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平成 28年度 第 3回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 6月 23日（木） 

 

(事務局) 定刻になりましたので、ただ今より、第３回 伊賀市水道事業基本計画策定委

員会を開催させていただきます。私は、議題に入るまで進行役を務めさせていただき

ます水道総務課の川口でございます。よろしくお願い申し上げます。 

委員会設置要綱第６条により委員会の開催には委員の半数以上の出席が必要とさ

れています。本日１２名中９名の方にお集まりいただいておりますので会議は成立い

たしました。なお、藤森委員、八尾委員、奥原委員につきましては所用により欠席と

いうご連絡をいただいております。 

   本委員会につきましては、「伊賀市情報公開条例」第２３条（会議の公開）の規定に

基づき、会議の公開を行います。また、「審議会等の会議の公開に関する要綱」第９条

（会議録及び会議資料の公開）の規定により、議事概要作成のため録音させていただ

きますのでご了承ください。発言の際にはマイクをお渡しさせていただくので、必ず

マイクを通して発言をお願いします。 

記者・傍聴者の方にお願いです。会議中は、傍聴者の発言等は禁止します。静粛に

傍聴いただけない場合は、退出していただく場合がありますのでご了承ください。ま

た、会議終了後の、記者会見は行いません。以上でございます。 

今回より宮田委員に代わり玉滝地域まちづくり協議会会長 北川委員、上田委員に

代わり矢持地区住民自治協議会会長 西委員が新たに策定委員として就任されており

ます。新しい方もおられます。顔とお名前を覚えていただくためにも事務局の方から

委員のお名前をお呼びさせていただきますので、ご起立を願います。上野地区八尾委

員は本日欠席です。伊賀地区阪井委員。島ヶ原地区坂本委員。阿山地区北川委員。青

山地区西委員。上野商工会議所清水委員。伊賀市商工会中森委員。学識者奥原委員は

本日欠席です。公募委員廣島委員。公募委員籔裏委員。副会長大山田地区藤森委員は

本日欠席です。会長学識者山村委員。以上で各委員のご紹介を終わらせていただきま

す。 

 

（事務局） この委員会は、今までに第 1 回は人口および水需要の予測、第 2 回は現状分

析と課題の抽出、そして本日第 3 回目としまして大きく四つのテーマを掲げています。一

つ目が「取水・浄水施設 問題点と対応策」、二つ目が「ゆめが丘浄水場系統の有効活用に

伴う費用削減効果」、三つ目が「整備計画」、四つ目が「水源計画」です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

会議に先立ちまして配布させていただきました書類の確認をさせていただきます。まず、

事項書、委員名簿、続きまして伊賀市水道事業基本計画第３回策定委員会と書かれた本日

使用するパワーポイントを印刷した資料、それから資料１：取水・浄水施設 問題点と将

来計画、資料２：ゆめが丘浄水場系統の整備に伴う費用削減効果、資料２－１：施設継続

使用とゆめが丘浄水場系統整備に掛かる費用比較、資料３：配水ブロック変更箇所、資料

４：施設整備計画 将来配水ブロック計画図こちらは策定委員さんにお配りしている分だ
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け大きめに印刷しております、資料５：将来浄水場系統図、参考資料として島ヶ原中継ポ

ンプ場の位置を示した図面でございます。ご確認ください。不足している場合は、事務局

までお申し付けください。 

なお、事前に郵送いたしました資料とは内容が変わっているものや追加の資料がござい

ますので、本日配布いたしました資料をお使いいただきますようお願いします。 

 

1.あいさつ 

それでは、伊賀市水道事業管理者 北山太加視からご挨拶を申し上げます。 

 

（管理者） 管理者の北山でございます。本日は、第 3 回目の策定員会のご案内をさせて

いただきましたところ、委員の皆さま方には大変ご多用のところお差し繰りをいただきま

してご出席いただきましたことにお礼申し上げたいと存じます。 

 お詫びをさせていただきたいと思います。第 2 回の委員会の際は、大変会場が狭うござ

いまして窮屈な状況でありましたこと、またプロジェクターも水が差したということがご

ざいまして、今回はこの会場の方に変更しまして審議していただけるようにさせていただ

いたところです。さまざまな課題がございますので、皆さま方からご意見を頂戴いたしま

して、この計画がより良いものとなりますよう議論いただけますようお願いいたしまして、

あいさつとさせていただきます。本日はありがとうございます。 

 

2.審議事項 

 

（事務局） それでは、これより事項書の 2 に入らせていただきます。ここからは、会長

様の議長により進めていただきますので、山村会長様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（会長） あらためまして、山村でございます。よろしくお願いいたします。前回は 4 月

