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速記録 

第 5 回川上ダムに関する検証・検討委員会 

日時；平成25年3月25日（月） 

午前 10時00分開会 

午後 0時30分閉会 

 

 

場所；ハイトピア伊賀多目的大研修室 
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予定の時刻となりましたので、只今から第五回川上ダムに関する検証・検討委員会には

いらさせていただきます。本日は年度末で大変お忙しい中、委員の皆さんにはお集まりい

ただきましてありがとうございます。 

 最初に配布させていただいております資料の確認をさせていただきます。最初に事項書

でございます、次に資料1まとめ上申案でございます、続きまして資料2でございますが参

考資料といたしまして各委員の提出資料という事で武田委員の資料、その次に後で添付さ

せていただきました「現況河道における川上ダムあり・なしでの水位比較」という事で近

畿地方整備局、水資源機構の資料でございます。その次に千代延委員の資料という事で添

えさせていただいております。不足の資料はございませんでしょうか。 

それでは委員の皆様にお願いします。議事録を作成のため発言の際は、マイクを持って、

お名前を言ってから発言をお願いします。それでは事項書によって進めさせていただきま

す。本日の出席委員は9名でございます。運営規定の第2条第2項、委員会は委員総数の過半

数を持って成立する。によりまして委員会は成立することを報告します。それでは委員長

よろしくお願いします。 

（事務局；伊賀市公共事業対策室 中山） 

 

皆さんおはようございます。委員の皆さんご苦労様でございます。また大変多くの傍聴

の方に来ていただきました、ありがとうございます。今日はいよいよ5回目という事で最後

の委員会でございます。これまで4回審議してきましたけれど、委員の皆さん方それぞれの

お立場がございますけれど、そのお立場を乗り越えてですね、ほんとに客観的に審議をし

てきていただいたと思います。改めて感謝申し上げたいと思います。今日はお約束どおり、

この委員会の中でここまでの事は共有できるんじゃないかな。ということを私が一応文書

にして書いてくるということでございました。その上申の案につきまして後ほど審議して

いただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしたします。それでは早速でございま

すけれど審議に入りたいと思います。まず、水道部の方から前回までに説明していた内容

で、錯誤があったということでございますので、その説明というか訂正をお願いいたしま

す。 

 (宮本委員長) 

 

失礼いたします。水道総務課の風早でございます。冒頭お時間をいただきまして、前回

の検討委員会で私のほうから説明をいたしました内容に誤りがありましたので訂正とお詫

びを申し上げたいと思います。内容につきましては、ダム建設負担金と維持費の交付税関

係でございます。一般会計からの建設負担金と維持費の 1/3 の繰り入れ金に対しまして、

交付税の算定対象になると申し上げましたが、この内の維持費に関しましては、交付税の

対象にはならないということを確認いたしました。このため、一般会計からの繰り入れも

期待できないことから、ダム完成後つまり先般お示しいたしました平成 33年度以降の水道



 

3 

 

事業で負担することとなる費用につきまして、毎年 2,000 万円ずつ上がるとのシミュレー

ションになります。しかし、川上ダム建設の要因としまして、利用金値上げにはつながら

ないとという方向が変わるものではございません。また、建設負担金に対しまして一般会

計から繰り入れを受ける額については起債をもって充当する。また、その償還額について

交付税に算定されるという風に申し上げましたが、起債をもって繰り入れ分を財源に充て

るというものではなくて、繰り入れされる額そのものが交付税算定の対象となるというも

のです。ただし、繰り入れられる一般会計からの額に対して、どれくらいの額が交付税と

して返ってくるかは定かではございません。以上 2 点につきまして訂正してお詫び申し上

げます。どうもすいませんでした。 

 (伊賀市水道部 水道総務課 風早課長) 

 

それではちょっと確認しますけれど、前回一般会計からの繰入金と維持費について交付

税措置がとられると言ったんだけれど、維持費については交付税措置はとられないという

ことですね。それから一般会計の 1/3 についても、前回は全額交付税対象になるとの発言

だったけれど、それが必ずしも全額ではないということですね。分かりました。 

 (宮本委員長) 

 

委員長。 

（小丸委員） 

 

はい。 

 (宮本委員長) 

 

今のね。あ、小丸です。今のね、水道部さん。そんなの基本ですよ、はっきり言って。

交付税算定されるされやんなんて当たり前のことだからね。それをさ、今まで４回審議し

てきてね、そんな答えて、そんな今５回目になって、今になってね、そんなことでね、大

体さどうなるの。もうちょっとしっかりしてもらわんとあかんと思いますよ。これは。猛

省を促したいと思います。 

 (小丸委員) 

 

まあ。はい。猛省されているんですよね。水道部も。 

 (委員長 宮本) 

 

そうか。 

 (小丸 委員) 
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そうでしょう。だから、謝罪されたわけですから。それから審議のほうに入りたいと思

うんですけれど。前回、第 4 回の委員会のときにそれぞれ伊賀市の治水利水について皆様

方から最後に何か言いたい事がありますかという話でやりました。それを受けて、今回私

のほうで共通出来る様なところまで、まあこの辺じゃないかというペーパーを書いて来ま

すと言う事をいたしましたが、前回実は千代延委員が欠席されておりましたので、誠に皆

さん申し分けないのですけれど、千代延さんだけ最後にですね、もし言いたい事があれば

ですね、述べていただくチャンスは与えていきたいと思います。そうゆう事で千代延委員

ございますか。 

 (宮本委員長) 

 

ちょっと、ちょっと。 

 (小丸委員) 

 

はい。 

 (宮本委員長) 

 

小丸です。あのね、それはね、それはフェアじゃない。なぜか言うたらね、前回 4 回目

の時にお休みになられた。委員長、前回の発言を、ずっとあなたがおっしゃる内容につい

てね考えてみたらね、要するに 5 回目というのはね委員長が上申書をさ、作られて、ペー

パーを作られて、それに対して我々委員、初めて見るんですよ委員長の。そうでしょう。

この委員長見るの、膨大な時間がかかるんですよ。まとめるために、そのためにね、時間

取らねばいかんのにさ、ね、前回休憩しとる、休まれたからといってね、またぞろ冒頭に

するって言うのおかしな話だろ。 

 (小丸委員) 

 

小丸委員。ちょっと、おっしゃることはあれですけれど、私はそれぞれの委員がそれぞ

れのことを最後言ってもらったということでね、今回委員会としては取りまとめに行きた

いと思います。それで、前回千代延委員は全くの私用で休まれたんじゃないんです。ちょ

っとここまで言うのはどうかと思うんですけれど、急病になられて入院されたんです。今

日も病院からお越しになられてるんです。その委員に最後に、この委員会として、今まで

やってきました、最後に一言ですねそんなに時間取らせませんから発言を許すということ

はですね、委員の皆さん方どうでしょうか。 

 (宮本委員長) 

 

異議なし。 

（浜田委員） 
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はい、時間。 

（西山委員） 

 

時間はもちろん短くと思いますけれども。どうぞ。 

 (宮本委員長) 

 

藪裏です。ご病気という事は分かりますんですけれどもね、あの、結局 5 回という事で

それぞれ委員が万障を繰り合わせてしている中で、前回いわゆる欠というのか終了した部

分について尚且つここでまた意見ということになると、結局委員会に出席している我々の

ね、いろんな行事、いろんな用事を都合付けてしてきている。その事は例え病気とはいえ、

健康管理の問題もあるし、前の部分を蒸し返してというか、前の部分に踏み込んでという

のは私はいかがなものかと思います。 

 (藪裏委員) 

 

ちょっとすいません。この議論をね、しているだけで時間が経つんです。もしも、私は

ね、本当にね、本当に、逆に言えばアンフェアだから今日千代延さんに発言の機会を与え

ようと思いましたけれど、委員の中で、それは与えるべきじゃないとおっしゃるんであれ

ば、これは当然議事録にも載りますし、皆さん方も聞いていられる中でね、そうゆう事で

あれば、千代延委員資料はお出しになっていますよね。その資料を見ていただくというこ

とで。誠に私は千代延さんには申し訳ないと思いますけれど、反対という意見があるので

あれば、それは私が委員長として、本当に私は断腸の思いです。千代延さんに、この最後

に例え 2 分でも 3 分でも発言の機会を与えないということは、私はこの委員会として本当

に残念ですけれども、この議論をしてたらあれなんで、そう思います。ただ後でですね、

私のペーパーについて議論される中で、千代延さんのほうで何か意見があればおっしゃっ

てもらうということにさせていただきます。 

はい。それではもう最後です。皆さん方も全て意見を述べられたということでございま

すので、今までの 4 回までの委員会で私が出来るだけですね、皆さん方のここまでは多分

共有されたんじゃないかなという所を書きました。但し、私とすればですね、本当にこれ

はなかなか、上申の形にはなっていないなと自分ではそう思います。但し、仕方ないです。

私は、皆さん方はここまでの事であれば仕方ないかなという事で書きましたので、それに

ついてですねこれから審議したいと思います。事務局、その上申案についてですねゆっく

りと朗読してください。 

 (宮本委員長) 

 

すいません。その前に本日出席いただきました国土交通省と水資源機構の方々につきま

しては、前半の質疑応答の関係で出席いただいておりました。それで、ここからは上申案
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についての取りまとめという事になりますので、ここで国土交通省と水資源機構の方々に

はご退席していただくということでお願いします。 

 (事務局；伊賀市公共事業対策室 中山) 

 

ちょっと待ってください。それではですね、今日は前半のやり取りはないということで

ご退席されるということで、折角これ大阪から来られているのに何の話もせずに帰られる

というのはね、本当にね、税金としてはもったいない気がするんですけれど、ただしね、

まだ委員から質問が出て回答されていない部分がございますよね。これは、この委員会は

今日で終わりますけれど、事務局に文書で必ず回答してください。そして、もしも回答で

きないという、まあ質問がありましたら、それはこうこうこうゆう理由でと、現時点では

回答できませんということを文書で付けてください。その、今までの質問と回答を、これ

も含めて私は全て市長に添付してお出ししようと思っていますので。 

 (宮本委員長) 

 

一言だけよろしいでしょうか。現況河道に関するお手元の資料で、現況河道に関する川

上ダムの有り無しでの水位確認に関しましては、本日資料として使わせていただいており

ます。この説明に付きましても今委員長からも話しありましたように、伊賀市のほうにも

説明したいと思っておりますし、ご質問等がありましたらまた対応させていただきたいと

思っております。もう一問ありましたけれど、こちらの方鋭意やっております状況であり

まして、そちらのほうも先ほどの話で進めていきたいかなと思っております。上流改修し

た場合の、というやつですね。 

 (国土交通省 近畿地方整備局 中込河川調査官) 

 

それと今の聞いておきますけれど、現況河道での川上ダムの有り無しでしょう。そうじ

ゃなしに、質問を求めたのは川上ダムを含めて、今の河床掘削、それから遊水地の完成、

こうゆう対策が現況河道で行われた場合どうなるのかというのも出してくださいと言う事

ですから、必ず川上ダムだけじゃないんですよ。 

 (宮本委員長) 

 

分かりました。今ので分かりました。それも含めて。 

 (国土交通省 近畿地方整備局 中込河川調査官) 

 

はい。はい。武田さんからの質問やと思いますけれど。 

 (宮本委員長) 

 

今の。帰るって言うの。帰るの。 
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 (小丸委員) 

 

はい。そこについては地整の方は質疑がないんですから、答えることが無いんで事務局

とすれば退席されるということです。 

 (委員長 宮本) 

 

委員長よろしいでしょうか。武田です。一つだけ、先ほどちょっと早く来て確認させて

いただいたんですけれど、川上ダムでカットできるのは 350 トンであると。上野遊水地で

カットできるのは何トンなんでしょうか。それだけ最後にお願いします。 

 (武田委員) 

 

今すぐ分からない。すいません。今すぐはデータを持っていないので申し訳ないです。 

 (国土交通省 近畿地方整備局 中込河川調査官) 

 

それが不思議で、それが分からないのにどうやって計算したのか。 

 (武田委員) 

 

