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皆さん「こんにちは」、本日は大変お忙しい中第 4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まして有難うございます。また、傍聴の方には、たくさんお集まり

をいただきましてご苦労さまでございます。 

 最初に、事項書ですがお手元の方に配らせていただいています。資料が資料１、資料２、

資料３につきましては、参考資料といたしまして各委員から提出されました資料でござい

ます。この資料につきましての説明資料でございますが近畿地方整備局及び水資源機構か

らの回答、また三重県からの資料を添付させていただいております。 

 それでは、委員の皆さんにお願いいたします。議事録作成のために発言の際には、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。  

 会議終了後の記者会見は、行いませんのでよろしくお願いします。 

 それでは、事項書により進めさせていただきたいと思います。 

 本日の出席委員は、8名でございます。運営規定の第 2条第 2項の「委員会は、委員総数

の過半数をもって成立する」により委員会は、成立いたしますのでここに報告いたします。 

 それでは、事項書の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；伊賀市建設部 公共事業対策室 中山） 

 

 皆さんこんにちわ、委員の皆さんご苦労様でございます。また、多くの傍聴の皆さん方

有難うございます。 

 この委員会は、当初から 5 回で終わると言う予定となってございまして今日は第 4 回と

いうことで残すところ今日と次回ということになりました。今まで本当に活発にいろいろ

と意見をいただきまして、それをですねかなりいろんな議論が出たと思いますけども、出

来るだけ皆で共有できる点を今日は模索していきたいなあと思っております。そして次回

ですね皆でここのところは一応とりあえず皆で同じ議論は２回とだめと言うところを取り

纏められたらいいかなと思っていますので、今日の時間ですね余りございませんけども円

滑に議論を進めたいと思いますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それではですね事項書に従いまして進めてまいります。まず前回の時に宿題といたしま

して伊賀市の水道部の方からですね、川上ダムが完成して川上ダムに依存した場合の今後

の水道料金がどのようになるのかと浜田委員からのご質問がございましてそれについて次

回にと言うことでございましたので水道部からお願いします。 

 （宮本委員長） 

 

 皆さんこんにちは、失礼いたします。水道総務課の風早でございます。よろしくお願い

いたします。 

 前回の委員会の中で、川上ダムができたら水道料金がどの様なことになるのかと言うよ

うなことで見通しについてここでご説明をさせていただきたいと思います。水道料金を算
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定する場合には、社会情勢の変動であったり、人口の動態であったり給水量また目標とす

る計画などさまざまな要因を基にして推計を行うところでございますけれども、その推計

の中で資質の推計の中で比較的将来の推計がしやすい事であったり料金にも大きく影響す

ることを考慮いたしましてここでは、水道事業の起債償還額の推移と川上ダムの負担金を

持って推計をしていく試算をしてみました。まず、算定条件を仮定いたしました、起債の

償還額につきましては、老朽管の改修や改良事業に必要な費用として平成 25年度以降毎年

2億 8千万円を借り入れるものとして想定をしています。また、伊賀水道用水供給事業から

継承いたしました約 87億円の償還も含んでいるところでございます。 

 次にダムが完成したらどれだけの負担が生じるかというのを試算いたしました。まず、

検証におきまして示されているダム検証後の工期 8 年間を要して総事業費 1,213 億 3 千万

円で工事が出来るということを想定しています。また、平成 25 年度までの建設借入金 47

億 9 千 3 百万円とその借入金に掛かります建設利息・建中利息とよく言われるものでござ

いますけれどこれが 12 億 4 百万円の負担として平成 26 年度から償還を開始する仮定をし

ております。また、平成 33 年度からは全事業の完了を受けまして 16 億 5 千 4 百万円の借

入金とそれに掛かります建設利息 3 千 8 百万円を負担することといたしております。これ

ら 2つの負担金の負担期間は 30年間というふうに仮定しております。また、ダムが完成し

ましたら平成 33年度からダムの維持費として年間 6千万円程度を想定してその負担を考慮

しているところでございます。ここで挙げましたダム負担金と維持費につきましては、国

の繰入基準によりまして一般会計の方から水道事業会計の方へ 3 分の 1 が繰入られるもの

としております。以上を算定条件と想定いたしまして起債償還金とこの償還金にダム建設

費に掛かる負担金を上乗せしたグラフを示しています。 

 ここで、下のグラフにつきましては、起債償還金のグラフでございまして平成 26年度青

い線で一番高くなっていようかと思うんですけど、平成 26 年度の約 16 億 4 千 5 百万円を

ピークにいたしましてそこから下がり続けるところです。特に、平成 29年度この部分なん

ですけど、平成 29年度には前年に対しまして約 2億 3千万円の償還金が下がってまいりま

す。この起債償還額にダムが完成するとして、ダムの負担金を上乗せしたのが上のグラフ

の方でございます。点線で約 16億円のところに点線を引いておりますが、これは現在の料

金体系を算定いたしました平成 22 年度から平成 27 年度までの起債償還額の平均を表して

おります。この平均額を超える 26 年度・27 年度・28 年度について内部利方式、平たくい

いますと水道基金・水道事業の基金いうようなものまた定期預金というものを持っており

ましてこれを取崩すかまたは、借入を行うことで財源の不足を補うことを考えております。

このため、川上ダムが建設されることを要因とした料金値上げには繋がらないにと言う風

に考えております。以上、水道料金の見通しとしての説明にさせていただきます。ダムが

できても何とかここを乗り切ればダムができたことが原因で水道料金の値上げには繋がら

ない見方をしています。以上、料金の見通しの説明とさせていただきますが冒頭、伊賀水

道料金の中で伊賀水道用水供給事業から約 87 億円を継承したことを申し上げておきます。
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この伊賀水道用水供給事業では、約 220 億円をもって施設整備を行いました。その施設整

備をした、お手元の資料のほうが分かりやすいかと思います。これらの施設と償還金の残

額約 87 億円を平成 22 年度に伊賀市が継承しております。この施設をもって旧市町村のエ

リアを超えて給水することが現在の計画でございます。また、この図の中でこの部分、伊

賀の方へ行っているこの部分で一部施設が未完の部分がございますけれど、その他の部分

につきましては施設は完成しております。空の状態で水の来るのを待っている状態である

と付け加えさせていただきまして利水者としての説明とさせていただきます。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

ありがとうございました。 

今の説明に対しまして何かご質問がございますか。 

特に、あ、浜田委員。 

(宮本委員長) 

 

浜田です。あの、水道料金には影響がないと、そういうような説明をいただきましたけ

れど、それじゃどこに建設費とか維持費はどこに行くのかといいましたら一般会計、そう

なりましたら税金から伊賀市民は負担を迫られると、そういうことなわけですか。 

 (浜田委員) 

 

水道部お願いします。 

(宮本委員長) 

 

はい、ただ今のご質問なんですけれど、維持費であったり建設費というものは今も負担

をしているところでございまして、説明をさせていただきましたのは川上ダムの建設負担

金については、起債償還額が下がっていきますので、その下がった幅といいましょうか、

余ってくる財源を元に負担ができるだろうと、いう見方をしております。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

すいません、この会議というか検討された会議ですけれど、どういう所で何時なさった

のかを示してくださいと事務局のほうに申し上げてきましたけれど、何時このことが発表

資料として上がって来たのかを教えてください。 

 (浜田委員) 

 

ただ今のご質問も前もって頂いていましたもので、資料の中でも記載はいたしておりま

すけれど、この川上ダムができたら水道料金はいくらになるのでしょうか、どのようにな

るのでしょうかということは、審議という格好で皆さんに公表しているものではございま
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せんもので、ですから議事録というものもありません。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

これは新しい市政になってから、今の市長さんも納得の上ですか。 

 (浜田委員) 

 

市長にはこの内容につきましてはまだ報告はしておりません。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

とりあえず良いですか。では武田委員。 

(宮本委員長) 

 

えと、要するにですね、水道料金は独立採算制だけど、一般会計から 1/3を繰入られるか

ら良いんだと。それともうひとつは平成 25年度からのものは借入をする。つまり新たな借

金をするから良いんだと。つまり水道料金を値上げせずに、一般会計及び新たな借金で賄

うから良いんだと、早い話そうゆう事ですね。 

 (武田委員) 

 

はい。一つは一般会計からの繰入なんですけれど、これは国の方で、水道事業において

もこうゆう部分に付いては繰入をしなさいと、しても良いよと、出来るようになっており

ます。現在でも国保事業にかかる 1/3… 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

いえ、制度の話はいいんです。そうゆう事なんですね。 

 (武田委員) 

 

ですから、将来においても同じ基準の中で繰入を受けようとしております。新たな起債

を起こすといいますのは、先ほど見ていただきました高い部分、26,27,28 年度、これにつ

きましては高くなるので、この部分についてのみ起債でまかなえれば、後の分に付いては

起債償還額の差額で賄が出来るだろうというふうに思うところです。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

分かりました。つまり水道料金を上げずに一般会計とか新たな借入から賄うという方法

があるということを示されたわけですね。これはまだ決定ではない。市長に報告していな

いという事は市としての決定ではまだないと、試算の段階ですね。 

 (武田委員) 
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あの今のご質問ですけれど、前回にシミュレーションの形で申し上げてございますので、

市長に言うとかいわんとかいう問題ではなく、今回の検討委員会で今後の方向性という形

で提出させていただいていますので、これは内部の話ということでご理解いただきたいと

思います。 

(伊賀市水道部 坂本部長) 

 

分かりました。内部の話ということですね。 

 (武田委員) 

 

荻野委員 

(宮本委員長) 

 

荻野でございます。今のご説明だとダムに関わる増費用に付いては水道利用金について

は一切関わりが無いと、言う風に理解してよろしいか。要するに水道料金の増枠は一切期

待していないんだと、言うことでよろしいか。 

(荻野委員) 

 

水道利用金に頼らないという事ではなくて、今の水道料金の体系の範囲でやっていける

だろうと。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

ということは今の体系を変えないということですね、要するに料金増額することはやり

ませんと、言うことでよろしいですね。 

(荻野委員) 

 

はい、しなくてもダムには対応できるだろうと。 

(水道総務課 風早) 

 

分かりました。財源の一つは一般会計の 1/3、全額 1/3を一般会計から繰り入れてもらえ

ると。これは市議会の承認を得ないといけないですね。その時には水道体系の説明を市長

に説明して、市長はそれを市議会にお願いして、これこれ何億何千万水道会計に振り出し

ますと、結構だと、そういう仕組みをやらないとまずいけませんね。現在ですね、水道会

計に一般会計から繰り入れられる金額はどの程度を考えていますか。 

例えばこのグラフありますね。この中でそれぞれの年度毎に一般会計から水道に繰り入

れられる金額を点線でいれていたただけるとどんな風になりますでしょうか。 



7 

 

(荻野委員) 

 

はいこのグラフにつきましては一般会計から繰り入れられる分を除いていますので、こ

れの 1.5倍くらいのところにダムの全体・・・・違いました。 

(伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

要するに一般会計もこの中に入れ込んでしまうと、5割り増しの縦軸になると… 

(荻野委員) 

 

 それは、ダム負担金の全額をいれるとそういう風なグラフになろうかと思います。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 そうすると、仮にこれだけでもかまわないのですが、一般会計から毎年繰り入れられる

金額。水道会計にですね。金額はどんな風になりますかね。 

（荻野委員） 

 

 概算になりますけれども、1億 4千万円から 1億 6千万円くらいになるんではないかと思

います。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 それはかなり長期にわたって、何十年という単位でということですよね。償還期間が 30

年ですか。そうすると、毎年一般会計から 1億数千万円を入れてもらって、2億 8千万円の

起債をいたします。これは何年まで続きますか。起債償還は。 

（荻野委員） 

 

 この 2 億 8 千万円の起債につきましては、水道事業として本来使っております、行なっ

ております、老朽管の改修、拡張であったり、別に国補事業に取り組んでいるんです。そ

の事業の財源として使っていきたいと考えております。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 伊賀市の場合はいわゆる水道部分と水源部分の部分と、それも水道会計ですからきちん

と分けるのは難しいと思いますが、いわゆる企業庁から引き継いだ 87億円、220億円の伊

賀市分の負担金 87億円を抱えて、さらに川上ダムを抱えてその合計で運用していくわけで

すね。われわれ外部のものから見ると当然大変厳しい財政運用になるのではないかなと思

いますが、意外に一般会計からの繰り入れと、それから、2億 8千万円の起債で、料金値上

げはしなくてよい。やっていけるとのお答えでした。それでよろしいですか。 
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（荻野委員） 

 

 そのとおりでございます。付け加えさせていただきますが、一般会計からの繰り入れの

部分ですが、繰り入れにつきましては国の基準というのがございまして、その基準に当て

はまる繰り入れについては、起債を起こせる。その起債の償還につきましては、交付税対

象になっていくというようなことです。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 繰り入れの分交付税が入ってくるからチャラになります。それは水道会計としては一旦

償還するけれども、それは戻ってくるのだということですか。わかりました。現在水道料

金の年々の徴収総額はおいくらになりますか。 

（荻野委員） 

 

 平成 23年度決算で 25億 2千万円です。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 25億 3千万円ですか。 

（荻野委員） 

 

 25億 2千万円。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 25 億 2 千万円で、現時点で 25 年ですからまだ事業費の償還も利息の償還も始まってい

ませんね。まだ始まっていないですよね。まだ、水機構に借金がたまって数字的に下にあ

るという状況ですよね。数字だけ 47 億円とか 11 億円の利息であるとか、機構の方に台帳

上に伊賀市さん宛の将来の借金を貯めてあると。それで 25億 2千万円の収入でやれていま

すということですね。もし、こういう巨額の償還が始まったら、現在 25億数千万円でやれ

ている部分が、償還が始まるとそう簡単な金額ではありませんから、何かやらないといけ

ませんよね。今までどおり 1/3一般会計から繰り入れてもらって、2億 8千万円の通常の起

債だけでは、当然間に合わないことになるんじゃないんですか。どうです。 

（荻野委員） 

 

 先程もよく似たご質問をいただいたと思いますが、起債の償還が今のまま同じレベルで

続いていくのであれば、何かしらの手立てをしなければならないと思いますが、これが 28

年度から 29年度にかけて大きく下がり、その後もずっと下がり続けますので、その下がっ

た部分を財源に充てれば手立てができるという風に考えています。 
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（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 起債の償還が下がるというのはこのグラフですか。今現在ですね。15 億円くらいのレベ

ルから、40 年で 10 億くらいと。平成 40 年ですよ。上の方だと 12 億円くらいになってい

ますね。金額としては水道会計 25億何千万円くらいの収入で償還額が平成 40年で 12億円

あるんです。義務的経費が半分近いです。普通の水道ではとてもやっていけるバランスで

はないです。いったいどう考えているんだろうか。どう考えているの。水道料金の半分が

義務的経費なんですよ。しかも、ダムだけの。 

（荻野委員） 

 

 ダムだけとおっしゃいましたが。 

（伊賀市水道部 水道総務課 風早課長） 

 

 パイプラインのメンテナンスはあるかもしれませんが、市として償還が始まるのは、川

上ダムの完成時から始まるわけですから、その金額の主体はダムですよね。それはいいと

しても、要するに総額で 10 何億円という起債償還が始まるわけですよ。平成 31 年。ダム

が完成したときに。返さなければいけない。具体的に。今まだは数字だけの借金ですが、

平成 31年からいよいよ水資源機構が実施した分を返していかなければならない。具体的に。

そうでしょう。違いますか。その金額がそんな小さな金額ではなくて 10何億円。 

（荻野委員） 

 

 非常に専門的な話になってくるんで、私も分かりにくい点があるんだけれども、一番単

純な話は、川上ダムに依存して川上ダムが完成したあとそれの水源費を払っていかなけれ

ばならないと。それは事実ですよね。だけど、それに伴って水道料金を上げなくてもいい

んだというご説明だったんですよね。ということは、解釈すると逆に言うと、川上ダムの

建設費を負担することが、今の水道料金に織り込み済だということかなと思うんですよ。

逆にもしもこのようなグラフの中で償還となっていくので、年平均の 16億円以下だからそ

れで何とかやっていけるんだというご説明だったと思うんですけれども、逆にダムの方の

負担がなかったら、水道料金を安く出来るということではないんですか。今の水道料金で

変えなくて言いということは、仮にダムの負担がなければ水道料金はより安くなるという

ことではないんですか。単純な頭しかないんだから分からないんだけれども、ややこしい

計算とかでは無しに。 

（宮本委員長） 

 

 委員長が言われるとおり当然ながらそういう見方でいいと思うんですけれど、ただ、私

ども先程からご説明させていただいているとおりダムが来るという形でゆめが丘に構えて
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いると。これは先程水道総務課長の方からご説明しましたが、既に 87億円の償還が始まっ

てきていると。これは今言われるようにダムがこなくてもこの償還はしていかないといけ

ない。単純に考えていただくと、ダムがきなかったらいいやないかという話と違って、今

の償還が始まっている部分は、最後まで負担をしていかなければならない。これを、そう

いう風にとっていただかなければ、ダムがなかったらなかったでそれでいいじゃないかと

いうような話とは違いますので、そういう精密な計算はまだしておりませんが、そういう

解釈だけはお願いしたいと思います。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 当然先行投資をして、ゆめが丘の設備をやったのだから、当然その償還はありますよと

いうのは当然の話ですね。それで、ダムの償還が始まったとしても、今の水道料金と一般

会計からの繰り入れでやっていけますとのお話だから、先程部長がおっしゃったように、

もし仮にダムの負担がなければ余裕が出てくるわけで、その分がひょっとすると水道料金

を下げる余地も出てくる可能性もあるということですね。はい。どうもありがとう。 

（宮本委員長） 

 

 言い忘れましたけれども。当然ながら今の負担と今ダムが動いています周辺整備。これ

は着々と進められておりますので、その経費の 11％も最後までかかってきます。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 西山です。委員長と同じと行ったら失礼なんですけれども、私も分からないです。この

折れ線グラフですけれども、これを見ますと荻野委員がおっしゃるように 25 年度から 16

億円とか 18億円とか償還が始まっていくのに、これが始まっていったら料金足らんやない

かと、でもないですか。そういう風に私とったのですけれど、この 22、23、24 今既に 15

億円近く償還しているわけですよね。現に。だから 25年度からポコンと 16億円とか 18億

円くらいになるのですが、上がるのではなくてこの下の米印と上の丸印の間の部分が増え

るという風にとっていいんですか。 

（西山委員） 

 

 よろしいですか。平成 24年度迄、25年度までか、は実際の数値で台帳上 15億円近く差

っぴかれていると。平成 26年度以降からは予定の数値になっているという事で理解してい

いですか。わかりました。そうすると、25 億 2 千万円の水道料金の徴収総額で 16 億円を

想定して、別に赤字になることはないんだと、それでよろしいですか。僕の頭からいくと、
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25 億円の真水に対して 16 億円の借金を返さないといけないと。残り 9 億円で維持管理を

