんですよ。しかし、これはやはりおかしいですね。今も全国どこでもこの

80％代の数字であって、さらに数値が上がっていくという状況にありますのに伊賀市だけ
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が突然下がる。この下がることによって 1 日最大給水量が上がるということなんでね、ざ

っと 3,000 トンぐらい上がっていると思うんですけれども、こういうことがあると他の部

分もおかしいんではないかと疑ってかかりたくなってしまいますのでこのことを一言申し

上げておきたいと思います。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

はい。それでは伊賀市の水道部は今の質問もふまえて、次回の利水の集中審議のときに

ご説明をお願いしたいと思います。他もうよろしいですか。お一方ぐらいでしたらいけま

すけれども、じゃあそちらの方。すいません。2 分以内でお願いします。 

（宮本委員長） 

 

自己紹介ぐらいにしておきます。私は、川上ダムダムサイトというか本体から 5km下に

住んでいる畑中といいます。ＮＰＯ法人伊賀水と緑の会の代表をしておりまして、環境問

題にも一生懸命取り組んでいるんですが、97 年の河川法改正、それから流域委員会の 7 年

から 8 年間に及ぶ審議、今日、今更今更というんですけれども私は常に今からだこのよう

に思っています。そして、新しいデータ新しい感覚歴史の流れこういう中で議論していき

たいとこういう風に思っていますが、今日はいろんなこと言いません。自己紹介だけにお

いておきます。 

（一般傍聴者） 

 

はい、ありがとうございました。それでは後タイムリミットまで 2 分でございますので、

これで閉めたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。あと事務局お願いい

たします。 

（宮本委員長） 

 

そうしましたら、以上で第 1 回川上ダムに関する検証・検討委員会を…。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室中山） 

 

委員長すいません。水道部です。第 2 回に利水を重点的という話でございまして、出来

ればですね、第 2 回が阿山の保健センターで行なうようになってまして、我々ゆめが丘の

方に事務所かまえてまして、今度資料をいただくときに具体的にご質問いただくと資料を

持っていけますんで分かりにくい質問でしたらなかなかゆめが丘に置いてありますんでと

りにいくということが出来ませんので、予め持っていく資料があれば分かり易く私の方へ

伝えていただければありがたいと思っています。 

（伊賀市水道部坂本部長） 
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質問の中身を言っていただければありがたいという事ですね。そういうことになりまし

たんで。じゃいいですね。 

（宮本委員長） 

 

それでは今水道部から申し上げましたとおり、事前に委員さんの方にですね資料の準備

とか、照会をさせていただいてですね、しっかりとした準備を整え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。それではこれで終わらせていただきたいと思います。

本日はお疲れ様でしたありがとうございました。傍聴の方もありがとうございました。 

（事務局；伊賀市建設部北山次長） 

 

 

 