すいません。手元に無いという話でございますので。 

 (国土交通省 近畿地方整備局 中込河川調査官) 

 

ちょっと委員長。小丸です。今帰られるって言ってたでしょう。事務局。その帰られる

理由はさ、もう上申のことを審議するからもう帰るっておっしゃったわね。でも委員長そ

れおかしいでしょう、少しおってもらわなければ。委員長もさっき言われたように、色々

分からんこともあればさ、そこの所聞いていかんからね。帰えられる必要ないと思う。 

 (小丸委員) 

 

いやいやそうじゃなしに、もう 4 回までで質疑応答は一応終わったと。で、地整に対し

ても聞く事は聞いた、文書で質問も出した。ただ帰ってこないのはある。その中で、もう

今からは意見交換ではなくて、上申案についてこれで良いかという事をやるよって言って

いる訳ですから、今これから新たに地整にこれはこうですか、どうですかという話をする

ときりがないです。ですからこれについての質疑応答はやめましょう。それ以上のことは

止めましょう。ですから居られても何のために居られるか分からなくなりますから、それ

で事務局とすればご退席願うということでございます。そうゆう事で、近畿地方整備局と

水資源機構の皆さんご苦労様でございます。退出お願いいたします。 

 (宮本委員長) 
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もう質疑応答の時間が終わったと。近畿地整の方の用が無くなるので、そしたらそのと

きはご退席願うという事を言われてました。 

 (宮本委員長) 

 

それは聞いている。 

 (小丸委員) 

 

それは私は、それだったら結構ですよって言いました。はい。 

 (宮本委員長) 

 

それでは上申案について説明させていただきます。座ったままで失礼させていただきま

す。 

一級河川前深瀬川に予定する川上ダムの建設について、諸情報の公開及び検証を行い、

伊賀市の治水・利水計画の検討を行うことを目的に設置された本委員会は、伊賀市長から

のデータに基づきしっかりと情報を共有してほしいとの要請に応えるべく 5 回にわたり審

議を行ってきた。 

限られた審議回数において、充分に審議を尽したとは言えないが、以下委員会として共

有できた事項をもとに上申する。 

利水 

利水については、伊賀市が安定的かつ低廉な水源を確保することを基本に検討を行った。 

平成 21年に策定された伊賀市水道事業基本計画（以下「現計画」と呼ぶ）について、 

① 現時点において、人口、給水量等の実績値と計画値に乖離が生じている。 

② 住宅団地、ゴルフ場、高等教育施設等の開発に関わる水需要の社会増の現状は、計画

で想定した需要増加の状況ではない。 

③ 負荷率の設定が最近の実績および全国平均に比べて低い。また、浄化ロス率は実績  

に比べ大きい。 

 等の指摘を踏まえて、伊賀市水道部（以下「水道部」と呼ぶ）が現状を踏まえた試算値

を提示した。 

 この試算値に、今後の社会増をいくら見込むかは、現状及び伊賀市の将来ビジョンを検

討する必要があり、本委員会で判断することはできないが、伊賀市は委員会での指摘を踏

まえて現計画の見直しを行う必要があると考える。 

守田水源は平成 21年より、川上ダムに関わるゆめが丘浄水場暫定水利権に包含されてい

るが、昭和 50年より実質的に安定的に取水してきた実績を有する伊賀市にとって大切な水

源であり、伊賀市は守田水源の水利権を将来にわたって確保するよう努めるべきである。 

予備水源について、水道部は、予備水源と位置づけしている間は活用可能な状態に維持

する予定であるとしており、震災時等の危機管理の観点からも引き続き水源として確保す
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るべきである。 

現在の水道料金は他の自治体と比べて格段に高く、水道事業財政も厳しいことを勘案し、

現計画を見直した結果、仮に新規水源が必要となった場合、より低廉な水源の確保に努め

るべきである。 

なお委員会では、新規水源の代替案として、事業費の大幅縮減の可能性のある青蓮寺ダ

ム掛りの名張市、大阪市等の水利権を譲り受ける案が提案された。 

この提案に対しては、相手のあることであり、水利権譲渡の現実性や本案にかかるコス

トも現時点では不明であり、また活用しようとする青蓮寺用水土地改良区導水管の老朽化

による事故発生の不安もあるとの指摘が出された。 

 このようなことから、委員会としては、本代替案が提案されたという事実だけを確認す

ることとする。 

治水 

治水については、洪水から伊賀市民の生命を守るとともに、できるだけ早期に浸水被害

の軽減を図ることを基本に検討を行った。 

近畿地方整備局、以下「近畿地整」と呼ぶ、は川上ダム建設について現在検証検討を行

っており、昭和 28 年 13 号台風を対象とした川上ダムがない場合は、三重県管理区間の一

部及び島ヶ原地区の一部で流下能力が不足するとし、それに対して主に河道掘削で対応す

ることを検討している。 

川上ダムの有無にかかわらず、上野地区の浸水被害を軽減し、上野遊水地への浸水頻度

を少なくするためには、当面緊急的に遊水地を完成させるとともに、上野地区の木津川、

服部川及び柘植川の河道掘削を実施し洪水位の低下を図ることが必要である。 

なお、本委員会は近畿地整に対して、整備計画完成時点だけでなく、現状における川上

ダム、遊水地、河道掘削の有無の場合の水位シミュレーション及び三重県管理区間の掘削

による上野地区への影響についての提示を求めたが、回答はなされていない。伊賀市は、

近畿地整に対して、これらの重要事項について早期に回答するよう求め、現状における前

記諸対策実施による影響を踏まえた効果的な対策の早期実施を求めていくべきである。 

で、ございます。 

 (事務局；伊賀市建設部 公共事業対策室 中山) 

 

はいありがとうございました。それでは今事務局のほうで読んでいただきました上申案

につきまして、どうしてもここは違うと、あるいは合意できない言う点がございましたら

ご発言をお願いします。 

 (宮本委員長) 

 

西山です。今読んでいただいて、見せていただいているんですが、非常に重要なことで、

これについて今すぐにどこがどうのって、なかなか発言しにくいんですが、ここらで 2～30
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分休憩をいただいてですね、ちょっと検討をさせていただきたいと思うんですが。 

 (西山委員) 

 

異議なし。 

 (小丸委員) 

 

他の委員どうでしょうか。 

 (宮本委員長) 

 

すいません。今日は 12時半。千代延です。12時半というのは延長は可能なものなんです

か、どうですか。 

 (千代延委員) 

 

今日は非常に厳しいと聞いています。 

 (宮本委員長) 

 

それなら 20分は、せめてもうちょっと短く。今見られてね、それは分からんでは無いの

ですが。もっと短時間でやっていただけませんかね。 

 (千代延委員) 

 

西山です。すいません。委員長毎回おっしゃってますように、5回って非常に短いですよ

ね。従ってこれ書いていただくの大変だったと思うんですけれど、通常のこういった上申

案なりはですね、事前にちょっと見せていただいて、するのが常識というのか普通やと思

うんですけれど、今回は申し上げたような状況ですのでちょっと無理やったんでしょうね。

やっぱり今見せていただいて、これでここはどうやって言われるとね、すぐには答えにく

い。 

 (西山委員) 

 

私とすれば。私は頭が単純ですから、さーっと読んでいただいて分かる、あまり複雑な

事は書いていないつもりですけれども、ただ委員の方からですね、今初めて見たんだから

少しね、ちょっと考える時間が欲しいと言う事でございますので、今あの時計で 10 時 25

分過ぎたところでございますけれど、10 時 45 分まで 20 分ちょっと皆さん方で読んでいた

だいてご検討願う言う事で… 

 (宮本委員長) 

 

40分でいいわ。 
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（小丸委員） 

 

40 分ですか。それでは 10 時 40 分までね。それでは 10 時 40 分までという事にして下さ

い。で、まことに傍聴の方には申し訳ないんですけれど、今委員の間でこうゆうことにな

りましたのでちょっと 40分まで休憩という事で、その間で委員の皆さんにご検討願うとい

う事にさせてください。 

 (宮本委員長) 

 

 

…中断… 

 

…再開… 

 

 

はい、それでは 10 時 40 分になりましたので、再開したいと思います。それでは上申案

につきまして、どうしてもここは同意できないといいますか、これでは困るというところ

がございましたら、ご発言をお願いいたします。 

（宮本委員長） 

 

 よろしいですか。えっと、すみません。小丸です。資料 1 の裏側なんですが、ちょうど

治水の中段でしょうか、川上ダムの有無にかかわらずというところなんですが、ここのと

ころを修正いただきたいのは、この内容によりますといわゆるこの服部川、木津川、柘植

川の河道掘削というですね、この 3 点というよりも遊水地とそれから河道掘削の 2 点と指

摘されているということなんですが、私としましてはこの川上ダムの有無にかかわらずと

いう文言を削除いただきまして、先ず上野地区の浸水被害を軽減しから始まっていただき

ましてね、そして最後にこの木津川、服部川及び柘植川の河道掘削を実施し、洪水位の低

下を図ることが必要であると。で、その後にですね、後段にですね、なお三重県管理区間

及び上野地区の洪水被害を軽減させるため、市民が、沿線市民でもいいんですが、市民が

願望している川上ダム建設事業を促進も両論で議論されたことを確認したと。この文言を

挿入いただきたいというのが私の希望であります。 

（小丸委員） 

 

 ちょっとあの、今の小丸委員のご意見はですね、ちょっと私もメモを取らなかったけど

も、えっと、なおというんですかね、なおですかね、三重県管理区間及び上野地区の浸水

被害を軽減するために、市民が願望していた、願望している川上ダム建設事業の促進も議

論されたことを確認すると、そういうことですか。 
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（宮本委員長） 

  

 そうですね、はい。 

（小丸委員） 

 

 武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 川上ダム推進というお話はありましたけども、データとか根拠に基づく議論はしていま

せんので、議論をしたとはちょっといい難いですね。そういう意見が出ていると、入れる

とすれば。しかしこれは川上ダムに関する検討、検証を行う委員会ですから、検討、検証

を行ったことを書くべきでありますから、そのような文言は必要ないと思います。 

（武田委員） 

 

 あの、話が出てますし、当然書いていただきたい。 

（西山委員） 

 

 荻野です。あの、ああ言えばこう言うというのが、なかなか議論として進みにくいと思

うんですけども、治水に関して言いますとね、ここの部分、かなり技術的な問題沢山入っ

ているんです。治水の中身に組み込んで、上野地区の遊水地の浸水被害、それから三川の

浚渫、こういうことをここで話題に出して、上野地域の全体の被害軽減に努めるべきだと

いうことまでは皆で共有というか、理解はされたんではないかなと思います。ただ、首振

られるように、いやいや川上ダムがなければそんなことはないんだとおっしゃればですよ、

これはまた別問題なんですよ。川上ダムがなかりせばですよ、こういう議論は一切成り立

たないんだというふうにお考えならば、それは今までの議論の中でそうおっしゃるべきや

ったんです。僕らはですね、そういうふうには理解してないんです。川上ダムがあるかな

いかということが、有無にかかわらず、その前の前提条件をですね、議論しようと、これ

はあの、要は言ったようにデータに基づいてしっかりと討論して欲しいと議論して欲しい

ということなんです。で、ダムありきでですね、議論をする、或いはダムなしで議論をす

るという出発点ではないんです、この議論は。ここの場は。だからそこのところをちょっ

とはき違い、考え違いをされるとダム促進みたいな言葉がそんなとこに入ってしまうんで

す。こんないいような言葉は入れるべき言葉ではないんです。もうちょっとはっきり言え

ば頭の中を整理してくださいよ。 

（荻野委員） 

 

 千代延です。この委員会ね、ダムの検証なんです。それが具体的に先ず治水の対策が出
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来るかどうか、というのを具体的に検証して、その上でダムがいるとかいらんとかという

ことになると思うんですけども、未だそこまでの議論にいってないですよ。今ここに出て

ますのは、具体的な手段としてこういうふうにして伊賀市が希望している一番の、上野地

区の戦後最大対策、これはこういうふうにしたらできる、だからそういうのを要望してい

ったらどうかということが書いてある訳で、ダムがなければとか、ダムの促進とかいうそ

ういう審議にはなっていないと私は思います。 

（千代延委員） 

 