19 日の開催だったと思いますが、もう早いもので 2カ月以上がたちました。ちょうど季節

としてはハナミズキがきれいだなということをごあいさつで申し上げた記憶がございます

が、もう梅雨に入ってじめじめとした毎日でございます。 

 一方で前回思い出しますのは、ちょうどその前の週に熊本で大地震がありまして、大変

なことになっているという状況がございました。その後熊本の方も、特に水道の断水が思

ったよりも長く続いて、あらためて地震に対する備えの重要性が強く認識させられたとい

うのが今回の熊本地震だったと思います。私のかつての同僚も現地にかなり長い間張り付

いて支援していましたが、これまでの新潟とか他の地域の地震とはかなり違った様相で、

復旧にかなり手間取ってしまったと。マスコミでもかなりそういうことが報じられて、水

道事業、水道行政についてもちろん注目いただいたのは結構なのですが、「何をしているの

か」というふうなかなりきついおしかりを受ける毎日で、心労の連続であったということ

を言っておられました。そのようなことを考えるにつけましても、こういった水道計画を

考える時期に備えておくことが重要でないかなと思っている次第でございます。 

 前回は、先ほど事務局からもお話がありましたように、施設や事業の現状、それから取

水施設とか浄水施設の問題点、それから今後の計画の方向ということについて詳しい説明
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をしていただきました。議事録につきましては、事務局から送っていただきまして、私も

多少文言の修正などお願いいたしましたが、委員の皆さまからも同様に対応いただいて、

その修正をしたものが市のホームページにアップされているということですので、皆さん、

まだの方は後ほどご覧いただければと思うのでございます。 

 本日の審議予定、進行予定につきましては、先ほどこの事項書のご紹介がございました。

ご覧いただくとおりですが、これに基づきまして今日の審議を進めてまいりたいと思いま

す。今日は委員の方が 3 名ほどご欠席でございまして、いつもサポートしていただいてい

る藤森委員、副会長なんかがおられないのでちょっと不安な面もございますが、どうか皆

さまのご協力を頂きまして審議を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、事項書の順を追いまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

（1）島ヶ原地区の給水地点について 

（事務局）失礼いたします。 

それでは、事項書２ 島ヶ原地区給水地点について説明させていただきます。前回の第２

回伊賀市水道事業基本計画策定委員会において、島ヶ原地区に緊急遮断弁を備えた配水池

がなく、大規模災害により島ヶ原大橋が通行不可能になった場合に木津川より北側の地区

では給水できる地点がないため、何らかの方策を検討いただきたいという、ご提案をいた

だいておりました。この件に関して水道部内で協議いたしました結果、島ヶ原中継ポンプ

所の受水槽容量 190 ㎥に新たに給水装置を設置し、中にある水を給水できるようにさせて

いただきたいと考えております。参考資料ということで、島ヶ原中継ポンプ場の位置図を

お配りしておりますのでご確認いただきたいと思います。平成 29 年度中には実施させてい

ただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（会長） ありがとうございました。本件につきましては、前回のご審議の中で坂本委員

様、それから籔裏委員様からご発言がありまして、それに基づいて早速事務局でご検討い

ただいた結果ということですが、いかがでございましょうか。坂本さん、籔裏さん。 

 

（委員） いろいろ検討いただきましてありがとうございます。中矢地区にあるこのポン

プ所ですね。この地点というか。そうですね。これでいけると思います。この島ヶ原北側

地区につきましては、これで十分可能かと思います。ありがとうございました。いろいろ

ございましたら、また言わせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

（会長） 籔裏さん、いかがですか。 

 

（委員） すみません。籔裏です。ちょっと私も半分思い付きみたいな格好で意見を言わ

せてもらって。 

 島ヶ原。これは川の南の方は残るのだけど、北はなくなるという。現実にそんな具体的

な部分かなと思います。改善の方向に向けられたのでありがたく思っています。ありがと

うございます。 
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（会長） それでは、両委員さんからもご理解を頂いたということでございます。事務局

で早速作業していただきましたこと、私からも御礼申し上げます。 

 

（事務局） ありがとうございます。あと、前回に藤森委員から具体的な数値目標という

のを定めて計画の中に盛り込んでいただきたいというご意見を頂いていまして、これにつ

きましては、中間案の時点でお示ししたいということで、ちょっと今回については実はま

だできていないのですが、また次回、次のその中間案のときにお示ししたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局）続いて事項書３ 審議事項について説明させていただきます。主にパワーポイ