やってますという風なことに聞こえますけれども、それでよろしいですか。そうすると、

今の水道料金がえらい高いという風にいっていいのか。それとも、この中から大きな数値

が抜けているのか、今言われたように 87億円が既に始まっていると。15億円の中のどこか

に入っているんだと思います。もし、ダムがなかりせばということを考えると、平成 25年

度までの建設コスト負担金 47 億 9 千万円と建中利息 12 億 4 百万円。これを足したやつは

60 億円近くなります。ここは、義務的に水道さんが払わなければならないところで、仮に

ダムがなかったとしたら、26年度以降 16億円と 3,800万円。これは、ダムがなくなったら

落ちるということで 87億円プラス 60億円くらいはあってもなくても返さないといけない。

この大きな金額を抱えて、今の 25億 2千万円の収入でやっていけるというのは、ちょっと

よくわからん。こんな財務状況ってわたし始めて見ましたけれども、これでよろしいです

かね。 

（荻野委員） 

 

 私の資料。武田委員資料というのをご覧下さい。その内の一枚もので最新の伊賀市水道

事業会計審査意見というのの抜粋を載せさせていただいています。抜粋です。簡単に言い

ますと、現在伊賀市は 7 億 7,800 万円の水道会計での赤字がございます。ということで、

その原因はといいますと、三重県企業庁からの事業継承に伴う借入金支払い不足の増加に

より赤字になっているとこう分析されます。さらに漏水を始め老朽施設のコスト高という

のがあると。未収金もかなりある。こういう審査意見が述べられています。この 7億 7,800

万円の借金を引き継いでいくわけですね。さらにこのダムの関係の費用を足すわけですか

ら、それは、水道料金値上げ無しでもそれは一般会計からいくらでももらえれば、出来る

でしょうけれども、ちょっとこれは健全とは言えないですね。その辺も含めた今回の発表

はダムのことだけ取り上げていますけれども、伊賀市の水道会計全体を取り上げますと、

大変な状況。というのは、奈良市、名張市はこれから給水量が減って収入が減っていくん

だと。これ何とかしなければならないと。そういうことで大変悩んでいるんです。このグ

ラフに示された会計は人口も給水量も収入も減らない計算でされていますね。実はこれ、

人口減少、給水量減少がありますので、それを想定しないといけない。名張市とか奈良市

並みにもっと危機感を持った会計の予測をしていただきたいと思います。 

（武田委員） 

 

 こればかりで時間が取れませんので、伊賀市水道の経営状況については、ここで議論は

出来ませんので、どこかで市議会か分かりませんが、一回きちんとやられて今言った様な

疑問点をはらしてもらって、ここではこの資料だけこれ以上ディスカッションするほどき

ちんとしたものは出されていませんので、場合によっては平成 24年度、25年度のですね、

伊賀市水道会計のバランスシートを出していただいて、どんなになっているのかというの
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を次回は間に合いませんけどオープンにしていただいた方がいいと思います。ここでは、

これ以上議論しても仕方がないので。 

（荻野委員） 

 

 あのただし、今の伊賀市の水道部が本当に財政的に非常に健全で余裕たっぷりだという

っことでないことが事実だし、そういうことから考えると、今後より水源を求めるのであ

れば出来るだけ安価のものを求めるというのは当然の話ですよね。そこだけはみんなで確

認するということでこれ以上議論しても…関連します。 

（宮本委員長） 

 

 ただいま色々ご意見いただきましたけれども、水道の経営の状況ということで委員さん

の方からございましたけれども、あくまでも今回の資料につきましては、基本的に宿題を

もらって時間が少ないということから、前回にも今ダムが出来たらという簡単なシュミレ

ーションをしていますので、具体的な議論というのはできるような資料ではございません。 

 もう 1 点が、先程申し遅れましたけれども、この委員会で代替案を検討されていますけ

れども、このグラフの中には含んでおりませんので、例えば代替案が出てくれば、ダム建

設負担がもっと上がってくるようになろうかとこのように思っておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

（伊賀市水道部 坂本部長） 

 

 この話は一旦ここで止めておきます。 

 治水についての整備局の説明もあるんですけれども、また治水と利水がごちゃ混ぜにな

ると話がこんがらがってくるので、とりあえず今まで第 1 回 2 回 3 回と今日のも含めまし

て利水について議論してきたのですけれども、委員の皆さんから利水についてここだけは

議論が足りなかったので、補足していいたいだとか、或いは質問をしたいということがあ

りましたら、先利水の方から整理していきたいと思います。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 すいません。利水とご指定いただいたのですけれども、事項書の 3 番質疑討論というと

ころで申し上げようと思っていたんですけれども、前回の第 3 回の委員会で武田委員の方

から遊水地の設定について苦渋の選択というよりは非常にいい選択をしたという発言をさ

れましたね。これに対して、私抗議するとともに取り消しをしていただきたいと申し上げ

ました。それに委員長の方からその発言は適切ではないということで私から申し上げます

ということだったんですけれども、武田委員から発言はいただいてません。その後傍聴の

方からもそれに対する抗議の発言がありましたし、委員会終了後私へ遊水地の方からそん

な馬鹿なことがあるかという抗議を私に抗議されました。この発言は遊水地の関係者の感
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情を逆なでするものであって、ここで改めて謝罪又は撤回を求めたいとこのように思いま

す。 

（西山委員） 

 

 この話は前回のときに私が引き受けたといいますか、引き受けてそれで武田さんの方に

も不適切な発言は控えてくださいと申し上げたわけですから、西山さんのお立場はよく分

かりますけれども、おっしゃることは分かるんですけれども、ここで改めて何かこう謝罪

するという話は、これは委員長がその責任でもって受け止めて処置させていただいたとい

うことでご理解ください。 

（宮本委員長） 

 

 それはある程度理解するんですけれども、ただそれについて、武田委員は委員長からの

発言を了解したということで取らさせていただいてよろしいですか。はい。了解しました。 

（西山委員） 

 

 じゃあ、利水について今申し上げましたけれども、今まで議論した事で重複して言うの

は止めてください。要するにここだけは言っておきたいとか質問したいという点がありま

したらお願いします。じゃあ、林委員。 

（宮本委員長） 

 

 林です。代替案に対する問題ということで、今日千代延委員が欠席ということで恐縮な

んですけれども、千代延委員の案で名張市の水源バランスというのは上に書いてございま

す。枠の中に入っておりますように名張市の水源ビジョンよりも少なくなるでという話を

聞いていたのですけれども、下の方に書いてございます余裕水源がないという内容は 3月 2

日の毎日新聞に出たと。この解決をどのような方法でやるのかというのが、代替案に対す

る大きな問題かなと思っております。特にこの新聞でいっておりますように市長は何の話

もないということですけれども、水道部の代表が余剰水源はないということですので、ど

の期間でどういう位置づけでというのが確定しないとなかなか代替案が実行に移せない。

逆に言ったら、採用しにくいレベルかなと思っております。ここだけは、次回の 5 回目の

最終にも含めてこれははっきりしない限り中々薔薇色ではないですね。かすれたような色

になってしまうように思います。 

 もう一つは、青蓮寺用水路の状況です。ここを見ていただいたら分かりますが、1975 年

から、現在 12月の 24日、平成 24年の 12月 24日現在に 38年間あるんですけれども、16

件事故を起こしております。特にこの 5ヵ年遡って 5ヵ年がですね 6件。1年に換算します

と 1.2件がここで損傷していると。千代延委員が言われていましたように水が止まったのは

そのうちでも 2 回だろうということですが、これは説明しますけれども、実はこの 6 回は
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こういう状況です。このような 1～6がありまして、特に 21年 22年 24年というのが重ね

ておこしております。この内容、21 年 8 月はこの前説明したとおりでございまして、富貴

ヶ丘で大きな事故を起こしたとこれ千代延さんも 4 日ほど止まったと。どこで調べたか知

りませんが言っております。状況はこうですね。次 21年の 9月にも同じように縦断にひび

割れがしてくる状況です。この写真を見てもらったら分かりますが、この空洞を水が入ら

ないと水が流れないんですよね。この写真を見て直そうとしているので止めているんです。

止まっているんです。次、22 年の 8 月これにつきましてもこれを写真を撮るということは

止めているんです。管底部になりますので、こういうものもやはり止まっているんです。

多分青蓮寺で聴いたらですね、青蓮寺で特に冬場は特に水は使いませんので、上池と下池

の用水がありますので、そこから配給排出するのであまり農家には影響がありません。中

身的なものと青蓮寺の水を完全に止めるのと全然意味が違いますので、やはり誤解のない

ような方法で審議に入らないと、実用化できないのではないということです。これも同じ

ように側面ですけれども、底部の側面ですけれどもやはり破損しております。ここから漏

水が出ているということです。24年の 12月につきましても同じようなことが出てきており

ます。この辺の管内はきれいなんですけれども、こういう状況ですね。平成 6 年 6 月。こ

れは先生どういう状況で判断するんですかね。管内はね。側面ですよ。底面ですよ。 

（林委員） 

 

 幹線か。 

（荻野委員） 

 

 幹線です。幹線だけでしか調べてませんので。下池より下流は対象外です。全部外れて

います。幹線です。枝線は出ています。こういう状況は、埋設したときの地質の問題とか、

施工の問題とかあって多分底部でこのようになったと思うんですけれども、やはりこうい

う状況は連続して出来ているんです。最近のものはそんなに地盤の悪いところではないの

ですが、底面側面なんですよね。 

（林委員） 

 

 12月なんで非灌漑期ですよね。 

（荻野委員） 

 

 非灌漑期ですけれども、からっぽであろうがなんであろうが事故を起こしたら修理をし

なければなりません。私が言いたいのは水道水が困難で駄目。24時間通水、給水でしょう。

こんなんで直してられる時間はないでしょうということです。事実はそうだと思います。

こういうことで表面にもこういう亀裂、被災が出てきているということですね。まさにこ

れは取り替えなければならないような管もある。こういう状況下ではやはり見といていた
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だかないと駄目。それと、この前一番最初に出ました平成 21年の 8月の管内は今矢印が写

っていますね。ここに配管が入っているんですよ。矢印とあったところに。出て行ってい

るということですので、逆に言ったら東海農政もこういうものがあるので早くアセットマ

ネジメント施工したい。そういう状況ですので水道水は 24時間ずっとかけてしまったらそ

う施工できない。代替管路があれば何とかできるでしょうけど、代替給水がないのにこれ

一本だけで青蓮寺から水をとるということは、大変厳しいというのではないかなというの

が私が今日来ていただいている皆様方に同じ認識の下で次のステップの代替を考えなけれ

ばならないのではないかと思います。で、これは前回出していますように富貴ヶ丘ですね、

美旗この地区が集中して多いということで、アセットマネジメントを 26年からやろうとい

う予定だそうです。実施とはまだ 26年のことですので、聞かしていただいたら予定という

ことでございます。それと、千代延さんいてないんですけれど、予備水源が水圧低下でも

いいじゃないかという話が前回ございました。予備水源ですが、この廃炉に一回したもの

を予備水源にしようとすれば、取水ポンプ場、500万円ほど見ているみたいですが、ゆめが

丘の浄水場にもっていかなくてはならない。各々の浄水場というのは、そんなに使えるよ

うなものではないと思うんです。維持費もかかるし。これ、不意のときの事故ですので、

その時給水しなければならないのですね。そういうことが水道部で本当にマネジメントで

きるのか。出来ることはないと私は思います。だってこれだけの数を一度に給水しなけれ

ば断水になりますので、そういうことが出来ないのでゆめが丘に、各浄水場の水を送水し

てきてゆめが丘で処理をせざるを得ない。そういうことで、そのお金も計上されていない

ので、こういうことは安価というと怖いということは皆さんで認識していただきたいと思

います。下の方に書いてありますように品質管理は水道は安全な水だと皆さん思っており

ますので、安全な水を汚すわけにはいかないし、ここで言っている各々の浄水場から部分

的な給水かも分かりませんけど、各家庭には同じ品質でいっていないというような状況で

すからここにも課題が残るのではないかということです。もう一つは本当に経済的ですか

というのが今説明したとおりでございまして、青蓮寺の用水が 40年近くなりましてアセッ

トマネジメントしようと考えております。ゆくゆく考えると、前回も私 11km くらいを言

っていたのですけれども詳細を足していただきますと全体で下池までが 13km あります。

その内 10ｋｍほどは出来ない。当面の間の 2.5km弱をアセットで予算化しようとしている。

まだ準備段階ですのでしようかということでその程度で終わっているというような状況で

す。修理費が 10km 近く必要だということです。それともう一つこれは繰り返しになりま

すが、青蓮寺の用水では危機管理体制、24 時間体制、こういう体制が取れるような施設で

はございませんので、相当な改築費が必要ではないかと。そこの場所でするにしても遠隔

にするにしても相当な経費が必要ではないかということです。施設損傷による水道への信

用の失墜ということです。一つ目は今言いましたように 5 年で 6 回ということです。これ

で緊急送水停止という状況に入るかもしれません。そうなりますと、工場にしても事業所

にしても急停止するということは、生産性効率性が悪く操業停止に追い込まれる可能性が
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ある。それに対して伊賀市に対する信頼の低下も絶大なものが出てくると思います。やは

りここは、水道というのは水道法の第 5 条でうたっておりますような一つ目。良質な原水

を必要量わたすと。それと渇水時においても必要な量を原水として取れる。赤で書いてお

りますが、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、送水管こういうものをしましょうとい

うことで、不意の事故があったから断水しましょうという話はここではうたっていない。

やはり水道法。伊賀市の水道要綱にも書いております様に水道法に基づいた運営をします。

そうですよね。そういう要綱に書いているにもかかわらずそれを逸脱するようなことは、

出来ないのではないかという事でございます。やはりこういう内容を踏まえると本当にど

うかなと思います。それともう一つ、事業の縮小Ｃですけれども、事業の縮小をすると工

場が撤退したり事業の縮小になったりすると、伊賀の住民、若者が雇用の減少で逆に言っ

たらまたさらに減少するのではないか。やはり水道というのは、一番の基礎なんですよね。

人間が絶対になくすことの出来ない、絶対必要量を確保しなければならない量ですので、

やはりここは必ず断水とか信頼のないような配水計画では無理であると思います。それと

もう一つは、同じことを言っているんですけれども、水道法に基づいておりますので、水

道管に伴う重大事故、特に人身。この人身は何を言いたかったかといいますと、富貴ヶ丘

の団地で、あこは通学路にもなっていた。幸いにして子供が通学していなかったので事故

はなかったんですけれども、やはりそういうものについては未然に防止する計画をしなけ

ればならない。それと復旧に関しまして社会的な影響が生じる。こういうものを防止する

ために技術基準、第 5 条ですね、さきほどみていただいた第 5 条が決まっていると私は思

います。そういうことを考えると代替案につきまして、必ずしも薔薇色であった話ではな

いんだと。やはりいろんなことがあるので。もう少し検討するというか、とことん検討し

ないと、川上ダムに変わるような代替案ではない。確実な水源にはならないのではないか

と私は思っております。以上です。 

（林委員） 

 

 はい。浜田委員。 

（宮本委員長） 

 

 水道料金が三重県の中で 2 番目に高いとそういうあたりで、どうして伊賀市がそんなに

高いのかなという設定が前もってダム建設の上乗せした料金だったのではないかというこ

とを水道課の方からご説明ありましたけれども、それに伴って、水道料金が高い町に人は

住み続けることができるのだろうか。或いは企業が伊賀市に伊賀市の水道料金体系を支払

いながら、企業が営業し続けることが出来るだろうか。そういう観点を思います。私が申

し上げたいのは今まで出ていないのがため池なんですね。伊賀市には、たくさんのため池

があります。そのため池をなんとか、融通できないのかとそのように思います。農業、米

作りも随分減ってきていますので、ため池の水を大川に流して、そして、取水できるとい
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うことが出来ないのかということを一つ提案したいと思います。私は、今回の委員会で、

環境がお話し合いにならない分野ということを伺っておりますけども、私は、やっぱり環

境というものを重視したい。そのように思います。伊賀市の景観、伊賀市の自然環境、そ

ういうものを重要視した委員会であってほしいと思う訳です。伊賀市に大きなダムが無い

という魅力、そういったことを売り出すことが、伊賀市の将来の発展に繋がると思います

ので、隣の名張市さんは、たくさん大きなダムが有る訳ですけども、そこに桜の木も植え、

人々は集う訳ですが、その下流域に、コンクリートのがつんとしたものが、出来上がって

て、錆びてきて、人工物の汚れ具合というか、そういうものを見ないといけないですし、

それから生物の多様性につきましても、大変、ダムというものは、影響が大きく出ると言

われております。そこのところを是非、検討してもらいたいと思います。 

（浜田委員） 

 

もう１回確認しますけども、いろんな環境問題とか、それぞれ皆さんの思いというもの

は持っているのですけども、これほんとに限られた時間で僅か実質審議４回の委員会で、

冒頭に言ったように、伊賀市にとって、治水と利水に限って絞って議論しましょと、それ

を我々が市長に報告して、それを受けて、市長が、いろんな環境とか景観とか伊賀市の将

来を考えて、ご判断されると思っていますので、浜田さんの気持ちはよく分かるのだけれ

ども、やはり議論は、的を絞って整理していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（宮本委員長） 

 

今、委員長のご指摘そのとおりです。水価の問題にしても、別のところで説明している

のだから。私は、林委員のプレゼンされました代換案ですね。これは、よく分かっている

話ですけども、ダムを無くして代換案で水を確保しようとする話で青蓮寺からパイロット

を通って。今、林委員が説明した今の現在の管路、今の農水がしているパイロットの管路

では、とてもじゃないけれども、あのままでは、基本的に無理ということを共通の認識と

して持てば良いと思う。その辺を議論してもらいたい。 

（小丸委員） 

 

それもそうなんですけども、本当に、この代換案だったら、この委員会として自信をも

って行こうとすると、今小丸委員がおっしゃったように、今その管路はどうなっているの

かとか、そういうことを我々が現地に行って、視察して見るとか、本当は委員会としてそ

こまでやるべきなんです。だけど、それは出来ないわけですよ。ですから、その中で、我々

として、この４回の委員会の中で、出来るなんらかの取りまとめという市長に対するアド

バイス、助言をやるということなんで、ちょっとこれは要するに、現地まで視察できない

ので、具体的な強度だとか色々な老朽化がどうだとか、我々が出来ない中では、そういう

恐れがあるということは、今、林委員が、おっしゃったので、我々は、それを頭において、
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それを受けて、どういうふうに、市長に対して、ご報告するかということだと思います。 

（宮本委員長） 

 

委員長のおっしゃることは、よく分かる。ただ、この委員会始まって、スタートした時、

千代延委員が提案された代換案、要するに青蓮寺からの案が通らなかったら、根本的に話

がならんのだと。彼が既に冒頭から発言している。代換案が基本的に通らなければ、基本

的に成り立たないんだという話をおっしゃっている。基本的にその通りだと思う。そこを

言っているんだ。そこのところをきっちと整理してもらいたい。 

（小丸委員） 

 