 はい。そもそもですね、今までね、4 回議論をし、或いは川上ダムというよりもこの問題

に関してね、もうそれはそれはご承知のとおりなんだ。そこでね、基本的にはずっとこれ

を議論しているけれども、要するにこの 3 点セットというのは、基本的にはもう我々とし

てはこれはもう不可欠な問題であって、上野地区のみならず、伊賀地区のみならず、これ

河川沿線の要するに木津川、淀川を含めた河川沿線の重大な安心、安全の問題にかかわる

問題でありまして、よってこれを利水だけで云々とかね、そうじゃなくてやっぱりそれは

当然議論しますよ、当然議論しますけれども、3 点セットで、粛々とやっぱり進めるという

ことが基本的には体系でありますから。よって私はそのようにこの川上ダムという文言を、

議論されたということを両論で、基本的には併記してもらわないといかん。話にならんと

私は思っています。 

（小丸委員） 

 

 西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの、代替案っていうのをですね、河道掘削について議論しました、確かにね。で、私

はその代替案では通じない、洪水なくしきれない、だからダムが必要だということは私申

し上げました。だからそれは議論してないはずがないんです。議事録を見ていただいたら

わかります。以上です。 

（西山委員） 

 

 千代延委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの今 3 点セットということを言われましてね、3 点セットは今までの地整のダムありき

ということなんで、ここで検証検討ですからね、そこまで本当はやらなあかんですよ。そ

れでですね、下流のとおっしゃいましたけども、下流については今、近畿地整の方で、利

水者が持っているダムの利水容量を活用して代替案が出来ないかという検討をされており
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ます。その前にですね、利水容量がどれだけ活用できるかということも既に調査をされて

おります。ですから下流のことはですよ、近畿地整のやられておる検証検討を待ったらい

いと思います。それではですね、肝心な伊賀市の上野地区の治水は川上ダムがなければで

きないのかといえば、上野地区の戦後最大の浸水被害を防ぐためには、遊水地と柘植川、

服部川、木津川の河道掘削によって、戦後最大洪水の対応は出来るんです。なぜ困るかと

いえば、岩倉峡から下でですね、川上ダムがなかったら 200 トン予定より多く流れますと。

従ってそのことの対策でいえば、川上ダムはなくても下流のことは、淀川本線ではないで

すよ、それは今近畿地整の代替案検討に任しておく、それですぐ近くの島ヶ原がですね、

200 トン多ければ浸水被害が出てきます、ということですからそこの対策だけをやってもら

えば、上野地区の遊水地、河道掘削によって戦後最大対応は川上ダムなしでできると、い

うふうに私は理解してますし、この理解は正しいと思いますよ。 

（千代延委員） 

 

 あの、藪裏です。今も意見ありましたけども、私この委員会全般に感じてたのは、遊水

地、河道掘削が主に議論されてきました。で、今も 28 災云々がありましたけれども、28

災だけが洪水になり、遊水地に水が溜まりという被害が出るということじゃないんです。

それ以下においても、私も実例あげましたけども、昨年のたったあれだけの雨で現実には

遊水地に水が溜まって、結果には今農振農用地になってます優良農地であるのが被害を受

けます。で私も申しましたけども、そもそも遊水地を承諾する中では、今まで頻繁に洪水

になっていたのがせめて 10 年に１回くらいに軽減されると、いうことを信じて結局皆、地

主さんは遊水地を渋々承諾したということです。だから 28 災、一発だけが洪水になって、

遊水地に水が溜まって、河道掘削をしたらそれでたるんだという議論は、私はあのこうや

って協力して今も殆ど済んできている遊水地の地権者に対して、大変失礼な意見だと思い

ます。あの結局ですね、ああいった洪水を、私も木津川の中で見ましたけども、60 年に 10

回、6 年に 1 回ついていると、で、今の現状から見るともっと頻度が増えると。やはりあの、

そういうことで議論だったとまではっきり何というかな、お互いに議論を交わしてという

議論にはなってないかもしれませんが、やはりそういうことを私はこの中に盛り込んでい

ただきたいというふうに思います。 

（藪裏委員） 

 

 武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 えっと、これに関してはデータと根拠を検証しました。近畿地整からお返事があったこ

とは、川上ダムがあっても、なくても、上野遊水地の周囲提から溢水することはない。そ

れから三重管理区間の 25 分の 1 の改修が行われようと、行われまいと、上野遊水地周囲提
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から溢水することはない。所有者には申し訳ないですけども、近畿地整の方はこうもいわ

れました。遊水地内の浸水に関しては被害とは考えておりません。ま、それは色々あるで

しょうけども。ということでですね、確認できたデータと根拠といたしましては、川上ダ

ムがあってもなくても周囲提から溢水しない、そしてやはり川上ダムは流域面積がたった

11％ということですから、効果というのはさほどものではない。非常に沢山のデータを見

せていただきました。沢山の資料をいただいて、しかしながらほんの僅かだということは

データではっきり示されています。 

（武田委員） 

 

 ちょっと待ってください。ちょっと小丸さんに確認したいんだけども、先程この川上ダ

ムの促進の議論だされたことを確認すると言われましたよね、それはまあ追加ですよね。

この中に追加して書けということですよね。その意見ですよね。で、その前に川上ダムの

有無にかかわらず上野地区浸水の軽減についてありますよね、ここのね、川上ダム有無に

かかわらずというところを削除とおっしゃったんだけども、ここ意味はどういうことでの

削除なんですか。 

（宮本委員長） 

 

 はい。基本的にね、川上ダムというものはこれは必要だよということを、基本的には前

提条件で言ってる訳ですよね。そこでね、川上ダムの有無にかかわらずというようなこと

についてはね、ここは我々は川上ダムが完成するまでの間というふうに直してもらいたい

とも思ってるんですが、それはちょっと。結局私が申し上げたいのは、要するに委員の中

にデータが全てであるかのごとき発言があると。我々はデータというのはあくまでも参考

でありましてね、これは万能ではありません。今までね、想定外というものが何度も何度

も起こってるんですよ。想定外の被害が。想定外の災害というものが発生した場合に泣き

寝入りするのは、結局住民側でありまして、これは肝に命じるべきだと私は思っておりま

す。異常気象だとか想定外の災害の発生とか枚挙に暇がないんです。で、私たちは常に備

えなさい、常に備えよというこういう考え方というのは基本的には持つべきだと。よって

川上ダムは必要だよということを申し上げております。 

（小丸委員） 

 

 荻野委員、はい。 

（宮本委員長） 

 

 あの、今の小丸さんの意見、それから藪裏さんの意見ももう既に自分の考えがあって、

それ以外は受け付けないというようなふうに聞こえるんですよ。違うかもしれませんけど

も。今日はね、まとめなんです。そのまとめの前提はね、川上ダムに関する検討検証なん
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です。川上ダムの検証検討をやっているのに、3 点セットありきですよという始まりからい

くとですね、データなり資料なりはなんといいますか、もう必要ないやんみたいな表現、

いやいやちょっと待ってください、あの、想定外ということと、データとデータを基にし

っかり議論するということは、矛盾しないんです、何も。 

（荻野委員） 

 

矛盾だといっている。参考だといってる。 

（小丸委員） 

 

 だから、今我々は川上ダムの検証をしているのに、川上ダムありきで 3 点セットからス

タートする、それ以外は受け付けないと、或いは促進ということ以外はあり得ないみたい

な表現をされるのは、この委員会としてはね、委員会の基をね、否定される立場に立たれ

ることになりますよ。それはよくないですよ。 

（荻野委員） 

 

 えっとですね、今色々議論されてるんですけども、実質ですね、昨年の 17 号台風ですね、

これをみて伊賀神戸地区が事実大型土嚢で築堤へ盛っているのですよ。それ多分見ていた

だいてると思いますよ。それは三重県管理区間ですよ。三重県管理区間と書いているので

すよ、ここへね。三重県管理区間と下流の上野と書いているのでしょ、ここの文章に。や

はり三重県管理区間も含めると、ダムの直下流というのは効いてくるということですから、

ダムの設置の有無を含めて両論をしていたはずですよ。 

（林委員） 

 

 ちょっと待ってください。あの、今ここでね、その何というかな、川上ダムの効果が云々

がどうだとかその議論をするべきじゃないんですよ。ちょっと待ってください。それは 4

回までの中でやるべきなんです。私が言ったのは、4 回までの議論で、皆がここまでは共有

できたねというところだけは私はこれをまとめますと言ったんです。それをここでね、川

上ダムは作るべきだとか、その効果がないとかね、その議論をここでやりだしたら、この

委員会は延々とまたやらないかんのですよ。だから私はその今までの 4 回までの議事録の

中で、ここまでは対立がなかったね、ここまではお互い皆が理解したねということだけを

書きますと言ったんです。だからこの上申案というのは、すごくはっきり言って、何が言

いたいんだと、いうような上申案ですよこれは。当然です、不十分なんです。不十分なん

だけども、しかしそこまでのことを共有したのがこれであって、それ以外のことについて

は要するに意見がまとまってないことについては、私ここには書いてないんですよ。そこ

は理解してくださいよ。はい、西山委員。 

（宮本委員長） 
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 あの、今のは何と言うんですか、訂正箇所というんですかね、この意見ですけど、あの、

島ヶ原とか河道掘削ね、こういう意見出ました。だから出たんですけど、私はそれでいい

と言ってないんです。共有はしてないと思います。ただね、ちょっと待ってください。従

ってね、ここで言ってるのはいわゆる木津川、服部川、柘植川の河道掘削をしようという

意見が出た、確かにね。だからダム建設についても意見が出たんですよ。だからダムを建

設せよという意見は統一されていませんから、この今小丸委員がおっしゃったように、建

設しろということではない、そういう意見が出たというだけの話なんですよね。だから僕

は両論で。 

（西山委員） 

 

 あのね、それを言えばね、色んな意見出てますよ。そうでしょ。逆に言ったら川上ダム

は流域面積の 11％しか占めてないんだから、効果がないという意見も出ました。他にも色

んな意見出てます。これを全部ね、こんな意見も出ました、こんな意見も出ましたという

のは、私は基本的にはこれは最後市長にこの会議の、委員会の速記録を全部読んでもらう

と、もうそれしかないと思っているんですよ。その中で、この意見とこの意見は委員会に

出ましたというのを書いたら、それこそまさに速記録になりますよ、これ。ですからその

中でここまでは共有じゃないかということを今言ったんです。で、今西山委員がおっしゃ

った島ヶ原の掘削、一部流下能力が不足するという話で、そこについては私なにも合意し

てないとおっしゃったけども、ここで書いてあるのは、近畿地整の現在の検討のデータで

はこうなってますよと書いてあるだけで、これを何も我々がここで、そうだそうだと言っ

た訳ではないんですよ。近畿地整はこういうようなことを検討してますよと書いただけな

んですよ。だからそこはね、別にそうじゃないという意見じゃないと思うんですよ、私。

そこら辺を私はかなり気を使って事実のものと、ここで皆が一定の論議をしたものを分け

てるつもりなんですよ。それでですよ、もう 1 回ちょっと皆さん方ね、冷静に考えて欲し

いんですけども、何べんも言いますけども、色んな意見が出ました。色んな意見が出たけ

ども、その意見を全部ね、こんな意見も出ましたこんな意見も出ましたというのは、私は

基本的には速記録を市長にとにかく全部読んでもらう、それしかないと思います。あんな

量はしれてますから。当然読んでもらわないかん。その中には当然、川上ダムを促進すべ

きだという議論はありました。そして元々3 点セットなんだからそれについてはもう議論す

る余地はないんだという意見もありました。これを私は市長が読まれて、受け止めたらい

いと思うんですよ。ただしこの、皆が共有しましたねといったものに、川上ダムは 3 点セ

ットの 1 つなんで、もうこれは議論の余地はなくて促進すべきなんだと、いうふうなこと

をこのペーパーに書くことはですね、それはそこまで行ってないんじゃないですかと、言

ってるわけです。浜田委員。 

（宮本委員長） 
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 そのとおりだと思います。あの、委員が示したデータはですね、大変信頼できるデータ