ントを使って進めさせていただきたいと思います。パワーポイントはお手元に印刷した同

じものがございますのでご覧ください。 

まずは１．取水・浄水施設の問題点と対応策ということで、内容的には第２回策定委員会

でご提案させていただいた内容の再確認になりますがご容赦ください。資料１をご覧くだ

さい。前回お配りした資料の中にも同じものがあったのですが、字が小さく非常に見づら

いというご指摘をいただきましたので、見易い大きさで作成させていただきました。現在

伊賀市にはこちらに記載させていただいているとおり２１の浄水施設があります。パワー

ポイントをご覧ください。 

各地区の浄水場とその水源の位置関係を表した図です。上野地区の８つの浄水場の位置

関係はこうなります。前回の策定委員会で三重県企業庁がゆめが丘浄水場を建設した際に

伊賀市合併前の旧市町村へ水を送るための送水管が既に埋設されており、それを有効に活

用しながらゆめが丘浄水場の水を送っていきたいというご説明をさせていただいておりま

したが、この図の中でくねくねとした緑色の線で示されているのがその送水管を表してい

ます。ゆめが丘浄水場の水はこの送水管でつながっている施設には新たな整備が必要なく

送水できるようになっております。 

これから策定していく整備計画の中で、現況の運用状況を変え、施設に何らかの変更を

加える浄水場のみ簡単に方針を説明します。 

小田浄水場ですが、電気・機械類の更新時期を迎えております。また井戸の取水能力が

低下しており、特に冬期の取水量が不安定となっています。配水区域の縮小により負荷を

減らし井戸水源の取水量低減を計画しております。 

猪田浄水場については、老朽化し耐震化もされておらず、小規模施設で運用効率が悪い

ため、廃止を計画しています。 

丸山浄水場についても、猪田浄水場とほぼ同じ状況であり、廃止を計画しています。 

比土浄水場は、小規模であり耐震診断が必要です。また、浅層地下水を塩素滅菌処理し

て配水している簡易な施設であるため、継続使用していくために紫外線処理の導入が必要

と診断されています。設備投資が規模に見合わず、運用効率が悪いため、廃止を計画して

います。 

ゆめが丘浄水場は、先ほども申し上げましたが、県の伊賀広域水道時の送水管を活用し

広範囲への送水を行う計画です。 
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伊賀地区の２つの浄水場と、ゆめが丘浄水場系統の送水管はこのとおりです。 