それはそれで千代延さんの意見だし、それを受けて我々がどこまでを共有できるところ

までのことになるかということだと思います。今、小丸委員がおしゃったみたいに、そう

いうところの懸念が強いということを我々は頭に入れた上で、どういうふうに市長にご報

告するかということだと思います。 

（宮本委員長） 

 

私のグラフの有る資料の裏の防災の観点からの水源のあり方のページです。まず、大地

震を想定した場合ですけど、もっとも影響が大きいのはゆめが丘浄水場に 1 本化した場合

です。なぜかと言いますと、伊賀市で大地震が発生した場合、水道施設の中で、最も損傷

が大きく回復に時間がかかるのは、伊賀市全体の水道施設をゆめが丘浄水場に 1 本化した

場合です。と言いますのは、木津川からゆめが丘までの取水管は、沖積層と言いまして、

もっとも地震に弱く液状化も起き易い地層、ここを約６ｋｍ通っているのです。まして、

この取水管が損傷受けただけでも、回復に非常に時間が掛かると考えなければならない。

また、ゆめが丘から非常に島ヶ原から青山町まで非常に広い地域に渡る配水管網ですので、

全てそれがゆめが丘浄水場 1 箇所に掛かっていますので、ここが、大きな損傷を受けた場

合は、非常に復旧は困難です。取水管が非常に長いためです。それから、取水用の強力な

ポンプ場が必要なわけです。なぜかと言いますと６ｋｍは離れていますから、復旧や電源

の回復も考えなくてはならない。水源が多いほうが、大地震の場合、被害は軽減されます。

と言いますのは、ゆめが丘浄水場以外の浄水場というのは、取水管が数ｍ程度です。百ｍ

も有りますけども、ですから、復旧は、比較的容易です。また、水源が多い場合は、浄水

場と配水管網が回復した地域から順次回復させていくことが可能です。また、復旧した、

あるいは、損傷していない浄水場から復旧していない地域に給水車で供給するということ

が可能です。で厚労省あるいは水道協会が、推奨している震災対策は、周辺市の水道管の

連結による融通なんですね。小丸委員が、名張市と連結といってましたけど、まさしくそ

れなんです。つまり、被害の少なかった水源をいかに活用するかなんです。伊賀市では市

内でそれが可能だと考えられます。それから放射性物質飛散や河川への有害物質不法投棄
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などがあった場合、過去に有りましたですね、国内あるいは近隣諸国の原発事故や核爆発

による放射物質飛散とか河川への有害物質不法投棄や流失があった場合を想定しますと、

水道水は地下水とか、河川の上流域から取水しているほうが、安全度が高いです。前も言

いましたけども、放射性物質セシウム等土壌の数センチ層に溜まってそれ以上行きません

ので。続きまして、地下水ですけども地下水を水源とするのは良くないとういうことは、1

時言われてましたけども、そのようなことは無いです。埼玉県では、現在でも、上水道水

源の１/３は地下水であり、東京都練馬区も地下水を使っています。そして、サントリーな

ど大手食品工場はほとんど地下水を使っている。地下水というのは実は、渇水に強いです。

河川といいますのは、地層にもよりますけども、表流水の３～１００倍の伏流水を伴って

いる場合が多い。川に流れている水は、氷山の一角なんです。特に沖積層、平野部では伊

賀では盆地底がそうです。表流水が無くなっても、伏流水は、ある場合が多い。地下水は、

一般に降雨の影響が相当遅れて及ぶので、雨の少なかった少雨の影響を受ける時間が遅れ

ます。ですので、渇水のためには、活用すべき水源なのです。過去に、水道水の広域化と

いうのが、図られました。戦後すぐは、水道の広域化が図られた。その理由は、地下水の

汲み上げによる地盤沈下対策なんです。そして、衛生上の理由でして、トイレの便槽から

井戸に漏れますと、赤痢とかポリオつまり小児麻痺ですね。あるいは、寄生虫の感染を広

げるとされましたので、急速に井戸は、廃止されていきました。その成果で、赤痢もポリ

オも寄生虫も無くなりました。地下水汲み上げによる地盤沈下の起きにくい伊賀市で、地

下水の利用を止めさせる利点はあまりないと考えられます。良い水質の維持と防災の観点

からは、ゆめが丘浄水場１本化は得策でないと思います。実は、何回も言っても、水道部

は原水の水質のデータを出さしてくれないのですけども、実は、守田のころに、原水の水

質を見たことがあります。圧倒的に悪いのは、木津川の水なんです。なんで木津川といい

ますと、どうも、青蓮寺パイロットファームの牛糞やビールかすの処理です。それが、原

因です。ですから、水質が極めて悪いです。という以上の観点から、水源は、可能な限り、

多様で多数であるべきと考えます。もちろん財政とのバランスで応分の施設のスリム化を

図らなくてはならないと思います。ですから、適切に、水源を選択すべきだと考えます。

それから、節水に関して、委員から、節水は伊賀では進まないという話がありますけども、

一般に無料の水と有料の水が有った場合には、普通の住民とか企業は、無料の方を使うの

が当然です。工場の節水について、調べてみました。工場とか業務用水の節水ですけども、

伊賀市に工場がある企業のホームページを見ましても、節水を謳っているのですね。それ

どころか、超節水や常識を超えた節水などのキャッチフレーズをうたっている。ＩＮＡＸ

なんかは、節水が主力商品です。サントリーとかアサヒビールは、使用水量を 1/2にできた

ことを誇りにしています。ただし、大手食品工場は、ほとんど地下水を使っています。水

道水を使ってないです。そもそも、水を大量に消費する企業は、地下水あるいは、上水道

よりはるかに安い工業用水道を使います。ですから、工場誘致のために、上水道を増やす

という対策は、実は現実的ではないです。ときどき、接続間違えて問題になりますけども、
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工業用水は、ものすごく安いです。普通の工場は、そっちを使います。次に、住民の節水

ですけども、水洗トイレですけども、最近の水洗トイレというのは、従来のものの 1/3の水

量で、使用可能なんですね。汲み取り式でも水洗式でも、汲み取り式なんですけども水洗

式というものが流行っている。ですから、公共下水道がない上野市街地では、合併浄化槽

を設置するしかないのですけども、その費用負担は、結構、大きいですね。特に高齢者世

帯では、この方式を採用している世帯が結構有ります。農村集落排水への接続率が進まな

いのは、このせいである。ですから、水使用量の大幅な増加を見込むのは、現実的ではな

い。それから、洗濯機や食器洗浄機も従来の 1/3～1/10をうたっている。シャワーや蛇口の

工夫による節水は、1/3なんですね。私の試算は、国交省のいう「節水により水需要は、70％

に減る。」それに従ったのですけども、それどころの節水ではないという印象を受けていま

す。次に利水に関して検証検討できた事実をまとめました。グラフにしました。同じもの

が、資料として配布されております。私の資料のグラフ 1 番上の青い線、これが川上ダム

ができた場合に伊賀市が取り得る水源量です。次の赤色は、川上ダムが無い時の伊賀市の

水源量です。その次の緑色の線は、木津川から一切取水しなかった場合の伊賀市の取水量

です。次の紫色で×印がついている線は、伊賀市の従来の予測です。23年、24年でピョン

と上がっているのは、19年から繋がっているグラフなので、24年、今年中に水の使用量が

増える、そういうわけではないです。そこで、第 3 回で水道部が発表したデータが薄青色

の線です。あれは、人口の補正をしていなかったので、基点が 19年です。19年からほぼま

っすぐに繋がっています。ちょっと、上がったり、下がったりしてますけども。伊賀市の

従来の予測をそのまま 23 年度の実績に合わせて下げたものが、オレンジ色のグラフです。

つまり、青の下ですね。その下。2つ重なっている線が、前に言いましたように、厚生省の

指標と国交省の指標で私が計算した伊賀市の将来の水の推計ですね。まず、水道水源事業

の原則というものが有ります。3ページですね。上水道施設は人口と産業規模に見合ったも

のにするべきでる。大きすぎる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失や人口減少を招きかねない。そこで、利水につい

て検証検討できた事実があります。平成 20年作成の伊賀市の水道事業計画は、これの紫の

線ですね。厚生省の平成 19 年度人口推計と伊賀市の平成 17～19 年の人口と給水量の変化

率、社会増を基に作成されたものである。平成 23年時点で現実から大きくずれており、修

正する必要があります。第 3回委員会に出された水道部の推計も、人口が平成 19年度推計

のままになっていますので、更に修正が必要です。そして、伊賀市が当初見込んでいまし

た住宅と工場の増加による社会増は、現在、すべて見込み無くなっております。そして、

伊賀市が当初見込んでいた負荷率は過小であります。よって、川上ダムによる利水を得た

場合、平成 30 年度には、高位推計というのは伊賀市の従来の推計を平成 23 年に補正した

もので、最大給水量で需要の約 1.5倍、低位予測では約 2倍の水源量となり明らかに過大と

言えます。これが、1 番上の青い線とオレンジ線との差です。低位推計の場合、平成 30 年

には、木津川以外の既存の水源能力を 80％程度活用すれば、最大給水量をまかないうる水
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量となります。平均給水量を得るには、65％で足ります。伊賀市の従来の推計を補正した

高位推計でも、木津川以外の既存の水源能力を 87％活用すれば最大給水量をまかなえます。

平均水量では、70％の活用で足りるという計算になります。ということは、川上ダム無し

でも水源余裕率 33～43％に達します。これは、過剰設備と言える状態です。そして、また、

給水人口の伸びが、現状のまま、伸びなかった場合には、このグラフをさらに下げないと

いけません。必要な水源量は少なくなります。ということで、伊賀市の近隣の市の名張市、

奈良市、津市、四日市市、西宮市などでは、人口減少や給水量減少が進み、今後更に進む

と予測され、施設のスリム化が、真剣に検討されています。全国的に人口減少、給水量減

少現象が問題になっている中、伊賀市だけが、人口も給水量も増えると推測しうる具体的

データや根拠が認められませんでした。ということで、結論までいきますと平成 24年以降、

平成 23年時点より、人口も給水量も増えるという予測できるデータや根拠はない。従って、

新規利水は必要ない。そして、人口減少率も給水実績の減少率も周辺市のなかで比較的大

きい伊賀市は、周辺市と同様に、水道施設のスリム化を検討すべき状況であり、平成 20年

の審査意見でも言われているように、経営の効率化や施設の有効利用などによる経営のス

リム化による経営基盤の強化が必要である。23年度にも赤字が、指摘されていますね。次、

前に戻ります。4Ｐです。希望的観測ですけども、伊賀市の給水量が、新規利水が必要とさ

れるほど増加すると考えられるのは、新規工場や住宅団地が大規模に増加した場合です。

将来、伊賀市の財政に応分の余裕ができた場合には、データや根拠がなくても、希望的観

測を元に新規利水を考えても良いとも考えます。ただ、現在は、市長や副市長、教育長自

ら給与の大幅削減をしなくてはならないくらいの財政難である。新規利水が必要となった

場合を想定しました。新規利水日量が約 1.3万ｔ、高位で 0.86万ｔ、低位で 1.68ｔを越え

ないと見込まれた場合には、将来的には、既存の水源の全活用で、足りると考えられます。

この水量が、どれ位かと言いますと、人口に換算しますとだいたい 4万人～7万人です。つ

まり、後 4万人～7万人が増えても大丈夫な訳です。新規利水日量が、1.3万ｔ増えた場合、

青蓮寺用水からの導入とかが必要となってきます。青蓮寺用水からの導水の方が、経済的

なようです。今後更に全国的に人口減少、低成長、節水が進み、給水量減少による水道事

業の問題が悪化すると考えられるので、名張から水を買うという実現性は年々高くなると

考えられます。以上です。 

（武田委員） 

 

貴重な時間を、長々としゃべってくれたけども、今、おっしゃった骨子は、既に、1 回、

2回言っていた同じことなんですよ。それは、やめていただきたい。 

（西山委員） 

 

今まで、発言したこととの重複は、できるだけ避けるということで、お願いします。そ

れでは、利水について、特に、重複じゃ無しに、言っておきたいことがあれば、発言して
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ください。 

（宮本委員長） 

 

藪裏です。先程、唐突に、ため池の話が出てましたけども、ため池をご存知ですか。見

たことがありますか。あれは、農業用水のため池です。昔から水稲を作るのに、それこそ

水が足りない、渇水のときには、骨肉の争いをしています。そんな中で、ため池うんぬん

という議論は、論外の話です。まして、今、あちこちに有ります、あれを作った年は、ほ

とんど年代不詳です。皆、泥が溜まったり、農家はため池を田んぼのために維持するため

に非常に努力しており、安易にどうのこうのできるものではない。まして、今、ため池が

あるのは、皆さん、ご存知のように、すべて山の際に有ります。その下に集落が有って、

田んぼがあります。あそこに余分な水を貯めると、すぐあの堤防が跳んで、土石流とか災

害が起きます。堤防が古くなっていることも、気にしながら、必死になって、管理してい

るんです。そんな中で、安易にそういうことは、言わないでいただきたい。 

（藪裏委員） 

 

利水について、パワーポイントを見ていただいて、重複するところは、なるべく避けて

第 3 回までのこの場で、皆さんが目にされた、資料を元に、お話をさせていただきたいと

思います。 

（萩野委員） 

 

できるだけ、重複を避けてください。 

（宮本委員長） 

 

これは、第 3回の委員会で水道部から出されたデータですね。3つだけ数字が出ておりま

すので言いますと、１番上 47,000、49,000 というのが、平成 23 年の実績値なんですね。

最大給水量それから取水量です。真ん中が、30 年の試算値です。一番下の数値が、計画値

なんです。この 49、50、59というのは、一応見ていただきましたら、伊賀市の水道さんも

やっぱり 59では大きいのではないかと思いもう少し小さく、どこまで出来るのと言う試算

なんです。50 という数字、約 5 万ｔです。これが 23 年の実績とほぼ同じなんです。それ

では、なぜ、計画値が 6万ｔ、1万ｔ近く上がるのかということを少し皆さん知っといても

らいたい訳です。なぜ、あのように差できてしまうのかと言いますと、1日最大給水量によ

るファクターとして、上から①、②、③まではいわゆる社会増、政策増のようなものが利

いて来る訳です。人口をどれだけ見込むかどれだけ現象するか将来に対する予測値ですね。

業務営業も将来どれだけ必要と考えるか、それが社会増、工場用水も同じです。こういう

ものは、政策的に決められるもので、えらく大きく決めるとリスクが当然掛かってくるし、

小さいと、折角やったものがものにならない。④、⑤、⑥は、有収率、負荷率、浄化率と
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いうものです。これは、政策的に決めては、いけないのです。過去の実績に基づいて、過

去 3年間、5年間の数値である。計画値としては、こういう数字でやっていこうと、あくま

でも実績をベースにして決めないと駄目な数字なんですね。これ全国平均とＨ30 の計画の

数値と比較すると全国平均 88.7に対し 1ポイント伊賀市さんは、下に見ている。負荷率に

関しては、5ポイントも下に見るということをちょっとそれだけを頭に入れていておいてい

ただきたい。この有収率、負荷率について全国平均は 0.74、Ｈ30は 0.68、Ｈ23実績は 0.69

とこいう数字なんですね。有収率、負荷率を小さくみると、最大給水量は、大きめに計算

されるのです。なるべく実態に沿わした形で、この数値を決めないと、余り小さく、小さ

くやると、必要な水源が、大きく水ぶくれ状態になります。この下から 3 つ目 5 万かける

0.74 個のような数字があります。全国平均について言いますと、仮に、もとの数値が 5 万

トンとすれば、この数値をかけると 6.7となります。Ｈ30では 7.3トン。実績では 7.2と、

この 67、73、72この数字を見比べてみると、有収率、負荷率のちょっとした違いで差がつ

いてしまう。こう言うところをよく見ておかないと、なんでこのようになるのか説明ある

いは納得がいかないと思います。平成 30年度の計画が大きな数値になっているというその

原因が、ひとつは有収率負荷率の見方、あたえ方、これは水道の計画する水道部の内部で

やることで、われわれはよくわからないです。この委員会で初めて、このような数値が出

されて、このような事をやっているとこがわかってもらえたと思います。次お願いします。

次は社会増の部分なんです。社会増例えば人口をどう見るか。これは千代延さんと議論が

ありましたが、2,000人これは多すぎるのではないかと言った時に、減ったら寂しいではな

いかと、こんな寂しい計画はあってはいかんという意見があったと思います。それから業

務営業ゴルフ場、高等教育施設もやります、これについて今後 340 トンの水が必要である

と、これについて過大であるかどうか、社会増を見積もる時にどのへんを見積もったらい

いのか、なんでその様になるのか、ある一種の納得が得られなければならないと思う。最

後は工場用水です。社会増の他に外付けで 4,100 トンが最近出されています。ぐちゃぐち

ゃにしてはいけないのですが、社会増の分だけでいくと、上野地区の 2 社と佐那具それか

ら南部丘陵地団地。こういうものの、われわれは具体的に必要とするのはどれだけかとい

うことを、本当はみなさんの中で、われわれの中でもう少し議論しなければいけない。時

間がないので出来ませんが、両極端に分かれるわけです。こんなに膨大な数値を上げたら、

水がいるに決まっている、あるいは逆にこれだけ水があるのでこの様な数値にしないと、

合わない需給の関係で。そのような形で決まってきたものであったら、もう 1 回決め方を

考えやり直さないと、まともな水量計画あるいは水源計画にはならないという事です。次

お願いします。今のは需要関係です。なぜこの様な数字になるのか、みなさんわかってい

ただいたと思いますが、これは供給関係です。今、名張の水利権、人のふところに手を入

れるのはけしからんという考え方もあります。実は僕もそう思いますが、名張さんがこの

水利権を例えば 5 億円でこの水利権を売ろうとすれば、今なら売れるわけです。だけど終

わってしまえば、あの水利権はひょっとすればこのままお互いに別の道を歩むわけですね。
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もちろん予備水源の話もあります。守田の水源もこちらの話ですけど、僕としてはこのよ

