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失礼いたします。私司会をさせていただきます伊賀市公共事業対策室の中山でございま

す。委員の皆さんにお願いします。議事録作成のため、マイクを持ってご発言をお願いし

ます。本日は 9 名の委員さんの出席で、運営規定の第 2 条第 2 項の委員会は委員総数の過

半数の出席をもって成立するとなっておりますので、成立しますことをここに報告いたし

ます。それでは、事項書により進めさせていただきます。1 のあいさつでございます。最初

に川上ダムに関する検証・検討委員会 委員長 宮本 博司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） 

 

皆さんこんにちは。大変不便なところへ委員の皆様方、それから傍聴の皆様方お集まり

いただきましてありがとうございます。今日は前回お約束いたしましたように、利水につ

いて集中審議をするということでございます。上野市にとっての利水の現状の課題、これ

をどうするかというのを今日は集中的に議論していきたいというふうに考えております。

前回も申し上げましたとおり、客観的なデータに基づいて議論がかみ合うように委員会を

進めたいと思っておりますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。それでは、今

日もあまり時間がございません。5 時から 7 時半までという事でございますので、盛りだく

さんの議論をしたいと考えておりますので、あいさつはこれぐらいにいたしまして、早速

審議の方をしたいと思います。よろしくお願いします。それでは、お手元の事項書に基づ

きまして、２のところで第 1 回委員会の課題についてと書いておりますが、事務局ご説明

してください。 

（宮本委員長） 

 

失礼します。前回の委員会で出た質問について、説明させていただきます。時間の関係

がありますので、説明につきましては、15 分程度を予定しております。前回の委員会では

千代延委員から事業費、工期の点検結果について説明をしてほしいとお話がありました。

これにつきまして、水資源機構の方から説明をしていただきます。 

また、荻野委員からは、ダム検証に入る前に、1,850 万㎥もの利用可能な利水容量をどう

するかということを考えるべきではないか。新規利水代替案において検討しているダム容

量が、川上ダムの利水容量と違うのはなぜか。伊賀市の暫定水利権 0.189 ㎥／ｓの根拠を

説明してほしい。との説明がありました。これにつきまして、1,850 万㎥の話と新規利水代

替案の件は近畿地方整備局から、暫定水利権は伊賀市の方から説明いただく予定といたし

ております。それでは、水資源機構さんよろしくお願いします。 

（事務局；伊賀市 建設部 公共事業対策室 中山） 

 

みなさんこんにちは。水資源機構 川上ダム建設所で所長をしております神矢と申しま

す。よろしくお願いいたします。私の方からは事業の点検ということで、事業費と工期の

点検結果について説明を申し上げます。まず、点検の趣旨等と書いてありますが、その前
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に今からご説明いたしますのは、昨年 12 月 13 日に国のダム検証の中で、ダム検証の第 4

回幹事会の中でご説明をした同じ内容です。もう一度改めてそのときの説明をさせていた

だくということです。点検の趣旨等と書いてありますが、ここで行ないますのは、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言ってみればダム検証はこのよう

な形でやりなさいというのを定められたものがございます。それにのっとって点検を行な

っていますということを書いております。点検の趣旨ですけれども、書いてあるとおりな

のですが、大事なところなので申し上げます。今回の検証のプロセスに位置づけられてい

る「検証対象ダム事業等の点検」の一環として行なわれている。現在保有している技術情

報等の範囲内で、今後の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検

するもの。また、予断を持たず検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水・利

水対策案いわゆる代替案のいずれの検討に当たっても期待的要素は含まないこととしてい

る。今回算定した総事業費や工期は、ダムを含まない複数の治水対策案等との比較検討を

適切に行なうために算定したという性格を有するものであることを踏まえ、現段階におい

て、総事業費や工期の変更に直結するというものではない。なお、検証の結論に沿ってい

ずれかの対策を実施する場合も、実際の施工に当たっては、更なるコスト縮減や工期短縮

に対して最大限の努力をすることとしている。こういう趣旨で点検を行なっております。 

まず工期の方からご説明いたします。工期の点検の考え方とありますが、ダム検証が終

わったあと、残っている事業が完了するまでに必要な期間ということで点検を行ないまし

た。また、ダムの本体及び関連工事は、予算、事業で必要となる法手続きの制約もありま

すが、検証終了後、可能な限り速やかに入札手続きに着手し、必要な期間を確保すると想

定し点検を行ないました。その結果ですが、下に工程表をこういうのをバーチャートと呼

んでいますが、こういう工程表を示しておりますけれども、結論を申し上げますと、本体

工事の公告から事業完了までに概ね 6 年を要する見込みであるということです。この工程

の他に、本体工事の公告までに諸手続き各種補償に 2 年程度を要する見込みという事でご

ざいます。この表を説明いたしますけれども、赤で囲んだものがクリティカル。クリティ

カルというのは、ご存知な方もいらっしゃると思いますが、ここが遅れちゃうと全体が遅

れると言う大事な部分です。これを見ていただきますと、堤体打設、ダムの本体のコンク

リートを打つという工事ですが、これが約足掛け 3 年でございます。その後、ダムを運用

する前に試験湛水といって水を貯めて大丈夫かということをチェックをしないといけませ

ん。この期間が 1 年とちょっと必要であるというそういう工程になっております。本体の

工事にいきなり入れればいいのですが、そうではなくて、本体の工事に入る前には施工設

備の設置の工事、いわゆる仮設備、コンクリートを打つためにはいろんな仮設備が必要に

なってきます。そういう仮設備を設置する工事が当然必要になってきます。それがその前

段で 1 年ちょっとかかりますということです。後ろから追っかけていきますと、試験湛水

が 1 年ちょっとかかります。その試験湛水を行なう前に全ダムの工事が終わっていないと

いけないということでこれが、約足掛け 3 年かかります。その前段で本体のコンクリート
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を打つための仮設備の工事が 1年とちょっとかかりますということです。それらの工事は、

当然契約を行なって発注を行ないますので、そのための契約の手続きですね、この手続き

期間というのが必要になってきます。ダムの本体工事のような大きな工事となりますと、

契約の手続きだけでも約 1 年かかるというのが他のダムの実績をみてもそれくらいかかっ

ております。ですので、このような期間が必要ということで、これらをつなぎ合わせてい

きますと、6 年かかると。さらに申しますと、この表には入っていないんですけど、本体工

事の公告、こういう工事を発注しますよというのの前段に諸手続、各種補償の関係が必要

となるので、それが約 2 年くらいかかりますという点検をしたということでございます。

都合両方 2 年と 6 年ということであわせて 8 年ということで点検を行なったという事でご

ざいます。これも、先程注意書きでも申しましたが、改めて申しますと、注 1 で予断を持

たずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水・利水対策案のいずれの検討

に当たっても、さらなる工期短縮などの期待的要素は含まないこととしております。なお、

検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工に当たってはさ

らなる工期短縮に対して最大限の努力をするということでございます。ダム検証を予断な

く進めるという観点から、このような注意書きを書いていただいているというふうにご理

解いただきたいと思います。工期に関しましては以上でございます。 

事業費の方ですが、3 ページのところですが、事業費につきましても、総事業費の点検の

考え方ということで書いてあります。「川上ダム建設事業に関する事業実施計画 第 2 回変

更」これは現時点での法定計画である川上ダムの計画、平成 23 年の 2 月にオーソライズさ

れたものですけれども、これが現在の総事業費が出ております。これを基にしまして、平

成 25 年度以降の残事業を対象として点検を行ないました。ただ、今年度、平成 24 年度の

ものに関しましては、まだ年度途中ということなので見込み額を計上しております。平成

25 年度以降の残事業や数量について、24 年度までの実施内容や今後の変動要因、平成 22

年度単価を考慮して分析評価をおこなったというものでございます。その結果が下の表で

すけれども、この表の見方ですが、左の方に平成 24 年度迄実施額という欄があります。そ

の隣が残事業費、さらに左が残事業費 点検結果と書いてあります。まず、一番左の平成

24 年度迄実施額。これは読んで字のとおりでして、24 年度までにいくら使ったかというお

金を書いております。合計額で言いますと、一番下の欄で 612.9 億円という数字でござい

ます。その隣の額、残事業費のところ、これは何かと申しますと、最初に申しました現在

の事業実施計画上の総事業費が 1,180 億円でございますが、この 1,180 億円から平成 24 年

度迄実施額を引いたものでございます。分かりやすくいいますと、合計欄でいいますと

567.1 億円ですが、1,180－612.9 という数字です。上の方の内訳も同様でございまして、

事業実施計画の中でオーソライズされている予算がそれぞれあるわけでして、工事費だっ

たらいくら、測量設計費だったらいくらというのがあります。そのいくらという金額から、

既に実施済みの 24年度迄実施額を差し引いた残りの金額がそこに書かれている金額である

というふうに理解してください。それが 2 列目までの説明です。最後の 3 列目のところで
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すが、残事業費 点検結果はどうかというのがこれはですね、現時点で残っている事業、

ダム完成するまでにどれだけのことをやるんだといった事を点検した中で、実際にこれだ

け必要であろうということでチェックをした金額がそこに書かれている金額でございます。

それらの合計額が一番下の欄で 600.4 億円という数字でございます。これは、あくまでも

点検結果の数字であるので、先程の引き算とは一致していないということでございます。

これも注意書きが必要なんですけれども、くどいようですが、予断を持たずに検証を進め

る観点から、ダム事業の点検及び他の方策のいずれの検討にあたっても、更なるコスト縮

減や工期短縮などの期待的要素は含んでおりませんが、検証の結論に沿っていずれの対策

を実施する場合においても、実際の施工に当たっては更なるコスト縮減や工期短縮をする

ということで、検証の立場と実際の工事の立場とあえて分けて書いてあるとそういうふう

にご理解いただきたいと思います。このような関係で、事業費の点検を行なっているとい

うことでございます。細かい中身の説明はとばさせていただきましたけれども、例えて言

うならば上の方ですね、内訳の方に書いておりますけれども、変動要因であるとか分析評

価というふうに書いておりますけれども、例えば一番上の欄でいきますと、物価の変動に

よる価格の増額ですとか、或いは放流水量対象の変更に伴う増額ですとかあります。それ

と、もう一つ言い忘れましたが、注２のところですね。工期の遅延があった場合というと

ころ注意書きとして書いてございます。この水理水文、環境モニタリングの調査、通信機

器等の修繕、土地借上料や借家料、事務費等の継続的費用として年間約ざっとですけれど

も 6.9 億円かかるということがございますので、もしも工期の遅延があった場合には、それ

だけの金額が加わってきますということを注意書きとして書かしていただいております。

非常に雑駁ではございますけれども、そのような内容が事業費の点検結果でございます。

以上で説明を終わります。 

（水資源機構 川上ダム建設所 神矢所長） 

 

引き続きまして、近畿地方整備局 河川調査官の中込でございます。前回委員会で荻野

委員からありましたご質問について説明させていただきます。まず 1 点目はノンペーパー

で恐縮ですが、年末に 1,850 万トンという、活用可能な利水容量があるとの報道があり、

ダム検証以前にまず、この活用可能な利水容量の処理を考えるべきではないかというご質

問だったと思っております。この 1,850 万トンにつきましては、ダム検証に係る検討を合

理的に進める観点から、ダム検証の手続きとして各利水者にお聞きしたものです。このよ

うな観点からまずは、現在実施しているダム検証の手続きの中で当該容量を活用した案を

検討する方向で考えております。ちなみに、現在の代替案の中には含まれている状況です。

また、利水転用の話ですが、これにつきましては、単に河川管理者だけで決めるという話

ではなく、譲りたいと考えている者、受け入れたいと考えている者との相互の調整の必要

があるなど、関係者が多く複雑になることも考えられることから、今回の意見聴取の結果

を基に今後関係者と相談、調整を行ないながら考えていきたいと思っています。 
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それからもう 1点、新規利水容量について川上ダムで 350万トンであるにもかかわらず、