朝古川浄水場ですが、耐震診断が必要な施設であり、流況悪化により日量 200 ㎥程度し

か取水できない時期があるため廃止を計画しています。 

滝川浄水場については、耐震診断の結果、耐震補強が必要であるという結果が示されて

おり、機械・電気類も更新時期を迎えております。水需要に応じた規模に施設を縮小し更

新を行う計画です。 

島ヶ原地区の２つの浄水場と、ゆめが丘浄水場系統の送水管はこのとおりです。 

島ヶ原第１浄水場については、老朽化し、耐震化されていない施設であり、あと数年で

耐用年数を迎えます。元々農業用水の余剰水を取水していた施設であり、平成 21年度から

予備化し稼動していません。維持管理費削減のため予備化から廃止する計画です。 

阿山地区の２つの浄水場と、ゆめが丘浄水場系統の送水管はこのとおりです。 

玉滝浄水場は、耐震診断が必要な施設であり、電気・機械類の更新時期を迎えています。

降雨時に水質が悪化するなど河川状況が不安定であり、既に一部ゆめが丘系統の水を送水

しています。安定的に取水できるゆめが丘系統の水を有効活用できるため、廃止する計画

です。 

大山田地区の４つの浄水場と、ゆめが丘浄水場系統の送水管はこのとおりです。 

剣谷浄水場ですが、耐震診断が必要な施設であり、小規模施設で運用効率が悪く、電気も

通っていない施設であるため、廃止を計画しています。 

青山地区の３つの浄水場と、ゆめが丘浄水場系統の送水管はこのとおりです。阿保浄水

場については、耐震診断の結果、耐震補強が必要であるという結果が示されており、機械・

電気類も更新時期を迎えております。施設を縮小し更新を行う計画です。 

「取水量の低減」「浄水場規模の縮小」「廃止」これらの検討が必要な浄水場に対する対

応策として、水道部では三重県企業庁が整備した伊賀広域水道時の管路を活用し、安定的

に取水可能なゆめが丘浄水場系統の有効活用を計画しております。 

そこで、ゆめが丘浄水場系統の有効活用に伴う費用削減効果といたしまして、先ほどか

ら挙げさせていただいた検討対象施設を更新し、継続使用した場合とゆめが丘系統の整備

を行った場合における費用を比較したものをお示しさせていただきます。資料２と資料２

－１をご覧ください。資料２－１の左側の青い方が検討対象施設を更新し継続使用した場

合の費用、右側の赤い方が代わりにゆめが丘浄水場系統から送水するための整備を行った

場合の費用です。 

比較条件として、今回の計画期間である平成 29 年度から平成 43 年度までの間に必要な

費用を比較しました。施設を更新、継続使用する場合は、更新後の施設を現状の需要に見

合った規模で更新するという前提としています。建設費の土木、猪田浄水場と丸山浄水場

は建設と誤って記載されていますが土木と読み替えてください。これは施設の建て替えに

必要な費用です。機械はポンプ等の設備更新の必要経費、電気は電気計装関係の費用、撤

去は現在の老朽化した構築物の撤去費用です。右側のゆめが丘浄水場系統の整備も中身と

しては同様ですが、こちらにのみ配管という項目があります。これはゆめが丘系統の水を

送水するために新たに布設する必要のある送水管の費用となります。左側の継続使用の場

合は現状の送水管をそのまま使うだけですので、配管費用は必要ありません。ランニング

コストとしては、電力費と薬品費を計算しました。施設ごとの費用は最新の実績値から拾
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っています。ゆめが丘系統のランニングコストはゆめが丘浄水場の１㎥当りの浄水単価を

使用して算出しています。施設を少なくすることによって人件費等の管理経費の削減につ

いても望めるかと思いますが、各施設の具体的な数値を算定することはできませんので、

そういったものは反映しておりません。 

費用比較を行った施設は、上野地区の小田浄水場、猪田浄水場、丸山浄水場、比土浄水

場、伊賀地区の朝古川浄水場、滝川浄水場、阿山地区の玉滝浄水場、青山地区の阿保浄水

場です。資料２は浄水場の場所に費用比較結果を落としこんだ図面となっています。 

建設費については当然、施設を建て直すよりは、規模を縮小したり、建て直さずに伊賀広

域水道の送水管を使用して水を送るほうが安くなるのですが、電力費については各地区に

水を送るために高くなります。費用対効果を検証し、古い送水ポンプを計画的に新しく高

効率なものへと更新していきたいと思います。 

費用比較についてはこのようになり、対象施設を更新し、継続使用する場合よりも 

ゆめが系統の整備を行った方が約 33％の費用削減効果が見込めるとお示しさせていただ

きます。 

 

（会長） どうもありがとうございました。それぞれの浄水場、あるいは地区ごとの施設

につきまして、現状の問題点、そしてそれを踏まえた対応策というのを整理して説明いた

だいたわけです。また、これらの施設を継続して使用していく場合と、それからゆめが丘

浄水場系統の整備ということを進めた場合の比較検討もしていただきまして、その結果と

して、結論としてはゆめが丘浄水場の施設整備を活用していくのが費用的にも有利である

というふうな結果が出ているということです。 

 これらの内容につきまして、委員さんの方からご質問がありましたら出していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 北川でございます。玉滝浄水場にいる私どもにとりまして、少しお聞きしたい

ことがございます。設置年度が、この廃止の案の中で 25年という一番新しいのですが。そ

して、ゆめが丘から一部送水されているというお話なのですが、今会長さんのお話にもあ

りましたように、もし何か地震等の災害があったときに、私どもの方は伊賀地域の北部に

属していまして、ゆめが丘から比較的遠い場所。この中心部で何かがあったとき、送水が

なくなったとき、従来のものと併用してやっていく方が地域の人間としては安心だと思う

のですが、そういう観点からお答えいただきたいのですが。 

 

（会長） 事務局の方、お願いできますか。 

 

（事務局） お答えいたします。 

 こちらの方、経過年数が 25 年ということでして、建物自体については特に老朽化したも

のではございません。それで実際に耐震診断についてはこちらの方は行っておりませんで

すもので、耐震補強が必要であるのかどうかというのは、現在のところまだ調べていませ

んので分からないのですが、耐震診断を行って耐震補強が必要であるという結果が出た場

合に建て直しているような感じで今回比較しています。今、水を送るに当たっては満量を
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ゆめが丘の方から送っても全く費用がかかりませんもので、建設費の方についてはゆめが