うに活用することによりきちんとした仕事が出来るのではないかと、予備水源については、

これは水道さんが作られた文章なんですが、安定水量の確保は困難であり、水質悪化もあ

るものの水源の多様化と分散化は危機管理上必要であるということは認識としてあります。

計画的に使用するのであればメンテナンスをきちっとやれば、というコメントが水道から

出ています。それから渇水対策については、何も意見はありませんが、節水と水融通が大

事なんです。水融通とは水道事業者同士がお互いに水をやりとりしましょうということで

す。今度の河川法のなかにも、わざわざこの一報が入って厚生省の水融通のためのパイプ

ラインの設置にはお金を出すということを言っている。名張と青蓮寺の土地改良区と伊賀

市がお互いにひとつの水管理体制を将来的に作るのが一番大事ではないかと思います。今

日、林さんがいろいろと意見を言われたけども、パイプライン破損しています、一部そう

いう事と思います。あるいは将来的に今年からでも絶対に直す必要がある。直すためには

改良区はもちろんですが名張市と伊賀市はそれぞれ分担金を払って初めて直る。アセット

マネジメントの事業では好むと好まざるとかかわらず、どの様に老朽しようと、どのよう

になろうと、伊賀市も名張市も応分の負担がこれからかかってくる。今回の 10億何千万に

ついては伊賀市も 1 億近い金を土地改良区につぎ込まなくてはならない。だったら、伊賀

市も改良区と同じベースにあるわけですから、ひとつの水というなかで、管理体制を一回

考えてみる世界を作っていただきたい。ちょっと口はばったい事ですが。次お願いします。

次経済評価です。皆さん水道さんとちょっと違うですが、今まででざっくりで 600 億円の

金を払った。これから 600億円をかけて整備しようとする段階です。平成 24年までに負担

しなければならないのは、ざっくり数値は違うが 47億と書いたのですが、33億です。後で

直しますが、金利が 11 億、44 億円をすでに払って借金としてすでにここにあるわけです。

25年以降はまた同じ様に 600億円に対して、建設費として 33億円、利息なんですが 25年

以降の利息は実は上の 33億円の部分がまだ引きずっています。1年約 1億円ずつ 8年間払

うとして 8億です。既存のほうの新規に生じる 33億については、何千万円ですので数値は

わかりませんのでカウントしていません。これから水資源機構にたまった数字上の借金 85

億円あるということになります。ダムをもし作らなかったと仮定した場合、借金がどの様

になるかというと、33 億と 11 億、上の 24 年までの借金 40 億これは払わなくてはいけな

い。もし、たとえ話で 5 億円の水利権を購入代を払わなければならない。これは半分が補

助金です。2.5億円で合計で 46億 5千万円。さし引きすると 39億 5千万がなんとか負担軽

減になるのではないかと思います。先ほど伊賀市さんは水道料金を値上げしなくてもいい

と断言といいますか言われましたが、ちょっとおかしいなと僕は思います。仮に現在の水

道料金 25 億 3 千万 2 千万ですか、現在の徴収実績です。これを延べ 10％仮に水道料金を

値上げすると、さっきの借金は何年かかったらチャラになるかという見通しをごく簡単な

計算ですが 85 億を 2 億 5 千 3 百万で割ると 33.6 年。それからダムが無い場合は、ここが

46 になりますから 18.4ですから 15年分ぐらい早く借金がなくなるということ言えると思
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います。次お願いします。もうひとつ計算をしたいです。20 年で全部チャラにしたい場合

にはそれぞれ何％水道料金を値上げすればよいかというような計算なんですが、式は 25.3

アルファかける 20 年イコール負担金額金利込みで計算しますと、ダムの場合は 16.8 年か

かります。それからダムなしの場合は、あ 16.8％値上げしなければなりません。それから

ダムなしの場合は 9.3％だからこの分は多いと見るか少ないと見るか伊賀市のみなさんの

判断だと思います。次お願いします。以上まとめてみますと、重複して申し訳ないのです

が、社会増とそれから有収率負荷率の設定、これを間違えますとえらい膨大なものになっ

てしまいます。ですから、これはいつも外部の者がチェックするという仕組みをもってい

ないと、なかなか水道部で全部丸投げというわけにはいかないと思います。要は出来る限

り実績に近くなる様に設定をされないと、ダムありきで設定する様な考え方は、やり方と

しては間違っていると思います。過大な見積もりは建設借金と金利これは伊賀市の皆さん

が払わなくてはいけないという事です。水道代の値上げがないと言ってますが、これ、ど

この誰もこれで困っているのです需要減、需要が減るわけです。特に大口のところは、自

分の専用水道に切り替えてしまいます。1億 2億の水道料金を払ってくれている大口のこれ

は水道から逃げていきます。それから、もちろん市民もなるべく節水しようとする働き、

需要的に料金を上げると価格弾力がきいて益々経営側からすると苦しくなる。このような

ものをきちんとすることによって、ファクターを見積もることによって水道会計も良いし、

市民も良いし、それからいろいろな水源をお互いに融通すると、もちろん名張市も、これ

だけの考えではないのですが、この様な考えをもとに運営していけば、伊賀市も名張市も

土地改良区もある一定な健全な経営の仕組みをもつのではないか。こういう事を機会に一

回皆さん考えてほしいという事です。 

（荻野委員） 

 

 小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

講義をいただいていたのですが、2回目も 3回目も同じ様な内容でそんなに新しい話なく

理解しているところです。あのところですが、先ほどのご説明でお尋ねしたい。というか

議論しなければならないのが、名張から青蓮寺ダムから水利権を 5 億で買い取る話の計算

上について、仮に私はありえないと思うのですが、仮にある場合水利権 5 億が予算上どこ

から出たのかわからないが、それよりも要するに現在の農水省が建設したあるいは今後も

直す必要がある。それを水道水源として利用することについては大きなミスであると私は

思う。水道水源として使おうとしたら安定的に供給する必要があり、耐震性も必要である。

多分先生は新設で青蓮寺から木津川に投入する場合の経費をどれくらい見てくれているの

か後でお聞きしたいと思います。私というかすでに国交省のほうで名張川から木津川のほ

うへ水をパイプラインを通して流す場合の積算をなさっています。これは概ね私というよ
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りは 100 億となっています。青蓮寺から今回提案のなかで計画している経路、私も同額ぐ

らいはかかる気がする。私も名張川から引っ張ることを参考のため考えた。その様な意味

で先ほどの計算からすると 100 億程度かかる様なことを考えると、その分がオンになって

くる。それがプラスされるといくら国からの補助なりどの様な方法で補助を引っ張ってく

るかわからないが、二重投資になるかもしれないが、厚生省の水道関係、国土交通省の関

係あるいは農水省 3 つの行政省がからんでくる。このような中で果たして調整することが

できるのか、私はかなり難しいと思う。それも含めてそのあたりを先生。 

（小丸委員） 

 

その議論はちょっともうあの。 

（宮本委員長） 

 

簡単に言います。要するに我々は情報不足なんです。いろいろの事に対して。これだけ

切り取ってディスカッションして具体的に農林水産省とか厚生労働省の担当官に来てもら

って本当に詳しい話を聞いて、初めてああそうかという事なんです。この議論はこれ以上

何度してもきりがない。ただし、我々自身が結構知っているつもりが、あんまり知らなか

ったという事だけは、頭の中にいれておいていただければいいかなと思います。 

（荻野委員） 

 

どれくらいかかると思う。 

（小丸委員） 

 

何が。 

（荻野委員） 

 

青蓮寺から木津川へ新設。 

（小丸委員） 

 

あの 100 億というのはですね、この間一番最初に近畿地整にお願いした 350 万トンのダ

ムの水を青蓮寺から取ると、いくらかかるかという事で、650万トンになるという事を言わ

れて、この計算結果を教えて下さいという事でお願いをしました。実は最後の結論は我々

はまだ聞いていないのです、何となく資料だけをいただきました。もうひとつはパイプラ

インを延々とひっぱってくるのにそれを合計すると 100 億になります。ということなので

す。これは考えることもなく全然話にならないので、僕としてはいりません。改良区のも

のは理事さんがおられるのに、理事さんがこんなことを言われるのが僕は本当に信じられ

ないのですが、改良区の理事長も改良区の事務局長も願ってもないことだとこれを使って
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くれるならこれは大変ありがたいと、ただし今言われたように老朽化しているんだと。老

朽化については伊賀市も名張市も金をかけてやらないとどうしてもダメだと、何年位かか

るんか 3年 4年でできますと、アセットマネジメントは 26年から始まりますが、これを 3

段階でやっていきます。そういうことを… 

（荻野委員） 

 

今の名張からの分水の話は、これはそういう代替案として、案がでましたと。この委員

会で。それについていろいろな意見が出ましたと。だからそれについて決定的にいいとも

決定的に悪いとも、まさに意見が交錯しているわけですから、私はその状態であると思い

ます。このことをやるとすると、これだけで半年ぐらいかかかる。だからこの場で深くす

るのは限界であると思います。 

（宮本委員長） 

 

その前に一言でよろしいので地整にお伺いしたいのですが。名張市の利水権について余

剰があるとか無いとか調査されたと聞いていますが、それはどの様な結果でしたか。一言

で結構です。 

（西山委員） 

 

整備局の環境課長をしています野口といいます。先ほどの話ですけども、実を言います

と検討をするに際して検証の検討の中で関係利水者にいろいろ各議をしております。具体

的にいいますと現時点において川上ダムの代替案の検討において活用可能の水源はありま

すかありませんか。この様なことを聞きました。名張市さんからはないという回答をいた

だいているという事です。時期は去年の 12月です。以上です。 

（近畿地整） 

 

ありがとうございました。それとですね、今のお話と、先ほど林委員が言われていまし

たこれ新聞記事ですけど、ここでも余剰水量が無いという記事が出ています。先ほど委員

長が言われたけど名張からくれるかくれないかの話はぬくという話で進んできているんで

すけど、この話になってくると当事者がもう無いと言っている。それに対して財政状況ま

で話しをすることもない。そのような事を考えると、要するに譲渡してくれる見込みも無

いのに代替案を議論すること自身が本当にナンセンスです。ただ、相手の話は仕方無いの

で、おいといて、いわゆる代替案について荻野委員なり千代延委員が前回言われました。

それに対して私も話をしたし、林委員も小丸委員も言われていますけど、要するに 5 億の

数字はどこから出てきたのかと、大きなどんぶりで結局考えてみると本当にこれだけで出

来るのかと金額的には不自然です。千代延委員に聞いたら私はこれで出来たらという話と

聞きました。だからそれはそれで、その様な考えですので、私はそんなもんでは出来るよ
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うな物では無いと考えています。 

（西山委員） 

 

私もいいましたけれど、そういう代替案が提案されたことが事実であって、それに対し

ていろいろな方からいろいろな心配とかあるいはそうではないとの意見が出たと、まさし

くこの委員会ではそこまでしかないと思う。だからそこは、これ以上合意は出来ないと思

う。今のこの雰囲気のなかでは。ですから私は提案があったことはだけは事実であるとい

うふうに思います。それで問題は水源をもらうもらわないという事ではなく、もうひとつ

前に必要水量は一体どうなんだとゆうのが一番大きな問題なんです。それについて前回水

道部が出された試算、あれはある程度現状をふまえて、なおかつ工場用水の増水 4,100 ト

ンこれを足し算されて、いわゆる社会増です。出されたのがあの数字だったのです。ちょ

うど取水量ベースで 50,766 かな。それに社会増を足し算して 54,000 位になると思うんで

すけど、いずれにしてもいろいろな数字が出てて、武田委員からは、人口の高位水準を見

ても、4 万 5～6 千ですという話が出ていますし、今のこのグラフを見ても平成 25 年に上

がっていると、これ自身がまさに平成 25年にいるわけでそこである程度 9,000万トンから

10,000 万トンの乖離があることは事実なんです。計画と現実が。その様なことを考えると

今も 59,985という取水量。計画の。これ自身が変わるか変わらないか検討してみなければ

わかりませんが、少なくとも色々な意見が出たなかで、これについてやはりもう 1 回色々

な出た意見をふまえて、なおかつ水道部が始めて試算出されたわけですから、そういうこ

とをベースにもう１回見直し作業をすることが私は必要であると思う。いや、ぜんぜんそ

んなことは無いと。 

（宮本委員長） 

 

小丸です。事項書をご覧下さい。利水についての水道部の説明がありました。その次に

近畿地整のこれ、少し。 

（小丸委員） 

 

ちょっとまってください。それをやると利水と治水がごっちゃまぜになる。だから、今

利水についてやったわけですので皆さん方の意見を言ってください。私は基本的に一番の

ひとつのポイントとして、今の 59,985 という 30 年計画。これ自身は水道部は見直しをさ

出されたわけですから、そういうことを踏まえて、皆さんの色々な意見も踏まえて、ある

程度は見直すことが私は必要であると思います。それについて、絶対見直す必要が無いと

59,985ガチガチでいいんだと、言う方おられますか。どうぞ。 

（宮本委員長） 

 

私自身詳しい数字はわかりません。ただ先ほど荻野委員が言われたように、有収率につ
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いては全国平均もちろんあります。ただ全国平均に右にならえという規則は何にも無いで

す。努力する必要はあります。それについて水道部は自分のところで努力してこれだと言

うのであれば、私はそれを信用します。 

（西山委員） 

 

だから今言った通り、水道部さんは前回の委員会で試算をだされました。あの時の試算

では負荷率 83％をつかっているわけです。ですから、そのような試算をされているわけだ

から、結論的にはどうなるかわかりませんまた変わりませんとなるかもしれません。少な

くとも、いろいろな意見が出たことを踏まえて、水道部が試算されたこともあるので、そ

れもベースにして今の計画を見直す必要があると私は思います。その結果、結果として同

じであったことになるかもしれませんが、やっぱり、これだけ議論が出ているのだから、

もう今ので絶対に間違いが無いというところまでは、この委員会として合意は出来ないの

ではないかなと思います。但し、この議論は私はここで止めます。先ほど小丸さんが言わ

れた治水が残っていますから、時間もあまりありませんので治水の議論に移りたいと思い

ます。 

（宮本委員長） 

 

今、西山委員言われました、数値とかいろいろ試算したのがこの武田 2 資料の一番おも

てです。ですから、どう試算しましてもですね 4 万人増えたのと新規利水は必要ないと。

計算上もデータ上もそれしか無いんです。 

（武田委員） 

 

だから武田さんのことは我々も理解しています。例えば、前にそうは言っても人口が減

る想定は悲しいということを聞いたことも当然あります。ですから、いろいろな意見が出

ているわけです、だからそれを踏まえてもう 1 回きちんと伊賀市としてこの委員会の意見

を踏まえてもう 1回見直しをする必要があると私は思います。 

（宮本委員長） 

 

やはりですね、3回目に言った様に総合計画を今見直そうと今独立しようとしているじゃ

ないですか、そういうものより、建前というのが出来る以上は今回の検討会はそこまで預

けざるを得ないと思っています。 

（林委員） 

 

ですから、今出た意見で例えば負荷率なり有収率をどうするかということがあるよねと

いう話があって、ただし社会増をどう見るのかというのは、今おっしゃったみたいな伊賀

市全体の計画も絡むわけですよ。ですからそういうことも踏まえて、そして尚且つ水道部
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が勇気を持って出された前回の試算もベースにして、もう一度伊賀市として見直す必要が

あるんじゃないかという風に思っております。その時には当然市のビジョンを含めてとい

うことであります。 

じゃあ次、治水の話で宿題は、現状において今の色んなシミュレーションですね、現状

河道においてはどうなんですかという話と、それから三重県管理区間が拡幅、掘削をした

場合に上野地区にどういう影響が出るのですかという話。出るのか出ないのか、いうこと

についてお願いします。 

（宮本委員長） 

 

はい、近畿地方整備局で河川計画課長をしております田中と申します。先程委員長の方

から２つの宿題という風に言われましたが、あと合わせまして前回の委員会の後、武田委

員から多数の質問をいただいておりまして、それにつきましても合わせて説明の方をさせ

ていただきたいと思います。ご質問の回答なんですけども、沢山のご質問等いただいてお

りまして、我々の方も出来る限り対応させていただいたんですけれど、一部対応出来てい

ない所も時間の関係でございまして、それにつきましてはご了承いただければと思います。

それでは先ず、こちら前回にお示しさせていただいた資料と同様で恐縮ではございます。

前回の委員会の後、武田委員の方から岩倉峡開削構想の見込みを教えて欲しいというよう

なご質問をいただいておりまして。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 ちょっと待ってください。個人からの質問については後でやってください。先ず委員会

で出た質問について先に回答してください。 

（宮本委員長） 

 

 はい。じゃあこちらのお答えはどうしましよう。後でお答えする感じでしょうか。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 後で。 

（宮本委員長） 

 

 はい、順番あれします。先ず先程お話のございました、前回委員会で伊賀市に住民にと

っては現状で川上ダムがあるなしで、どのようになるのかということが重要であって、現

況河道で水位縦断等はどうなるのかを示して欲しいという話がございました。また、併せ

てその条件として、武田委員から現況の形状については溢れると考えられる所は溢れた設

定でということでお話がございました。こちらにつきましては、過去の資料も含めて、ち

ょっとそういう条件で計算したものがあるのかどうかを、先ず確認させていただいたんで
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すけれども、我々の方で持っているのが、結局その整備計画で完成した河道における川上

ダムあるなしの水位縦断しか、今我々の方持ち合わせてございませんでして、現況河道で

川上ダムありなしの水位縦断がどうなのかを検討しないといけないという状況でございま

す。今実際に検討するに当たっては、三重県の管理区間の河道がどうなっているのかとい

う条件もお聞きして、三重県と調整をして出さないといけないという所もございまして、

今回ご依頼いただいた資料につきましては現在鋭意計算をしておりますけども、ちょっと

今回の委員会には間に合っていないような状況になっております。これにつきましては、

先ず申し訳ございません。もう 1 つはですね、こちらも武田委員からご質問いただいてい

解消すると川上ダムがなければ上野遊水地で 12cm超えると、この状況設定した内容を教え

て欲しいと、確認して欲しいというようなことを伺っているのですけども、こちらにつき

ましても、こちらでも色々調べてみたんですけども、12cmを超えるというのが、そもそも

どういう話だったのかという事実関係が、すみません、確認できなかったというのが今の

現状でございます。で、どうしましょう、武田委員から色々とご質問をいただいている所

は。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

12 センチはわかったんですけも、要するに、三重県管理区間を代替案として掘削対応し

ようとしてますよね。代替案では。 

（宮本委員長） 

  

 はい。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 それを掘削した時に、その影響が上野地区に影響が出るのかどうか、そのことを聞いた

訳です、この前の委員会で。 

（宮本委員長） 

 

 あの、すみません、私の方から。大変恐縮です。そちらにつきましても、今段階で上流

下流の状況、影響というのはもちろん把握しなくちゃいけないという観点ではあるのです

けども、今の我々の検討では、正しく淀川流域全体での上流下流の影響はどんな感じなの

かということで、その伊賀市区域についてどうやっていくのかというのは、ちょっと今検

討を、宿題をもらってどういうふうにやっていくのかというところを、やっていかなくち

ゃいけない状況で、１週間で色々考えてやっておったんですけども、なかなか厳しかった

というのが今の現状です。大変申し訳ないですけども。で、もう 1 点だけ。現況河道の話

もありました。これにつきましては、過去の資料等々を確認させてもらったんですけれど

も、概ね 10年位前の検討内容で、且つ中身もどういう条件なのかよくわからない状況では
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あったので、こちらについてももう 1 回やり直さなくちゃいけないかなということでもっ

て、現在作業をやっているような状況でございます。2つの宿題という形であったんですけ

ども、今の状況はこんな感じになっているということでご理解いただきたいかなと思いま

す。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 ということは、２つの宿題は出来てませんということですね。 

（宮本委員長） 

 

 そうですね。それ以外のものについて。という状況です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 それでね、ちょっと確認しときたいけども、当然地整のほうではシミュレーションをす

る時に、現状河道でどういう水位になるかというのは直轄区間は当然やってますよね。 

（宮本委員長） 

 

 直轄区間はやっています、はい。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 やってますよね。それが。やられてますよね。やってましたよね、当然私らのときも当