で、データに基づいてこの委員会は開かれているということでございますので、データに

よってこの議論をした委員会でありましたので、この文言でよろしいと思います。 

（浜田委員） 

 

 武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 武田です。検討と検証が目的ですから、そのためにはデータとか根拠しか議論する材料

がないんですね。データとか根拠を否定するのなら、そもそも検討も検証も出来ない。従

いまして川上ダム推進などと書きうるデータと根拠はついに出されなかった。これは書い

てはいけないと。 

（武田委員） 

 

 あの、データ云々の話はね、これは元々市長がこの場に来られて、出来るだけ客観的に

データに基づいて検討してくださいと言われたことは、これは事実なんですよ。だから我々

もそうやってきました。ただし小丸さんがおっしゃるのは、決して色んな判断をする時に、

データだけじゃないよと言われてる訳で、それは当然私はそう思っています。荻野委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの荻野です。えっと、議論の中でね、夢がないやないかとか、今日もまさに出てきま

したけども、市民が願望してるとかね、いうふうな発想といいますかね、そういう希望で

ね、ものを書くべきものではないんです。上申というのは。議論のまとめというのはです

ね、これだけのことはスジやろうと、今まで 4 回やってきた中で色んなディスカッション

がありました。それを全部項目的に羅列するのではなくて、こういうことがスジやったん

とちがうかと、いうことが書いてあるんだと僕は思います。で、その中に俺はこういう希

望があるんだと、俺はこういう願望なんやというようなことをですねこの中でいうのは、

ちょっと無理な話だし、そんなことをやっちゃあかないの軽重が問われると。 

（荻野委員） 

 

 委員長、今の話しだから、関連だから。いいですか。 

 あの、小丸です。関連ですからね。確かにその、市民の希望だの願望だのという言葉は

ね、これは私先程提案しましたけれども、これは私的な感覚でしょうから、これは抜かし

てもらっても結構です。要するに、三重県管理区間及び上野地区のというところからね。

それからその川上ダムの建設事業、促進は抜いてもらっても結構です。促進はね。その部
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分で、要するに両論という部分をさ、併記するべきだということを私は申し上げている訳

でありますよ。そういうことでね。 

（小丸委員） 

 

 武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの両論ということは、やっぱりデータとか根拠が出された場合だから、論議になって

いないものは、まあ少数意見として書くべきものだと思います。 

（武田委員） 

 

 武田委員のその数値、数値というのはずっと 4 回も 5 回も聞かしてもらっている。その

根拠的なものを誰かが評価しているのですか。それを必ず説明をして欲しい。ただ言って

いるだけ数字をね。地整とかですね、他の機関の方で調べただけの結果じゃないですか。

それを根拠として持っているのですか。公に。それを聞きたいんです。 

（林委員） 

 

 武田です。私の言っていることは、何度も質問をしまして、近畿地整なりからいただい

たデータを基に議論をしております。それを基にお話をさせていただいております。私自

身が、データを作成したものではありません。 

（武田委員） 

 

 ちょっとあの、傍聴の方、発言は控えてください。で、もう 1 回言っておきますけど、

この今日の取りまとめにあたって、新たな議論はしないでください。そこをやったら、発

散するんですよ。で、この前浜田委員が環境の話とかしないかんとおっしゃいましたよね。

それをあえて私はやめてくださいと言いましたよね。我々は今、治水と利水のことだけを

やってますからと言いました。で、この 5 回目になって新たなことを議論しだすと、これ

もう本当に終わらなくなりますから。で、ものすごく不十分です、はっきり言って。さっ

き小丸さんがおっしゃったように。これ自体不十分だけど、我々委員が審議したこと自体

も不十分です。しかし、その不十分な中からここ位はある程度共有したねと、いうところ

だけを取り出すというような作業をしています。そこだけはですね、確認をお願いしたい

と思います。それともう 1 つは、当然皆さん方、今日を望むにあたられて過去の議事録、

それから過去いろんな人が質問出して回答してます。それ当然皆さん、目を通してこられ

たと思うんですけども、その範囲の中でこれがどうかという議論をしてください。以上で

す。荻野委員。 

（宮本委員長） 
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 あの、荻野です。今小丸委員が言われたようにね、この提案された文言はおろすと。従

って、願望とか促進とかいう言葉はもうおろすと。いうことは、筋書きとしては川上ダム

の有無にかかわらずこういうことなんですよと、ということは皆でディスカッションしま

したよと、それはいい訳ですね。この 3 行の、4 行か、これは今異論はない訳でしょ。 

（荻野委員） 

 

 異論はあるんだよ。あるから言ってるんです。 

（小丸委員） 

 

 だから、その川上ダムの有無にかかわらずが困ると。そうおっしゃる。で、後の残りの

部分には異論なしというところでよろしいね。 

（荻野委員） 

 

 さっき説明したでしょう。もう 1 回言いましょうか。もう 1 回言うのか、委員長。 

（小丸委員） 

 

 さっき小丸さんがおっしゃった例の市民の願望とか、促進とかそういう言葉はこれはも

う別にいらないよと、で、要するに川上ダムについて三重県管理区間と上野地区の浸水被

害を減らすために、川上ダムの建設について議論をしたことは確認しますと、そういうこ

とをおっしゃってる訳ね。 

（宮本委員長） 

 

 小丸さん、今の後でつける話ですね。これとその前の上野地区の浸水被害の軽減云々、

柘植川の河道掘削を実施し、洪水位の低下を図ることが必要である、というところと、今

おっしゃった三重県管理区間、それから上野地区の洪水被害を低減させるため、建設の議

論をされたということですね。どういうことですか。 

（千代延委員） 

 

 ちょっと私整理しますわ。そうするとね、三重県管理区間及び上野地区の浸水軽減を図

るために、川上ダム建設事業について議論されたということですね。それでいいんですよ

ね、議論されたと。 

（宮本委員長） 

 

 あのね、委員長。これね今日出されてさ、センテンス的に文面的にさ、どうのこうのと

言われてもそれは色々あると思いますよ。要するにここで言っているのは、ここの内容は、
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委員長の案は遊水地と河道掘削ということを議論したということを書いてくれてある。こ

の内容はね。そうでしょう。遊水地と河道掘削ということを書いてある訳。それとあわせ

て要するに三重県の管理区間及び上野地区のこのためにも、川上ダムが必要だということ

を書いてもらいたいということを言ってる。 

（小丸委員） 

 

 だから、必要じゃなしに、そこまで言ったら必要でないという人がいる訳ですから、そ

うじゃなしに、ちょっと聞いてください小丸さん、私の方で案を言いますとね、この川上

ダム有無にかかわらずの上にですね、三重県管理区間及び上野地区の浸水軽減を図るため

に、川上ダム建設事業について議論されたが、川上ダムの有無にかかわらず、これこれは

要りますよと、その文章だったらいいんじゃないですか。要するにその軽減のために、川

上ダムが要るという意見もあったし、いや効果ないという意見もありました。その議論を

しました。しかしそういう議論はあったけども、その川上ダム有無にかかわらずとりあえ

ずこの遊水地の完成と河道掘削は、これは緊急ですよということを言ってる訳だから。 

（宮本委員長） 

 

 はい、あのね。今委員長が言われた内容でほぼ結構です。結構なんですが、その川上ダ

ム有無にかかわらずという部分をね、ここをね、有無にかかわらずでなくて、これを川上

ダムが完成するまでの間というふうに直してもらえばそれでいい。 

（小丸委員） 

 

 そこは全然違いますから。そんなものまるっきり意味が違います。今のはわかって言っ

てはるから。ちょっと私もね、かなりぼけてますけどね、そこは引っかかりません。武田

委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの、ごり押しするような話は時間の無駄ですから止めてください。やっぱりデータと

か根拠を述べて、議論をしてください。 

（武田委員） 

 

 そうすると、ちょっと待ってください。あのね、川上ダムについて議論したことは間違

いないんですよ、それは。ですからおっしゃったように、三重県管理区間とか上野地区の

軽減のために川上ダムについての、建設事業についての議論をしたと、あの、しかしそこ

でね、そこまででとめたら、別に議論したことは事実なんだから、私はいいと思うんです

けども、じゃあ議論したにしましょうか。議論したんだから。 

（宮本委員長） 
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 今のような、川上ダムの建設について。 

（荻野委員） 

 

 建設事業について。 

（宮本委員長） 

 

 建設事業について議論。それが 1 つの前提になるのは間違いない。で、建設事業そのも

のについては、議論をしてないと。前提の前提やと。治水がどういう問題であったかとい

うことに議論が集中して、だから最終的に小丸さんが言ったように、事業が必要だと、建

設事業がダムが必要だということは言ってない訳。そういうことを言った人はいますよ。

だけども共有されたことではないんです、残念ながら。だからここは共有されたことの筋

書きをきちんと書こうということです。で、それぞれ議論がいっぱいあったものを全部並

べて書くものではないんです。議論はそれぞれ言いたい意見はですね、議事録にもありま

しょうし、もしどうしても言い足らなかったら、自分の意見をですね、書いてそれをちゃ

んと出されたらいいと思いますね。僕も出したいと思いますよそれは。だからここはね、

そんなものすごい膨大な文章を、どうなってるかわからんような文章を書くべきことでは

ないです。市長が読まれてこういう議論があったんかと、こういうことだったんかという

ことが大筋わかって、市政に反映させる時に、何か市議会にかけたりするような時にこう

いう使い方が、どういう使い方をされるのかわかりませんけれど、1 つのメッセージとして

提供するということに過ぎない。 

（荻野委員） 

 

 あの、この項目だけに時間をかけていても仕方がないんで、私は先程委員長のおっしゃ

った文言で、一応皆さん了解していただいたなと思うんですが。もう 1 回。 

（西山委員） 

 

 えっとそれでは治水のですね、2 つ 2 段飛ばして次のパラグラフでですね、三重県管理区

間及び上野地区の浸水被害軽減のために、川上ダム建設事業について議論を行った。川上

ダムの有無にかかわらず云々と、で私はその議論を行ったんだけども、効果があるという

意見もあれば、効果がないという意見もあった。そこまでは書きませんけども、議論を行

ったと、しかし議論になった川上ダム有無にかかわらず、とりあえずこれが緊急ですよと

いうことだけはですね、これははっきり私は言っておかないとと思うんですけども。だか

ら少なくとも川上ダムがそういうことについての軽減について拡幅事業の議論はしたと、

いうことは小丸さんおっしゃったことで、それはそこに挿入したらなと思います。 

（宮本委員長） 
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 それでどうでしょうね、まだ他に議論があればと思いますから、これでよろしいんじゃ

ないかと思います。 

（荻野委員） 

 

 それでね、今ここでね小丸さんからそういう提案があって、こういう文言にしますけど、

したとしてそこでね、この議論の当然速記録もあるわけですから、こういうふうな思いが

あるって言われて、それに対して皆で議論してこういう文言に一応収まりましたというこ

とで、まあそれでいいんじゃないですか。 

（宮本委員長） 

 

 あのね、あまり時間取れないので、じゃあ妥協の産物として、この川上ダムの有無にか

かわらずというのは抜いてください。 

（小丸委員） 

 

 これはね、ただ川上ダムの有無にかかわらずどうだというのは、これはあのまさにデー

タに基づいてそうなってる訳ですよ。いやいやそれで、その時に有無にかかわらずという

ことを、これ書かなかったら、川上ダムがどうなんだというところがさっぱりわかりませ

んよ、これ。この文章だったら。 

（宮本委員長） 

 

 これはね、川上ダムはご承知のように長い時間をかけてここまで来た訳ですけども、い

つ洪水が襲ってくるかわからん訳ですね。ですからその次の文章にある、当面緊急的に何々

をしなければならない、だから川上ダムを作ろうが作るまいが、緊急にかかる訳です。緊

急にこういうことをしなければならないよという文章になっているんです。 

（千代延委員） 

 