丘から送った場合というのはゼロになっているのですが、水源としましては確かに今取っ

ているものを全て廃止してしまって水を全く取らない状態にしてしまうと、もしゆめが丘

から送る水が届かないとなった場合の対応について不安があるということですね。 

 広域水道のときに、こちらの方は全てゆめが丘から送るという計画になっていましたの

で、継続するというふうには考えていなかったのですが、この水源の方についても問題の

ある水源ですものでどこまでを活用可能かということについて、もう少し検証してみない

ことには何とも言えないのですが、その辺はもう少し考えて対応したいと思います。 

 

（委員） 特に後者の方ですが、これからどんなものが、どういう災害等が起こるか分か

りませんし、人口はこれから増えていく地域ではないと思うのですが、災害等の対応、併

用でやっていくのでどれぐらいの経費がかかるのか。現状が今、それですので。ゆめが丘

から送水と従来の貯水地からの送水、どれぐらいの割合になっていますか。ちょっと勉強

不足で申し訳ないのですが。 

 

（事務局） 浄水係の上窪と申します。よろしくお願いします。 

 玉滝浄水場ですが、今、1 日平均取水量 637t プラスこちらのゆめが丘からも 600t ほど送

らせてもらっています。 

 

（会長） では、50％ずつですね。 

 

（事務局） 50・50です。 

 

（会長） はい、分かりました。 

 

（事務局） 少し補足させていただいてよろしいでしょうか。 

 ただ今ご質問いただいていますこの玉滝浄水場です。施設設置年度から 25年といった形

の中ですが、この水源という中で、16ページを見ていただきますと 2カ所水源の方、いず

れも表流水といった形で記載しています。このうち、既にこの槙山第 2--2 水源、この丸で

言いますと下の部分になるのですが、こちらにつきましては台風によりまして取水施設が

被害を受けたと。当然私どもとしましては、取水施設の復旧ということを試みまして実施

もいたしたわけですが、またすぐ洪水等によって取水ができなくなったといった形の中で、

もう現在取水の方は全くいたしていませんで、もう予備化というか、取水は不可能である

といった形の中で考えています。そんなことで、玉滝浄水場の水は確実に不足するといっ

た中で、平成 26年度にゆめが丘の方から送水を開始させていただいた。そういった経緯が

ございます。 

 それで、万が一の震災等のときのためにといったご意見を頂戴して、もっともなご意見

かと思うのですが、このゆめが丘の送水管路等につきましては全て耐震化といったものも

できています。それと、ポンプ関係も停電等に対しては非常用の発電といったこともなさ

れていますので、そういった危機管理とういった部分への対応はできるというふうには私
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どもでは考えています。 

 つきましては、現在この図面の上流側の 1 本の水源に頼って水を作らせていいただいて

いるわけですが、これも先ほどからの説明の中で不安定な部分があるという中で、こうい

った小規模な施設をまた今後改築してということではなくて、現在既に整備は完了してい

ます。玉滝に関しては、整備は既に完了していますので、こちらからの水をもって全量送

っていきたいという計画をさせていただいているところです。 

 

（委員） 危機管理は、当然これからはどの地域でも考えられることなのですが、この取

水地の流水ですが、その下に大きな農業用の滝谷池という池がすぐ下にありますよね。こ

の水質等もそう悪くないとは考えているのですが、もし最悪のとき、ここからまた高度が

高いですから、川合地域とか他の地域にも送るようなことも、水を確保しておく、またそ

れを非常用のときに使うような環境にある場所だと考えているのですが。また一度ご検討

いただけたらと思うのですが。滝谷池というのはさほど汚れてはいないと思うのですが。 

 

（会長） 今、北川委員からご指摘いただいたところですが、もう一度事務局の方でよく

整理していただいて、次回ご説明いただくということでお願いできますでしょうか。 

 

（委員） はい、結構でございます。 

 

（会長） その際、今ただちにこの全量ゆめが丘系統に切り替えてしまうのか、あるいは

もうちょっとしばらくはそういう現在のような併用方式で行くのか、そういった時間的な

対応とか、それからさらに現在ここの浄水場の施設管理者に配置されている職員の方がお

られると思うのですが、将来、今回の継続、15 年先ということですが、そういう長期の期

間にわたって今のような体制が維持できるのかどうかという面も含めて、計画のどちらが

合理的なのかといった面について整理していただけるといいのではないかなと思います。

よろしくお願いいたします。 

 他にご質問、ご意見のおありの方が。では、坂本さん。 

 