然やってましたから。 

（宮本委員長） 

 

 えっと、そうですね。そうですねというか、現状での確認というのは過去にやったこと

がですね。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 現況河道と計画河道でやってますよね。それについて、三重県の県管理区間については、

現状についてはやってないと、いうことが今の話だと。 

（宮本委員長） 

 

 そうですね。そのことの整合を取ったような形のはやってない。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 はい。 

（宮本委員長） 
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それとあともう１つが、過去にやったって言ってますけども、調べてみたら概ね 10年位

前の形になっておりまして、現況というのが上野遊水地について、かなり 10年前と今とか

なり変わっている、現状もですね。ということですので、多分そのデータを出したとして

も、これはまたおかしな話になってしまうというところも、議論の中では。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

だから、少なくともやっぱりその現状と計画時点でどうかというのをやるのは、当然説

明責任としてやるべきなので、それが今出来てないと言うのであれば、それは是非やって

くださいよ。この委員会にはちょっと間に合わないんだけども。 

（宮本委員長) 

 

 わかりました。今エイヤで、確かにかなり恐縮して来ているのですけども、出来次第、

各委員の方に送るとか、何らかの形は取りたいと思っております。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 それを各委員なのか、伊賀市に説明してもらう。それは必ずやってください。 

（宮本委員長） 

 

 はい。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 それからもう 1 点ですけども、県管理区間、川上ダムを含めて、川上ダムがあって県管

理区間があって直轄区間がありますよね。その時に、今川上ダムあるなしの計算をされて

ますよね。で、例えば島ヶ原で影響が出るとか出てますよね。それから岩倉峡から下流で

200 トン増えますとか計算してますよね。で、この時には三重県管理区間については当然、

設計よりも深く計画河道だと思うんですけども、氾濫改修してるんですか。 

（宮本委員長） 

  

 えっと、流出計算をもってやっております。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 流出計算ですよね。ということは、まあ言ったら壁たてということですよね、専門用語

で言うと。 

（宮本委員長） 
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 そういうことですね。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 そういうことですよね。要するに実際には溢れてても、溢れないで全部来るという計算

をしてますよね。 

（宮本委員長） 

 

 そうですね。 

（近畿地方整備局 中込） 

 

 ということは、整備計画が今 850 トンですかね。それが 1,200 トンに河道掘削したとし

ても下流に与える影響は変わらないですよね、そうすると。壁たてだから。元々溢れない

ようにしてるんだから。 

（宮本委員長） 

 

 さらに溢れたら、さらに下流には来ないでしょうということを言ってるんです。そこは

そのとおりです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 そうですね。ですから、今の計算上は流出計算しかやってないから、要するに上流の河

道の整備の状態とか関係なしに、上から流れてくるという流量をみているから、上流の県

区間が 850トンから 1,200トンに拡幅しても、その影響は計算上出てこないと。 

（宮本委員長） 

 

 えっと概ね合ってますけども、1点だけ。上流県区間につきましては河道定数はもちろん

入れておりますので、河道定数の中でもって今の氾濫というのを 1 部再現できる、という

レベルではあるかな、というところはありますけども。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

それはね。それはただ 850トン河道と、1,200トン河道では河道貯留になってほとんど変

わりませんよね、基本的に。 

終わります。だけどこれはちょっと言っておかないと、後で影響が出るのか出ないのか

というところの、1つのポイントですから。ちょっと申し訳なかったですけども。 

ちょっと待ってください。後、武田さんからの質問、大分ありますか、説明。 

（宮本委員長） 
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 えっと、7分位で。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 7分。じゃあ 5分でやってください。 

（宮本委員長） 

 

 すいません。じゃあ急いでやらせていただきます。1つ目がその、先程お話させていただ

きました岩倉峡開削の見込みのところでございます。で、こちらの資料、前回お示しさせ

ていただいているものと同じで恐縮でございますが、今お示しさせていただいている資料

が平成 21年 3月の淀川の河川整備計画の目標でございます。こちらの付表の中では 地域

的に下流への洪水負荷というものを増すことになるというような、狭窄の開削というのは

極力行わないという基本的な考え方の基で、河川整備計画というものを考えているところ

でございまして、一方でその河川の計画には河川整備計画というものとは別に、河川整備

基本方針というものがございます。こちらは河川整備の基本的な方針、将来系を示したよ

うな計画でございまして、河川整備計画というのが概ね戦後最大洪水であります 25 分の 1

計画の安全度を目指すものに対して、一番右にありますように河川整備基本方針では、本

当に将来ほぼ 150 分の 1 という安全度を目指すにあたってという形をとっていくのかとい

うようなことを検討している計画でございまして、この岩倉峡の開削といいますのは、こ

の淀川の河川整備基本方針の中では、すでに検討と、含めて検討をしているということで

ございます。現時点では先ずは木津川の戦後最大洪水への対応というのを段階的に進めて

いくというのが、非常に重要なところでございますので、岩倉峡の扱いといいますのは、

整備計画というものを実施しながら、その事業の効果も踏まえまして、今後慎重に考えて

いくべき課題というふうに、我々としては考えているところでございます。その意味では

武田委員からの質問でございました、具体的に何時頃かということにつきましては、現時

点では決まっていないというのが回答になるかと思います。 

 続きまして、上野遊水地の建設当初の目的は、現時点で達成されているのと考えられて

いるのかというふうなご質問の方もいただいております。こちらも前回の資料と同様で恐

縮ではございますが、当初の上野遊水地の目的というのが、そもそも先程の狭窄部の開削

というものを、極力行わないというふうな考え方を踏まえて、下流への流量増、これを極

力抑えつつ上野地区の洪水対策をなくすための手法として、いわゆる前回の委員会から議

論のあった３点セット、この１部として認識をしているところでございます。そういう意

味では、こちらに示させていただいておりますが、上野遊水地自体がもうすぐ完成に至る

というところではございますが、３点セットが出来上がって、初めて淀川の河川整備計画

の目標といいますのが達成されるというようなことから、上野遊水地が完成したからとい

って、当初、目的ですね、というものが達成されたという話にはならないというふうに、

我々としては考えているところでございます。 
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 すいません、ここからがデータはざっと載っております。こちらは各実績降雨の実績雨

量の時間分布、そして空間分布について教えて欲しいというふうなご依頼がございました。

またその時の流域というのは伊賀市域に絞って教えて欲しいと、いう話でございましたの

で整理の方をさせていただいております。資料におきましては、７ページから示させてい

ただいているものでございます。ここから先、15 の洪水の各地点ごとの雨量の時系列のデ

ータの方を今回示させていただいておりますが、この 15の洪水といいますのが、前回の委

員会の資料の方でお示しさせていただきました、上野遊水地へ湛水が想定される洪水、過

去の 15洪水ですね、この 15洪水につきまして当該地域にかかる雨量計のハイエトグラフ、

これを各地点毎で示させていただいているところでございます。なお、各洪水で地点雨量

の数が違います。例えば 28年は 3つしかございませんが、年を追うごとに雨量計の数、新

しく国交省の方で新設で付けていっておりますので、その時点である全ての雨量観測所の

時系列のデータというものを整理して、今回示させていただいているというところでござ

います。これが資料としては最後まで続くのですが、これと併せて最後にこれも、これ資

料も欲しいという依頼でいただいていた川上ダムありなしでの整備計画河道における水位

縦断図の拡大図、そしてそれのバックになるような数字データが欲しいというふうなご依

頼でしたので、こちらにつきましては今日、配布の資料の方、今武田委員の見られている

ものが拡大したもので、裏がバックデータになる数字になっているものをつけさせていた

だいておりますので、ご確認いただければと思います。以上でございます。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 ぴったり５分でありがとうございました。それでは、今地整から、委員会から出した質

問に対しては答えがなかったんですけども、とりあえず、一応地整からの説明は終わった

ということで、治水について。じゃあお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 藪裏でございます。委員会、こう色んな推測の数字ばかりが出てますけども、私は今、

上野遊水地区の連絡協議会の会長をさせていただいております。その関係で、昨年の台風

による水害、その実態について皆さんに報告させていただいて、そこから今の対策等を考

えていただければというふうに思います。私はああいう機械をよう使いませんので、国交

省の資料を出していただきました。前が雨量データで、後ろが岩倉峡や他の水位です。先

ずこの雨量のデータを見ていただきたいのですけども、この時の雨量、それぞれずっと載

っております。私これ、この台風 17号を例に出させていただいて、今回の検討委員会の中

で大変適切な例であったかなというふうに思います。先ず一番目に島ヶ原ですけども、午

後 1時に 14ミリで、あと前後は小雨です。殆ど降っておりません。私の新居も降っており

ませんし、遊水地の中も殆ど降っておりません。その中で遊水地は全部水に浸かったとい

うようなことです。その水はどこから来たんだというと、結局右のそれぞれ観測地点があ
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りますように、それぞれの所でこのような時間帯にこのような雨量が降っているというこ

とです。特に集中しているのが、午後 4時から 5時位、50ミリ前後の雨がそれぞれの所で

降っております。今話題になっておりますダムの上流は、霧生、高尾ここでも 50ミリ前後

の雨が 2 時間程降っているということです。こうして、阿山の奥、青山の方から降った水

がいつ岩倉峡まで来たかというと、もう 1 枚の裏の資料ですけども、岩倉峡の水位を見て

いただいたらわかりますが、最高が午後 8 時で 7.43m になっています。降ったのが午後 3

時、4時、5時で、ここに到達しているのが午後 8時。要するに 3時間程かかっているとい

うようなことかなというふうにも思います。そんな状況ですけども、ここでの水位を見て

いただきたいのですが、大体 4時位からずっと岩倉峡でこの水位の差を見ると、1.5メート

ル、一番最高が 5 時から 6 時で 2 メートル上がっています。伊賀上野橋の方も上がってい

ますし、それぞれ上がっています。島ヶ原が大体 1 時間に 1.5メートル位上がっています。

最高が午後 8時で、午後 10時頃からすーっと水が引いています。あと、この水の引く量は

丁度夜中の 10時から後位、大体 0.8から 0.9 メートル程水位を下げております。この岩倉

峡の水位というのは、ご存知かと思いますけど川幅が約 200 メートルあります。200 メー

トルの幅でもって 1メートル、2メートルの上げ下げがある。下が降っていないので、岩倉

峡から島ヶ原に出て行く水は、この数字で見ると大体 200メートルの幅の川の水が、0.8か

ら 0.9 メートル、80 センチ、90 センチ下げる能力があると。そういう能力がありながら、

尚且つ 5 時から 6 時に 2 メートル上がっています。ということは、差し引きあの川幅を 3

メートル上げる水が上から降りてきているとそういうことです。そこで、先程から色んな

数字出てますので、私素人ですのでよう計算しませんが、基本的に上から降りてきている

のは 200 メートル掛ける 3 メートルと、あとは流速を掛ければ多分流量が出てくるのかな

というふうに思います。ここには先程の霧生、高尾いわゆる川上ダムからの上の水も入っ

ておりますし、今ちょこっと出ておりましたように、河道掘削というような話が出ており

ます。河道を掘削する、先程から大体 2、3時間で来るのが、もう 1つ早くなるんじゃない

かな、そうするとその水が一気にこの岩倉峡まで来るので、逆に言えばもっと水位が上が

る可能性があるのかなというふうに思います。7.4メートルと言うと、どの辺の水位になっ

てくるかというと、岩倉峡大橋が橋の端が大体あそこに書いてあるのが、9.9メートルです。

9.9 メートルのうち、7.4 メートルまで水がついている、あの、現場を見られた方あるかど

うかわかりませんけども、想像してみて下さい。あの川幅が橋下 2 メートル程まで水が来

てるという、そういう状況です。水の観測点は、岩倉峡大橋より 50メートル程下で測って

いますけれども、殆ど差はないと思います。橋に国交省さんが書いてくれてあるのは、7.4

メートルというと、非難判断をする程の水位ということになっています。7.7メートルを超

えると、氾濫危険というそういう表示になっています。冒頭に言いましたように、この遊

水地の中、或いは下の島ヶ原が全然降っていない段階で、これだけの水位があるという、

で例えば台風がもっと広域な雨であれば周りから入る水が少ないので、もっともっとここ

へ出て行く水も当然こんな勢いで水位下がりませんので、もっと溜まるんじゃないかなと
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いうことです。現実溜まった後の状況について、冠水状況についてですけども、特に被害

の状況です。冠水したのは小田が全部と、木興も全部浸かっています、遊水地の中。新居

は 7 割位で、長田も殆ど浸かっているのかなと思います。ちょっと聞かせていただいたら

木津上さんの方で当時の写真を撮ってくれてあるということです。もし良ければ映してい

ただければ、皆様方その被害の実態というのがわかるかと思いますので。よろしくお願い

したいと思います。 

（藪裏委員） 

 

 失礼します。木津川上流の所長の寺井といいます。急遽ご指名をいただきましたので、

こんな形ですけども用意させていただきました。これが台風の翌日、ヘリコプターで上空

から撮ったものです。これが小田の遊水地でございます。西風が最後吹きましたので、溜

まったゴミ類がこういった遊水地の端っこに随分溜まっております。それから、これが小

田の遊水地の今の一番溜まった状況です。非常に刈り取りが済んだ後の藁とかが吹き寄せ

た状態です。これもそうです。小田の状況。これが排水門の近くの所に溜まったゴミと土

砂でございます。これがゴミです。それからこれが新居の遊水地でございまして、東側に

溜まった状況です。こういうふうに田んぼの所へ溜まっております。それからこれが長田

の状態で、堤防付近に吹き寄せられております。こんな状態になっております。これは大

きな木が吹き寄せられた状態です。それからこれが木興ですね、真ん中付近のこれは非常

にゴミを処理しにくい辺りに溜まりました。こんな状態で、色んなゴミも吹き寄せられて

おります。隅っこにはこういうふうに非常に大量のゴミが漂着しております。これが実は

丁度 5時位、先程ご紹介ありましたように、5時位の小田の遊水地の全景でございます。こ

こに排水門が写っておりますけれども、田んぼ、遊水地の中全部冠水したという状況です。

それからこれは私どもテレビカメラでずっと遊水地の中を観察しておりまして、それをま

さしく動画をストップさせて撮ったものですけれども、木興の排水門の全景ということで、

木興の越流堤からどっと水が入り込んでいる状況でございます。急遽お願いされましたの

で、飛び入りで申し訳ございませんでした。 

（木津川上流河川事務所 寺井） 

 

 続き。手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 今見ていただいたような状況です。ゴミ、瓦礫があの位積もっていまして、それの後処

理です。復旧の分ですけども、昨年に市と話し合いを持ちました時に、市の方からは焼却

を含めまして約 800 万円、市道の部分だけで 800 万円使ったという話です。国の方は総額

3,500万円位かかっているというふうな話もちらっと聞いています。地元ですけども、水路

の復旧とか機械の借料とかそういった部分、直接現金が出た分が 4 地区合わせまして大体
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400万円位、人については出合いとかそれぞれ個々に対応とかいって、人夫賃は、人件費は

殆ど入っておりません。だからそこらを例えば業者に拠ると、先ず倍位はかかっていくだ

ろうというようなことです。あれだけの水がついて自然的にああいうことになると、毎回

こんな形で出費が必要となります。もちろん市、国は税金でこれを出しております。生産

性のない金です。で、地元についてもこんな形で金は出して、ついでに復旧しなきゃなら

んのですが、その結果作る水田というのは、いわゆる地役権の問題で米か路地野菜です。

もう皆様方十二分にご存知だと思いますけれども、米、野菜でそれだけのものがペイ出来

るのか、とても出来るようなものではありません。そんなことで、今回の場合でももうゴ

ミはそのまま置いておいてもうやめようかと、いう農家も出てきているような状況です。

ただそんな中でそれぞれ組合とか団体とか個人とかそういったことで、今現在は、大体全

部復旧してきております。そんなのでもう耕作意欲もなくなってきているようなことかな

と思います。あそこに写真にもありましたように、遊水地というのは基本的に河川が氾濫

した時に、緊急避難的に一時的に水を溜めるということで地役権が設定されて、今に至っ

ております。前回でも水を溜めるというのは、当然遊水地が溜まって仕方ないなあと、そ

んな感じで議論されてたんですが、もう 1 枚資料をつけてありますけども、遊水地の契約

書です。この契約書をつけていただいたんですが、第 3 条契約の存続期間を見ていただき

たいと思います。この契約に基づく地役権の存続期間は、この契約締結の日から要役地と

なる越流堤の存在する限りの期間とするということで、永久に地役権を譲渡した訳ではあ

りません。要するに、越流堤がなくなり、遊水地がなくなり、その時点では遊水地のこの

地役権は回復するというのが、地役権設定の条件です。ですから、当然溜める、ずっと溜

めるだからもうそれでいいのやという話ではないと思います。国、県、市それぞれ国民、

市民の生命財産を守る必要があります。この遊水地の政策というのは、財産の一部を国民

に負担させているという、そういう状態です。だから今は遊水地ということでそれぞれ納

得、理解もし、協力もし、こうやってここまで来ているんですが、先ず第一番に国は遊水

地がなくなるような方策を基本的にして欲しいということです。先程のあれは言っていた

ように、大体 50ミリ前後の雨です。今の時代、特に集中豪雨とか異常気象だとか言われて

ます。新聞等でも 100ミリを超える雨が降るのが可能性として多分にあります。50ミリで

あの雨ですので、これが 100 ミリ降って、河道掘削で水の流れがよくなった時に果たして

どれだけどうなるのか、今の日本、世界一のコンピューターなら計算できるのかなと思い

ますけども、そんな実情ですので、もう遊水地は水を溜めるからいいんだということだけ

で収まって欲しくないというのが、私の考えです。そういう意味で、ちょっとでもダムな

り、上で水を止めていただきたい。特に先程越流堤からの水もありましたけども、こんな

50 ミリの水で越流堤から 1 メートルの高さまで水が入る。私の方の田んぼは越流堤の高さ

と、一番越流堤に近い田の畦の高さが、あまり変わりありません。何のための越流堤かな

というそんな気持ちです。このことについては、一昨年の 3月 11日に木津川さんの方と話

をさせていただいて、色々しました。丁度会議をしている時に、今の東日本の地震が起き
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た、そんな実態です。そういうことで、先ず遊水地ありきの話ではないということを根底

に置いていただいて、今の越流堤の関係もありますけども、そもそも 10年に 1回位の浸水

になるから、水つきになるから、今までは数年に１回だったのが、10 年に 1 回位になると

いう話の中で来たので、少しでも水を止める遊水地とはいえ水が入らないようにしてくれ

る、そういう方策をお願いしたいと思います。私以上です。長々とすみません。 

（藪裏委員） 

 

 はい、よくわかりました。これは前にもここで議論しましたけども、要するに遊水地が

未だ完成してないということと、それからその周辺の木津川、服部川、柘植川、そこの河

道掘削が出来てないということが、例えば今のようなちょっとした雨でも、今の被害が出

るということなので、これは前にも議論しましたけれども、とにかく遊水地を早く完成さ

せることと、そして本線の河道掘削を急いでやるということの方向で私たちは、この委員

会としては、そういう方向の意見として出したいというふうに思っています。 

（宮本委員長） 

 