青蓮寺ダムでは 650 万トン必要になっているのはなぜかという質問がありました。お手元

にこの（ファイルの）資料があると思うのですが、これの対象資料②の 13 ページこちらの

方、前回も少しお話しました。川上ダムは様々な目的がありまして、それぞれ容量がどの

ようになっているかという表でございます。絵を見ていただきますと、水道用水が 350 万

トンとなっております。これに対して 14 ページ以降代替案が載っていますが、15 ページに

青蓮寺ダムの容量を買い上げる案の場合ですが、この案では 650 万トンとなっています。

これは、何故なのかという話だと思いますが、お手元にも資料をつけさせていただきまし

たが、こんな話でございます。簡単に言いますとダムが違えば容量が違ってくるというこ

とです。もう少し詳しく説明いたしますと、利水容量につきましては、水道用水の必要取

水量、河川の流況、既存の水利用の状況等々でダムの利水容量が決まってきます。横軸に

時間を、縦軸に流量をとると、流況はこのような形で変わってきますので、穴が開いてい

るところに対して補給していくことになります。この際、既存の水利用の状況等も影響し、

既存の水利用が多い場合は、ダムによる補給量が多くなります。例えば、先程の事例もそ

うなのですが、既存の水利用が少ない場合、こういう流況に対して、この穴を埋めていく

という形になります。それに対して、既存の水利用が多い場合、既存の水利用で先にこの

下の穴を埋めてしまいますので、新たに新規開発をするとその上の穴を埋める必要があり

ます。こちらは青蓮寺ダムの容量を使う案とみてもらえればいいと思いますが、こういう

ふうに補給するのか、こういうふうに補給するのかという違いで容量が変わってきます。

いわゆる後発の開発だと相当の補給量が必要になってくるということです。今の説明は一

般論ですが、こちらの方が実際に検討した図でございまして、こちらの方は利用可能量と

いうことで、既開発を考慮した内容となっています。川上ダムで見ますと、この赤い線が

0.358 トン。新規利水に必要な量。ここの部分を埋めていかなければなりませんが、利用可

能な水量がこのように何箇所かありますので、これを使いながら、このような穴を補給し

ているという事でございます。それに対して、青蓮寺ダムにつきましては、8 月から 6 月ま

でのこの間で大きな穴が開いていますので、ここを補給するためにはそれだけ容量が必要

になってくるということです。我々の言葉で回転率といっていますが、このようなことや

各河川の流況を考慮しながら必要量が決まってくるというような話になってきます。説明

は以上でございます。 

それでは、伊賀市さんお願いします。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

ちょっと待ってください。前回出た質問に対する答えをやってもらってるんですけれど

も、これをやっていると議論が、ぶち切りぶち切りというか、いろんなところにいくんで

すよね。多分今各委員も傍聴の方も何のことかなと思うんですよ。とりあえず、今日は伊

賀の利水についてある程度系統的に今日は荻野さんとか千代延さんの説明もありますし、



6 

 

それをやっていく中で、皆さん方に後で質問の、意見交換の時間もありますのでその中で、

例えばこの前自分が説明、質問したことをそこで言うというのであれば、聞いてもらうと

いうふうにさせていただいてよろしいですか。そうでないと、今このポイントこのポイン

トという話をしたところで恐らく、またこれについて質疑応答すると 30 分 1 時間あっとい

う間にたってしまいますので、ある程度系統だった議論をしながらその中で自分が質問し

たい、関係する、どうですかというふうにしていきたい。よろしいですかね。それでは、

とりあえず第 1 回委員会の課題というのは置かしてもらって、２の利水についての集中審

議をやりたいと思います。何かあります。浜田委員。 

（宮本委員長） 

 

浜田です。今日はご苦労様でございます。議論をする前に大変申し訳ないんですが、確

認を一つしたいと存じます。より良い議論をするために、提案でございます。私たち 9 名

のこの日の目的は何なのかということなんです。9 名の委員の共通の目的です。これを確認

せずに話し合うのは、私は不安があります。本日の議題、利水について集中審議、これ 9

人の共通目的を定めていただきたいと思います。私は一つ提案があります。伊賀市にとっ

てのより良い利水とは。これを尋ね求める議論であってほしいとそのように提案したいと

思います。 

（浜田委員） 

 

今浜田委員から今日の議論をするにあたって、再度確認だと思いますけれども、伊賀市

にとってより良い利水をどうするのかということに絞って、議論すべきだという話ですけ

れども、これは皆さん共通ですよね。はいどうぞ。 

（宮本委員長） 

 

藪裏でございます。今の議論の共通の認識ということですが、今も青蓮寺ダム云々の説

明をいただきました。ここは、伊賀市の検証検討委員会でございます。だから、私は基本

的には、この伊賀市の中でどれだけ水が今現在あって、どれだけ足りない。それを、ダム

に頼るのかどのようなことにするのか、ということを議論すべきであって、今も説明があ

りました青蓮寺ダムに頼るとか、他に市外の方に水源を頼ってという議論は、木津川の今

している検証委員会の方でしていただく分野でもって、私達は市の検証検討委員ですので、

あくまでも伊賀市の中で水源をどういうふうに確保するかという、自分の家は自分の中で

ということで議論すべきではないかなと私は思います。その結果、例えば最終ダムになる

という結論であれば、そのダムを造るのは国土交通省ですので、本当にダムでいいのかど

うかというのは、国土交通省で他の市町村なりとの中で検討していただいたらいいことで

あって、ここでは他の市町村、他の分野に頼った中で検討するというのはちょっと行き過

ぎでないかな、あくまでも市は市として、市の中でのそういう部分を検討すべきではない
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かなと私はそう思います。 

（藪裏委員） 

 

千代延委員。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。先程のご意見ですが、なぜ伊賀市の中でとのお話ですが、例え利用できる

ものは大阪のものでも名張市のものでも、これが合理的に活用できるのであれば、なんら

除外する必要は無いと私は思います。いかがでしょうか。 

（千代延委員） 

 

おっしゃられることは、もっともです。そういう方法はあると思います。ただ、例えば

個人が事業なり家計が苦しくなってお金を借りに行く。銀行は貸すのが商売ですので貸す

という体制でしてくれると思います。ただ、今ここで他の市町村なり、他のところをあて

にした議論をしたとしても、果たしてそこが協力してくれるという担保があるのかないの

か、私は担保があるというのであれば、ここで議論に上がるべきだと思います。こちらか

ら勝手に他のところの状況を考えずにあなたのところのこの部分をうちにほしいというよ

うな議論を、こういう公の場でこういう場ですべきではないと、とりあえず市は市として

の完結の部分から出発し、市の範囲内にあるべきだと思います。もし、青蓮寺のダムで向

こうが了解を得ていただいてそういう証拠があるのであればここへ出していただいて、そ

の際には協力してくれるという部分があるのであれば議論に乗せてもいいと思います。そ

こがない中で、そこを含めて議論するというのは、市の委員会としては行き過ぎではない

のかなというふうに思います。 

（藪裏委員） 

 

意見は。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

あまり先に行かずに、伊賀市にどれだけの水道水が必要なのか。まずそれからいきまし

ょう。その後でいいでしょう。 

（武田委員） 

 

あくまでも、議論は初めハードルを上げるのでは無しに、先程浜田委員がおっしゃった

ように、伊賀市にとって今の利水の現状はこうで、将来のことを含めて何が一番考えられ

る策があって、それが伊賀市民にとって何が一番大事だろう、何がベターなのか。という

議論をするところまでを共通認識して、それで今おっしゃったことも議論の中で、それは
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ちょっと担保がないからという話もしていただいたらいいと思うんですが。初めから縛り

をかけてしまうと、議論自体が伊賀市にとってのベストが出てこない気がするので、そこ

は今の伊賀市にとっての利水についていい案を考えるというところを、共通の認識で議論

させていただきたい。その議論の中で藪裏さんおっしゃったことを言っていただければそ

れは当然いいと思います。それでは、前回言いましたが利水の専門家ということで、千代

延委員と荻野委員がおられますので、まさに伊賀市の利水についてお二人からご意見をお

聞きしたいと思います。よろしく願いいたします。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。 

（千代延委員） 

 

時間が限られてますので出来るだけ手短にお願いしたいのですけれど、お二人あわせて 1

時間を出ないようにお二人でお願いします。 

（宮本委員長） 

 

千代延です。それでは、伊賀市にとって有利な水源開発という視点から提案をさせてい

ただきます。前半が新規開発量としてどれだけ必要かということにつきまして、述べさせ

ていただきます。後半の方で必要な開発量をどういう手段で確保するか、ここでは川上ダ

ムに変わる手段を提案したいと思います。それでは進めさせていただきます。 

水源の確保がどれだけかという前に、代替案の提案として伊賀市にとって有利な水源確

保はどういうものかというものについて、今進められております川上ダムでの水源開発、

その量は毎秒 0.358 でございます。いきなりこの 0.358 を他の手段で確保できないかとい

うところに入ろうとしたのですが、先般伊賀市水道部の方から詳しい資料をいただきまし

て、まず水需要ですが計画と実績があまりにも開いておるのではないか。というので、水

需要についても見直しを検討しなければならないと思いました。ここでは、平成 24 年は半

年たった段階で教えていただいていますので、前半の 24 年 4 月～9 月までです。そこでの

最大値になっています。24 年で比較してみますと、実績が 45,129 に対して計画は、55,770。

その前の 23 年ですと実績が 47,586 に対して計画が 55,652。もう一つ前に行きますと、平

成 22 年が 47,073 という実績に対して計画が 55,531 と。ざっくり言いまして、8,000 トン

から 10,000 トン計画値のほうが高いように思いましたので、これは水需要から精査する必

要があるというふうに思いました。 

もう一点はですね、伊賀市のデータによりますと川上ダムが運用開始後も使用をすると

いう水源が 22 あったと思います。これの現有能力、要するに水源を確保した段階で評価し

た数量らしいのですが、現有能力が 41,792 になっておりますが、計画では 29,066 になっ

ております。この差が 12,726。いろんな事情があるんでしょうけども、大変な縮小になる
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なということを思いました。もう一つは既存の水源で予備化、予備水源にするもの。それ

から廃止する水源。これが守田水源を除いて一番下にあります 14,622 あります。能力の縮

小と予備化、廃止するものの合計が守田水源を除いて 27,348。このダムの運用開始後も 22

の水源で、現有能力 41,795 のうち 29,066 となっております。この差が 12,726 となってお

ります。そして、予備化する水源、そして廃止する水源、これのトータルが日量 21,876 ト

ン、これは守田水源がありますから除きますと 14,622 トン。この二つをあわせますと合計

が 27,348 ということですので、これはあまりにも差が大きいからこの水源についても精査

する必要がある。ということで、この両方から検討することにいたしました。 

この見直しの手順ですが、今からお話しますが、順番はまず水需要の見直し、それの中

は、計画ではなく実績がどうなっているか。これは、有収水量、水を供給しまして水道料

金としていただける水の量。これを有収水量というわけですけれども、これの平成 19 年か

ら平成 23 年の 5 年間の平均値をベースにすることにいたしました。これは水道部の方から

データをいただきました。それから、その平成 23 年までの実績以降増えるか減るかは、も

ともとの計画値で伊賀市水道事業基本計画というのがありますが、その計画で平成 24 年か

ら平成 28 年或いは 30 年の間で平均でどれだけ増えるか、或いはどれだけ減るかというも

のを使おうと思いました。それで実績に増減をプラスマイナスして需要がいくらになるの

かという見直しを行ないます。 

それから、既存水源の能力の見直しですが、川上ダムの運用開始後も使用する水源の能

力を精査しようと思いまして沢山の質問をしましたが、これはあまりうまくいっておりま

せん。それから、川上ダムの運用開始後予備化する水源、これについては、どの程度能力

があって、必要であれば使うことが出来るということが分かりました。能力は 5,200 トン

ぐらいあるということはわかりましたが、この水源の見直しをして、上の方、こちらの方

はあまりよく分かりませんでしたが、下に予備水源でいざというときは使えるというのが

5,200 トンぐらいあるのが分かりました。結局上の方で出した水需要から既存水源を引き算

をしますと必要開発水量が出てまいります。 

まず、水需要の実績の把握、これは、水道部さんからいただいたもので、有収水量が 3

つに分かれておりまして、生活用水、業務・営業用水、工場用水。この 3 つです。これを、

平成 19 年から 23 年までいただきまして 5 年間平均で、生活用水が 23,755、業務・営業用

水が 6,372、工場用水が 3,427 のあわせて 33,554。これをベースにいたしました。次お願

いします。 

3 つの中の生活用水ですが、生活用水は基本的には人口の推移に左右されるということで

す。伊賀市がこの 10 年間どのように人口の増減があったかというのを見てみました。平成

15 年から 2 段の表になっていますが 15 年から 24 年まで比較していきますと 10 年間の累

計で 5,330 人減っております。ですから 10 年間の年平均の減少が 1 年 533 人。直近の 5 年

間を取りますと 1 年 878 人というようになっております。次お願いします。 

今、過去の 10 年のを見てまいりました。将来に向かって長期的にはどうかというのは、
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これはどこの都市計画でも、もちろん水道等にもよく使われておりますが、人口問題研究