（委員） 坂本でございます。小田浄水場系統で小田浄水場なのですが、時期によって取

水量が不安定というのがもう少し詳しく教えていただきたいのですが。私も、現在ですが、

川の水の流れが全く変わってきたということもあって取水できない状況になってしまった

ということもあるのですが、そういうこともあるのではないかというふうに思いますし、

上野地区は下水道がまだなのです。完備されていないです。これは、下水道が完備されま

すと、ちょっと使用水源も変わってくるかと思います。その辺でどういうふうに見ておら

れるのか、それもお聞かせ願いたいと思います。 

 

（会長） 事務局、お答えいただけますか。 

 

（事務局） では、小田浄水場の方、説明させてもらいます。時期によって取水量が不安

定ということですが、ご存じかと思うのですが、夏場と冬場で地下水の湧きの量がだいぶ
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変わります。特に小田浄水場の方は、夏場は結構湧きます。既定量は湧くと思いますが、

冬場は湧かない時期はほとんど湧かない。それで、夏場の量も確保できているから冬場も

確保できるかというと、半分ぐらいしか確保できない時期もありますので、こういうとこ

ろで地下水の貯水量が不安定というふうに表現させてもらっています。冬場はほとんど湧

かない時期もございます。雨の降り方により、そういうことによってだいぶ変わってきま

すので。だから、そういうところの不安定さを軽減していきたいなと思っています。 

 

（会長） いかがですか。 

 

（委員） 下水関係の増量は。 

 

（事務局） 小田浄水場系統の市街地のエリアということですが、今回私どもの 15 年間の

計画の中では、下水道の整備によるいわゆる使用量の増、水洗化による増といった部分は、

現時点でお示ししている水需要の中には見込んではいないといった現実です。現在、下水

の方もこれから計画を策定していこうということで動き出してはいますが、私どもの計画

する 43年度までの具体的な計画が今は示されていませんので、今回の水需要に関しまして

は下水道整備による増量という部分は見込んではいません。 

 

（委員） 了解しましたが、将来的には上水道の計画の中にもやはり見ていかなければな

らないかと思います。安定供給は安定取水に限りますので、なるべくならゆめが丘系統に

持っていって増量していった方がいいのではないかと思います。 

 

（会長） それでは阪井さん。 

 

（委員） 阪井でございます。伊賀広域水道、ちょっと昔の話なのですが、先ほどお話が

ありましたように、合併する前、10 年以上前に企業庁の方で造ったという話をお聞きした

のです。私どもも聞いていますと、伊賀町でしたのだけれども、前の町長の方から、同じ

将来は水が足りなくなってこういう広域の管路を、権利をとって敷いておかないと、お金

はかかるけれども大変なことになるということで、住民のみんながそうだなということで

納得して、この広域の水道管路を入れていただいたのですが。 

 1 点お尋ねしたいのは、先ほどお話がありましたように、この管路で危機管理が完全に

できるのかということです。私のところも朝古の浄水場が近い将来廃止になるということ

で、これはやむを得ないと思うのですが、今までずっときれいな水をもらって地元で喜ん

でいたわけなのですが、だんだん表流水ですもので少なくなってくるという実情はよく分

かるのです。ただ、先ほど北川委員が何度も言いましたように、これだけ立派な管路を入

れてあるのだったら、確かに伊賀地域、大きな地震ですとどこでどんな地盤沈下が起きて

管路がぽしゃるというのは分かりませんが、一番のゆめが丘の水路近くでぽしゃってしま

うと全部駄目になるような所が多いと思うのですが、その辺で例えばですが、滝川の浄水

場から玉滝の方へ応援、直近でこれを見てみますとこういう所は逆の方向も含めて応援で

きるような方策ができるのか。近隣の何かバイパスのような感じで危機管理というのがで



10 

きるのか私は分かりませんが、教えていただきたいのが 1点。 

 それから、資料 2-1 で説明していただいた建設費・ランニングコストで、果たしてこれ

だけの差が出てきているのがこれだけの比較でよろしいのでしょうか。先ほども言ってい

ますように、導水管路のかかる費用というのは全部詳細、相殺というか、終わっていると

いう考え方なのですか。あと、先ほど言いましたように、いろいろな人件費だとかもっと

建設費・ランニングコストだけでなく、①も②もですが、何か比較するものがあるような

気がするので、その辺を教えていただけませんか。 

 

（会長） 事務局から、今の点につきまして対応御願します。 

 