 委員長。 

（小丸委員） 

 

 はい。 

（宮本委員長） 

 

 ちょっとこの話は一番最初に戻ってしまうじゃないか。あなたの、委員長。それは 3 点

で考えないといけないと言ってるじゃないか、3点で。だからね。 

（小丸委員） 

 

 ちょっと待ってください。 

（宮本委員長） 

 

 今のおかしいじゃない。 

（小丸委員） 

 

 あのね、要するに先ず遊水地というのは何十年もかけてやってるんですよ。その遊水地

が未だ完成してないんですよ。それから、本川の河道掘削が出来てないから、ちょっとし

た雨でも遊水地に水が入ってしまうんですよ。だから川上ダムあるなしを置いておいたと

しても、少なくともそれは、その議論は今してませんやんか。先ず、何が出来るか、一番

効果的に出来るのは何か優先的にやることは何かというところが、その遊水地を早く完成
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させるということと、河道掘削をやるというのが先ずいるじゃないか。 

（宮本委員長） 

 

 3点なんだよ。 

（小丸委員） 

 

 だから 3点はいいんです。ちょっと待ってください。3点はいいんだけども、川上ダムは

未だこれから 8 年かかると言ってるんですよ。でしょう、ですから今のまあ言ったら 8 年

間待たないといけない。ですから 8 年の間に何が出来るかと言ったら、本川の掘削と遊水

の完成ということを急ぐべきじゃないですかというのが言いたいんです。 

（宮本委員長） 

 

 委員長。傍聴人、発言をしたりする者は出してください。注意してください。 

（西山委員） 

  

 ちょっと傍聴者の人は拍手とか発言はちょっと控えてください。あと意見を述べる方は

ありますから。 

（宮本委員長） 

 

 あの、言うの忘れるわ。遊水の話ですけど、その前にちょっと一言だけ地整に聞かせて

いただいて、後。地整の方で私らが遊水地とか、いわゆる上野治水についてどういうふう

に今後やっていくかということを、ここはちょっとくどくなるんですけど岩倉峡を開けな

いでいくと、要するに 100：1で行くのだということで我々は聞かせていただいて、それに

基づいて遊水地の地役権の設定にも同意しております。その計画が今先程のパワーポイン

トでもやってましたけど、25 分の 1 に変わっているみたいなんですよね。そこらのいきさ

つ、ちょっと先に聞かせてください。 

（西山委員） 

  

 あの、ちょっとややこしい話で大変恐縮なんですけども、河川の計画につきましては、

簡単に申し上げますと 2段階という形でもって考えておりまして、長期計画と今後 30年間

でもってどこまでやるのかという計画、この 2 段階でもって考えていると。長期計画につ

きましては今西山さんがおっしゃられましたように、伊賀地域、木津川上流については 100

分の 1 の計画、これを考えているというような状況です。この中では岩倉峡の開削等々を

念頭に置きながら、長期計画というものを考えていかなくてはならないというふうには思

っておる所であるんですけども、一方で長期計画については期間であるとか、そういうと

ころも具体的に定めずに、具体的なものについてはもう少し短いスパンでもって計画を立
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てるということで、河川整備計画というものを定めております。で、この整備計画につい

ては戦後最大洪水、いわゆる 25 分の 1、木津川 25 分の 1 というような形でもって考えて

いる、2段階でもって考えているという中での遊水地、というふうに理解していただきたい。

ちょっとややこしいですけども。以上です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 説明はわかりました。ただ、そういう話は地元に一辺もないんですよね。100：1から後。

25 分の 1 というのは。だからそれだったら今言っても始まらない話で、先程委員長がおっ

しゃったように、河道掘削したら今程、こないだの昨年の 9月 30日の台風程溢れないだろ

うと、確かに河道掘削をしたら流れてくると思うんですよ。で、掘削した部分だけ水が溜

まります。ただ、流れてきても流れがよくなって流れてくるだけで、岩倉峡はなぶらない

ですよね。そうすると岩倉峡で止められているんです、現実は。だからそこら辺りを私は

専門家に申し上げて失礼かもわかりませんけども、そこらが私はちょっと理解できない。

それをとりあえず。 

（西山委員） 

 

 あの、それはね、多分一番初めに出たと思うんですけども、地整が昭和 28 年 13 号台風

で、戦後最大ですね、これでシミュレーションをやってるんです。その時に遊水地の完成

と河道掘削をやれば、それについては上野地区については殆ど被害は出ないというシミュ

レーションを出しているんです。ですから、とりあえず先ず、先行して出来ることは、遊

水地の完成と河道掘削だということで申し上げている。 

（宮本委員長） 

 

 ええ。それはですね、今回の資料で第 1 回目に出してますよね。資料、地整の方から。

それは理解してるんですけど、そういう考え方では私らは岩倉峡を開かないことには話し

にならんと、いう考えです。地整は地整の考えであると思うんですけど。私らはやはり岩

倉峡で止めてるのだから、開かないことには何ぼ流れて来てもそこで止まるんじゃないか

ということ、それから私の資料をちょっと見てください。カラー刷りで勿体ない話ですけ

ど。すみません。これのですね、ページ数が右下に書いてございます。はい。この図でで

すね、特に１ページ目と２ページ目です。これは 100：1を考えた上での多分引き伸ばしを

していただいてあると思うんですけど、これによりますと、一番わかりやすいのは下の図

面です。地図というんですか、これがですね、左上が何もせんと放っておいたらこの位冠

水するという話。その下がですね、河床掘削と遊水地を作れば、遊水地から溢れるのはこ

の赤と黄色の。それに対して川上ダムがプラス出来れば、右の図ですね。で、めくってい

ただいて、次の図も同じです。繰り返しません。だからこういう効果があってですね、川

上ダムがない時には浸水域が増えるわけですよね。それで例えば、2枚目、2ページ目で結
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構ですが、2ページ目の上のグラフですか、これ 40年の 25号の 1.48倍ですね、これで遊

水地と河道掘削、河道改修がした後にはというのが緑です。これが要するに岩倉における

流量が 3,500 トン余り、ということで出ている訳です。その次の 3 ページ目の上の水位流

量曲線ですが、これは縦軸が水位、横軸が流量です。今の、例えば先程の 40年のやつを見

ますと、3,500 トンということですね。そうするとこの下の 3,500 トン余りですが、3,500

トンとしてもこの下の図面で、ごめんなさい、右のグラフですね、これによると 3,000 と

4,000の真ん中位といいますと、まあ色々見方があるんですけども、これでいきますと、変

わってくるんですが、横に黒い実線がございます。これは岩倉峡の入口、木津川の 57.4 キ

ロ地点のハイウォーターですね、そうすると 3,500 来るとハイウォーターを超えるんです

よ、実際に。だからそれが超えるということは、自ずとわかると思うんですけども、ここ

が超えるというと勿論、当然遊水地も水位が上がってくると。遊水地のハイウォーターが

137です今現在。そうすると、どう考えてもダムがなけりゃ話にならんというふうに考えて

おります。だからこんな形で遊水地をこしらえてもどうなのかなと、ちょっとあれなんで

すけども、武田委員が先におっしゃった、せっかく小田地区の市街化区域ですか、商業施

設が出来てるんですけども、ここへ流れるのは明らかなんです。だからそういう意味でど

うしても、やっぱりダムがなければ話にならんと、こういうように思っております。 

（西山委員） 

 

あの、ちょっと前提として言っておきますけども、我々は今近畿地整が策定された整備

計画、これを基に伊賀の治水はどうなるかという議論をしてます。整備計画では、戦後最

大の昭和 28 年 13 号台風、これを上流の地域についてはクリアしましょうと、いうことに

なってます。 

（宮本委員長） 

 

それはわかっています。 

（西山委員） 

 

 ですから、先ず言っておきたいのは、先ずそこを絞らないと、これはね、色んな洪水を

言い出してくると、これはここだけの話じゃなしに、他の地区だってみんなそういう議論

がある訳ですよ。だから先ず 1 つは、28 年の 13 号台風でどうなんだというところをです

ね、きっちり押さえて議論すべきだと、先ず私はそう思います。 

（宮本委員長） 

 

 あのね、委員長のおっしゃることはですね、それはわからんことはないんですけど、実

際にこういうこともあるし、先程申し上げたように、岩倉峡で止まってるのだから、この

代替案では駄目ですよということを言いたいんです。 



44 

 

（西山委員） 

 

 ちょっと待ってください。岩倉峡で止まっていると、岩倉峡は開削しないという前提で、

近畿地整が一番最初に川上ダムがあるなしの時の影響を出されたんですね。シミュレーシ

ョンを。我々はそれをひっくり返してやる訳にはいかないから、やっぱりそれをベースに、

じゃあどこで支障が出るのかという話から議論を進めて参りましたから、そこの所はやっ

ぱり地整の方がしたシミュレーションをベースとして、我々は議論をせざるを得ないんだ

と思ってます。その辺はもっと色んな議論が必要だと思いますけども、とりあえずこの委

員会では、地整が出された今のままのデータを基に議論するしかないのかなと、私は思っ

ております。 

（宮本委員長） 

 

 えっと、確かにこれ流域委員会で出た昔のデータです。今委員長が言っているように、

議論を広げてしまうと、幾らでもこういう仮想の図面が出てくる訳です。今までである戦

後最大を規模という形で何倍するかということで、幾らでも大きく出来るんです。被害想

定は幾らでも、幾らでもと言ったらおかしいけれども、被害想定は出てくるんです。だか

らあまりこれは、議論の対象にここでしないで、先程藪裏委員が言われたように、こんな

雨でなんで浸かるんやということは、やっぱり技術的に解決しておかないといけないこと

です。これは想定した洪水以下の話ですから、想定した洪水以下で、あるいは想定してこ

こに入らない、入るべきでないものが入ってしまう訳ですから、これはどこか技術的な欠

陥、これは計画の欠陥なのかメンテナンスの欠陥なのか、どちらか。今委員長が言われて

いるのは、どうも浚渫、やるべきことをやってないんではないかと、やることをやって初

めて良かったとか悪かったとかいう言い方が出来る訳です。ですから僕が言いたいのは、

あまり議論を広げ過ぎないで、この委員会、今日でほぼややこしい話をするのは終わりだ

と思うんですよ。ですから、なるべく前提条件を基に、あまり希望的観測とか、或いは自

分の思いみたいなものはもうこの際やめて、委員長が苦労しているとりまとめの方向に向

かって、もうちょっと今日建設的な議論をしていただきたいなというふうに思います。 

（荻野委員） 

 

 じゃあ武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 ちょっとわからないので教えていただきたいのですけども、西山委員の資料で 1ページ、

上野地区の浸水被害となってますけど、これ実際に赤い部分が浸水した訳なんですか。こ

れは仮想。平成 2年の台風 19号でこういう被害があったという訳ではないですね。そうで

すか。ということは昭和 40年にこういう被害があったという訳でもない、なるほど。この
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平成 2 年の台風 19 号というのは、ほんまにあった台風なんです。あ、それを 1.44 倍した

らこうなると、わかりました。それから先程から上野遊水地をなくすというお話ありまし

たけれど、最終的に河川整備基本方針というのが出来たら、上野遊水地なくなりますと。

なくなりますよね。 

（武田委員） 

 

 あの、基本方針については長期計画ですので、決定事項ではありませんけども、今はそ

ういうような施設を持ってですね、100分の 1という形でもって考えているということでご

ざいます。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

なくならないと。上野遊水地の目的は下流への流量軽減と、上野地区の浸水防止の 2 つ

であると。でその 2 つは今のところ、達成されているのかどうかというのが前回の質問だ

ったんですけど、どうです。 

（武田委員） 

 

 それにつきましては、先程も申し上げましたようにダム検証中ですので、発言は微妙で

はあるのですけど、あくまでも治水安全度を有するために、先程委員長からもお話ありま

した、遊水地をやって河道掘削をやって、それとダムをやってそれでもって。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 そうじゃなしに。 

（武田委員） 

 

 というような考えでもって、というような観点でもって完成ということを考えておりま

すので、そうすると、そういう意味をもっては今の段階では必ずしも完成しているとは言

えない状況です。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 現状ではどうですか。効果ありますか。 

（武田委員） 

 

 あの、効果も色んな効果があるので何ともいいようがないんですけど、例えば遊水地の

外側に水が出ないという観点では、周りに周囲提等々も作っておりますので、そういう観

点での一定の効果というのは勿論出ていると、いうように思っております。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 
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 下流への軽減は。 

（武田委員） 

 

 下流への軽減については、これなかなか難しいところです。河口毎によって浸水区域を

絞ってしまっている、それから一方で河道についても全く何もやってないかというと、そ

うではない訳で、そこもやってたりするので、一概に何をもって効果あるないは言いづら

いです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 こういう数値があったから下流は助かっているということは言えますか。単純な質問な

んです。さっきから話を聞いていると岩倉峡開削をほぼ半永久的にやらないみたいですか

ら、ということは岩倉峡から出る水は変わりない訳ですかね。という考え方ではいけませ

んの。 

（武田委員） 

 

 下流というのは岩倉峡より下ということですか。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 そうです。 

（武田委員） 

 

 貯留しているという観点では、その分だけ流量低減には効いているんじゃないかなと。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 はい、わかりました。 

（武田委員） 

 

 さっき当てましたよね、武田委員の前に。まだありますか。 

（宮本委員長） 

 

 あの、僕の理解はですね、あまり専門でないのでちょっとわからないところがあります

が、この場では議論すべきことは、ダムありきで議論するのではなくて、ダムがもしなか

ったらどういう問題が起こるんだと、皆さんこの中でこんなことならどうしてもダムが必

要だなというか、ダムなくてもいけると違うのかということなのか、その辺のところを見

極めたいということだろうと思います。見極めをするのは、この委員会の先ず一番大事な
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ところなんです。それじゃあ見極めるためには、どういうことを知っておかないといかん

のか、どういう情報を基にしないといけないのだというようなことから、始まったと思い

ます。今日、地整の方から説明を少し受けたのですが、実は、第 3 回の宿題に、実は時間

がないから次だということなので、この議論はちょっと出来にくいように思います。ただ、

僕の理解では遊水地の整備とそれから河道掘削の部分で、どういう問題が起こるんやとい

うことを教えて欲しいというのが 1 つと、島ヶ原で洪水が起こる、想定洪水よりある流量

の増量があると。これについて、技術的な解決の方法はないのかと。1つは、河道浚渫をや

り、パロメントを整備することによってその対応はつかないのかと、いうことが知りたい

訳ですね。もしつけばですよ、そういう方向でやった方が技術的にも、具体性的にもそう

だし、工期的にも遥かに早くていいんではないかという、そういう考え方があると。もう

１つは、県営区間の問題があって、県区間についての例えば本川とのやりとり、整合性は

どうだという、今日は答えがなかったですけども、そういうところをですね、しっかり議

論して一応見極めて、それから勿論洪水の苦労を我々も聞いてよくわかるんですけども、

やっぱりここはもう少しブレイクダウンした形で、戻った形で議論して見極めをやって、

答申を書く時の見極めになるような議論をしていただければと。 

（荻野委員） 

 

ちょっと待って。1点だけ確認しておきますけども、川上ダムがありなしというシミュレ

ーションを地整は出されています。検討委員会の場で。その時に、ない時に昭和 28 年 13

号台風でハイウォーターを超えると、まあ言ったら支障が出るという所は、三重県管理区

間の部分的な一部と、それから島ヶ原の 600 メートルということになってます。我々はそ

のデータを基に、この伊賀市の治水はどういうふうなことであるべきかという議論をして

いる。そこだけ先ず押さえておいてください。それは第 1 回の確か委員会の時にその議論

をしてやってますから。まさにこれは重複をしないように我々考えていきたいと思います。

小丸委員。 

（宮本委員長） 

 

 今のご発言、確かに委員長おっしゃるとおり。でも、データデータと言って、要するに

想定外のことなんて幾らでも起こるんだよ、災害時というのは。だからデータで振り回さ

れてはたまらんというのを言っておきたい。それから、ダムがないという状況で議論をす

ると今言ったね、ない場合も含めてとおっしゃいました、スタートからそうなんだけども。

それはいいけれども、ダムがない場合にどうするかと言って千代延委員が代替案を出して

きて、それで何回も議論した訳。そうでしょう。でも、結論から言って今回か次回か知ら

ないけれども、代替案と言って何回も議論をして、基本的に名張の水源、名張市がその余

剰水源はないといったら、いやいや言いたいのはそこを言ってるんだ。だから言いたいの

は、ダムがないときどうするのといったら、河川改修だの掘削だの遊水地だのと言うけれ
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どもやっぱり 3点で基本的に議論をしてもらわないことには話しないならないと。 

（小丸委員） 

 

 小丸さん、あのね、あえて言いますけどね、初めから遊水地、掘削、ダムこの 3 点セッ

トだと、これは譲れないんだという議論をしたら、この委員会は何の議論をする必要もな

いです、議論を。そうでしょう。尚且つ我々だけじゃなしに、地整自体が今再評価の検討

委員会でダムがないときの代替案を検討しているんですよ。地整自身が。そうでしょう。

だから当然我々はその今検討していることを、伊賀市にとってはどうなんだという議論を

している訳だから、そこについてはダムがない時にどういうような支障が起こるから、ど

うするんだというのを今までしてきたんです。それを初めから 3 点セットなんだと言われ

るとこれもう議論の余地ないです。 

（宮本委員長） 

 

 だからないんだ。 

（小丸委員） 

 

 すいません、西山です。今の話の中で委員長のおっしゃっているのは、要するに今国交

省の案ということで話してきた。先程の荻野委員もおっしゃったけど、岩倉の下流の島ヶ

原地区については 600 メートルですか、堤防を作って河道掘削したらいいと。これは僕は

当然のことだと思うんです。ただそこへ水を流すのに、何べんもくどいですけども、岩倉

峡をなぶってないですから、なんぼようけ流そうと思っても行けないことも 1 つと。それ

とこの治水について、色んなことを言われて議論をしてるんですけど、我々あくまでも 1

つの、やっぱりここの地で生活してる人、地権者、この意見はかなり重く見てもらわない

と困ると思うんです。それから、この治水計画の全体をどうするかというのは基本的に言

ったら、ここの委員会は希望的な話をするだけの話で、後は近畿地整でやっていただくも

のだと、私は思います。 

（西山委員） 

 

 今の西山委員の意見は、幾ら議論したって、岩倉峡が触ってなかったら下流に影響なん

て逆に行かないんじゃないかということですよね。これも含めて地整お願いします。 

（宮本委員長） 

 

 はい。すいません、最後のところ、ちょっと言いたかったことだけ 1 点。先程委員長が

お話をされていますように、我々整備計画の中では昭和 28 年台風 13 号、これを考えてお

ります。これを考えた時には、おっしゃるとおり、浸水被害という観点ではダムありダム

なしでは、水位は収まっているというのはこれは事実であります。ただ 1 点あるのは、伊
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賀市区域だけのことを考えるのではなく、水系全体を考えているという話が先ず 1 点。そ