 よくわかりますよ。 

（小丸委員） 

 

 だからあってもなんの支障もないと思います。 

（千代延委員） 

 

 ちょっと言いますと、要するにね、私は日本語として、申し訳ないけどもここの案の方

が私は日本語として正確だと思うんですよ。ただし、ちょっと待ってください。ただし小

丸委員のおっしゃる、川上ダムの有無にかかわらずという文言を入れると、川上ダムなし
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ということも、これは可能性があると、多分そういうことでそれにこだわってはると思う

んですよ。ただしね、ここは元々川上ダムありきならこの委員会をする必要はないんであ

って、ないことも想定としてあるという前提でやってる訳ですからね、この有無という言

葉にずっとこだわってはると、これなかなかちょっと私のさっき出した修文案自体の、ち

ょっとそれは適切じゃないなという気がしますけども。 

（宮本委員長） 

 

 あのね、文面の話でね、結局私が言いたいのは要するにやっぱり 3 点セット、何べんも

言うようにこれ 3 つはね、切離しは出来ないことを申し上げているんですよ。だからそこ

のところを委員長ね、よくよくわかってもらいたい。 

（小丸委員） 

 

 だから 3 点セットということがあるから、その有無という言葉に引っかかるんです。そ

れはよくわかってます。で、ここでね、小丸さん何回もおっしゃった、3 点セット 3 点セッ

トだということをね、これはね、皆耳にタコが出来る位はっきりと、ご主張はよくわかり

ましたから、もしも先程の川上ダムの建設事業についての議論をされたという言葉を入れ

るのなら、私は、川上ダムの有無にかかわらずという言葉は入れるべきだと思うし、もし

も川上ダムの有無にかかわらずという言葉を抜くんだと、どうしても抜くんだとおっしゃ

るなら、初めの川上ダムの事業について議論したということだって、書く必要はないと思

います。何故かといえば、一番初めのところに川上ダム建設について議論するんだと、い

うように書いてあるんですよ、我々のこの委員会は。ですからそこをあえて、またここの

治水のところに議論しましたなんていうのは、重複すると思います。 

 そうしたら、ここばっかり言っている訳にもいきませんので、他の点でもしありました

ら言ってください。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 西山です。非常に単純な話ですけども、表のですね、真ん中よりちょっと下の、この試

算値にというところの、3 行か、一番最後は委員会での指摘を踏まえて現行計画の見直しを

行う必要があると考える、これ中身は全然変わりないですけど、この検討、見直しを早く

してもらわないと困るので、出来れば文言だけですが、現計画を早期に見直しを行うこと、

見直しを、早期にという文言をちょっと一言二言ですか。 

（西山委員） 

 

 どこに早期を入れるんですって。現計画の見直しを早期に行う。 

（宮本委員長） 
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 そうそう、それでいい。 

（西山委員） 

 

 えっと利水のところですが、ページでいきますとめくっていただいて治水の上です。な

お、委員会では新規水源の代替案として、と書いているのですが、一番下のところ、この

ようなことから委員会としては本代替案が提案されたという事実だけを確認するというこ

とですけども、私が 1 回目、2 回目のプレゼンをした時に、川上ダムの利水について最後は

言わしていただいたと思うんです。そこでですね、やはりこれもまた議論が出るかもわか

りませんけども、川上ダムを水源とした安全性のある、まあ早期は別にしても、安全性の

ある川上ダム建設事業も議論したと。そこはやっぱりあわせていただきたいなと。あの、

あくまでもデータ、データでという話があるんですけども、プレゼンで一番最後のところ

で言わせていただいた川上ダムの利水というのはやっぱり根拠的なもの、その前にはやは

り代替案には色んなことがありますよと指摘していますので、これを本文で書いていただ

いているのでそれは何も問題ないですけれども、川上ダムという水源というものを、根拠

はあるんでやはりそこも併論的にしてたので、そこは入れていただきたいなと。 

（林委員） 

 

異議なし。 

（小丸委員） 

 

 そうするとちょっとどういうことですか。なお委員会ではの、その文章の中で川上ダム

を水源とした案というか、今の現行案ですね、それを議論したけどもというのを入れると

いうことですか。 

（宮本委員長） 

 

 あの、本代替案が提案されたという事実だけということをうたってくれていますよね。

その次に、私が書いたのは市民にとって安全安心を持てる安定的な水源確保として、現在

進めている川上ダムの早期実現に向けた議論も行われたと。 

（林委員） 

 

 あのね、ここのフレーズは川上ダム水源に対する代替案なんです。いいですか、前提は

川上ダムの安定であり、安いかどうかわかりませんけども、要するに川上ダムを水源とし

た水道の事業に対する代替案について議論をした訳です。いいですね。議論をしたんです

よ。で、その時に色んな項目にわたってそのディスカッションして、でこういう考え方が

ある、ああいう考え方がある、こういう考え方がある、その 1 つの流れというのはこうい

うことだったんですよと、代替案は。で、しかもですよ、ここに書いてあるのは、皆さん
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合意しなかった訳ですよ。納得しなかったですよね、西山さんもそうでしょう。だから事

実だけは書いておこうと、ディスカッションした訳ですから。事実だけの確認で留めてお

こうという。 

（荻野委員） 

 

 林です。それは議論ではないでしょう。今まで代替案をだしていただいたやつは色んな

諸問題がありますという前段でうたっていただいて納得いただいているので、私がプレゼ

ンした時の一番最後には、安定的な水源の確保として川上ダムを議論していたので、そこ

も説明させていただいたんで、その文章を併列で書いていただきたいということです。 

（林委員） 

 

 そのとおりだ。 

（小丸委員） 

 

 武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 えっと川上ダムを水源とした安定的な安全性のあるということですけども、私は防災の

面からデータと根拠に基づいて安定でも安全でもないということを、明確に否定させてい

ただいたと思います。他の委員からもですね、やはりデータと根拠に基づきまして、決し

て、特に費用の面でですね、安定でも安全でもないということを明確に議論として否定さ

れたと思います。従いまして、上申書としてそのような文言を入れるのは、不適切であろ

うと考えられます。 

（武田委員） 

 

 えっとこの部分ですが、結局ですね、今意見を言われましたけどね、何かやっぱりちょ

っとおかしい、委員長はね、代替案の話ですよ。代替案の話でね、委員長がその千代延代

替案についてはね、全てではないんだよというふうに委員長何度も繰り返しおっしゃって

みえたでしょう。千代延代替案だけじゃなくて、色んな案もあるんだよという議論をしま

しょうという、委員長ね。そういう意味だからね、ここの部分いついてもさ、この委員会

としては本代替案が提案されたという事実だけを確認するというような意味じゃなくてね、

やっぱり今林委員が言われたようにさ、やっぱり本線である川上ダムに関する部分も議論

されている訳ですから、それはやっぱり両論で記入すべきだと。 

（小丸委員） 

 

 ですから川上ダムを水源とするのは今の計画ですから、その時に問題はね、林委員がお
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っしゃるように安定的で安全なという文言を入れることに対しては、そうじゃないという

意見が出てた訳ですよ、この委員会の中で。ですからそこをね、文言として皆が共有して

ね、ああ川上ダムは安定で安全なんだなという文言を入れることは、多分共有されてない

んです。それともう 1 点は、水道の財政負担の話でやはり新たな、参加すればこれはなか

なかということは厳しくなるということは間違いないんだから、そういう議論をされたん

ですよ。ですから私はその川上ダムを水源とする、今の現計画ですね、これについて議論

されたと。これはもう当然当たり前の話であってね、そうだと思うんだけども、そこに安

定で安全なということでの議論があったと、いうのはこれは合意されてないと私は客観的

に思いますけど。 

（宮本委員長） 

 

 千代延です。えっと安全安心ということを言われたましたけども、安全でない、不安定

だとかねいうのは、1つが2つの点をおっしゃってると思うんです。深く言いませんけども、

1 つは守田の水源の豊水水利権、これを私が、まあ手続きは色々ありますよ、元のように使

えるようにすると、これは豊水水利権ですから安定してないということをおっしゃると思

いますけど、過去の実績を調べてですね、これは実態とすれば安定的に取水が出来た。も

う 1 つは、土地改良区の送水管を使うことがこれが何が起こるかわからんボロボロだとお

っしゃってますけども、それに対しては過去十年で全く通水できなかったことは全部で 10

日ですと、それから来年度から危険なところから順次改良工事に入るということ、これは

殆ど間違いありません。そういうことですからね、その断水がもし 10 年でどれだけもあっ

たということ言われるかもしれませんけども、それは約 30 億のプラスが出るということを

天秤にかけていただければ、甚だ安全に違いありません。安定か安心、そこだけで一言で。 

（千代延委員） 

 

 あの、千代延さんそこはね、これは意見。 

（宮本委員長） 

 

 4 回目でそこまで言ってしまうとね、5 年間で 6 回もの事故を起こしたということに戻っ

てしまうんです。 

（林委員） 

 

 だからその議論はやめましょう。それは今まででやり尽くした議論だから。ただしね、

今の話についてはこの文章の中でね、青蓮寺用水土地改良区の導水管の老朽化の事故が発

生の不安もあると、これはもう林さんが何べんも指摘されたことですから、それの指摘も

出されましたということは明記してある訳ですよ。そこは多分ね、皆さん方もそこの指摘

があったということは多分共有されている訳ですよ。荻野委員。 
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（宮本委員長） 

 

 あの、この 2 番目のフレーズね、今の議論になっているところ、代替案について審議が

あったんですよ。で、代替案というのは川上ダムに対する代替案なんですよ。で、代替案

は、いやいや川上ダムについては既に近畿地整の方から説明があって、我々はそれは知っ

てる訳です。それについて色々その安全性だとか安定性だとか、それから経済性だとか将

来性だとか、今の水道のこの計画はどうやったかとかいうのをですね、1 つずつ議論をもう

ちょっとブレイクダウンしてね、中身に入ってディスカッションをしてこういう議論があ

ったと、その中に今需要の予測とそれから供給の提案とありましたけれども、需要の予測

については 1 ページ目の真ん中辺りに色々書いてあります。供給については例えば守田も

ありますし、名張もありますし、こうこうこういうことが 1 つずつストーリーとして考え

られると、それについては皆さん意見を言われた訳ですよ。そんな人の、相手のあること

に対してけしからんというのもありました。それから今あの、青蓮寺用水のパイプライン

を使うのにこんな危険なものを何で使うんやという意見もありました。そういうことにつ

いてはですね、1 つのストーリーの中に議論としてあって、これはやっぱり書いておかない

かんと、これはあの無視するとやっぱりあの全体が曲がるかもしれんと、いう重要なこと

については林さんが指摘されたことについてはですね、大事なことは書いてある訳です。

それについて尚且つ、代替案の前の前提をね、もう一度ここに繰り返してしまうとね、こ

れなんですねんと。これ論議になってないやないかとなってしまうとになってしまいます。

あくまでもこれは、見て御覧なさいよ、ダムの検証検討なんだと。だから前に、頭に全部

かぶっている訳、1 つずつ。それについて 1 つずつ今ある短い時間で、限られたデータの中

でディスカッションをし、それからそれに意見を述べ、これは無視しちゃいかん意見もあ

るし、これはまあ希望やなあというのはまた、それは置いておいてというふうな形で最小

限必要なものはね、大事なものはこういうふうな形にしたらどうやと。文言もあんまり沢

山並べて訳がわからんような文章にするのもおかしいですよね。僕らの頭がちょっと足ら

んのかと言われても格好悪いですね。その程度に考えておかないと、あれもありこれもあ

り、こういう意見もあり、ああいう意見もありというようなことをこんなところに、短い

ところに書いたら何のことやということになりますよ。だからあんまりこういう意見があ

ったということを大きくこの中に押し込めたいという気持ちを、もう少し小さくしてもら

いたいですね。それは僕だって未だ言いたいことはいっぱいあるんですよ。それでもまあ

最小限に必要なのは、最小限の文言としてはこの程度に収めないといけないと僕は思いま

すね。 

（荻野委員） 

 