（事務局） ご質問いただきました朝古川で万が一、ゆめが丘浄水場近くで地震等によっ

て管路等が破損した場合、同じエリアの滝川の浄水場からバイパスのような形で給水と言

いますか、できるのかといったご質問を頂戴したかと思います。そういった地震が想定さ

れたとき、現在の配水管の、送水管のルートでは、滝川の浄水場の水を朝古川の方に回す

というのはちょっと不可能なことであると思います。ただ、万が一震災等が発生しました

ときは、当然生活用水ですと発生直後は 1 日当たり 1 人 3 リットルは必要であるとかいっ

たことが言われていますし、実際熊本の地震の中でもそういった給水活動を行っています。 

 震災等で万が一そういった事態が起きたときは、やはりまずは皆さんの生活用水を確保

するということで、給水活動なり、そういった手立てを行っていくことになります。それ

については、当然近くであります滝川の水が利用できるのであれば、滝川の水をもってあ

そこの区域の方へ給水車なりそういったもので応急の給水を行っていく手立てをする。そ

うしながら一番原因となっています送水管の復旧、そういったものに努めていくといった

形の対応になってくるかと思います。 

 

（会長） そのゆめが丘系統の管路の維持管理とか、その辺についてもご質問があったか

と思うのですがいかがでしょうか。この今の費用算定の中に、そういった要素がどういう

ふうに考えられているのか。 

 

（事務局） ゆめが丘系統の中に入れているこの配管につきましては、新たに設置しなけ

ればならないもののみの計上としていますので、図面の中で、資料 3 の各整備区域につい

て後ほど説明するのですが、こちらの中で計画管路ということで赤色で示している部分の

みをつなげればゆめが丘の方から水を集めて送れるという感じで計画しています。 

 それ以外に、これ以外の所での比較ということなのですが、人件費とかそういうのにつ

いては、現在 21 あります浄水場を縮小することによって人件的なコストについて削減は可

能かなとは思うのですが、実際一つの浄水場に 1 人が張り付いてというふうに行っている

わけではございませんもので、これをどこまで縮小するか、人件費についてどこまで削減

できるのかという具体的な計画が今のところまだ難しいという部分もありまして、そうい

った部分については反映されていないという状況です。 

 

（委員） 管路の負債といったものはどうですか、一応完済というかたちでよろしいの、
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今の系統、この緑の。 

 

（事務局） こちらについてはもう全て完了していますので、これ以上手を加えるという

必要はございませんし、ゆめが丘を造るときに入れた管路ですもので、そんなに古い管で

はございません。ある程度耐震化されている、もしくは土壌自体が堅牢な部分に入ってい

ますので、地震ですぐに破損するという管が入っているわけではございませんので、そこ

までの不安についてはございませんと考えています。 

 

（事務局） ちょっと補足します。ゆめが丘の浄水場は設置年度が平成 21 年でして、およ

そ 7 年が経過しています。 

 それから、資料 2 をご覧いただきたいと思います。ゆめが丘の浄水場から管路が地域全

体に配置していますのが、先ほど説明しましたように黄緑色と言いますか、配管が走って

います。これにつきましては、工事の年度は当然平成 10年代から始まっているわけなので

すが、使い始めまして浄水場と同じように送水いたしまして 7 年ということです。これに

つきましては、企業庁の方で工事をしていただいていますので、耐震管、耐震継手を行っ

ています関係でしっかりとした対応ができている管路です。 

 現在の伊賀市の水道の管路は、総延長が 1370km で、耐震化率は 6％、実質この黄緑色の

部分を含めた部分が耐震化が進んでいる所で、それ以外の進捗は他の水道事業者と同じよ

うに大変悪い状況です。 

 それから、現在水道管の平均的な耐用年数は 40 年と言われていまして、うちの寿命もそ

れに近い管路がほとんどで、今後管路のクリーニングとかをして、あるいは悪い所の水圧

とか点検しまして、長寿命化も図りながら耐震管への切り替えをしていくのが課題となっ

ています。 

 そういうところで、この区域の送水しております先までは十分に水を災害時も送らせて

いただくことができるということでご理解いただけたらと思います。 

 

（会長） 今のご説明ですが、耐震化をもう既に実施している管路の活用ということで、

大変意義があると思います。 

 それで、私もまだよく理解できていないのは、先ほど玉滝の方にも一部この管路で送水

されているというお話はあったのですが、今この管路は既にこの黄緑色の所は全部出来上

がっているのだと思うのですが、既に毎日常時水が流れているような状態で使われている

のでしょうか。それとも施設だけあってまだ使われていなくてという所もあるのでしょう

か。もしその使われていない所に、それを使用するに当たっての洗管とかあるいは点検と

かいった費用も出てくるのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

（事務局） 現在ほぼ使わせてもらっています。今使っていない所は、この滝川浄水場系

統、旧伊賀町の系統だけまだ未使用の状態になっています。これも今年からずっと点検を

行っていまして、この朝古川の方の改修というか、整備計画によって、最終的にはここの

方にも送っていきたいなと思っています。だから、伊賀系統だけ今まだ整備が終わってい

ないという。管路はもう全て終わっているのですが、最終点検の整備が終わっていないと
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いう状況でございます。 