れとあともう 1 つは、先程来遊水地の話しがありましたけれども、遊水地の中については

浸水時間であるとか、浸水深であるとか、それが変わったとしても、これは遊水地の土地

を譲っていただいた方にはちょっといいづらい話ではあるんですけども、治水施設として

考えているので、浸水被害という形ではない、いわゆる浸水被害がないというのは、遊水

地の中には水は入っている、でもそれはある一定のところでもって地元の方とお約束して

いるので、それは達成していきたいという思いもある中でもって、今の整備計画というも

のは達成されていると。そういうふうに理解していただけるといいかなと。浸水被害が 28

年洪水でないから、ダムだということだけで思っているかというと、そうではないという

ことだけここでお話しておきたいかなと思っています。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 今の話、要するに岩倉峡を触らない限り、上を何しようと下流に影響ないんじゃないか

と今西山委員おっしゃったんです。それについて答えてください。 

（宮本委員長） 

 

 岩倉峡を。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 なぶらなければ。こっちからは流れないやないかと。 

（西山委員） 

 

 岩倉峡を開けなければ浸水被害については。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 浸水被害じゃなしに、下流の流量増がないんじゃないかと言ってるんです。 

（宮本委員長） 

 

 ちょっと待ってください。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 これ大事なことだから、そんなとこでもめないでください。 

（宮本委員長） 

 

 ちょっとこちらについては、確認させていただきますが、１点だけ。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 
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 確認させてもらうって、そんな話じゃない。これ一番問題のはずですよ。もしも岩倉峡

を触らなかったら下流に対して流量増がないと、変わらないというのであれば、枚方に対

しても川上ダムは全く要りませんよ。 

（宮本委員長） 

 

 基本的にはそうです。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 田中課長） 

 

 よろしいでしょうか。西山委員からの資料をちょっと見ていただいて、先程ご説明があ

った資料のまさに 2ページの上の表でございます。これのピンク色の線というのがですね、

これが計画規模の洪水が起こっても被害が出ないようにするために、築堤と河道掘削で対

策をした場合ということで、言ってみれば岩倉峡を開削したら下流にこれだけ水が出ます

よと、いっているような状態と思っていただいていいと思うんですけども、これに対して

オレンジ色の線、何も対策をしていない状態で、上野の市街地に水がどんどん溢れて被害

が起こっている状態、この時に下流の差、被害流量です。ですので、岩倉峡を開けるとこ

のオレンジ色とピンク色と流量の差分が、負荷となって出て行ってしまうというものでご

ざいます。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 成宮課長補佐） 

 

 ちょっと待ってください。今のピンクはね、築堤及び河道掘削で対応した場合でしょう。

そこに岩倉峡の開削が入っているんですか、これ。 

（宮本委員長） 

 

 開削と言いますか、壁たてで築堤をしたらということなので、全部下流に流している訳

です。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 成宮課長補佐） 

 

 それは要するに、全部岩倉峡を開削したという。 

（宮本委員長） 

 

 その開削と言いますか、とにかく上流で溢れている水を溢れさせずに下流に全部届けて

しまったらというのが。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 成宮課長補佐） 

 

 だから開けたら下流に影響がるのはわかっているけども、西山委員として、開けてなか
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ったら。 

（宮本委員長） 

 

順番に整理しますので待ってくださいね。それでは負荷がかかりすぎるというので、緑

色の線なんですけども、これを全部開けずに上野遊水地と河道改修、今河川整備計画で想

定している範囲内の改修をした場合です。3,500トンちょっと出ていますけども、ここまで

に収まりますと。ただしこれでも自然状態、何もしていない状態よりは下流に沢山出て行

ってしまっているということです。青い線がさらに川上ダムをやった場合ということで、

何も出ない状態とほぼ一緒になるということで、上流対策を全てやっても、下流にもとも

との状態まで戻そうと思うと、この 3 点が要るというのがもともとの話で。対策をしなく

ても少し緑とオレンジの差分については、負担となって出て行く可能性がある。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 成宮課長補佐） 

 

 ですから西山委員の答えに対しては、岩倉峡を触らなくても上を改修したら下流に流量

増が行きますよということなんですよ。 

（宮本委員長） 

 

 そうですね。開削した場合とは少し量は。 

（近畿地方整備局 河川部 河川計画課 成宮課長補佐） 

 

 意味わからん。 

（西山委員） 

 

 もう一言だけで。 

（宮本委員長） 

 

 もうええ。 

（西山委員） 

 

 一言だけ。すみません、私も理解が出来ました。岩倉峡を開削したら下流に大きな影響

はでますけれども、岩倉峡を開削しなくても上流でもって色々改修等々やった場合には、

下流に影響は出るということです。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 これね、4時半、実は 4時なんですね今日のタイムリミットは。それで、治水についてど

うしてもこれだけは今日言っておきたいことがあったら言ってください。 
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（宮本委員長） 

 

 今のグラフですけども、オレンジが自然で、紫が川上ダムがあった場合。違いというの

はピークが 5 時間位後ろにずれる、いや前にずれるだけですか。ほとんど変わらないです

ね。オレンジ色と紫のグラフの違いというのは。 

（武田委員） 

 

 流量が全然違う。 

（西山委員） 

 

 いや、流量はこの横の軸ですよね。時間がずれてるだけですよね。 

（武田委員） 

 

 これものすごく単純なご質問なので、それちょっと後で答えてください。いいですか。

武田委員いいですか。 

（宮本委員長） 

 

 それとですね、もう 1つ確認ですけど、川上ダムの集水面積は木津川流域の 13パーセン

ト、あ、11 パーセントですね。そこに豪雨が降った場合は確かに効果が発揮できると思い

ます。ですから私の答えにいっぱい表、グラフをつけてくれましたけども、これ前につけ

てくれました白黒の図ですね、あれにして欲しいですね。たった 3 点しか気象のデータの

ない昭和 28年でもあの資料出てますよね、是非それをつけてください。ざっと読みまして

もやっぱり川上ダム集水域流域には特に雨がようけ降ったという例は少ないですね。それ

から、先程から出てますけど、川上ダムから大内橋までの河川改修というのは、これは先

ず無理です。出来ません。 

（武田委員） 

 

 もうよろしいです、計画は。 

（西山委員） 

 

 それでその、ところが去年の 9月 30日には結構浸水被害出ています。それはかなり先に

なるであろう井堰の統廃合、25 分の 1 の大改修、川上ダムの完成を待ってる必要ないと思

います。井堰をちょっと直すとか、堤防を局所的に上げるとか河道を部分的に浚渫すると

か、合流点を改良するとかそれで防ぎ得るであろうと思われます。そんな大改修を待って

いる必要ないと思います。それが大事なことだと思います。 

（武田委員） 
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 すみません。藪裏委員が出した資料ございますね。昨年の 17号台風、これに対して被害

がこれだけ出てですね、まさに遊水地の地権者が農地をやめようかと言うような話を、聞

かせてもらったと思うんですけど、これに対しましては地整も含めてですね、17 号でこれ

位の被害、何をすれば被害がなくて、あくまでもここは伊賀市の住民たちが利益を求めよ

うという委員会と思うんです。それでダムも含めて河道も含めてですけど、そういう面か

ら含めて、この身近に出た災害を、それすら防御できないのに、ゴミとは言わないですけ

ども、そういう経費がかかるやつを少なく頻度を落とそうとすれば、じゃあ一体何をすれ

ばいいのかということ位しない限り、全然ベースに乗らない。 

（林委員） 

 

 だからそれを言っていた訳です。今年来るかもしれないし、まさに今年も来たし、また

これから来年来るかもしれない。その洪水に対して、何を先ずやったら伊賀市民にとって

いいのかということを、議論しましょうと言っていたんですよ。それであれば、まさに遊

水地をちゃんと完成して、樋門操作もちゃんとやると。樋門を開けっ放しで逆流させるこ

とをしないと。そして河道掘削をやるのが先ず一番じゃないですかということを、当初か

ら言っていた訳です。それプラス、川上ダムがいるのかいらないのか。これは次また議論

したらいいんですよ。だから先ず何をすべきか、伊賀市民にとって何をすべきかというこ

とを、我々としてはやっぱり意見として市長に出さないといかんというふうに思います。 

もうちょっとすみません、あのね、もうこれで打ち切らせてください。これはもう本当に

やったら、あれなんで。もう議論がね、不十分であることは重々承知です。だからこの中

で一体どこまでのことを我々は、まあここまではこうだなということで市長に報告できる

のか、これについては次回が最終回ですから、私自身そんなに頭が複雑じゃないので、私

が皆さん方の意見を聞いて、ここまでのことは皆さん方ある程度共通かなというところを、

紙にして次回持ってきます。それを基に皆さん方に文句とかそこはちょっと違うとか、い

う話をして委員長のとりまとめるところはとりめとめたいと、いうふうに思います。 

その時お願いしたいのは、一番初め冒頭に言いましたけれども、私も川上ダムに対する

色んな思いがあります。皆さん方もいっぱいあります。もうそれこそ何十年と色んなこと

を聞かされてこられた訳ですから。しかし、その議論をここでやると絶対にこれ、ある程

度の共有なんて出来ません。ですから私も頭の中を空っぽにしますし、皆さん方もこのテ

ーブルについてる時は、頭の中を先ず空っぽにして、そして地整から、あるいは水道部か

らでたデータを基に今ここで何が皆で共有できたのかなと、いうところをですね、まとめ

るということにさせてもらわないと、皆さんの思いがですね、ペーパーに書き込むなんて、

これは本当にもう無理です、それは。そこだけはもう私の限界ですから、そういうふうな

ことを次回私の方から出させてもらいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（宮本委員長） 
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 えっと委員長、委員長が今度次回に今までの 4 回の色々な意見を、取りまとめるという

形で出すということなんですけどね、委員長も苦労をなさっているのもよくわかる。でも

ね委員長が提案していただいた内容について、5回目で内容を精査をするというのか、合意

を得るまでに、果たして完結するかどうか大変難しい話だと私は思っている。そこで、私

委員として、委員としては私なりの意見を出す。意見書を出すつもりなんだ。他の委員は

わかりませんけれども、やっぱりそういう形でお互いがそれぞれ意見を集約すべきだと。

委員長があなた 1 人がまとめて、そりゃあ偉い方だったからよくわかりませんけれども、

でもそれは 5回目の議論の中で、大変な時間ですよ。 

（小丸委員） 

 

 皆さん方の気持ちをそれぞれ言ってもらうのは、それをまとめていたんではまとめられ

ないから、ですから、今我々が先程、少なくともデータを基にここまでのことはなる程な

と、そうだなというところを本当の最大公約数を出しますから。それがもしも違うという

なら、そこで意見を出してもらったらいいです。 

（宮本委員長） 

 

 よろしい。一応、今日で第 4 回が終わって、屁理屈に近いような理屈から議論かわかり

ませんけども、聞きにくいこともあったと思います。それから色々思いも語ってもらった

と思います。5回でどの程度委員長がまとめてくれるのかわかりませんが、ある程度 9人の

委員全員が納得できる形のものを、なかなか幅広くなってしまうかもしれませんが、だけ

どやっぱり要点は要点ですから、議論の要点をきちっとまとめてもらって、それを皆読ん

で、いやここは自分は違うとか、自分の思いはここには書いていないとかいうことが恐ら

く出ると思うんですね。それはいえば主文に対して、それぞれの委員の意見をですね、例

えば荻野なら荻野はこういう意見ですと、ここは違うとかここはありだとか、小丸さんだ

ったら小丸さんの思いをですね、そこに述べてもらって、それを市長が主文のところを読

んで、それからそれぞれの思いを読まれてですね、これからどういうふうに市政に反映す

れば良いかを考えていただくと。もっとわからんことがあれば、ここはどうだとか、そこ

はどうだとか、フィードバックで色々でてくるかもしれません。だけど一応第 5 回でとり

まとめるということであって、意見が出るかどうかわかりませんが答申というものをまと

め、それに対して重複になりますが、それぞれの委員が意見或いは考えがあればですよ、

出してもらうということでどうですか。 

（荻野委員） 

 

 あの、荻野委員のおっしゃるのはね、基本的にはそこやと、本来はね。ただこの委員会

の冒頭ですかね、1回目の時の話で出たように、なかなかこれをまとめるというのは大変と
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いうか、出来ないですよ、現実はね。だからここでね、今おっしゃるように確かに委員長

の方で 1 つの案を出してもらうと、いうことに対して、その案に対してそれはおかしい、

これもおかしいよとなった時に、委員長の案を要するに基にしてそして他のものは付け足

しというのは、私は反対です。やはり色んな意見があれば、それで判断するのが委嘱者で

ある、そこにみえる市長だから。賢い人やで任しておいたらいいんや。だから両論でもい

い、三論でもいい、四つでもいいと思うんです。それは併記すべきやと思うんです。 

（西山委員） 

 

 それは、これ事務局が議事録を毎回作ってくれてますよね。速記録。あれを読めば本当

にこの 5 回、4 回でどういう議論をしてきたかというのはわかるんですよ。私はですから、

その議事録というのは当然答申案に全部付けるべきだというふうに思います。で、それは

市長に全部読んでもらうと。その中で色んな意見ありますよ。対立した意見もあれば、喧

嘩をするのもあります。その中で共通項として出来たものは何なんだと、いうことだけを

なんらか見つけてあったらかいたらいいんじゃないか、私はそう思っている。 

（宮本委員長） 

 

 すいません。基本的にとりあえず今日はそういう線でいかんことには、ちょっと収まり

がつかんと思うんです。次に委員長が出してもらった案を見て、そんなもの馬鹿な話やと

か、それええやないかとそういう判断をするしか仕方がないと。それから今申し上げた、

委員長が言っていただいたように、この議事録見ておいていただきたいです。ただ、申し

上げたいことは、この議事録ね、途中でかなり改ざんされています。改ざんされています。

言ってないことを言ったり、或いは言い方を変えて、これはもう議事録やない、本来。こ

ういう言い方がいいって、私だってあります、あの時こう言ったけど、こういう表現が良

かったなと、或いはこれは前で言うより、後ろで言う方が良かったとかあります。これは

議事で私ら言ったことですから、その議事録を変えるというのはもってのほか。 

（西山委員） 

 

 そりゃそうですよ。言っておくけど、私個人は言わしてもらったら、私はそれこそ漢字

の字が違うところを 1、2 箇所変えてるだけで、本当に変なことをしゃべってますけども、

そのまま私はやってますよ。ですからもしも、そういうふうなことで、議事録がおかしい

ということがあったら、ほんとしゃべったことと違うところがあったらそれは逆に言った

ら、各委員が先ず自主的に過去の 3 回の議事録を直してください。そうでないととんでも

ないことだ、そんなことは。 

（宮本委員長） 

 

 よろしいです。あのね、今回も前回も私、事務局にそれは申し上げました。だから事務
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局は今の議事録の照会の時に、内容は変えないでくださいとわざわざ書いてきてくれた。

それでも変わる。おかしい。 

（西山委員） 

 

それははっきり言ってね、委員会の委員である資格ないですよ。自分の言ったことを議

事録の時点で修正するなんて話はもってのほかですから、それは自分が自ら自主的にです

よ、自分の名誉というか良心に従ってちゃんと修正してください。それは私委員長として

きつく皆さん方に対して申し上げます。 

（宮本委員長) 

 

 もう 1 つね、先程も言いましたように第 5 回目の次回に、仮に私が意見を、意見書を提

出させてもらうとする、仮に。仮に提出させてもらうとするやんか。そしたら、その辺り

は当然次回の議論になろうと思うけれども、委員長としてはどういうふうな形で扱いとい

うのか、それは私だけでなくて他の委員さんが出されるかもわからない。複数の委員が。

可能性あるやんか。その時にどういうふうに扱われるかということだけ、ちょっと聞かせ

ておいて。 

（小丸委員） 

 

 私はですね、少なくともこの委員会のとりまとめをすると言ってるんですよ。各委員の

皆様方の個々の意見を出してくださいなんて言ってないんですよ。それはすでにこの 4 回

で皆さん方十分しゃべってもらってるんですよ。で、今も治水について他にありませんか、

利水についてもありませんかということで打ち切った訳です。ですから、少なくともこの

委員会としてまとめることの方向で先ずはいくべきだと思います。それで、そのまとめ方

がおかしいと、或いは気に入らないというのであれば、それは各委員が自分の意見はこう

だというのを、第 4 回か第 5 回の委員会の後で自分の意見として、出してください。だけ

どその議論は、しません。ここでは。要するにここで委員会でやるのは、委員会としてど

こまでまとまるかということを議論するんであって、それぞれの委員が、まあ言えば個々

に自分の思いを出されるということをもう 1 回ここでやりだしたら、収束しません。だか

ら第 5 回でそれについては、もし違う意見だというのであれば、それは委員会が終わった

後に事務局に出してください。それを付けて市長に渡します。 

（宮本委員長） 

 

 この委員会は検証と検討する委員会でして、当初からデータと根拠を基にと言われてま

すので、もう思いというのは排除していいと思います。検証できたデータと根拠だけを拾

い集めれば、そんなに変わったことはないし、もめることはないと思います。 

（武田委員） 
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 私もね、私もそれを思うのは、皆さん方とある程度データを見てここまではこうかなと

いうところを、踏んできたつもりなんですよ。ただし、川上ダムをいるかいらないのかと、

必要だと、そこの議論はその思いとしてあると思いますけども、少なくとも伊賀市にとっ

ての治水と利水というところで色んなデータに基づいて、また水道部も本当に良心的に色

んなデータを出してもらったし、地整からも出てます。それを基にここまでは皆理解した

よねというところは、私はあると思います。それが全くなかったらこんな委員会駄目や、

はっきり言って。皆さん方も大変忙しいのにこれ夜遅くまでやってはるんですよ。それが

全くバラバラですわと、それはないですよ。そんなんやったら私、頭丸めないといけませ

んよ。 

（宮本委員長） 

 

 この委員会ね、冒頭から片仮名が３つ並んでいるんですよね。データがね。確かに大事

な話です。これで今まで来たんですけども、データというのは数字とかそんなのだけじゃ

ないんですよね、広辞苑で調べました。今までの事実、経過こういうのもデータなんです。

だから今までもそういうことを申し上げてきました。次回にそういう意味でちょっと発言

させていただきたいと思っています。 

（西山委員） 

 

 あの、当然今までの経緯とか何とかかんとかあるけども、少なくとも我々が最小限やる

のは、今伊賀市なり地整から出されているデータを基に伊賀市にとっての治水利水はどう

だというところを、やろうとしました。それは一番初めに冒頭に私が言ったつもりです。

で、市長もおっしゃいました。それをやった上で共通点をきちっと整理できるところまで

整理したらいいと思います。それプラス皆さん方が色んな意見があるというのであれば、

それは私は文書でも出されたらいいと思いますけれども、それは逆に言ったらこの委員会

のものじゃなしに、それを今度は市長さんが読まれて、西山委員なり、小丸さんはこうい

う意見を持ってはるんだなということで、私はそういうことを。そのデータの議論、やり

だしたら、とてもじゃないけど 5回じゃ出来ませんよ。 

（宮本委員長） 

 