 林です。ただいま荻野委員が言われるように川上ダムを前提に考えている、それはいい

ですけど、前半に書いていただいているこの新規水源の代替としての、新規水源と言うの
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であればやはり新規水源で今代替案を出していただいた。でも、否定的なことが沢山出て

くる経費のことも出てくる、色々出てくるだろうということで、この真ん中で書いていた

だいているのですよね。でもそれを否定することの代わりというのが今ないんですよ。川

上を作らざるを得ないということがあるのです。これを否定すると川上という新たな水源

というのは今ないんで代替案が今 1 つだけ、青蓮寺だけですから。その代わりはというと

ころだけは、やはり川上についても 1 つの議論の中にもう 1 回戻すという、一番上に書い

てある。 

（林委員） 

 

 だけどそんなもの当たり前のことじゃないですか。今の計画は川上ダムを水源にしてい

る訳でしょう。それをベースにして我々は議論している中で、その中でこういう代替案が

出てきましたと。しかしその代替案についてはこういう問題点があったから、そういう代

替案が出たということだけ書いてるだけであって、何も川上ダムを水源とする話が何もな

い訳じゃなしに、それが先ずベースにしてある訳ですよ、今の。そうなんです。そこをあ

えて川上ダムの水源を、当然これはそうですから、書くことは、これは元々川上ダム建設

についてと、その治水利水については、元々今の現計画があってそれに対する検証をやっ

てる訳だから、そこをあえてね、私は書くというのはこの文章自体がね、ほんまにある意

味で言ったらシンプルでここだけはという話をしている中で、あえてまたそこの大前提の

話までここに書き込むという意味は、私はそこは必要ないと思います。 

（宮本委員長） 

 

 はい。小丸です。あのね委員長、私は思うのね。結局スタートの段階で色々議論したね。

大前提と委員長おっしゃったね。大前提をやっぱり議論する必要というのは、大前提を元

にやっているんだ。大前提をやっているから我々は大前提で頭に入っているんだ。要する

にそれは 3 本セットという意味の大前提だと私は理解する。だからそう意味なんだよ。で

すからそういった議論もしたということを、要するにそういった議論をしたということを

記載してもらわんことには、大前提にならないからね。そこのところを申し上げておきた

い。 

（小丸委員） 

 

 ちょっと待ってください。そこはもう 1 回言っておきますけどね、その我々が諮問を受

けたのは、川上ダムの検証検討についての議論をしてくださいと言われてる訳で、それの

例えば川上ダムの治水の話、川上ダムの利水の話というのは当然我々はまさに大前提とし

て、それをどうなんだという話をしている訳だから、そのことをあえてもう 1 回川上ダム

の治水の効果がこうですとか、或いは水源はどうだこうだということをここに書くという

のは、それは内部報告書を書くならそこまで書いたらいいですけども、たかがこれＡ四２
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枚のペーパーにね、そこをもう書かなくったって皆わかってるじゃない。少なくとも市長

はわかってますよ。荻野委員。 

（宮本委員長） 

 

 今の林さんの言葉を返す訳じゃないんですけれどね、きちっと読んでもらうと最後にね、

本代替案が提案された事実だけを確認すると、こう書いてある。何も皆でこう合意したと

かね、皆わかったということまでは至ってなかった、残念ながら。僕はこれを消してもら

いたいと思ったんですよ、初めは。ここまでやったのに何でこんな事実だけやと。すごい

何やろうと僕は個人的には思うんです。だけど、それを言い始めるとそうやないやないか

ということになって、それで両論併記、1 回全部頭数だけの意見をね、並べてちょっとした

文言も気に入らんと、いや俺の意見も書いてくれ、私の意見も書いてくれということにな

ってしまう訳です。それは避けようやないかと、しかも短い文章でわかりやすくこの議論

が見通せるようなものにしないと、蒸し返しますけども、これは小丸さんが言われるよう

に 3 点セットありきでね、議論してくださいというスタートじゃなかったんですよ。残念

ながら。ただ 3 点セットありきでスタートで臨んでおられた委員もいます。だけど、そう

でない委員もいるわけです。だからそれをお互いに認め合って、その立場なりバックグラ

ウンドなり考え方なりは認めないといけない訳ですよ。そういう認めた言葉はですね、事

実があったことだけを我々委員会としては確認しようと、こういう議論があったという事

実だけは確認しようと。ただしこの議論は無視し得ない非常に重要な議論だったから、そ

の内容について説明してあると。ただし、そのデータだとかそんなものはそれぞれ発表さ

れた委員のあれを聞かないと、これは理解できない訳でこの文言の中身は。だけど、こう

いうことがあったという事実だけ、しかも事実だけということは合意を得なかったという

ことの裏返しなんです。いいですね林さん。そういうことなんです。よく理解してくださ

い。 

（荻野委員） 

 

 はい。別の話でいいですか。浜田です。あのですね、西山委員さん、早期に見直しを行

ってもらうと、早期にとおっしゃってますけど、ここのところですね、あの伊賀市水道事

業基本計画、これあの策定委員会というのを 19 年度に 5 回開かれてるんですね。それを議

事録を見せてもらったんですけれど、これは 5 回開かれてますが長期にわたって、約半年

くらい使ってやってるんですけれど、これは伊賀市の行政が主導なんです。伊賀市のダム

ありきのところに話が行くように、公募委員も募集したそうですけれども公募なしのゼロ、

応募がゼロだったとそういう中で、伊賀市の行政が今までの伊賀市行政が主導した委員会、

これが策定委員会で、基本計画がなってるんですよね。それを去年の 11 月私たちの市が伊

賀市の財政再建を一番にあげた方を市長に市民は選んでる訳なんです。ここのところでこ

の委員会、検証検討委員会は開かれたと、今日 5 回目ですが。そういうことで申し上げた



 

31 

 

いのは伊賀市行政、或いは水道部からの回答それを見ました時に、ダムありきの訳ですね。

で、ダムがあっても水道料金は上がらないという説明を出している訳ですけれども、低廉

な水道料金であることに努力をなさってらっしゃるんですけれども、その裏付けという辺

りで交付金、交付税がここのところはシークレット、カーテンがかかった状態で交付金が

必ず貰えるということはないんだということを、私も電話で確認しました。そういう辺り

でちょっとこの水道局の 4 回目のデータは非常にあまい、そのように思います。それで一

番申し上げたいのは、人口の予測なんですけれど伊賀市が。 

（浜田委員） 

 

浜田委員、あのその議論は中身の議論になるから、確認したいのは文言の話をしていま

すから先程の西山委員が提案された。 

（宮本委員長） 

  

 早期にというところですね、より正確に、より正確に、これ間違えますと水道料金の値

上げになっていきますので。 

（浜田委員） 

 

 おっしゃっておられる提案は、早期に且つより正確に行う必要があると考えると、いう

ふうに修文したらよろしいですか。 

（宮本委員長） 

 

 はい。 

（浜田委員） 

 

 西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 西山です。あの、浜田委員の言うことはわかるんですけど、ただね、今この早期にとい

う言葉を私なりに解釈しますと、市の総合計画が出来るのはまだちょっとかかるんだと、

いうように私は思ったんです。そうしますとね、それを 2 年かかるのかどれだけかかるの

か知りませんけど、それを待って決めるというのはもってのほかだと思うんですよね。市

長さん変わりましたけども、行政にある程度の継続性というのは必要だと思うので、総合

計画が出来るまでに当然そこは議論して、今総合計画を作るとすればこういうところかな

というところでね、それは結論を出さないことには今あの、余談にあるかもわかりません、

申し訳ないですがこの検討の場でされる議論をできなくなると思うんですよ。それでは話

にならんので、そういった意味から、早期にやっぱり解決すべきと。 
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（西山委員） 

 

 ですから早期にを入れるのは、皆さんいいんですね。これはもういいですね。で、今浜

田さんがそれプラス、より正確にを入れて欲しいと言われたけれども、それは皆さんどう

なんですか。武田委員。 

（宮本委員長） 

 

 えっと、早期にという西山委員のご意見は非常にごもっともだと思います。全くそのと

おりだと思います。ですから、早期に、より正確にで、より丁寧になったと思います。 

（武田委員） 

 

 そしたらその、早期に且つより正確にだと思いますけど、日本語とすれば。いいですか

皆さん。異論はないですか。そしたら早期に且つより正確に。ちょっと、千代延さん。 

（宮本委員長） 

 

 計画を正確にというのは日本語として。だから緻密にとかね、入れるのならそういうこ

とでいいんじゃないですか。意見が出てるので。共通の認識で出来るのなら。入れるなら

緻密にしていただきたい。 

（千代延委員） 

 

 早期に且つより緻密に。よりというのはおかしい、早期に且つ緻密にですか。緻密に行

う必要があると考える、あの、今日の冒頭の誤りの説明もあったようなこともあるんで、

緻密にやってもらうということは、伊賀市さん否定はしないと思いますので、早期に且つ

緻密に行うということで。ちょっと、今のですか。別の話、どうぞ。今のこれはそれでお

しまい。 

（宮本委員長） 

 

 藪裏です。守田水源のことを書いていただいてありますけども、将来にわたって確保す

るように、そういうことで水源確保は差し支えないと思いますけども、そもそもこの豊水

水利権という形で出発したものは既になくなってますね。今、あの今の現状は暫定水利権

に変わっているというふうに私理解してますけど、そんな中で将来にわたって、とにかく

確保する、これは間違いないですけどもちょっとその辺が、もうひとつ文章が足らないよ

うな感じもするんですけども、ちょっとその辺、私もすっきりしませんけども。 

（藪裏委員） 

 

 荻野です。水利権管理についてはね、我々あの市民というか国民は管理される側になっ
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てるんですね。なかなかこうだとは言えない立場にある訳です。今日は近畿地整の方退席

されましたけれど、まさに地整の人が言われたようにこれは地整の専決事項だと、あなた

たちのことではないんですみたいな説明がありましたね、我々に対して。ただ、提案とし

てですね、守田水源が非常に大事な水源であるということは皆さんわかっていただいてい

ると思います。これは伊賀市民のまあ言えば財産なんですよ。一言ちょっとだけ、この前

の 4 回の委員会でダムに関わる費用が大体わかりましたよね。今まで使った費用とこれか

ら使う費用の合計値に、建設費と利息、償還利息等を入れるとざっと 100 億ちょっとです。

100 億ちょっとで 0.358 の水利権が得られることになる訳です。これは伊賀市民が負担する

金額ですよ。交付金や何かもありますけれど。そのことを頭に入れてこの守田水源のこと

をくってみると、守田水源は 0.08 なんです。その割合でいくと財産価値といいますか、伊

賀市民の財産としては 20 数億円の財産価値があるものなんです。こんな大きな財産をはい

そうですかと言って、さいならと言うのではなくてこの財政難の折で、こういう厳しい時

にですね、そりゃやり方は色々ありますね、近畿地整にお願いしてですね、あれもう 1 回

元に戻して欲しいと言う位は、これは 20 数億の財産だと思うとですよ、そこは頑張って取

り返すと言ったら言い方おかしいですけども、確保してもらいたいと。こういうもんやで

と。しかもそれは地整がね、ちょっと待ってください。 

（荻野委員） 

 

長いわ。 

（西山委員） 

 

あの、私聞かしていただいているのがね、要するに豊水水利権はもうなくなって、今は

いわゆるダムを前提とした暫定水利権に変わってきていると。その結果、まあ将来にわた

って確保するのに努めると、当然そういうふうにお願いしたいのはお願いしたいですけど

も、その辺がですね、ダム前提として先程まあダムのことはとりあえず今回の議論から抜

いてということの中で、その結果において暫定水利権はどうなるのかなという、私はちょ

っと不安があるんでね。だからその辺、何かもうひとつ文書が、何というかしっくりこな

い部分がある。 

（藪裏委員） 

 