所の数字が使われております。この間も武田委員からも出ていましたが、これによります

と、平成 17 年の国勢調査が基になっております。それで 30 年後にはどうなるのか、どの

程度あたるかというのはありますが、人口問題の予測というのが、経済予測に比べまして

非常にあたる確率が高いという傾向にあります。これを見ますと、長期的に見ても 30 年間

で約 19％減少すると。これは、伊賀市の水道需要を見る上で見逃せないことだと思います。

次お願いします。 

実際漠然とした数字にしておけませんので、先程お話しましたことから、1 年間の減少を

800 人と置きました。1 人 1 日消費量というのは水道局のデータをいただきましたが、ざっ

くり一人 250ℓ。この前提で生活用水がどうなるかというのを決めていきました。まだ水洗

化率が 60 数％ということのようですので、水洗化すれば増加すると思います。この一方で

最近の節水意識の向上であるとか、節水機器の普及に伴う減少というものがあります。水

洗のトイレでいいますと、最近の水洗トイレは大の方が 4.8ℓというのが普及しつつありま

す。これが十数年前ですと 1 回が 14ℓであるとか 16ℓというのがあります。こういうのを置

き換え需要、10 年ぐらいで置き換えるそうですけれども、こういう減る要因がありますこ

とから、ここは 1 日の消費量としてはプラスマイナスあって現状で固定しようと考えまし

た。先程言いました 5 年の平均が 23,755 トン、1 日ですね。毎年 800 人の人が減少する中

で一人一日消費量は 250ℓ使います。28 年の予測をするには 5 年分減りますからこの計算を

しまして、1,000 トン減ります。従って、22,755 トンということになります。30 年ではも

う 2 年分ですから、さらに 400 トン減りますので 22,355 トンというふうにいたしました。

次お願いします。 

業務営業用水の予測ですが、今の事業計画によりますと 24 年から 30 年までで増加する

量を見ますと、1 年に日量ですが 15 トン増えるというふうに出ます。しかし、一方で人口

の減少というのがありますので、この 15 トンというのは増加というよりも一応ここは横ば

いということといたします。横ばいですから平成 28 年 30 年とも 6,372 トンということに

しました。次お願いします。 

次は工場用水の予測です。年間の増加量を現伊賀市水道事業基本計画におきまして 24 年

度から 30 年の年平均増加量をみますと一日 170 トン増加することになっております。170

トン、これをどうかということもございますけれども、今の伊賀市のいつも聞きますけれ

ども工場誘致に非常に意欲的であること、それからそれに対する期待も強いということか

ら、政策的にもこの強気な 170 トンはこのまま使ったほうがいいんじゃないかと、いうこ

とで 5 年間の平均 3,427 に 170 トンの 5 年分を加算しまして 28 年で 4,277、30 年で 4,617

トンというふうになりました。次お願いします。 

これをまとめますと、生活用水が年間 23,755 トン 1 年あたりの減少が 200 トンというこ

とで、平成 28 年が 22,755 トン、平成 30 年が 22,355 トン。同じように業務営業用水、工

場用水を計算しまして有収水量の合計は、28 年の予測が 33,404 トン、30 年の予測が 2 万
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あこれはミスプリントです。33,344 トンです。次お願いします。 

次に有収率と負荷率。有収率というのは、給水した水で水道料として徴収できる対象の

水の量。これが給水した水量に対してお金になる水の量がどれだけかというその割合が有

収率でございます。この有収率は下に、計画では 88.2％になっております。それから、5

年の平均、実績を見ますと 84.0％で低いです。この前水道部の説明もありましたが、全国

平均が 88.7％です。ですから、この有収率というのは、製品が出来たと。例えば製品を顧

客に届けるのに途中トラックが荒っぽい運転をしていて、製品が壊れてしまったと。従っ

て製品を売ることが出来たのが、例えばこれでいいますと 84％しか売れなかった。事業の

経営からすれば真に非効率な事でこれはすぐに改善する必要があるんです。従って、ここ

はせめて現行計画にあります 88.2％というものは早期に目指してもらわなくてはならない

ので、この数値を使わせていただきました。それから、負荷率です。負荷率というのは、

年最高 1 日最大給水量に対して平均がその何割になっているのか、何パーセントになって

いるのかということですけれども、現計画では非常に低いです。78.8％になっておりますが、

実態を見ますと 5 年平均で 82.9％です。全国平均はこれは参考ですけれども、84.1％とい

うことです。ここはこの実績に近い 83％におきました。次お願いします。 

これで今申しました、予測の前提で一日最大給水量を出しました。今の基本計画は、有

収水量が 39,577 でございます。これに対して今見直しをしておりますのが 33,404。有収率

がどちらも 88.2。これを有収率で有収水量を割り算しますと一日平均給水量がでます。見

直しでは 37,873、基本計画は 44,876。さらに負荷率、83 と 78.8 でかなり差があります。

4.2 もありますが、同じように割り算しますと、1 日最大給水量が出ます。56,982 の計画に

対しまして 45,630。差が 11,352。私の見直ししたところでは、計画に対して 11,352 トン

少なくなっております。今実態はどれくらいで推移しているかといいますと、先程グラフ

でもお示ししましたけれども、22年度の一日最大、これは47,073トンです。23年が47,586、

24 年の 4 月～9 月までの水需要期に最大で 45,129 トンで、大きく見ては、この実績に近い

ような値になっております。次お願いします。 

それじゃあ、原水としてどれだけ必要かということですけれども、浄化ロスというのが

計画では平成30年で5.6％程度、要するに浄水過程でロスが出るのが5.6％になっています。

5 年の実績では、ロスは 3.3％です。従って、ここは 3.5％に設定して計算することにいた

しました。必要な水源量は 30 年で計算式を書いておりますが、47,200 トンになります。既

存水源、今水道部からいただいたものです。既存水源が総量が 59,985 トンに対しまして川

上ダムで 30,919 トン予定しておりまして、この差 29,066 が既存水源としてダム完成運用

後も水源地として使用するというその水量です。既存水源の水量をそのまま使わせていた

だきまして、水需要量は先程申しました 47,200 トン、それから既存水源の能力 29,066 ト

ンですからその差が足りない分。必要な新規開発水源量は一日 18,134 トン、毎秒 0.210 ト

ンということになります。これが前半の必要な開発水源量という事でございます。 

（千代延委員） 
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すいません。今ご発表があったものとほぼ同じものを折れ線グラフでまとめて来ました

ので… 

（武田委員） 

 

後半がありますので… 

（千代延委員） 

 

後半もいいけど、ありがたいけど、30 分たっている。 

（小丸委員） 

 

手短にポイントだけお願いします。 

（宮本委員長） 

 

手短にいきます。必要な水源は 0.210。代替案ですね。青蓮寺ダム係の名張市の水利権を

譲り受けると。それが 0.19。それから守田水源を復活させる。これが 0.084。合計しますと

0.274 と十分に足ります。念のために言いますと、その他に予備水源が 5,400 トンございま

す。この、青蓮寺ダムの水は、青蓮寺用水土地改良区の幹線水路の余力を活用して、矢田

川におとして笠部の方で取水するというふうに考えております。次お願いします。 

名張市の方は、次のグラフに行きましょう。これが名張市の伊賀市に 0.19 譲った後給水

能力としては 39,390 トンあるということです。今までの実績はこの線です。24 年で余裕が

6,000 トン近くあります。これが、名張市の 10 年の水道ビジョンです。23 年からずっと下

がって、この推移を見ましても 3 千数百トンの余力があります。従って、伊賀市に 0.19 ト

ンを譲渡する余力があると考えました。次お願いします。 

名張市は将来どうかということなんですが、人口の推計を見ますと、30 年で 21％減少す

るとありますので、今は大丈夫だけど将来どうかということは大きな心配の材料ではない

と思います。次お願いします。 

青蓮寺用水土地改良区の水路に水道の水を送水する余力があるかということを見ました。

取水口、要するに青蓮寺ダムにある取水口で最大送水量を 1.72 トンとしておりますが、平

成 12年で最大1.11トン送水しております。その差である0.61トンは余力としてあります。

送りたいのは 0.19 トンですから可能です。ずっと過去もとっていますが、十分余力はあり

ます。次お願いします。 

これは入り口よりもパイが大きいですね。小さくなっている下の調整池の近く、ここま

で水を引いてきたいのですけどこの差が 0.205。送りたいのは 0.19 です。送水余力は 0.205

で 0.19 を上回っておりますから、送水余力は十分にあるということで、幹線水路を利用で

きるというふうに判断しました。次お願いします。 
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豊水水利権である守田水源ですけども、これを返していただいて使用するのに、豊水と

いう条件があります。従って、過去どうであったかを見ますと、平成 11 年が日量 7,062 ト

ン。大体 7,000 トンぐらいの取水が可能となっております。次お願いします。 

守田の水源と、名張市から譲っていただく 0.19 トンで十分間に合いますけれども、投資

としてどうかということで、その比較をしています。川上ダムの建設事業費 残事業費。

先程（説明された）検討の数字は違いますけれども、今までの数字で 580 億円。利水者の

負担が 11％。その半分が国の補助がある。それから、青蓮寺ダムの取得にあたって名張市

の負担金が 1.67 億円。これをいくらでもらえるか分からないので、これをＮとしておりま

す。残事業費、川上ダムを継続してやる場合、580 億円の利水の負担が 11％で、伊賀市の

負担がその半分の約 31.9 億円。ダム事業によらず他の手段でいく場合、先程の青蓮寺ダム

の名張市の水利権を譲っていただくとしますと、いくらか分かりません。しかし、ひとつ

の幅を持って 3 億円から 5 億円くらい。これは全くの仮定です。これをおきますと、その

差 29.4 億円～30.4 億円経済的には代替案の方が約 30 億円優位にあるというふうになって

まいります。 

次はですね、時間がないようですので、これは簡単に言いますけど、維持管理費。これ

は毎年発生します。維持管理費のところで、これを現在価値に置き換えて考えますと、4 億

円弱代替案の方が優位にあります。次お願いします。 

両方あわせますと、これが両方あわせた数字です。33 億円から 34 億円代替案の方が優位

ということになります。次お願いします。 

最後になりますが、今の代替案の方でいきますと、事業費、維持管理費ともに伊賀市の

水道にとっては優位であると。それから、名張市の水利権、今下流の方で転用可能な 1,850

万トンという利水容量が出てきていますけれども、下流で今買わしてほしいという自治体

はないと思います。名張市の水道にとって、今千載一遇のチャンスだと思います。今ここ

で処分すれば一定の収入が得られ、毎年の維持管理費の負担から開放されます。青蓮寺用

水土地改良区は、幹線水路を活用させるその代償に使用料をとる。ということで、３者と

もプラスになると。要するに三方一両得の代替案であると思います。伊賀市の今の状況は

大体ピーク、ピークゾーンで大体横ばいにありますので、今守田水源の復活をしますと豊

水水利権ですけれども、ここを凌ぎますと豊水水利権というものをあまり気にしなくて、

最終的には 10 年 15 年先にはこれがなくても済む状況になると思います。今の状況に非常

にフィットした代替案だと思います。それで、水源問題の早期決着。これが今水道部から

お聞きしますと、水資源で立て替えていただいたお金があるわけですが、大体 1 年で 1 億

円の利息がつくということです。今後まだ 8 年かかるということであれば、これに加えて

大体 8 億円になります。これから続けていきますと、さらに立て替えていただくことにな

りますから、それに対する利息が生じます。代替案でいきますと、ここ１、２年で解決す

れば、このことから開放されます。それで、最後は、これは仮の話ですのでここでは省略

させていただきます。最後雑駁になりましたが、以上が私の提案です。ありがとうござい
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ました。 

（千代延委員） 

 

それでは、武田委員の方から補足意見もあるんですけど、荻野委員、重複するところは

避けてもらって、委員の方とか傍聴の方にかなり緻密な説明の中でポイントここなんだと

いうことだけお話お願いします。 

（宮本委員長） 

 

荻野でございます。オーバーラップするところが多いので、ポイントだけ簡単にさっと

走りたいと思います。いきなり沢山言葉が出てくるんですが、水需要の抑制という需要面

と水資源施設の効率的運用という供給面の二つの面から、水道用水或いは水資源計画は立

てられるわけなんです。で、利水者の水需要の精査・確認と、水利権の見直し、供給面で

は既存水源の効率的運用、有効的活用を考えながら、さらに渇水時には水需要の円滑化、

とこんなことを検討したいと思います。するわけなんですけど、これらは近畿地方整備局

が作成されました淀川水系河川整備計画の中に盛り込まれた言葉でございます。第 1 回の

時に配られた資料 4－1 給水人口及び給水量という大きな表があるわけなんですけれども、

そこで一日最大給水量の実績と計画値・推計値のギャップをどういうふうに埋めていった

らいいのかなということと、先程も話がありましたけど、業務営業用水とか工業用水の実

績と計画のギャップをどういうふうにして埋めればいいのか。それから、有収率、有効率、

負荷率が全国平均値より下回って計画されているということは、少し考えた方がいいので

はないかな。例えば、負荷率が 5 ポイントほど下がっております。例えば、5 ポイントほど

下がった負荷率で計算しますと、47,000 という数字がいきなり 5 万何ぼという 1 万トン近

いギャップを埋めてしまうことになるわけです。このあたりを、もう一度考え直してもら

ったらどうかなということでございます。供給サイドのことなんですが、同じく資料 4－2、

4‐3 にこれだけの供給能力がありますというデータを出していただきました。ゆめが丘を

除く使用実績でいきますと、公称能力は 4 万トンあって、5 ヵ年の平均は 2.9 万トン。それ

から、予備水源というのが書かれていますが、これも公称能力が 1 万トンあるんですが、

現在使われているのが 3,700 トンでございます。守田の水源、これはちょっとセンシティ

ブなところもあるんですが、7,200 トンもあるんですが、これを合計しますと約 4 万トン供

給能力がございます。従って、これを先程言うの忘れましたが、一日に必要な需要量を 5

万トンとして、供給能力 4 万トンを差し引くと、一日最大 1 万トンの補給があればいいの

ではないかという、現計画では 3 万トンというふうになっていますが、やれるんではない

かというふうに考えております。守田の水源の復活ということで、特に国土交通省の方に

聞いてほしいのですが、守田水源は昭和 53 年から豊水水利権として許可されて、現在ゆめ

が丘 3 万トンの値が許可されています。許可いただいてから 34 年間、平成 6 年の大渇水を

含め、水利使用規則の豊水条項がですね、実行或いは実施されていないということが実績
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としてあるわけです。伊賀市水道は、この水利権を今までずっと 30 年以上にわたり、適性