 すいません、結局淀川流域委員会と同じような形になる訳ですよね。結果的には。 

（西山委員） 

 

 そういうことや。 

（小丸委員） 
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 それはどういうことですか。 

（宮本委員長） 

 

 いわゆる回答方法というのか。意見書自身。 

（西山委員） 

 

 だから言ってますやん。その、私が一応提案しますから、それについて皆さん方がどう

だと、こんなことは共有出来てないと、言われたらそんなものは削っていきますよ。そう

でしょう。 

（宮本委員長） 

 

 あの、西山委員の心配されていることはよくわかるんです。だけど先程認められたみた

いに、委員長がこういう雰囲気を全部把握されて、議事録を全部読んで１つのことをまと

めようと、これは市長宛に。で、恐らくそれぞれ小丸さん、違うと思ったら、いや、違う

ということはあると思うんです、それは勿論。人の頭数だけね。だけどこれを全部並べて

しまうと、まとめにはならない訳ですよ。だから西山さんも認められてたと思うんですけ

ど、先程ね。せっかく委員長がこういうふうにまとめようと、或いはある算段で思いでま

とめてくれるんですから、これを次回ですよ、読んでですね、それぞれ意見がありますよ

ね。字句の問題とか表現の問題とか、或いはこんなこと言ってなかったとかいうことがあ

るかもしれない。それは次回時間をかけてディスカッションをして、しかもこれは時間が

限られますから、どうしても違うなというところはですね、それぞれ自分の意見を事務局

の方に提出して、それをまとめて市長さんに読んでいただくと。それをしないと、結論で

なくて、その辺を結論としたらどうですか。とりあえず今日は、委員長にまとめてもらっ

たものを次回見て、それでいいんじゃないですか。 

（荻野委員） 

 

 出来るだけ私ももめるのはかないませんから、出来るだけ皆さん方が、ああここまでや

ったら、この位の文章だったらやむを得ないなと、いうところをない頭、知恵を絞って一

応書いてきますので、次回それを基にベースに議論してもらおうと。それで議論がどうな

ろうと、それはまたその時の時点でそれじゃあどうしましょうかと、話をするしかないと

思います。ただ 1 点だけ言っておきますけども、これはあくまでも伊賀市民にとってどう

すべきかと、いうことをですね、皆さん方の立場を離れて意見として皆で議論していく訳

ですから、その 1 点だけはやっぱり外れないで、こうは思うんだけども俺の立場から言っ

たらこうなんだと、その話だけは是非、私も避けたいし皆さん方も避けて欲しい、いうふ

うに思います。 

（宮本委員長） 
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 最後に 1 点だけ。委員長、それはカットしますけれども、出来れば当日ペーパー持って

来られて、それは少し我々も見せてもらい読ませてもらわないといけないから、出来れば 2、

3日前までに委員長がんばっていただいて、悪いけれども、よろしくお願いします。 

（小丸委員） 

 

 それはね、出来ればいいんですけども、ちょっと私もぎりぎりになるまでわかりません。

それともう 1 つね、これは約束しますけども、細かい字で皆がぐっと読まないといけない

ようなそんな長い文章を私は作りません。もうぽっぽっと見れば、ある意味では箇条書き

的にこういうことだとわかるような文章でしますから、そこはご理解ください。そしたら

そういうことで今日の委員会は終わりますけども、終わるんじゃない、審議は終わります

けども、傍聴者の発言お願いいたします。 

（宮本委員長） 

 

 すいません、先程のこれの話は。よろしいですか。えっと。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 もうそれはいいです。後でやってください。 

（宮本委員長） 

 

 後でね。わかりました。 

（近畿地方整備局 河川部 中込河川調査官） 

 

 えっと、それじゃあ増えたらいかんので、4人。そこの 4人さん、5人さん、5人さんで

いきますからね。そうやって手が増えるんですよ。そちらの女性の方と、そちらの後ろか

ら 2 番目の方を含めて、こちら、もうちょっとね、もうね、あのすみません。当てますか

ら、初めに一応手を上げてもらった方にしてください。そして尚且つ、これまでにこの場

で発言された方は、同じことは絶対に言わないでください。同じことをと言わないでくだ

さい。今日違うことを言いたいということは、お願いします。そしたらこちらからいきま

す。赤い女性の方。 

（宮本委員長） 

 

 ありがとうございます。大昔の四国三郎の吉野川大堰のときを思い出しました。覚えて

おられますか、吉野川の堰。木曽川をね、木曽川みたいに大きな堰、コンクリートの堰を

作ると言った時に、四国の人は反対したんですよ。江戸時代に作った本当に素晴らしい堰

を潰すのかといってね、私他のことを言うつもりやったんですけど、今日のこの討論を聞
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かせてもらって、四国三郎の歴史を調べてみてください、出てきます。それに、知ってい

ただきたいのは子どもの数が減ってる。あなた方に子どもの数、伊賀市が何千人くらいい

てると思いますか。小学生だけで。私の目算では 3,500～3,600 人いません。1 年生から 6

年生まで。私視覚障害者ですから、4年生の子どもたちに目が見えない、どういう日常生活

を送っているかとか、ここに盲導犬連れてどうして歩いているかとか話をしますよね。で

も、この周辺の子どもたち、数わかりますか。複式学級もあるんですよ。それに１学校で

75 人。1 年生から 6 年生まで。確かに桐ヶ丘とかゆめが丘とか、大きいところね、上野東

とか上野西はある程度おられます。それを合わしても多分 3,500 人、島ヶ原の方もいらっ

しゃいますでしょう、大山田の方もいらっしゃいますでしょう、自分の地元も子どもの数

が何人いるか、それに対してどれだけの借金を残してやったら子どもたちが喜ぶか、それ

を私はあなたたちに、数字もいいでしょうけど、計算もいいでしょうけど、子どもたちに

どれだけの借金を残してやったら、子どもたちが豊かに育つのか、それだけは腹に据えて

ください。お願いします。 

（一般傍聴者） 

 

 はい。ありがとうございました。それでは、こちらの方。 

（宮本委員長） 

 

 伊賀利水研究会のアサノです。伊賀用水を取水することの可能性を述べます。守田水源

または、森井堰の実際流況を約 30 年間に渡る国の観測流量表と、三重県企業庁の平成 18

年度観測流量表の分析からは、昭和 62 年の 2、3 日は少し不足気味ですが、あとは全て問

題はありません。また、流水専用の視点でみても、全量許可できる実態があります。伊賀

用水の木津川自然水での、流水での安定水利権にすべきとは思っております。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。はい。ちょっと待ってください。次いきます。 

（宮本委員長） 

 

 1 分程でいいです。ハタナカです。色々お話を聞いてですね、どうしても解せないのが、

その数値やデータだけではあかんと、人間の感情、そういったものがあるんだということ

が常に出てまいりますが、やはりデータは大事です。いいですか。ダムを作ろうとするの

が、9 月 30 日の 17 号台風、ここだけを見てもらってもいいんですが、ダムの上流部、霧

生というところで 239、雨が降ったと。この霧生はですね、水源保護林、或いは森林整備を

一生懸命やっているところですから、降ったといってすぐに流れない。岩倉へ到着するに

は、かなり時間がかかります。ところが、開発が進んでいるところで降った雨は一直線に

流れていく。そういう時間差もあるんです。いいですか。それから、川上ダムの作る上流
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部、近畿地整が一番よくご存知ですが、この全体の中の 11%なんですよ。これ全部、もう

一度見比べてください。ダム上流に降った雨、これ全部止めたとしても岩倉へ流れ込む、

或いは時間差も含めてどれだけ流れるか。こういう事が大事なんです。それを今、検証検

討してるんでしょ。ここの位置が本当にダムを作る必要性のある一番効果的な場所だとい

うのを示してください。特に近畿地整。それから、木津川上流でもいいんですが、この前

の 17 号台風で私達も木津上へ行きました。どうだった。今のようにテレビでやりました。

それから、遊水地の地権者の方に、私達が 20 年か 30 年、遊水地をまた壊してしまうんで

すか。まず 100年は壊せないですよ。円柱構造物なんですよ、ダムと一緒で。それが 20年

か 30 年で壊せるような事を言ってるけど、とんでもない間違いだ。そうでしょ。それと、

遊水地の皆さんに聞きたいのですけれど、あの越流堤の高さ・幅、最近決まったのだけど、

分かってるんですか。1ｍ50下げたんですよ。水がどんどん入ってくるのは当たり前なんで

すよ。下げたんだから、1ｍ50下げたんだよ、幅も。だからゴミがいっぱい入ってくる。そ

れと、もう一つは、排水門上げたままなんです。運用していない。完成がしていないから。

だから、排水門というのは一番低いところにあります。流れていくようにね。そこから逆

流してくるんですよ、水が。少し田んぼの水が入るんだけども、あれが本当に運用したら

どうなるのか、ある程度の効果が出ると思います。この間、17 号でなんぼ入ったか、395

万トン、さっきの写真見たでしょ。越流堤を越えているのがだいたい 60 センチから 90 セ

ンチ、そういうことで計算したら、400 万トン入ってない。遊水地は 900 万トン入る規格

になっているんです。まだ大丈夫なんです。以上です。そういう事で、データに基づいて

議論してください。 

（一般傍聴者） 

 

 すみません。1分がえらい長いんで。ありがとうございました。 

マスクの方。 

（宮本委員長） 

 

 遊水事業をさせていただいております、ナガイと申します。今まで議論をされてた中で、

あまり数値ばかりにとられて議論がまとまってないなと。私は、現場の立場で一、農民で

す。農民の立場から言わせてもらいますと、この遊水地について議論をされるようになっ

たのは、昭和 40 年から 41 年くらいです。私が小さい時です。高校生くらい。その時に、

まず旧上野市ですね、市会の中でいろいろ話された中で、当初は岩倉峡を開削するという

話で進んでました。そしたら、もう、伊賀市、当時の上野市の水害はほとんど防げたと。

下流から待ったがかかったわけですね、開削されては困ると。なんでやと。下流は水害に

なると。上流で犠牲になれという話でした。もってのほかですね。私達は、農作物を作っ

て生計をたててるんです。ところが、いつの間にか知らん中で、工事が進捗していった。

それは、開削がダメになったので遊水地と川上ダムをセットで考えるという話が当初の話
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でした。それが、今現在、コンクリートから人へ、人から人へ、人からコンクリートか知

らんけども、凍結になってしもて、また話が出てきた。当然、私は川上ダムプラス遊水地、

これが当たり前の話です。そうと違いますか。昭和 41 年としても、45、46 年経つんです

ね。その中で昔のままの議論をして頂いても、我々は納得できません。去年の台風 17 号、

昔は、私が小さい時も水害はありました。伊勢湾台風等々も小さい時です。水は入ってき

ましたけども、勢いよくは入ってこない。引くのも除々に引いていく。あの広い越流堤が

1.5ｍ下げた状態で作られまして、入ってくる水の勢いというのは津波です。あれが持って

いかれ、水路は崩壊され、これ直すのは我々が直さなあかんわけです。負担金 50%だして。

我々が壊したこともないですよ。そういう越流堤の工事ために、こういう状態になってい

る訳なんですね。結論としては、それをなんとかして欲しい。 

もうひとつ結論は、水を入れるのは承諾しました。ゴミは承諾しておりません。このゴミ

の解決、それと川上ダムと遊水地との両面で両立したかたちで考えていって頂ければと、

こういう風に思います。そしたら、越流堤から入ってくる水も緩やかに入ってきて、越流

堤を越える水位、1.5ｍ以上のところから入ってくるのと、50cm の高さから入ってくるの

と状況が違いますので、そういう点もよろしくお願いいたします。 

（一般傍聴者） 

 

はい次。その後ろの方。 

（宮本委員長） 

 

 カワカミです。去年の 9 月 30 日の台風 17 号の洪水について、近畿地方整備局から今日

出ております資料の一番最後のページをちょっとご覧頂きたいと思いますが、この雨はで

すね、伊賀地域の山手の方全般にですね、まんべんなく雨が降っている。例えば、柘植川

の流域ではですね、玉滝で 174ミリ、柘植で 262ミリ、服部川の上流の阿波では 241ミリ、

木津川本線の上流の坂下では 198ミリ、そして、前深瀬川の上流の霧生で 239ミリ、寧ろ、

柘植川や服部川の方が時間雨量としては多い傾向にあります。したがって、岩倉峡上流 560

平方キロメートルの 11パーセントしかない流域面積、11パーセントしかない川上ダムだけ

を作っても、この洪水の流出を抑えるということは出来ないタイプの雨だったという風に

思います。それで、この雨によって遊水地に水が入った訳ですけれども、先程お話があり

ましたように、遊水地に入るのは水だけではありません。水と一緒に土砂もゴミも流木等

も入ってきます。このことはですね、地役権の契約を設定するときに、たぶん近畿地方整

備局と地権者の方々との間で話し合いをされて契約の条項になってると私、思っていたの

ですけれども、今日、配布された資料、契約書を見ますとですね、その事は明記されてい

ません。遊水地だから当然だろうという風に整備局は言うかもしれません。遊水地とはい

えどもですね、農家にとりましては出来るだけ水が入らない方が望ましいわけですよね。

完成した後の管理は完璧にされるのでしょうけれども、完成されるまでの管理が木津川上
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流河川事務所の方で一体どのようにされているのか、排水樋門も開いたまま、越流堤は 1.5

ｍ下げた状態で水が入ってくる。この管理はですね、やっぱり改善しなければいけないと

いう風に思います。淀川水系流域委員会、私、委員をしておりましたけれども、淀川水系

流域委員会でも、この遊水地の越流堤の設計については、最適設計をしなさいということ

で、様々な議論をいたしました。遊水地の越流堤が低ければ、低すぎればちょっとした洪

水で水が入って、今度、上流で大雨が降って洪水のピークが来た時にですね有効なピーク

カットができない。だから、低すぎるのも問題がある。寧ろ、ピークカットを狙うのだっ

たら越流堤は高い方が望ましいという風な議論をしまして、おそらく何百万円か何千万円

かをかけてですね、木津川上流河川事務所はシミュレーションを散々やられた結果、今の

越流堤を作られたのだと思っております。次にですね。 

（一般傍聴者） 

 

ちょっと手短にお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 はい。自己水源は大事だという話をしたいと思います。今日、水道部から配布された資

料の一番最後にですね、水道用水供給の施設概略図というのがありまして、ここに、ゆめ

が丘浄水場から阿山とか或いは伊賀とか大山田とか各地にですね、配水される管路の図が

あります。それぞれ延長が 20 キロ、19 キロ、21 キロとかですね、そういう広範に渡って

ですね配管が設置されております。東南海地震のような大きな地震が来ますと、当然、各

所で破断することになります。そういう時に、じゃあどういう風にしたらいいのか。私が

考えますには、やはり自己水源は大事だということです。簡易水道、それから井戸ですね。

こういう風なものは大渇水の時に、それからこういう地震のような巨大災害の時、その時

に初めて真価を発揮するわけなんです。ですから、むやみに今のように、むやみにどんど

ん廃止して捨ててしまうという風な事は、これはとんでもない事であります。水道部に見

直しといいますか考え直しをしてもらいたい、そんな風に思います。 

（一般傍聴者） 

 

はい、ありがとうございました。それでは最後の方、はい。 

（宮本委員長） 

 

 関西のダムと水道を考える会のノムラです。利水の代替案についてお話させて頂きたい

と思います。昨年 12 月 23 日の毎日新聞が大きく報じましたように、国は、高山ダム、青

蓮寺ダム、比奈知ダムの利水容量 1,570 万㎥が余剰状態にあり、他の用途に転用が可能で

ある事を明らかにしました。そこで私達は、この容量の一部を比奈知ダムに貯留し、ここ

から前深瀬川に導水すれば、伊賀市の水道のために川上ダムに 350 万㎥の利水容量を設け
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なくても済むのではないかとの意見を先般のパブリックコメントに意見提出しましたとこ

ろ、3月 1日に開催された川上ダム第 5回幹事会の配布資料の中で、国から新規利水対策案

の一つとして検討するとの回答が示されました。経済性の検討は、特にはしておりません

けれども、この委員会においても検討対象に加えて頂きますよう、お願いいたします。ち

なみに、私達の意見は 3月 1日に配布された参考資料 1 の中の 37ページから 40ページに

出ております。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 はい。ありがとうございました。それでは、傍聴者からの発言は以上で終わりたいと思

います。それでは、委員会を終わりたいと思いますので、事務局にお返しします。 

（宮本委員長） 

 

 すみません。失礼します。最後に三点ほど、委員の皆様にお計りさせて頂きたいのです

が、一点は、第 3 回の検討委員会の後、市民の方から意見というかたちで 3 件の事務局へ

の投函がありまして、それについての取り扱いはですね、ご相談をお願いしたいなと思い

ますけれども、どのように取り扱うかということで一点です。 

（事務局 ；伊賀市建設部 公共事業対策室 中山） 

 

 市民の方から事務局の方に意見書といいますか、そういう資料が出てるという事ですけ

ども、この取り扱いについていかが計りましょうか。 

（宮本委員長） 

 

 多分、全部取り上げる時間はないと思いますので、各委員に配布して頂いてですね、参

考とさせて頂くということでいかがでしょうか。 

（武田委員） 

 

 西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 必要ないと思います。委員会には。 

（西山委員） 

 

 藪裏委員。 

（宮本委員長） 

 

 そういう方法で、ここへの意見を当然求めてないので必要ないと思います。 
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（藪裏委員） 

 

 たしかにですね、市民からはこの委員会からとすれば意見を求めてることはしていませ

ん。本当は、委員会が期間も時間もあって市民の意見も聞きながら議論していくのであれ

ば、当然、これはやるべきことだと思うのですけれど、なんせ、限られた 5 回ということ

ですので、市民の意見を今、ここで委員会ということで議論するというのはなかなか難し

い、はっきり言って物理的に難しいと思います。それで、今、武田委員の方からは、ただ

し、せっかく出ているのだから、一応、配布だけしておいて読んで参考にする人は参考に

したらいいじゃないか、今、西山委員と藪裏委員が言うには必要ないんじゃないかとおっ

しゃいましたけれども、必要ないと思われる方は、別に読まなかったらよいわけであって、

参考にしようという方は読まれたらいいと思いますので、そういう事で、事務局の方はそ

のコピーを各委員に郵送するなりメールを送るなり、それをしてください。はい。 

（宮本委員長） 

 

 分かりました。あと、委員の方に連絡になるのですけれども、まず一点は、まだ提出頂

いてない委員さんがみえまして、第 2 回の時に口座振込依頼書というのを入れさせて頂い

てると思いますけれど、よろしくお願いします。それと、次回の第 5 回検討委員会につき

ましては、25日の 10時からということで、この会場で行いますので、よろしくお願いいた

したいと思います。以上でございます。長時間、ご苦労様でございました。以上をもちま

して、第４回検討委員会を終わらせて頂きます。 

（事務局 ；伊賀市建設部 公共事業対策室 中山） 

 

 