そこら辺がこれまたちょっと議論するだけなんだけども、従来あった守田水源プラス川

上ダムの新規開発、今全体の暫定水利権ということになってるんだけども、その中では守

田水源の分が入ってますよということは、この中で議論した筈ですので、そこはね、今こ

こでね、そこの話をここでこと細かく書けないし、書いてもよくわからないと思ったんで

書かなかったんですよ。あの、おっしゃってることはわかります、はい。 

（宮本委員長） 
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 林です。荻野委員の方で喝を入れられたので話題が変わったんですけども、やはり今の

に戻しますけれど、やはり並列で川上ダムも水源として位置づけは、やっぱり並列だとい

うことは入れていただきたいというのは私の考えです。 

（林委員） 

 

 いいんですけどね、どういう文言にするんですかこれ。この文章の中で。そんなの川上

ダムがね、ここの水源のことですよ、今の計画ですから。それをあえてここでね、それを

私は書きようがないんだけども、それを。 

（宮本委員長） 

 

 入れたらいいんだよ。 

（小丸委員） 

 

 入れるも何も、それは前提じゃないですか、川上ダムの検証検討をやってるんだから。

その現計画の水源は川上ダムですよと、あえてここに入れるんですか、これ。 

（宮本委員長） 

 

 そりゃあ入れるんだよ。枕詞でいい。 

（小丸委員） 

 

 議論を正確に記載するならですね、川上ダムを水源とした安定的な安全性のある水源の

話があったが、防災、費用の面から安定でも安全でもないというデータと根拠に基ずく議

論があったと書けば事実関係に一致します。 

（武田委員） 

 

 だから結局ね、結局ね、川上ダムが今もある水源ですよ、現計画では。そこはみんな当

たり前なんだけども、そこに修飾語を入れてしまうとね、これ合意してないんですよ。だ

から入れられないと言ってるんですよ。ただ単に水道計画の水源は川上ダムですよという

ことであれば、これはこんなところに書く必要はなくて、当たり前のことなんですよ。 

（宮本委員長） 

 

 はい。委員長に一任します。 

（浜田委員） 

 

 武田です。ということで、入れるのなら先程の文章で、けどまあ入れなくていいと思い
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ます。 

（武田委員） 

 

 武田委員の文章だったら、とてもじゃないけど入れられないですよ。 

（宮本委員長） 

 

 短くいきたいと思います。あの、これ読ませていただいてね、全部文章をね、こう一番

最後の 1 つのレールの最後のセンテンス、ものすごいうまく書けていると僕は思います。

今のディスカッションの中もね、水利権を将来にわたって確保するよう努めるべきである

と、ただこの時にべきがどうかなという意見はあるかもしれません。ただこうしなさいと

か、ああしなさいとかとかいうふうに書いてある訳じゃないんです。将来にわたって、確

保したらどうですかとそう書いてあるんです。よく読んでいただくと、国に反対する、或

いはこれに反対、反対という意見はここには出てなかったし、この財産はですね、守られ

た方がいいと。 

（荻野委員） 

 

 もうその話はせんといて。 

（西山委員） 

 

 ちょっと待ってください。申し訳ない、あの、今日はねこの会場は 12 時半ピッタリでと

いう話も聞いてますので、それでね、ちょっと確認しますけどね、あの 1 枚目のですね、

中ほどからちょっと下のところの、伊賀市の委員会での指摘を踏まえて現計画の見直しを

早期且つ緻密に行う必要がると考えると。これはもう皆さん方合意しましたと思います。 

それから先程の林さんのですね、川上ダムが水源なんだという話は、それだけを書くの

なら私はあの、全く書く必要がない当たり前のことですから。そこに安定だとか安心だと

かいうことを入れると、それに関する話としては反対意見が出てることは事実ですから、

これは委員会として協議は出来ていないというふうに思います。 

それから最後の治水のところの小丸委員の言われた、いわゆるその川上ダムの建設につ

いて検討したことは合意したと、しかしその川上ダム有無にかかわらずというところは、

これは消して欲しいという話なんだけども、私はここが先程から小丸さんの意見は、3 点セ

ットなんだからか川上ダムの有無なんて言葉自体が、出てくることがおかしいと、だから

その意見は私わかりました。わかりましたけども、この場で皆さんがその意見に従って、

じゃあ有無にかかわらずを削除しましょうかということは、合意できますか。私はそこは

出来ないと思うんですよ、正直言ってね。ちょっと待ってください。ですから、あの、こ

こは、それで小丸さんは有無にかかわらずというのは、何というかどうしても削除したい。 

（宮本委員長） 
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 イエッサー。 

（小丸委員） 

 

 イエッサーじゃない。それでまあ、それについてはそれは困るという話もあります。あ、 

困るじゃないか。それで、そうするとね、あの合意したところは修文します。そこでね、

さっきの話。えっと、合意できなかったところは、文書には書かないという私は前提でや

ってますから、あの一応ですね、この合意できた修文案は修文して、合意できなかったと

ころはこのままにさしていただいて、この上申案をですね、上申というふうに私はお願い

したいと思います。しかし、皆さん方も意見がそれぞれありますから、これは当然ね、そ

のどちらかといえばダムを推進される立場の委員の方も色々あると思います。不満は当然

ある。ダムについて批判の委員の方も色んな不満が未だあると思います。まさにだからこ

れ、そういう中でのこの審議会ですから、それについては私は皆さん方の思いの丈を文書

で出していただきたいと思います。それで私はこの上申の文書と、それから皆様方の自分

たちの個人的な思いの丈、それについて文書を出してもらうということと、それから今ま

での委員から出された質問と質問に対する答え、それ並びに 4 回 5 回までの議事録を全て

を添付して、市長にお渡しするということで参りたいと思います。それでよろしいでしょ

うか。 

（宮本委員長） 

 

 あの申し上げたいんですけど、治水のところで、実は 2 つ、2 箇所文言をお願いしたいん

ですけども、この治水の前段のところでですね、洪水から伊賀市民の生命を守るとともに

ということですけども、武田委員さんが色々おっしゃってますけども、生命財産を守る必

要がありますので、遊水地の中も大事な財産ですので、財産を入れていただきたい。 

（藪裏委員） 

 

 皆さん、よろしいですか。財産を入れることで。じゃあ了解。 

（宮本委員長） 

 

 それから、その下のところでですね、最後のそれに対して主に河道掘削で対応すること

を検討しているということで書いていただいてあるんですが、現実その上の島ヶ原の方で

はもう既に洪水になりかけているというか、なっているというかそういう部分もあるので、

そこも含めて築堤、河道掘削、築堤も入れていただけたらと私は思うんですが。 

（藪裏委員） 

 

 あの、これは実際に無堤区間がありますから、築堤するというのが検討されてますから、
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築堤を入れることいいですね。それは了解です。 

（宮本委員長） 

 

 えっと、上申書の 1 枚目の守田水源の前に入れていただきたい文言があります。伊賀市

の新規利水は、検証検討したデータ及び根拠から、現在、そして将来数十年にわたって必

要ないと考えられる。こう明記すべきだと考えます。 

（武田委員） 

 

 要するに、伊賀市の新規水源は要らないんだということを書けとおっしゃるのね。 

（宮本委員長） 

 

 検証検討できたデータ、結果を、根拠に。 

（武田委員） 

 

 あの、わかりました。これ諮るまでもなく皆さんここではそれは合意できないというこ

となので、それは武田委員が文書で出してください。西山委員。 

（宮本委員長） 

 

 あの、委員長さん非常にご苦労されたと思うんです。で、何かとりあえず出していただ

いたんですけど、私たちとしてはね、やっぱり非常にこれに対する意見があるんです。実

はあの小丸委員、林委員、藪裏委員、私とでこういう思いを、この場で意見を言わしてい

ただきたいと。だからこれをその上申に入れてくれとかいう意味じゃないんですけど、5 分

か 5 分余りお願いしたいなと思います。 

（西山委員） 

 

 それはその、その文書があるわけですね。 

（宮本委員長） 

 

 あります。 

（西山委員） 

 

 その文書を、さっきも言いましたけども、それぞれ出して欲しいと言いましたから、そ

れを事務局に出していただくということでいいんじゃないですか。 

（宮本委員長） 

 

 読んでもらいたい。 
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（小丸委員） 

 

 だけどそれをやるとね、それをやるとそれぞれの人がまたね、自分の意見はこうですよ

ということを、それぞれが述べたいということになるんですよ。ですから、折角その文書

も出来ているんであれば、その文書は早速事務局の方に出してもらう、それぞれの人もま

た文書を出してもらうということで。そうやらないと、ちょっとこの委員会は収集収拾出

来なくなるんで。 

（宮本委員長） 

 

 異議なし。 

（浜田委員） 

 

 はい、委員長。あのね、前回 4 回のときにね、個々の意見についてはね、個々の意見に

ついてはそれはそうだよということはよくわかる。でもね、今の意見というのはこれここ

の委員 4 名の意見、総意の元に意見を作らせてもらっているんだから、これは尊重しても

らいたい、これは。 

（小丸委員） 

 

 ちょっと待ってください。それはね、違います。それはあくまでも個々の小丸さんなり、

西山さんなり、林さんなり藪裏さんが 4 人集まって擦り合わせをされて作られた意見であ

って、新たな委員の中で、新たな何かグループがあって、それは公の意見ではないんです

よ、これは。あくまでも。やっぱり個々の意見の集約なんですよ。ですからそこはね、4 人

だからということでやるというのは、私委員長として会の運営上ですね、そこは誠に申し

訳ないけども、私はきっちり読ませてもらいます、それは。あの、そうさせてください。

あれでしょ、申し訳ないけどね、冒頭ね、千代延さんの発言は私求めた時にそれは違うん

じゃないかという話があったじゃないですか。ちょっと待ってください。それは私は成る

程と思ってそう思いました。これはやっぱり委員会の運営については、やっぱり私が責任

あるんで、今の話についてはきっちりと文書を出してもらうということで、させてくださ

い。 

（宮本委員長） 

 

 委員長。今ね、千代延委員の冒頭の発言はね、これは委員長の提案で上申書をベースに

して議論をするため、千代延委員の分は冒頭から恐縮でありますけどもというふうに遠慮

してもらった。わかるんですよ。それはきちっと、委員長。 

（小丸委員） 
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 わかりました。今の千代延さんの発言は取り消します。それで西山さんから提案のあっ

た 4 人の意見書については、これは前から言ってますようにこの委員会の中では、個人の

意見は議論しませんと言いました。後で出してください。それについてはきっちりと市長

にお渡ししますということなので、そこはご理解ください。 

（宮本委員長） 

 

 あのね、この私らの意見はやっぱり委員会で聞いていただきたいんです。市長は市長に

出させていただく予定です。 

（西山委員） 

 

 西山委員、本当に申し訳ないけどもこれ私前回最後に言いましたやん。個々の意見につ

いてここでそれぞれが出されると、もうその議論できないじゃないですか。ですから 4 回

までの議論で共有できたことだけを取りまとめたいといいました。で、今の話は気持ちは

よくわかるんだけども、今ここでね、それを言い出されると、そしたら武田さんもね、私

も意見があるんだと、千代延さんも荻野さんもあります。浜田さんもあります。4 人の意見

だけを開示してもらうことを私が許したら、ここの方が不公平じゃないかと、委員長がこ

の前第 4 回で言ったことと違うじゃないかということになります。ですからここはね、こ

こは申し訳ないけども、西山さんわかってください。ご理解ください。 

（宮本委員長） 

 

 委員長。 

（小丸委員） 

 

ちょっと待ってください。 

（宮本委員長） 

 

 もう同じことならやめといて。 

（千代延委員） 

 

 あのね、すごく不満があります、委員長の意見に対してね。本当に我々で今回で 5 回、

非常に色んな部分で議論していただきました。それについて自分らもない力を絞ってです

ね、やってきたんです。で今、委員長のおっしゃる話ね、話が長いですけど、長いという

かくどいですけど、本当にせっかくやってきたのにという気がすごくします。ただ、待っ

てください。委員長の意見に従います。 

（西山委員） 
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 ありがとうございます。あの本当に最後の最後まで、本当に自分の立場とか思いを抑え