且つ円滑に使用し、何ら上下流に障碍を与えることなく運用されてきた。ということで、

社会的に或いは歴史的にこういう水利権は、これは当然豊水という言葉がつくと思います

が、慣行取得した伊賀市さんの権利であろうかというふうに思います。伊賀市で水道を取

りましても、岩倉地点で 95％以上下水となって木津川に還元されますから、木津川の流況

に大きく影響を与えるものではないというような状況で、伊賀市さんが慣行取得された豊

水水利権は伊賀市の権利として認めていただきたいと思っております。以上伊賀市の水道

の検証ですけども、現有水源能力は、約 4 万トンの供給能力を持っています。一日最大水

量は、約 5 万トンであると、将来の人口減少傾向と、産業振興の期待値をこめて、差し引

きチャラになるんではないかなということで、５マイナス４で約 1 万トン補給すればいい

んじゃないかということです。 

それから、これは先程千代延さんが説明しましたけれども、名張市の水道需給関係を調

べていきますと、水道ビジョン或いは一日最大供給量を上回る供給能力を今保有していま

すので、名張市さんの 16,400 トンは余剰水利権として扱ってはいいのではないかというふ

うに思います。これをどういうふうに具体化するかといいますと、私は都市用水と農業用

水を有機的に融合することが、地域の発展にとって大事なことだと思っています。具体的

には、青蓮寺用水のパイプラインを使って、この 1.6 万トン／日を送水するのがよいのでは

ないかと。伊賀市は名張市に対して水利権取得の必要な金額を支払う。例えば 4 億円とか 5

億円とかいう話がありました。それから、伊賀市は青蓮寺ダムの管理分担金を引き継ぎま

す。それから、伊賀市は青蓮寺用水土地改良区に対して水路の他目的使用に対する施設使

用料を支払うとこのようなことが具体的なことになろうかと思います。青蓮寺用水土地改

良区は、適正な施設管理、役割を果たすと。こういうことで、伊賀市と名張市と青蓮寺用

水土地改良区が３者が水ということで、お互いに融通しながら、農業と都市とが有機的に

結合することが出来ると。これは、明治、宮田など愛知の大用水は、最近は農業用水と都

市用水とは一体化して運用されているということで、一つの流れかなと思っております。

青蓮寺用水の水が通るのかどうかというお話がありましたが、これも先程千代延さんがい

ったとおりでございます。青蓮寺ダムから現在名張市さんは名張川との合流点から取水し

ています。それをいただいて、青いところが青蓮寺用水の幹線パイプラインです。それを

矢田川で落としていまして、黄色の線で自然流下で木津川の方へ笠部の取水点に全部自然

流下で持っていったらいいんではないかというふうに考えています。先程言われたように

３者一両得。みんなどの利水者も得をします。しかも、これをやることによって、3 つの水

利権者が地域資源の無駄をしないという協力的な関係が出来る。非常に大事なことであろ

うかと思います。こういう話があった時がチャンスであって、こういうことを見送ってし

まいますと、伊賀市は大きな借金を抱えることになり、名張市も使う必要のない水利権を

抱えてダムの管理費を延々と払っていかないといけないし、青蓮寺用水土地改良区も農地

が減っていって賦課金の収入率もどんどん下がっていく中で、コストばっかりかかると。
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その中で赤字経営をこれからずっと続けていかないといけないと。こういう総合的なもの

を考える時に、皆さんよくよく考えてやっていただきたいと。こういうのを全部一挙にま

とめて整理することが出来るのが、この案であるというふうに私は提案したいと考えてお

ります。以上です。 

（荻野委員） 

 

ありがとうございました。それでは、お二人の学識経験者の方からそれぞれの意見があ

りました。武田委員どうぞ。手短にお願いします。出来るだけ議論したいと思いますので。 

（宮本委員長） 

 

前回（伊賀市水道部から）いただきました資料が、数字ばかりで分かりにくかったので、

グラフにしてみました。単純にグラフにしただけです。これが計画です。ここでピョンと

跳ね上がっています。（下の 3 本の人口推計線は）私の推計です。再来年（平成 25 年）か

ら給水人口がほぼ 100％となる予測ですので、何故こうなるかといいますと、人口の推計で

すね。推計も当然ながらここでピョンと跳ね上がっている。何故そうなったかといいます

と予測が 19 年だったからなんです。19 年からの予測値はこうなんです。ただし現状ではす

でに予測より遥かに人口は減っているんです。これよりもさらに減ると思いまして、実際

の減少率でどれぐらい減るかを高位、中位低位で試算しました。いずれにしても、このカ

ーブで減っていきます。平成 30 年には約 9 万人前後ということになろうかと思います。厚

労省の推計を利用しますと、ちょっと減少率はこの 19 年の値ですんで、上位推計でも 9 万

4 千人を切ります。このカーブをそのまま延長しますと 9 万人を切ってしまいます。 

じゃあ給水量はどうかといいますと、この年度にこのカーブを延長していますので増え

ています。単に給水量ね。そこで既に現実とは合わなくなってきているんです。そこで厚

生労働省の人口減少率を現状にそのまま当てはめますと、現状より明らかに下がっていき

ます。 

ところが、伊賀市の（従来の）推計ですと、（今年から急に）生活用水の平均使用率は上

がると。伊賀市民は節水しないと。工場もうんと増えるから上がるんだと。業務用水もう

んと増えるんだと。こういう試算になっていました。それが、前回言いましたように、（平

成 30 年には）人口が減るにもかかわらず、25％も使用水量が上がるという推計の理由なん

です。 

これちょっと字が小さいですけれども、現在の伊賀市の水源の状況ですが、余力が 60％

あります。実際使っているのが約 40％です。今後使用予定の水源の状態（つまり、簡易水

道を予定通り減らした場合）ですけれども、余力は約 56％。4％上がるだけなんですね。 

これも単に伊賀市の資料をグラフにしただけなんですけれども、木津川からの取水を全

部除いても、現段階で（余力が）約 34％。つまり、木津川から取水しなくてもやっていけ

る状況にあるようです。現状ではではですよ。 
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伊賀市も人口推計をしています。私の資料の中に入っているんですけれど、これは、厚

生労働省の人口推計にあわせています。上（人口約 10 万人という線）は目標値です。政策

的要因、つまり、10 万人の人口を維持するとそういう事でずっとやってきたんですね。で

すから、これは書いてあるんですが、（伊賀市の）全ての事業をこの上の直線にあわせて組

んでいるんです。水道事業もそうなんです。 

厚労省のその基になった将来推計人口ですけれども既に大分減っています。点線が予測

でしたけれども、現在の実態ではさらに減少率は進んでいます。  

人口区分別ですけれども、一番大事な生産年齢人口ですが、既に、1980 年代から減り始

めております。今後とも予測では約 80 年間減り続けます。80 年後に定常状態になると予測

はされています。 

人口ピラミッドではこのように 60 代と 30 代が多いです。これは、（日本中）どこでもみ

られます。伊賀市は工業に大きく期待していますので、本当に工業がこれから伊賀市で盛

んになるのかどうか、色々調べました。 

経済産業省の産業構造審議会というのがありました。やはり人口減少を非常に深刻に受

け止めておりまして、人口減少によって生産年齢人口も減ると、ですから、工業、商業と

も規模を縮小せざるを得ないとこういうことになっております。 

経済成長もどうしてもマイナス成長にならざるを得ないという予測でした。 

いろんなパターンを想定しています。消費も当然低迷してくると、特に車が減ってくる

ということを予測しております。 

いろんな想定をして、例えば出生率が上がったり、改革が成功したりとか規制緩和が進

んだといろんな状況を判断していますけれど、どう考えても減少せざるを得ないというの

が経済産業省の産業構造研究審議会の結論です。 

出生率が改善しても同じでして、どう改善してもこの先経済成長率は伸びないと。 

つまり、工業とか、伊賀市だけが工場がうんと増えるというのは考えにくいと思います。

ですからどの市の水道部も人口減少と低成長に危機感をもって備えております。 

これは四日市市ですけれど、伊賀市よりも遥かに減少に備えております。 

奈良市ですけども、このようにどう想定しても供給水量は減ってくると非常に危機感を

持った報告書を出しています。 

名張市も当然先程委員からもありましたけれども、給水量の減少を想定しております。

ですから、先程言いました 0.なんぼどころか、もっと余る（約 3 万 t）と。どうしようかと。

はっきりいってそう書いてあります。 

これは、西宮市ですけれども、西宮市も同じです。西宮市は、人口が増えていますが、

供給水量は減っているんです。かなり減っています。電話で聞いてみました。工場が減っ

たんですか。違います。節水です。それは工場ですか、家庭ですかと聞きますと、工場の

方が遥かに節水が進みました。こういうことを言っておられました。従って、先程の試算

では工場の使用水量はこのまま推移すると。その想定は甘すぎると思います。  
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私の資料にコピーをつけています。いずれの市も周辺の市も供給水量の減少と施設の維

持の問題に非常に頭を悩ませております。奈良市の報告書を見ますと、「布目ダムの水利権

の負担が非常に重荷になってきてしまっている。」と。それから、こちらは西宮市ですけど

も、「今後とも給水量減少にいかに備えるかだ。新規利水は必要ない。」こう結論付けてお

ります。ですから、新規利水を「日量約１万トン程度の水を名張市から買えばよい。」とい

う提案でしたけども、こういったデータをちゃんと分析しますとですね、ちょっと待って

よ。買うのはもっと後でいいじゃないか。とりあえず、（伊賀市は将来的に）現状より給水

量はどう想定しても増えることはない。とりあえず、現状で行けるという分析結果になり

ました。いやそんなことはない、人口は増えるのだ、工場はもっと増えるのだという確か

なデータがあればいいんですけども、データがない以上そのような想定で行政を進めては

ならないと思います、以上です。 

（武田委員） 

 

はい、ありがとうございました。今、3 人の方からそれぞれのデータに基づいたご説明ご

ざいました。それでは、これからですね、審議したいと思います。委員の皆様方、御質問

なり御意見なりどなたからでも結構ですので、お願いいたします。じゃ、林委員。 

（宮本委員長） 

 

林です。あの先程千代延さんら 3 名の方々が川上ダム不要論的な要素のお話を聞かせて

もらいましたが、やはり川上ダムを検証するに当たりまして千代延レポートを読ましてい

ただいたら、現実に合わない理想のところがたくさんでその辺は充分なんですけれども、

現実に合わないことこの辺につきまして、審議しないと本当に水が来なければ伊賀市に水

道水がなくなるのでそういうのをもう少し見直したいので私も発表させていただきたい。

よろしいですか。 

（林委員） 

 

どれぐらい時間がかかるのですか。 

（宮本委員長） 

 

早く終わりたいと思いますが、中身によりますけども、大したページではないですが。 

（林委員） 

 

それでは、手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

えっとその前にですね、1 回目のときに実は私の過去の履歴を言っていなかったのでいろ
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んな人から言われ、大変申し訳なっかたので、議事録を見ても無かったので、やっぱり無

かったのですが、私は平成 17 年の 3 月まで国土交通省の猪名川河川事務所でお世話になっ

ており 3 月で辞めております。その後、民間の方に勤めていまして、今は測量中心の会社

におります。以上でございます。 

それでは説明をさせていただきます、まずですね伊賀市の水道部に聞きたいというのは、

何かと言うと、これなんですね。最後この水は、簡易水道含めてですね、全て上水を河川

水から取ろうということにビジョンの方ではなっております。この地下水を全て外します

と 3 万 4 千㎥ぐらいがあるということですが、地下水はあくまでも有限です。必ず詰まっ

てきます。いつかは低下するのです。そういう内容から見ると数値を必ずどこかでフォロ

ーしなければならないということです．やはり全体の中、水の量、人口の増減につきまし

ては、いろんな人が検証されていますので、そこは別にしまして、やはり地下水は有限と

いうことを必ず考えに置かないとなかなか１度井戸を枯らすとか過去のものでも今水道局

で持っているデータの中で不必要とか採水量が半分とかなってくるので、土砂が詰まって

くる掃除するというのは闇ですのでなかなか手ではできない。掘り直すなどやはり安全な

水量を確保しようと思えば、それが大事と思います。それとですね、もうひとつは千代延

さんところにいろんなデータがあるのですが、渇水の対応というのを少しも謳っていない。

やはり荻野先生は平成６年豊水なのになぜ水道部が、バルブをしめなかったのかというこ

とが大事なのではないか。下流が苦労して２０％弱まで締めているのに上流で満杯使って

いるやないか、そういうことも対応しないといけない。やはり水系として渇水対策をしな

いといけない。平成１３年私も現役でいた時も猪名川水系の猪名川の川西なんて上流の山

の高い所は水圧が落ちて色んな障がいを起こしている。今の時代ですので、水圧が無けれ

ば温水器も働かない。そういうのが有りますので、やはりそういう危機管理も伊賀市は大

事である。それと地震対策と復旧、最近言われています南海トラフの地震が来ますと、伊

賀地方に、５弱から６強とか一部で言われています。この特に断層を見てもらうと分かり

ますように、名張の断層も含めて、木津川の断層もあります。この辺の断層が同じく動き

ますと、６強ぐらいになる可能性もあります。その時にですね、何をすべきかということ

があります。管の耐震対策ができているかどうかというのが問題になってくる。それと水

質事故の時に、水源の確保ができているか市のビジョンに書いていますように安全でおい

しい上水道を供給するための要素の一つとして水源水質の保全、水源水質の監視体制とい

うことで逆に言うと、伊賀市民はすべて平等の利益を受けなければならない。やはりどこ

や言ったら旧上野市だけでなく、やはり周辺も含めて伊賀市になったのだから平等でない

といけない。それが何かと 2～3 年前に発生したきじが台のため池から給水したきじが台は

ここです。きじが台は、もともとの上野市の南部にありまして、簡易水道で団地開発する

時に独自の井戸があり、井戸が故障したために管理人がここのため池から水を抜いたとい

うようなことがあった。これは最近のことですよ。そのようなことはやはり伊賀市民が平

等に同じものを受益していない水道行政の怠慢ということになると思います。ここに戻り
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ますが平成 30 年をもってほかの簡易水道は、全てあげてゆめが丘のエリアに入りますよと

謳っている。謳っているということは、やはり井戸の水は消したようなスタイルで計算し

ないと 1 回目で頂いた様式４－１には数字が有るんですよね、それはちゃんと明確にすべ

きではないかと思います。それとですね、実は、青蓮寺用水路土地改良区では私は 1 月ま

では、理事をしておりましていろんな情報が入ってました。ただ、川上ダムのこの件につ

きましては、最後の最後に理事長のほうからまだなにも聞いていない。どこも聞いていな

い。理事会にも言えないというような話がありましたので、この一番上に書いたのは、千

代延さんの代替案への質問に対して答えないといけないということでレポートを読まして

もらった。ということで、そこで考えますと青蓮寺用水路の今後の課題ということになり

ます。費用、担当者、事故への対応これから見てもらいますと青蓮寺用水路約 40 年になり

まして、ここ最近たくさんの漏水事故が発生しております。1 番大きなのは、2 年前に新聞

に載っておりますが富貴ヶ丘という団地がございましてそこのサイホン 2ｍ50ｃｍＰＣ管

のサイホンが有ったのですが、それが破裂しまして、この細いところこの細いのはＰＣ棒

です。ＰＣ管というのは元々内圧があったためによかったんですけど崩れてしまったら、

単なる針金です。このような状況になっているということです。で、今、人が見えますね、

ここに見えまして下になっているので 3ｍ以上のものになっている。表面にもでています。

こういうものは、地震の関係上、これチェックしているのかというものもある。水利権的

な要素については千代延さんが言われたように１番最高は代掻き期の 5 月 6 月になる。後

は少ないです。それともうひとつ、ここで言っておりますのは、ものができた時は、農林

の関係をコピーした管理水準にまでいかないところで補修をしていくというやり方と、も

う少し手前でいろんなことをやっていこうという補修、このような補修の仕方をやはりや

っていきますと延命策がとれますよ。ただし、どこかで出てくる。今、40 年経って、この

辺やっているのかな、もうちょっと、この辺だと思いますね。40 年これはなぜかと言いま

すと、平成の初めに、たくさん事故を起こしていますので、修理してきています。だから、

そういうものをやっていっても、いつかは出るんですよと、但し、川上ダムはこれからや

るんですよ、なにもしなくてもドーンと出来ちゃうんですよ。でもそんなことしなくても

川上は、今の淀川系のダムの延命策を採るため土砂もとっておりますので、そういうもの

を含めますと行くだろう。なにを言いたいかといいますと通常工事した場合、100 年は持つ

だろう。今は青蓮寺は 40 年近く経っている。残りが少ない。青連寺用水国営施設応急対策

事業が平成 26 年来年、再来年から事業化します。今まで調査していまして、実は、ちょっ

と見にくいのでこの区間、青で括っている区間は補修をする必要なところ、特にここから

この区間は皆破裂した。2，3 年前したのがここです。このエリアを大きく補修をしなけれ

ばならない。ということで、荻野先生ご承知だと思いますが、この浅いところと深いとこ

ろが有りまして、この辺は、地震対策で継ぎ目を考慮しないといけない。その辺どうする

か、いろいろ聞いても、国と県とでは、検討しているけども、それ相当の金が掛かるだろ

うと言われております。再度言いますと、赤で塗っているこの区間は、安全度が著しく悪
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いところ。先般の事故を起こしたところは、ここです。やはり、この辺につきましては、

それ相当のものをしなければならない。聞いておりますと、外管ということはできない。

埋めてしまうので中管、芯管を入れると聞いております。芯管にはいろいろありまして、

薄いものは数センチこれはステンレス製を使わないといけない等あるのですが、次、潰れ

た時は直らないような工法です。このような工法をもって、直そうとするとやはり十数億

円かかると言っておりますが、平成 26 年度の予算要求、今年の 5 月ごろまで待っいたら、

全部数字が出てくるのではないかと思っております。このような内容を具体的にしなけれ

ば、今のは確かに理想的です。辻褄が合うかもしれません。ただ、容量は別にしましてね。

そういう青蓮寺からの余力があったのでしょうけど、それはなかなか難しいのではないか

ということでございます。言いたいことは、川上ダムの利水です。やはり、先程も言われ

ましたように、伊賀市域内で良質な水源の確保、これは何を言いたいかといいますとあの

上流域の今、森林地ですね、これはなにを言いたいか、伊賀市長が有る程度の町づくり地

域づくりの中の権限が使えるところですよ。土地規制をしますとそれなりの補償をしない

といけませんが、大きくまちづくり地域づくりはできる。そういういい水源を永遠に確保

出来るのではないか。あくまでも伊賀市の範囲内だから出来るのではないか。地域の方々

が、いろんなことを開発したいという意向があるかもしれません。でも産業廃棄物とかに

ついては阻止出来る可能性がある。伊賀市の市長として、知事等に上申できると思います。

将来、3 万 4 千㎥無くなって来るので川上ダムの利水が必要である。以上です。 

（林委員） 

 

はい、有難うございました。これ、いろんな論点が出てきたのであまりごちゃまぜに議

論すると頭が混乱しますので、まず、将来の伊賀市の水需要について絞って議論したいと

思うのですが、千代延委員、武田委員の方からは水道の予測自体が過大じゃないかという

ふうなこと、共通してあったと思うのですが、これについての皆さんのご意見を伺います。 

（宮本委員長） 

 

藪裏です。今、それぞれの委員さんの方からそれぞれの計算に基づいた数字を出してい

ただきました。ある意味、私の個人的な意見かなと思います。前回の委員会の中で、水道

の方から資料の説明をしていただきました。数字的なものは説明していただいたのですが、

ここで指摘されているように、実績と計画にかなり開きが有るということで意見を出して

いただいたのですが、基の市の計画の中身について、市の水道から説明していただきたい

と思うのですが、この数字が大きくなりすぎているから委員さんがこういう計算に基づく

とこういう数字ですよということでしたので、ベースの市の水道の計画がどういう経緯で

どういう理由でこんなっているのかまず明らかにしていただい方が、いいと思うのですが、

いかがですか。 

（藪裏委員） 
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伊賀市の計画をだらだら説明してもらってもまったく意味がないので、今、千代延委員

と武田委員から指摘があったポイントこれについて人口の話とか工場はほんとに来るのか、

有収率、負荷率そういったものがあって高すぎる、低すぎるといったことがありましたよ

ね。そういう具体的なポイントについて、伊賀市の水道の考え方、これをお話しください。

お願いします。 

（宮本委員長） 

 

水道総務課の風早でございます。よろしくおねがいします。まず、1 点目、人口推計の関

係ですけども、人口推計につきましては、先程から議論有りますように、今までの実績に

対して将来の予測を立てる。それにプラスされているのが社会増として加算されています。

具体的には伊賀神戸のイトーピア、高倉のユートピア、桐ヶ丘ということで合計 2,000 人

が増加という見方をしております。次に給水量の話でございますが、給水量につきまして

は、先程の人口推計で平成 30 年では 94,318 人の数字が出ております。給水量につきまし

ては、生活用水、業務用水、工業用水の 3 つに分けられます。まず、その内の 1 点目、ま

ず生活用水につきましては、94,318 人に原単位としまして一人あたり 260 リットルがいる

だろうという計算をしております。業務用営業用の関係でございますが、これも将来推計

がございまして、8,423 立方メートルという推計をしております。それに社会増としまして、

ゴルフ場が６箇所、また、高等教育施設といたしまして 1 箇所、合計 340 立方メートルが

社会増として増えるという見方のなかで、合計 8,763 立方メートルを必要とするであろう

という見方をしております。また、工場用水につきましては、平成 30 年の推計といたしま

して 3,890 立方メートルを計上しております。また、これに先程の例にならいまして、社

会増として 1,439 立方メートルを見込んでおります。合計で 36,058 立方メートルが必要に

なるだろうという見方をしたところです。次に負荷率でございます。負荷率の計算の仕方

につきましては、計画時点の過去 10 年間の実績値を出しております。 

なかでも特異的に外れたものは、そういう数値は、外しております。それで各地区の値

を出しております。以上で、よろしいでしょうか。 

（水道部 水道総務課 風早） 

 

伊賀市の水道部から説明有りましたが。それでは武田委員お願いします。 

（宮本委員長） 

 

補足いたします。平成 20 年当時に目されておりました社会増等はすべて頓挫しておりま

す。イトーピア、ユートピア、桐ヶ丘はとうとう出来ませんでした。ゴルフ場 6 箇所もお

そらく地下水を使い続けるでしょう。高等教育施設は、来ませんでした。工場も、増える

見込みは無く、いかに流失を留めるかという状態です。ということで平成 19 年度の予測と
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しては、必ずしも間違いではなかったと思いますが、それ以後実際のことを計画に反映し

てこなかったと。ですから計画見直しに今、非常にいい時期ではないかと思います。 

（武田委員） 

 

今の武田委員の話では、ユートピアや高等教育施設が頓挫したが平成 19 年時点で見込む

のは妥当だけども、現時点ではないのではないかとのご意見ですけども、それについて水

道部の意見をお願いします。 

（宮本委員長） 

 

はい、今、おっしゃっていただいたとおり計画時点では見込まなくてはならなかった数

字だと思います。この委員会を通じまして、市のほうで水源の確保もどうするか決まって

まいりましたら、その時点で、計画の見直しは必要かなと思っております。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早） 

 

水道計画のどれ位いるかということがはっきりしないと、どういうメニューをするかと

いう議論にならない。もしかすると、さっきの武田委員のように将来の新規の水需要いら

ないという結論になる可能性もあります。まず、伊賀市として現状をふまえて、将来、ど

れだけ水がいるのか、新規でどれだけいるのかということを押さえないと川上ダムで補給

するのか他の代替にするのかという議論にならない。 

（宮本委員長） 

 

おそらく今言われたのは、社会政策上の補正だと思います。それを決めるのは、市長な

んですよね。イトーピア等ほとんど見込みは無い。市長が見込みなさいといったら、水道

部としては見込まざるを得ない。ですから、我々の検証、検討委員会はその辺を託された

訳ですよね。先程から経済産業省、国交省のデータをお見せしましたが、残念ながら見込

みはほぼ無いです。何かデータがあれば、披露していただきたいと思います。 

（武田委員） 

 

それでは、西山委員 

（宮本委員長） 

 

西山です。先程、千代延委員、荻野委員からあるいは武田委員から聞かせていただいて、

ただ、数字だけを聞かせていただいてそうかなという部分はあるのですが、私は、数字に

は弱いので、今、見せていただいて、すぐにこれがおかしいあれがおかしいとは言いかね

るのですが、ただ、伊賀市の推計していただいたのは、間違っていては、話にならない。

これは、基本ですが。まず、1 点ききたいのですが、平成 22 年 4 月に厚生労働省で水道事
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業の見直しの認可を受けていますよね。そのときのデータとこのデータは、違いがあるの

ですか。 

（西山委員） 

 

その点伊賀市からお願いしますか。 

（宮本委員長） 

 

以前に渡させていただいた表４－１なんですけども、表４－１の上段部分水需要の関係

ですね。水源内訳を除く上段の部分、計画値実績値こちらの方から国へ報告しています認

可申請を元にしております。また、下のほうは、別の資料から引用しております。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早） 

 

ありがとうございました。数字は素人なので申し訳ないです。私らとしては、今、この

数字データで厚生労働省でこういう事業で今後いきたいと申請を出して、それには国交省

もタッチしていないんですか。 

（西山委員） 

 