ていただいて今の発言はですね、本当に私は感謝します。ありがとうございます。それで

はですね、全てのデータ、データという言葉はいかんな、全ての上申案と意見、それから

今の質問の答え、それから皆さん方の個々の意見書、それから速記録これを全て市長に何

らかの形で事務局と相談して報告するという格好にいたしますので、本当にこの 5 回です

ね、正直言って私も大変これしんどかったです。ほんましんどかったけども、それぞれ皆

さん方のモットー、それぞれ色んな立場の中で発言されてしんどかったと思います。しか

し、私はこの委員会の中でね、今まで市民の方に見えてなかった色んな情報も新たに出た

ことも、私は事実だというふうに思います。従いましてこの 5 回、非常に私は審議尽くさ

れずにもっと本当はやらないかんと思いますけども、それなりの意義はあったということ

で市長の方には、委員の皆様方の本当に誠心誠意のご意見をいただいたということで、お

伝えしたいというふうに思います。本当にありがとうございました。 

 それではですね、あの、今日はね 12時半にはここを出ないといかんといわれてますので、

傍聴の方も意見、その中で言っておきますけども今までおっしゃった意見は、言わないで

ください。重複はしないでください。それで尚且つ、お一人 2 分以内でお願いします。じ

ゃあそこの二人が手をあげてますね。その後ろの方ですね、それからそこの二人。あのね、

増えるんですけども、じゃあ申し訳ない、これだけ多分 10 人近くおられますので、2 分じ

ゃ駄目なんで 1 分ちょっとでお願いします。これ申し訳ない本当に。委員だって言いたい

こといっぱいあるんだけども抑えてるんです。傍聴の方、1 分ちょっとでお願いします。で

はこちらの方から、はい。 

（宮本委員長） 

 

 伊賀利水研究会のアサノです。私の調査で川上ダムサイトの下に活断層、名張断層系頓

宮断層が通っていることが分かってきました。北東方向 74 度、西より川に２ｍ以上の活断

層です。こういう活断層の上にダムを作ることの危険性を国は無視して良いと言うのでし

ょうか。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございます。はい、横の方。 

（宮本委員長） 

 

 伊賀市の花と緑を守る会のコヤマです。今日、近畿地方整備局から出されました資料の 3

枚目の川上ダムの部分ですけれども、3 枚目の時に出されました同じ 11 ページのこれ全然

違いますね。10 時間が 12 時間、たった 20 日間で整備局は、この一番基本的な重要なとこ

ろですね、データを変えてる。ここで、同じような岩倉のところでオーバーするんでした

ら、岩倉の掘削という文言を入れて欲しいです。以上。 
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（一般傍聴者） 

 

 じゃあ、そちらの後ろの方でおられましたね。左の方の。 

（宮本委員長） 

 

 すみません。西高倉地区のニシダです。岩倉峡の近いとこに住んでいます。色々先生方、

ご検討して頂きましたが、川上ダムの利水のウエイトが 7 割で治水の方が 3 割ぐらいだっ

たという風に感じました。あの協議の中で。小丸委員がおっしゃっていましたように 3 点

セットと言いますのは、私ども下流で、当時、建設省の堤防の工事の買収で皆さんにご迷

惑を少なくするという事で、ダムを作るからのんでくれという事で数回ありました。遊水

も新居地区は一番理解を示して早く遊水を妥協したという風に思っております。遡ります

と、昔、100 年前には小田地区は全部浸水になって現在の小田のところに引き上げてきたそ

うです。私、60 年前といいますと 15 歳ですけれども、当時、建設次官でありました岩倉の

稲浦さん、岩倉峡を開削すれば水も汚いし浅くなる。でも、日本全体を考えるときに 6 億

あれば岩倉峡を開削することができると。ただし、一度夕立が降ると、大阪は 30 億の被害

が出るのだから我慢してくれということで言われて、伊賀の住民はやむを得なかったとい

う風に今日まできました。事あるたびに治水についてのお願いをする中で、建設省はあち

こちでダムを確保する中で、川上ダムはまだ後半ですね。その中でありますので、利水に

ついては後から具体的に川上ダムがする段階で、より将来のために活用するのに利水を使

うという風な話で今日まできたと思います。治水が元ですので、この辺はどうも横へ置か

れて、数字だけの利水と雨量だけでやっておりますが、この木津川、服部川、柘植川の河

道掘削をやれば水位が低下すると、その上は水位が下がります。その分だけ下流へきます。

岩倉峡があるのは一緒です。だからハイウォーターは上へ上がります。だから、流速が上

がって島ヶ原は水がつくわけです。だから、岩倉峡の開削をやるんだということであれば。 

（一般傍聴者） 

 

 すみません。1 分ちょっとでお願いします。 

（宮本委員長） 

 

 水位が下がるというならば、ここへ上流と書いてもらわなければ下流は余計に排水難に

なるんです。ゲートを作りましたので遊水以外のところも内水でいっぱいになります。こ

の辺を加味した文章に直して頂きたいということをお願い致します。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。その後ろの方。 

（宮本委員長） 
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 カイザワです。少し意見を申し上げたいと思います。市長がこの委員会をお願いした経

緯については、計画してからだいぶ経ってるし、両方の議論があるからという事で僕の理

解では、川上ダムに関する検証検討委員会という風に理解してまして、例えば、今日まで

経って河川法も改正されました。環境面が重視されました。それから、流域委員会が代替

案を出されました。その流域委員会の代替案で、どの部分についてはダムがなかってもい

ける、いけない、この部分はいけるけれど、この部分はいけない。そんな結論が出て、市

長はそれを含んでどうするかという事を検討するんだなという風に思ってましたけれども、

若干、委員長に言われましたように、不十分かなという気が僕自身してます。それと、も

う一つ、例えば、遊水地に係る越流堤の問題ですけれども、これも、建設省案の方が度々、

僕の理解では度々水が入ると、流域委員会の案の方が、澤井先生の案の方が高いと、そう

いうことでは入りにくい、その辺の議論がなかったと思います。そこの議論が欲しかった

なというのが、もう一つ。それと、もう終わりますけれども、委員さん、それから傍聴者

も含めてですけれども、どうも議論がダム促進派とダム反対派のような意見で出てたんか

なという感じが否めません。もうちょっと前に進める結論が出たら良かったのに。それに

しても、委員の皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。ご苦労さまでした。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。そうすると、その真正面の方。 

（宮本委員長） 

 

 フクオカと申します。私のお願いは、伊賀市の負担が出来るだけ少なくするようにして

頂きたいと思います。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。それでは、その方。 

（宮本委員長） 

 

 桐ヶ丘のタニザキと申します。治水促進という意味で、早くダムを作って頂きたいとい

う観点から意見を申させて頂きますと、422 号線ですね、木津川沿いに走ってる道路なんで

すが、しょっちゅう冠水して通行止めになります。これは、やっぱり一日も早く対処して

頂きたい。ただ、改修となりますと非常に時間がかかります。ダムになりますと、ダムが

完成すれば即効果が発現するということで、非常に即効性があります。隣の木津川を見て

頂きますと、名張市を見て頂きますとダムがあった為に、21 年 10 月の洪水ですか、非常に

1,100 戸以上もの家屋の浸水が助かったということで、市長から感謝状が水機構に出されて

おります。そういう事も含めて、治水の発現効果は非常に早いということで、改修もやっ
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て頂かないといけないですが、ダム促進の方もよろしくお願いしたいと思います。以上で

す。 

（一般傍聴者） 

 

 はい。その後ろの方。 

（宮本委員長） 

 

 カワカミです。三点あります。今日は、川上ダムの有無に関わらずという文言に拘って、

だいぶ議論が闘われましたけれども、川上ダムが作られても河道掘削は必要だし、川上ダ

ムをもし作らなくてもですね、河道掘削は必要なんだと。河道掘削をちゃんとやればです

ね、去年の 17 号台風のですね洪水も、ひょっとしたら遊水地に水が入ることを防げた、ひ

ょっとしたらではなくて、きっと防げただろうと思うわけです。ですから、一刻も早く河

道掘削を施工することが必要だと思います。二点目にですね、この間、西山委員から発言

がありましたけれども、速記録が改ざんされているということが言われました。これは、

とんでもない話でですね、委員の皆様には速記録の原稿が回って、そしてチェックをされ

ます。その時にですね、自分の発言内容を変えるような、重要な部分を変えるようなこと

は、これはもう改ざんにあたりますので、そういう事は事務局の方でチェックして、厳正

に発言通りのものに直して頂くようにお願い致します。それから、委員会で配布された資

料、これから皆さんから出される個人の意見書、国土交通省から出される資料、こういう

ものはですね、出来るだけ速やかに伊賀市のホームページにアップして頂くようにお願い

致します。 

（一般傍聴者） 

 

 はい。その後ろの方。 

（宮本委員長） 

 

 ハタナカです。一点だけ言います。昨年 9 月 30 日の 17 号台風、岩倉峡直上流に押し寄

せた水の量は 400 万トンと聞いています。木津川上流事務所に確認しました。そして、テ

レビやヘリコプターでこの間も映しておりましたが、あの状態を私達も見せて頂きながら

やりました。川上ダムがあって、川上ダムでピークカットするのは 200 万トンです。もし、

出来ていても 200 万トン、半分はカット出来たかも分かりません。しかし、200 万トンは

遊水地へどんどん入っていって、越流堤は越えるは逆流はしてくるは、一日も早く遊水地

の完成を願うのが地元の皆さんの責任ではありませんか。いつまで放っておくんですか。

以上です。 

（一般傍聴者） 
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 その女性の方。 

（宮本委員長） 

 

 イシウチと申します。大阪から引っ越してきたのですけれど、だいたいダムというのは

森林の奥にあるものですよね。桐ヶ丘、私のところから 300ｍ、一番山の方におりますので、

300ｍ先に活断層が下に通っているというダムがあるんですね。この前今回の東日本大震災

でも、農業用のダムが決壊して 7 人が死亡してます。今度、もしダムが作られなかった場

合、島ヶ原の方で災害が起こると言っていましたけれども、もし、あった場合の方が東海

地震、東南海地震、南海地震が起こることは分かっていますので、その場合は、桐ヶ丘の 5

千人と羽根とか青山町とか全部いくわけですね。そういうことを考えた場合、どっちが大

きな災害が起こるか、森林の中でないとあかんですよ。団地の中に傍にダムがあるのは大

体おかしいと思います。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 最後の方、その前の黒い方。 

（宮本委員長） 

 

 神戸地区のオギタです。先程からずっと聞かせて頂きました。二点ほどお話させて頂き

ます。やはり、災害が起こっている、水害が起こっているというのは河床掘削、色々言わ

れています。しかし、山に保水力がなくなってきている。その話と農業の話、先程、遊水

地の農業の話、農業を守るという話について、検証の文書で答申して頂くのであれば、検

証委員会が出来なかったことを書いてください。二点ほど。保水力の検討はしませんでし

た。農業を守るという市長の言葉をきちんと言葉で表せませんでしたという、出来なかっ

たことを書いてみてください。お願いします。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 じゃ、最後の方。 

（宮本委員長） 

 

 すみません。私、川上の水没者でございます。委員長さんには言う通り実行してきたの

ですけれど、先程、色々ご意見がありますけれども、もし万一ダムが延期という事になっ

たら元の姿にもどして頂きたい。これを委員長さん、よろしくお願い致します。以上です。 

（一般傍聴者） 

 

 ありがとうございました。本当に、傍聴の方も皆さん審議にご協力的でありがとうござ

いました。また、色んなご意見もありがとうございました。それではですね、この委員会



 

45 

 

をこれで終了したいと思います。事務局にお返しします。 

（宮本委員長） 

 

 皆さん、2 月 14 日から約 1 ヶ月半にわたりまして 5 回の検討委員会を実施して頂きまし

た。委員の皆様、大変ご苦労さまでした。また、傍聴の方々につきましては、熱心に 5 回

にわたりまして熱心に傍聴頂きまして、本当にご苦労さまでした。以上を持ちまして、第 5

回川上ダムに関する検証検討委員会を終わらせて頂きます。ご苦労さまでした。 

（事務局；伊賀市建設部 公共事業対策室 中山） 

 

  

 