水道計画について国交省はタッチしていないのかということですが。 

（宮本委員長） 

 

もちろんダム計画に関することですので国交省がまったく関与していないということは

ありませんが、水道計画のメイン担当は、あくまで厚生労働省です。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

過去に前の水量 0.358 に変えた時も、厚生労働省がそれなりに審査して、調整はしてお

りますよね。市の見積もりが大きいとかいう点です。国交省は別として、専門家である厚

生労働省が、そういう申請をよしと認めているのですから、私としては、それを信用しな

くてはとの思いです。 

（西山委員） 

 

国が、認可しているのだから、それで間違いないのではないか。今、言われたのはそう

いうことですね。 

（宮本委員長） 

 

どちらに私たちが、信頼していくかということです。要するに私自身も今いろいろな意

見を述べますが、その結果について、私は、責任ないですよね。責任あるのは、水道事業
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者であり、国交省の治水事業者であると思います。だから、そういう責任ある人の話は、

重きをおいていかないとならないと思います。 

（西山委員） 

 

ご意見どうですか。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

実は西山委員とまったく同じ質問を厚生労働省、国交省にしております。資料４－１の

一番上の段は、平成 20 年発表の厚生労働省の市町村別人口推計に基づいております。これ

は正確なものです。問題はその後ですね、厚生労働省と国交省に聞いたのは、「人口問題研

究所は平成 23 年にも新たなデータを出してますね。これでははるかに人口が減っています

ね、なぜそれを参考にしなかったのですか？」と聞いたら、「それは伊賀市さんのなさるこ

とで我々はタッチいたしません。」国交省には 2、3 回電話しましたけれども、「なんと言わ

れましても伊賀市さんの言うことには口出しはできません。」と、こう言われました。とい

うことです。 

（武田委員） 

 

千代延委員。 

（宮本委員長） 

 

私も厚生労働省水道課へ何回もしましたけども、これはちゃんとした手続きで、市の意

思として申請をされておると。だから、この後ですね、未来永劫申請したから変えられな

いものではない。それに代わるちゃんとした手続きをして消すなら消す、増やすなら増や

すということがちゃんとできていれば変更いたしますと。簡単にはそういうことでござい

ます。 

（千代延委員） 

 

いずれにしてもね、その過去の計画は踏まえたうえで、現時点でどうなんだというとこ

ろを我々はたぶん市長から付託されていますので、その辺の議論をですね、していって過

去の計画がほしい、違うんであれば修正することを意見で出すということもあると思うし。

ただ現況でやってみて、本当によくわからないというのであれば、それは委員会としても

よくわからないということでですね、それは国の認可の方を重視しましょうかということ

になるかもしれません。 

（宮本委員長） 

 

すいません、先程水道にお聞きしたんですけれども、前段の各委員さんが、数字を持っ
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て説明していただいて、ある意味大変わかりやすかったんですけども、それに比べて先程

の水道のその部分については、何か社会的要因、ざっとした話ばっかりで、現実味は本当

に市がこれだけ水を必要としているのかどうなのかなという、その実感というかそこらが

全然伝わってこないです。だから、この市の傾向がこういうざっとした計画なのでかまへ

んわというてくれるのだったら、別に問題ないですけれども。もうちょっときちっとした

細かい数字なり積算なりそういう根拠でもって、こういう数字になっているということを

教えていただきたい。私どうも聞いていて、あの前の委員さんのおっしゃることの方が頭

の中にはまってくるというような状況でございますので。もしこの場でその説明がつくの

であればお願いしたいです。 

（藪裏委員） 

 

ちょっと待って、水道部。 

（宮本委員長） 

 

今ご意見いただきましたけども、前回４－１の資料を提出させていただきまして、私ど

もの方は、委員さんの提示いただきました資料、グラフ的とか、わかりやすいとかいうイ

メージはないですけども、現状のこの平成 30 年までのこの数字はこういうことであげさし

ていただいているということでご理解いただきたい。それで今わかりにくいと言いました

けれども、例えばああいうグラフ作ってくださいとか言うのであれば、次回に作って出さ

せていただきますけれども、今回持っておりませんのでそれはできません。 

（伊賀市水道部 坂本部長) 

 

ちょっと待ってください。わかりやすい資料を出してくださいとこっちがいうのじゃな

しに、水道部として我々に委員に、納得できるようなわかりやすいデータを出すというこ

とでしょう。我々が何か知らないけどわかりやすくしたデータをくださいという話じゃな

いと思うけども。 

（宮本委員長） 

 

我々としては、４－１の資料がわかりやすいということで資料を出させていただいてお

ります。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

荻野でございます。水道の方からすると、この数字の並んだのがですね、わかりやすい

と思います。先程説明ありましたように 2 千人増とかですね、ゴルフ場ができるとかです

ね、工場用水が 8 千何百になるとかですね、いうのが言葉で言われたのですが、それを我々

はこの表の中でそれがどこの数字なんやと、どこでその数字が反映されているのかという



27 

 

ことでチェックしたいわけですよ。だから今、社会増、自然増で言われた数字がどこに反

映されているのか、具体的にこの表をもって何年のこのデータがこれだというふうに言わ

ない限り、この表自身が我々委員の中では数字の羅列に過ぎないと見えてしまいます。そ

れが 1 点です。それからもう 1 点はですね、先程、水道のご説明にありましたように、別

にあげ足をとるわけじゃありませんが、水源の量を決めてもらえば、あと需要量は何とか

考えますというような発言がありましたね。これがね、そもそもの間違いのもとではない

かなと。水源量を決めるのは、需要量をどういうふうに見込むか、利水者の水需要量の精

査確認があって、それから現在の供給能力をどう見込んだのか、その差し引きで何トン足

らんから何トン分の水をもらってこようということになるんですが、水道さんの計画では、

初めにその 3 万トンの川上ダムありきで、これに合わすために、現況の数値は現況の数値

としてこれは嘘をつくわけにはいかんので、23 年と 24 年の間のところで、ポーンと何もか

もがあがってしまう。これはなぜこうなるかというと、或いはこういうことをどうやった

ら出来るかを我々よく知っているんです。パラメーターを変えれば、こういう数字はいく

らでも出てくるんです。要するにダムにあわせてパラメーターを変えれば、その容量が出

てくるんです。だけど、この会議はそういう組み方をやめようと、積み上げて行ってどれ

だけ最終的に、必要量があるのかということからやれば、大きな無駄もなくて投資するサ

イクル、責任というある程度のことが言えると思うんですね。先程、厚労省が責任のある

立場で認可したとおっしゃいましたけれども。厚労省の立場からは、あなたたちが持って

きたデータだと、そりゃそうなりますかと、借金があろうとなかろうと、そこまで厚労省

は責任は持ちませんと。勝手にやりなさいということなんですね。それが、今大阪市、大

阪府、西宮市はえらいことになって、それに対して何億円も毎年、払い続けなきゃいかん

と、これはもうたまらんわというのが、実は近畿地整の方がおっしゃった 1,800 何万トン

の大きな利水容量の買い上げの問題につながっていくんです。だからやっぱり、伊賀市民

は自分たちでその借金を背負わないといかんということをよくよく頭に入れて、この数値

を、どういう数値を信用信頼したらいいのかということを、自分の頭で考えないとお役人

が言ったんだからええとは、なかなかそういう考えはやめましょうということです。よろ

しいですか。 

（荻野委員） 

 

いずれにしても今日の議論ではね、水需要の予測が過大ではないかというのが出て、い

やいやこれで妥当だとか過少だとか、今のところ出なかったですけれども、これについて

は伊賀市が次回の委員会までに、きちっとしたその反論というか説明を、それも委員とか

傍聴の方が、あ、なるほどというようなわかりやすいプレゼンをしていただかないと、多

分これは議論がかみ合わないと思いますので、それは是非お願いしたいと思います。今の

に関連してですか。 

（宮本委員長） 
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実は先程の厚生労働省への申請書類、かなり分厚いものですけれども、詳細に拝見いた

しました。その結果ですね、はっきり言って一言で言いますと、政策目標、政策的要因に

合わせるためにかなり無理をされています。あのイトーピアとかユートピアとか桐ヶ丘と

かとっくに頓挫したデータをいつまでも入れていたりしています。ここでそれを言うと時

間もないので追求しても始まらないと思います。今後どうするべきか、もういきなりそこ

から入った方が時間の節約になるのじゃないかなと思います。 

（武田委員） 

 

ちょっと待って。今の意見、私理解があれなんですけども、今日の疑問点に対して水道

部なりのきちっとした意見を出してって言ったけれども、武田委員はもうそれは要らない

んじゃないかと言うのですか。 

（宮本委員長） 

 

私すでに把握したからかもしれません。要するに、もう良いわという風なデータなんで

す。はっきり言って水増しが多いです。一言でいいますとね、ただそれは水道部が悪いん

じゃなしに、政策的目標、ダムありきっていう政策目標ですね、政策的要因をいかに埋め

るかを努力をしたんだろうなと推察します。 

（武田委員） 

 

じゃあそれに関連して小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

今日は利水ということから検討いただいているわけですが、学識の先生から正に議論を

聞かせてもらっていると人口が減っていくから、あまり水の量も必要ないんじゃないかと、

こういうふうな基本的なスタンス。先程もデータデータと言って示されているデータも私

はずっと聞いていました。私たちがある程度いろいろなところで計画も含めてその内容か

らすれば、一部当たっているところはあるんです。でも、やっぱり一部少し間違っている

部分もある。はっきり申し上げます。それはまた次回にここが間違っていると指摘します

けど。いずれにしても水を、需要というのかな、要するに古今東西といえばよいのかな、

あるいは有史以来といえばいいのか、水の要するにその争奪の歴史というのは、これは世

界の歴史を見なくてもそんなものは目に見えていることであります。歴史は正に繰り返す

という部分があるんです。それを踏まえてデータだけではっきりとそういった形で必要な

いというのは、表現が少し乱暴な気がする。それからもうひとつ、武田委員が話の中で木

津川の水を取水しなくてもやっていけるというふうな、これもまあ正に乱暴な話で、こう

いう発言をなさった基本的には水は必要ない、私ははじめからずっと聞かせてもらってお
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ったけども、乱暴な見解だなと私は思います。 

（小丸委員） 

 

今の小丸委員が言われた、必ずしもデータデータだけでというのは、確かにそう思いま

す。先ずはデータをお互いに共有するということは大事だと思うので、そこをやった上で、

データだけではまあ言えば、判断できないいろんなことを加味していくということが私は

言えるんじゃないかなと思います。 

（宮本委員長） 

 

言わしてもらえると。 

（千代延委員） 

 

結局私が言いたいのは、データデータと言ってそのデータを、私の頭の中に入っている

データも含めてずっと検討していくと、正しい部分もある、でも、かなりちょっと間違っ

ている部分もある。そこのところを言っている。 

（小丸委員） 

 

それでは水需要の話についてはやっぱり、武田委員はもう何か伊賀市の水道のことわか

っているような発言をなされたけど、我々はそれ聞いていないんで、やっぱり伊賀市の、

今日のいろんな委員の出された問題点というか論点について、伊賀市の水道はこうですと、

あるいは、そこでこれはたしかにおっしゃるとおりで再検討する用意がありますでもいい

し、そういう素直な回答を、次回の委員会までにペーパーで出していただいて、それで時

間内に簡単に説明していただくというふうにしたいと思います。それから次に、水源の問

題になるんですけども、ひとつは井戸水とか簡易水道の廃止、これがひとつの大きなポイ

ントになっているんですよ。これについては、千代延委員、武田委員、荻野委員の方は、

あまりにも急激に廃止し続けているのじゃないかということをおっしゃいました。一方で

林委員は、地下水というのはいずれ枯渇する可能性があるのだから、いろんな防災のこと

も考えて、水道で基本的には供給していければと、違った意見が出たんですけれども、こ

こについてはですね、ちょっと議論したいと思うんですけども。他の方どうでしょうか。 

（宮本委員長） 

 

ちょっと待ってください。私が聞いたのは簡易水道とか井戸水の取り扱いの意見を聞い

たのであって、その後でお願いします。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

井戸水の利用につきまして、実は専門家に聞きました。井戸というのは、毎年井戸ざら
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いというのをしなくてはいけないそうです。伊賀市の簡易水道で井戸ざらいしていますか

と伺いましたら、していません、という返事でした。全くしていないのではないのでしょ

うけども、メンテナンスはあまりできていない状況であろうかと推察します。どのような

施設でもメンテナンスが必要なんですね。ですから今、奈良市、名張市、西宮市などが悩

んでいる水道施設の老朽化による補修、伊賀市は新しいのをもらったからそれはいいのだ

と言うことですが、それではいけないでしょう。やはり簡易水道も井戸も有効に活用すべ

きであろうかと思います。 

木津川の水を使わなくても良いと言うデータですが、それこそデータです。データ上は

間違いなくそうです。それは保障します。実際問題として、全く取水しないというのはあ

まりよくないとは思いますが、データではそうです。それだけ豊富だということです。 

（武田委員） 

 

先程、井戸は毎年維持管理をしていかなければならないと、これをやられてなくて、あ

あ枯渇したから、少なくなっているからというのは問題だと思います。林さんにお伺いし

たいのですけど、衛生的に井戸水はなくなるものだという、初めて聞きましたけども、井

戸水というのは地下水ですね、これデータか何か示していただければ。なにか定説的にそ

んなんだというだけでは、納得できませんので何かお願いしたいと思います。 

（千代延委員） 

 

データで言ってもあまりないと思います、誰がしても。何ぜかと言いますと、地下水を

あげると、水流によって粒子が動くというスタイルなんです。それが詰まってしまってな

んともならなくなくなるとか、そういう物理的な状況が出てくるだろうと。計算上、地下

水とくみ上げた差によっていろんな砂の動き方があると思いますけども、それは施設によ

って全然変わってくると思います。それを数字で出せというのは、私は科学者ではないの

でわからないです。 

（林委員） 

 

出ないということ。 

（宮本委員長） 

 

小丸です。ひとつ参考に申し上げておきます。きじが台の関係が出ていましたね。きじ

が台の水源がかなり大きな問題、実は私ずっと立ち会っていました。もう１０日からずっ

と立ち会っていたんです。だからその過去の経緯も、その後の経緯もすべて知っています。

すべて説明できます。今の水源の話、きじが台に返って言いましょう。実は水源は、あの

ときに現状で３本か４本くみ上げておったんです。それもほんの少ししか出ません。過去

にも何本掘ったかな、過去にもう５、６本掘っているんです。個人の家も掘っているんで
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す。個人も。深度が浅いものですからとても出てこないっていう状況の中で、それはきじ

が台の水源問題というのは大変な問題だったんです。ですから、そういった意味で、表流

水も含めてなかなか取りにくい現状なんです。伊賀の土地の水源といえばいいのかな、水

脈は特異な水脈をしていまして、要するに東から西に基本的に流れているんですよ。水脈

は。そういった中で非常に水源、確保しにくいというのがこれ正直な話なんです。ですか

ら、この辺をやっぱり伊賀に住んでる人間が、私たちが一番よくわかっているわけなんで

す。これは役所においてです。そういう意味で参考に。 

（小丸委員） 

 

わかりました。浜田委員。 

（宮本委員長） 

 

浜田です。きじが台に関してちょっと教えてほしいのですけれど、きじが台の造成をし

た会社はですね、住民が住むようになったらその人たちの給水の面倒をちゃんとみるとい

うのが、団地開発の基本だと思うんですけど、きじが台の場合は、伊賀市が面倒みると、

伊賀市にこう託されたものなのでしょうか。そこのところが、鍵だったんじゃないかとそ

ういうふうに記憶しております。 

（浜田委員） 

 

ちょっと待ってください。すみません。私がわからないのだけれども、きじが台のある

意味ではちょっと特殊な話で、ここでいろいろやりあったということはどうなんですかね。

関連するんですかこれは。 

（宮本委員長） 

 

そこまで私も答えないといけない問題ではないんでしょうけども。 

（小丸委員） 

 

伊賀市からお聞きしております。伊賀市。 

（浜田委員） 

 

伊賀市に聞くの。 

（小丸委員） 

 

あの、ちょっとこれやめた方がいいと思います。一言で言いますけども、きじが台は洪

積層の古琵琶湖層です、確かに水が出ません。ただ、伊賀市には花崗岩層、沖積層、溶結

凝灰岩層とか色々ありまして、そういうところの水は豊富です。古琵琶湖層は鉄分を含ん
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でいる地層もあり、水質も悪いところもあります。ただそういった場所は、伊賀市のデー

タを見ますとほとんど水源にはされていません。ですから問題ないと思います。 

（武田委員） 

 

そうすると、今のこの地下水のすでに今あるものを、基本的にはほとんど全部、使わな

いようにするということになっているわけですね、基本的には。ですから、そこについて、

なるほどというその根拠、とにかくダムがあるから既存のやつは全部廃止していくのだと

いう、ちょっと乱暴かと思いますので、いったいどこまでが本当に使えて、やはりこれは

どうしても無理です、今はきじが台なんかが全然地層からして無理ですよというふうな話

を、これはやっぱり詰めてもらわないと、十把一絡げにこれは全部こうですと、これはち

ょっと乱暴であると思いますので、そこも伊賀市で整理をお願いしたいと思います。それ

から、ちょっと時間もあれなので、論点３つ目といたしまして、千代延委員それから萩野

委員から名張の余剰水を譲渡してもらう、あるいは千代延さんの案の中には名張だけじゃ

なくて大阪府とか大阪市の可能性も触れていただいたんですけども、これについて意見で

すね、林さんは先程おっしゃったんですけども、他の方で。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

西山です。その案ですね、案自身はひとつの案としては成り立つと思うんです。ただ、

相手があるんですよね。名張市という。それが譲ってくれるかどうか、昨年 11 月の時点で

は名張市から余裕はないという回答が来ているように伺っているんです。譲ってくれると

しても費用、いくらで買うかという話です。それから、もう一点改良区の導水管、これも

使わしてくれるのか使わしてくれないのか。使わしてくれてもその管路、先程、荻野委員

がおっしゃっていましたけども、一緒に使っているという話であるんですけども、ただ、

そういった場合には、この案を見せていただくと何というんですか、使用料を払うという

ことを書いていますけども、いやいや使用料だけでは困ると、加入金がほしいとかあるい

は改修するときに、今、林委員がおっしゃっていましたけども、即刻にせまっていまして、

そういったときに費用の負担をどうするかとか、そういったことをやっぱり考えていかな

いと、基本そういうできるのかできないのか、できてもどれだけかかるのか、何年かかる

のか、特に農政局ですか、この関係ありますので、国交省だけでは話はできませんし、名

張市と改良区との話は誰がいつどうやってやっていくのかというと、何かちょっと言葉は

悪いですけど他人の懐へ手を突っ込んで、お前のところは余っているから持って来いとい

う単純な論ではないと思うんです。そこらを、案として出していただくのにこう頼んでき

たらＯＫといっていたよとか、ある程度具体的な話であれば検討したらいいんですけど、

全然向こうが聞いてもいないという、余っているのだからお前のとこ、これから楽やでと

か、反対から言ったら人の懐でいらんこと言うな、俺らは俺らで考えていると言いたくな

ると思うんですよ。だからそこらをまずついていかんことには、その案ができるかできな



33 

 

いか一番大きな問題だと思います。それから、先程 30 億くらいと千代延さんがおっしゃっ

ていますけど、この中に例えば、ダムを撤退するのであれば今までのいわゆる撤退負担金

をどうするのか、建中利息はどうするのか、この数字には入っていないような気がするん

です。だからそこらも考えていくと、なかなか単純にいかないと私は思っています。 

（西山委員） 

 

今、関連して最後の方ですね、ダムから撤退する、これは今までの負担すべきものは今

まで 600 億ぐらい使って、その 11％、これはもう今どうしようと過去に使ったものですか

ら、これはどうしようもないです。残ったお金をどっちが得になるかというのは計算なん

です。それが 30 億です。それから相手からどこの水利権を譲ってもらったらいいとか、ど

この導水管を使わしてもらったらいいかという、そんなあてにならないことを言うのはけ

しからん、ダメだというようなことをおっしゃいましたけども、これは市長の諮問機関な

んです。私どもが今ここだったら絶対大丈夫という、そういうことは私はありません。し

かし、合理的に考えれば名張市の水、これが客観的には余っていると思うと私はあのデー

タで示して言っているんです。そこでもし、こういう依頼をしたら相手はどう考えるであ

ろうかとか、そういうことを考えているわけです。水利権というのは今自分のところの水、

他のもので代替できません。そういう場合ですけども、使わないとこれは維持管理費を負

担するだけで本当に無用の長物なんです。もしこういう状態がいつまでも続くと判断した

ときに、それじゃあだれか水利権を買ってよということになると思う。先程下流で 1,850

万トンの話しがありましたけれども、おそらく買う人は出てきません。近いところでない

と買わしてほしいという人は出ないです。ですから私は千載一隅のチャンスで、ここでも

し伊賀市から依頼をしたら名張市さんはお考えになる、こういう考えの下で提案しておる

んです。もう一点、土地改良区の幹線水路、林さんがご指摘のように、いくらか問題はあ

ると思いますけど、この幹線水路を使わすにあたってそれほどの負担にはならないです土

地改良区は。使用料をいくらかもらえるということで、これがどうして悪い話なのか。農

政局は農政局で土地改良区の経営がうまくいくように考えるはずだと思うんです。合理的

に考えればそのはずだから提案しているのです。以上です。 

（千代延委員） 

 

荻野でございます。土地改良区のことを少しお話いたしますと、土地改良区の運営は農

民の賦課金で成り立っているわけです。農民の賦課金というのは、農業の収入から得たも

のを水利費にいくらか払って、それを集めて管理にあてるわけですね。これはご承知のよ

うに米価は上がらない、減反はするわということで、農家側の水利費負担が過去 30 年にわ

たって大きな重荷になってきております。賦課金の増額を改良区としてはお願いしたいん

ですけども、なかなか増額して、はいわかりましたというような総代会はないんです。そ

のときの手としてやるのが、過去優秀な土地改良区は基金というものをいろんな形で貯め
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ています。基金を毎年取り崩して赤字を埋める、ここで青蓮寺用水土地改良区の、林さん

理事ですからよくご存知と思います。ウン千万円を基金から毎年一般会計に繰り入れてい

る、あと何年かでこの基金を食いつぶすと、終わりということになってしまいます。それ

ほど土地改良区の経営は難しいところにある。どういう手当てをするのか、市町村に対し

て、土地改良法の市町村協議という条項を利用して市町村から応分の負担をしてもらえな

いかと、協力をしてもらってやっているのが、市町村との間の関係をうまく持つことが、

理事長の一番大事な経営手腕ともいわれています。もうひとつ言いますと、事故が起こり

ましたら、あれも直さなきゃいけません。それから応急対策として国営のリハビリテーシ

ョンをやります。十数億の金がかかります。これはもちろん、国・県の負担、補助金もあ

りますが残りは地元負担です。地元負担の半分は農家負担で、残り半分は名張市と伊賀市

が負担することになっています。これは農業用水を上水道に使う、使わないとは関係なし

に、これは制度上、改良区との市町村負担は半々ということになります。そのときに同じ

負担をするのなら、こういう用水でもし使えるんなら、伊賀市さんとしては何かそこに参

入して、一緒に協力し合って資金面で協力しあう、管理運営面でも協力しあう、それから

利用の面でも協力しあうということが、農業用水と都市用水の有機的な結合なんです。こ

れは現在の農業用水あるいは上水道のひとつの大きな流れになっています。施設を無駄に

使わない、専用水道みたいなものを別に通したらまた大きな金がかかると。共同的に利用

すればそれだけスケールメリットが出てくるし、無駄を省くことができる。リハビリテー

ションの事業費もそうだし、維持負担金についてもそうだし、改良区の経営も安定し、伊

賀市の水道も何とかうまくいくのではないかというのが、千代延案なんです。決して、今

のこの大きな流れに棹をさすようなことをしないで、流れに乗ったらいいじゃないですか

というものが、この三方一両得という妙案です。 

（荻野委員） 

 

よろしいですか。ちょっと待って。いずれにしても、どんないい案だとしても、相手が

あることだから、そりゃ確かに相手がそんなものは駄目ですといえばそれはできない。そ

れは当然の話だと思います。だからそれを踏まえた上で、どういう案があるのかという一

つのこれ、議論だと思います。そしたら、ちょっと待って。小丸委員さん。 

（宮本委員長） 

 

はい。時間が。じゃあ簡単に。先程簡易水道の話が出ましたけれども、きじが台の現状

もよくご理解いただいてない状況な訳でちょっとさみしい限りです。さっき言ったんです

けど簡水、委員の皆さんでね、一つでも簡易水道の現場を見たことある。あるね。なんぼ

見たのか知りませんけども。全部見た。あのね、状況を全部私は見ています。そうすると

かなり枯渇度も目に見えている。一番、現状で元気にやっているのは諏訪ぐらいのもの。

ですからそういう意味で参考のために少し申し上げた。時間がありませんから。 
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（小丸委員） 

 

実は全部見ましたよ。全部水は豊かでした。私が見たときは。それから、名張市の水道

ビジョンには、「平成 23 年から平成 32 年までに人口は 4 千人減る。給水量は最大給水量で

3 万トン余ってくる。」との予測が述べられています。 

（武田委員） 

 

浜田です。負担金の話がでたときに思っていたんですけど、負担金、水道料金という問

題を私は申し上げたいと思うんですけど。伊賀市の水道料金というものは統一されまして

徴収されておりますけれども、一ヶ月、一人で 9 立方使うと二人家族で一ヶ月 18 立方とし

まして 13 ミリ口径 2 ヶ月分の料金計算で、各市を調べてみたんですけれど、県庁所在地の

津市は 4,116 円なんです。四日市はちょっと下がって 4,082 円です。亀山ですと、もっとぐ

っと下がりまして 3,572 円です。名張市は 4,136 円です。東京都に飛びまして 4,456 円、

奈良市が 4,156 円。伊勢市が 4,706 円、鳥羽市、島があって配管がずっと長くて無駄なと

いいますか、需要にあわすために長くかかってるんですけども 5,880 円です。これを上回

るのが伊賀市です。5,964 円です。でもそれはダントツではなくて、志摩というところがも

っともっと高いです。伊賀市は三重県の中で２番目なんです。志摩市に今朝電話して聞い

たんですけども、志摩市はどこから水源を取っていますのといったら、伊勢神宮の山から

流れてる川にダムをつくり、そこから取るしかない。志摩には川が無い、だからダムから

取らないといけない。それでこのような高い料金になっているとそのように言われました。

伊賀市が今 5,964 円。ダムができましたら幾らの値段になるのかというあたりを、家計簿

を預かっているものにとりましてはただごとならぬ関心事でございます。 

（浜田委員） 

 

 林です。利水の話、これでは結論が出ません。また次回だと思いますが、この中で、千

代延さんも荻野先生も言われていましたように、守田の水利権の豊水水利権につきまして、

整備局の方から豊水水利権はどうだと、使えるのか使えないのかというような話を入れな

いと、ここの数字にも影響するので、今回違ってもいいので次回のトップにしないとトー

タルが合わないですよね。やはり、ここだけははっきりと整備局がいいのか水道課がいい

のか分かりませんが、やはり、どこかでまとめた意見が欲しいと思います。 

（林委員） 

 

 私は、最初に申し上げたのでその事は省きまして、先程、武田委員さんの話の中で、住

宅等何かの関係でイトーピアとユートピアという話が出ましたが、ユートピアと言えば西

高倉の住宅の造成地だと思いますが、あれは頓挫しておりませんので、そんなん言えば業

者さんから怒られますから。時々大売出ししていますので、もう潰れたとか頓挫とかそう
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いうこととは違いますのでよろしくお願いします。 

（藪裏委員） 

 

 最後に確認させて頂きたいのですが、確認・修正ですけども、先程の私の発言の中で、

この委員会の中で水源の水量を決めていただくのだというふうに言ったということですの

で、そこは修正をさせて頂いて、水源の種類です。ダムから採るのか代替案にするのかと

ういう種類をこの場でご議論頂いて結果として出てくるのかなというふうな思いでござい

ます。それともう一件です。ご要望頂きました資料ですけども、時間の関係もございまし

て、平成 30年度に向け目標値に対して先程の社会増とか色々言葉で申し上げましたけども、

これが分かりづらいという事ですので、これを目標値としては例えば人口では 2,000 人と

いう見方をしているけども、現実これくらいですよという実際の値を対比させていただい

てよろしいでしょうか。これからですと費用も時間も、間がございませんので、目標値は

こうしてあるけれど現実はこんなんですよというものでよろしいでしょうか。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早） 

 

 よろしいでしょうか。予定時間もオーバーしていますので、伊賀市さんの方で今日出た、

色々質問出ましたから、これはおかしいんじゃないかとか話が出ましたので、説得力ある

ように直にご説明ください。それから今、浜田さんがおっしゃったように、水道料金の話

も一体将来どうなるのかということも大事なことになるかと思いますので、それも含めて

説明してもらうということにさせて頂きます。利水について結論は出ませんけども、論点

というか、そういうのは出尽くしたような気もしますので、それを受けて伊賀市さんがど

のように我々に説明して頂くのかというのが必要だと思います。それは直にお願いしたい

と思います。もう時間が無いので、重要であれば。 

（宮本委員長） 

 

近畿地整の方がいらっしゃいますから誤解のないように申し上げますけども、私が提案

している青蓮寺ダムに水利権がある。そこで水を採ってそれを補給水に使ってまた水利権

を確立しようというものではありません。水利権があるものを、水利権を頂いて、取水場

所が名張市の今の取水場所からダム湖から直接採るという取水場所の移動だけですから。

その水で補給すれば何トン採れるということとは全く違いますのでそれは考えないでくだ

さい。 

（千代延委員） 

 

守田水源の取り扱いについて、豊水であるかないかという話ですね、それについては、

これは両方確認した方がいいと思うので、近畿地整も見解を言ってください。伊賀市さん

は、どう受け取っておられるのかということは、また次回お願いします。 
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ということで、次回の利水の事は今までのことがあり宿題がありますのでやりたいと思

いますけども、委員会開くのも 5 回しかありませんので、こればっかりやっている訳には

いきませんので、次回は、治水の議論もさせてもらいます。これについては、今、近畿地

整の方で色んな検討検証作業の中で、色んな代替案を作って水系全体の議論をされてると、

この前調査官から伺ってたんですけども、今の時点で要するに、伊賀市の治水についてど

ういうふうに地整としてはお考えになっているのか、もう下流とかはいいです。要するに

伊賀市の治水について地整はどのようにお考えになっているのかを、次回ご説明願って、

それをベースに治水についての皆さんの意見をお聞きするという事をしたいと思います。

（宮本委員長） 

 

今の話ですが。それは全体論があるけれども今回は、伊賀市の検討委員会なので伊賀市

を中心に説明してほしいという理解でよろしいですか。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

そうです。 

（宮本委員長） 

 

事務局に。資料４の一番下の二行、ちょっと今日確認しておいて頂いた方がいいかと思

います。 

（西山委員） 

 

地整の中込さんにお願いしたいことなんですが、650 万トンの説明を今日して頂いたので

すが、千代延さんが言ったように新規利水が上に乗るからこれだけ大きくなるというのは

間違いで、現在ある既得水利権のこの水利権をこっち側に回すということでありますから、

あの図を使わないで説明してください。その時に必ずやって頂きたいのは、650 となる数値

の根拠となる、例えば流況図は何年の流況で縦軸横軸はどういう数字なんだということを

数値として表して、だから 650 なんですよというふうに言ってください。こういう模式図

で言われてみても 650 には繋がりません。ですから、数値を出す以上はそこもきちっと説

明してください。新規利水ではありませんので、くれぐれも間違いないようにしてくださ

い。 

（荻野委員） 

 

一番最後に示した図は、ポンチ絵とかではなくて実際の流況の図でありますというのが

一点と、あとは、これもややこしい話になりますので、また少しご説明させていただきま

すけども、今回新たに青蓮寺用水の水を使ってくるという代替案の場合には、やはり前提

条件として考えなければならないことがあります。ここで長く話していてもしょうがない
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と思いますので。 

（近畿地方整備局 中込河川調査官） 

 

今日は議論をいったん止めます。事務局から今後のスケジュールを説明してください。 

（宮本委員長） 

 

資料 6 でございますけれども、第 1 回川上ダムに関する検証検討委員会の速記録ですけ

ども、各委員さんにご確認を頂いておりますが、伊賀市のホームページへ登載したいと考

えておりますので、委員さんの中で修正がある場合は、明日 2 月 26 日までに事務局の方へ

ご連絡いただきたいと思います。もう一点ですけども、今後のスケジュールといたしまし

て、資料 4 でございます。第 4 回までにつきましては、前回の委員会の中でお示しをさせ

ていただいた通りで、日時・時間・場所等は変わっておりません。第 5 回の検討委員会で

すけども、時間が 10 時から 12 時 30 分に変更しております。お間違いのないようにお願い

したいと思います。第５回の開催は 3 月 25 日月曜日の 10 時から 12 時 30 分、ハイトピア

伊賀 5 階大研修室で行う予定でございます。 

今後、開催案内につきましては通知をいたしませんので、この説明でご了解いただきた

いと思います。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室 中山） 

 

第 3 回は 13 時 30 分から 16 時になっていますけれども、今日も非常に時間が足りないん

ですよ。これ 5 回でやること自体が非常にタイトなので、委員の皆様にお願いしたいのは、

場合によっては 16 時が 17 時までかかるかもしれません。次回は治水と利水をやりますか

ら、それは皆さんご了承願いたいと思います。会場も、それで押さえてください。 

それでは、これで今日の委員会は審議を終えようと思うのですが、傍聴の方で発言をし

たい方、挙手をお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 

私、伊賀市島ヶ原の木津川の下流に住んでいる一住民です。 

この、川上ダムの目的というのは、28 年度の災害の時に木津川が氾濫して、旧上野市の

小田・長田地区、もちろん下流の島ヶ原、上流の方もかなりありましたけれども、その時

に基づいて川上ダムというのは下流の人の為の淀川水系の氾濫を防止するためにダムをす

るんだということで、私ども賛同させていただいたわけです。それが、いつの間にか利水

ということで、その時分には私は 86 歳になっていますけれども、高度成長期の時で長良川

の井堰をするとか、工業の用水の確保ということで、いつの間にか水資源の利水というこ

とで重きにおいてしまっている。治水ということは、治水を目的にやったダムだと私は思

っています。私は、25 年くらいから木津川水系の水位の観測をさせてもらっています。29
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年間させてもらいました。そして、朝 6 時夕方 6 時のそのデータを基にして、28 年の災害

のデータを基にして作るまでに、木津川沿線の特に小田あたりの堤防を最高水位に基づい

て堤防を作ったと聞いています。それが、いつの間にか利水になってしまって、利水は飲

料水・工業用水も大事だけれども、一市民として考えることは、お金さえかからなければ、

いくらしてもらってもいいと思います。国にしてもらったらいいと思います。治水の事で

ダムを作ってもらって、伊賀市民にタダで利水をしてもらえれば、何も反対することはな

いと思います。治水も利水も大事なので、お金がかかるからすったもんだ言ってるだけだ

と、私は思います。水は、有るに越した事はないと思います。 

（一般傍聴者） 

 

今日、色々、利水についてご審議いただき、大変お疲れのことと思います。ありがとう

ございます。私が思うのに、やはり伊賀市は山に囲まれた地域です。砂漠ではないのです

から、ダムを作らないと水が確保できない、安心安全おいしい水、言葉はいいのですが、

水道法第 1 条にもう一つあるんですね。安い水を供給する努力。これは水道課に求められ

ているんです。この観点も必要です。それと、前回読みました。平成 9 年の河川法改正、

住民意見の反映ならびに環境、こういう問題もあるんですね。だから、今、ご発言のあっ

たご意見と同じなんですが、それらをトータル的に見て人間生活にどうしても必要な利水

としてダム建設が必要なんだというのをデータを示して、お示し願わないと私たちは理解

できません。そういうことで、毎回こうして来させていただいておりますが、熊本県の蒲

島知事さん、「川計画はやめました、ダム。」「荒瀬ダム撤去」全国で始めてですね。なぜ、

こういう問題が出てくるか、こういったことも色々私たちも、また市民の立場から勉強し

ていきたいと思っているわけですが、ダムダムと言っても、せいぜい持って 100 年なんで

すよ。たった 100 年。青蓮寺なんかもう 40 数年経ってきましたから、国交省近畿地方整備

局が何を言い出したか、ダムの堆砂をなくすために、古いダムを持たすために、新しい川

上ダムを作るんだと、こんな目的になってきてる訳なんですね。これも、私たちは理解で

きません。古いダムを持たすために新しいダムを作っていくんだ、こういう論なんですが、

次回、田宮さん、ご高説をお伺いしたいと思っています。 

（一般傍聴者） 

 

カワカミです。今回の委員会で、きじが台の問題が取り上げられて議論されていました

けれども、私が聞いているところでは、きじが台の住宅開発そのものに、そもそも問題が

あるのだと、水のない所に住宅地を作って、そして、家や土地を買った人をある意味騙し

て売りつけたと、そういう経緯があったように聞いております。しかも、きじが台の土地

というのは、名張市から伊賀市に入った境界のところにあるんですね。なぜ、これまで伊

賀市の水道部はきじが台に対する給水をやってこなかったか。私は水道事業について詳し

くはありませんけれども、伊賀市が名張市から水を買って、きじが台の住民に供給すれば、
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最も低減な費用で水が供給できたんじゃないかと、そういうことも考えられると思います。

従いまして、今回の利水の検討の中で、きじが台のような特殊な場所の問題を課題に取り

上げて議論するのは、私は反対です。 

（一般傍聴者） 

 

カイザワといいます。この木津川の関係の治水・利水計画について、当初から、ダム・

遊水地・河川整備の三本柱ということで聞かせていただいていまして、小田の事務所か名

張の事務所でその話をした時に、それと岩倉峡の一部開削があるんですよと言われたんで

す。私もずっと上野の議会でお世話になっていて、木津川の対策委員会とか関わってきた

んですけども、一部開削というのは頭になかったので、本当ですかと確認させていただい

たら、そうですという話だったので、それなら現在の計画とどのように関わってくるのか、

それが嘘か本当か、その辺を含めて、次回、国の方から教えていただきたいと思います。 

（一般傍聴者） 

 

ありがとうございました。それでは、お時間 30 分超過しましたが、本日の委員会を終わ

りたいと思います。事務局にお返しします。 

（宮本委員長） 

 

長時間ご苦労さまでした。以上をもちまして、第 2 回川上ダムに関する検証検討委員会

を終了いたします。ありがとうございました。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室 中山） 

 

 

 