 

（会長） そうしますと、それにかかる費用みたいなのは、この資料 2-1 の中には計上し

ておかなくてよろしいのでしょうか。この計画が始まる年度までに、そこは現行計画の中

で対応が完了するというお考えなのでしょうか。 

 

（事務局） ここの 2 の配管と書かれている所があると思うのです。この配管というのが、

今言わせてもらっている最終的に整備しなければいけない配管のものですので、ここの 2

の方の中に含まれているという状況です。 

 

（会長） その緑の部分については今も水が通っている。使用に際して問題はないという。 

 

（事務局） はい。資料 2-1 の方ですが、朝古川、滝川と書いてあります所に配管と書い

てあります。その費用が最終的につなぎ込みの費用となります。 

 

（会長） いや。だから、それは分かったのですが、その赤をやらないと、これが 100％

使えないというご説明だと思うのですが、このそれにつながる緑の所は、これは今どうな

っているのですか。水が流れてないとすると、そこは点検とか何とかが必要ではないかと

思うのですが。 

 

（事務局） すみません。この現在既に配管がされています広域水道の管路につきまして

は、使っていない部分は今上窪が申した所ですが、他については全て現在送水を行ってい

るといった所です。それで、例えばこの玉滝浄水場に関しましては、現在は暫定水利権の

中での送水ですので、現在約 600t 程度しか送ることはできていませんが、これがダム完成

によって 100％取水できるということになりますと、この配水管路は全て 100％活用してい

くことができる。そういった状況です。 

 それで、先ほどのことに関しまして、それを見越しましてその時期に水源の切り替えを

行っていきたいといいますのがうちのこの計画です。 

 

（事務局） 最終的に先ほど使っていない所は点検されていませんかというのは、最終的

に洗管作業だけになりますので、少ない費用で終わりますので費用としては計上されてい

ません。 

 

（会長） という説明を頂きましたが、ご質問いただいた委員の方はご納得いただけまし

たでしょうか。他にはご質問いかがでしょうか。ないようでしたら、時間も大体予定の時

間を過ぎていますので、その次に移らせていただきたいと思います。事務局からの説明を

お願いできますでしょうか。 

 

（事務局） それでは具体的な整備計画内容について資料３とパワーポイントを使って説

明させていただきます。 
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まずは上野地区の小田浄水場系統です。小田浄水場系統は縮小を計画しており、縮小分

はゆめが丘浄水場系統の南部配水池エリアを拡張します。また、三田配水区域の一部を伊

賀第２配水池区域に変更します。資料３では 3-1 頁となります。ここに載せている図の真

ん中やや下の方に上野北部配水池というものがあるかと思いますが、これはお城のある上

野公園内に設置されており、建設年次が古く耐震性も備えておらず、おまけに文化財指定

地域内にあるため大規模な改修もできないことから、配水エリアの見直しに併せて移設を

計画しています。 

次に猪田浄水場系統です。南部配水池エリアの拡張と、ゆめが丘浄水場系統である上野

第３配水池からの送水で全てをカバーします。資料では 3-2 頁です。冒頭にも説明させて

いただきましたが、図に緑色の太線で示されているのが、三重県企業庁がゆめが丘浄水場

を建設した際に布設した伊賀広域水道送水管です。右側の将来図に赤色で示されているの

は廃止を計画している施設です。猪田浄水場系統では水源・浄水場・一部配水池の廃止を

計画しています。次に丸山浄水場系統です。ゆめが丘調整池からの送水と上野第３配水池

区域の拡張で、全てをカバーします。資料では 3-3 頁となります。水源・浄水場・配水池

の廃止を計画しています。 

次に比土浄水場系統です。配水管を一部整備することにより、上野第３配水池から比土

配水池へ送水することでカバーします。資料では 3-4 頁です。水源・浄水場を廃止する計

画です。 

ゆめが丘浄水場で浄水した水は、伊賀広域水道時の送水管を活用して伊賀市全域に送水

する計画です。 

伊賀地区の朝古川浄水場です。既に埋設されている伊賀広域水道送水管が存在しており

ますので、それらを有効活用し区域内への配水管を整備することで、伊賀第３配水池から

朝古川配水区域へ配水します。資料では 3-5頁となります。朝古川浄水場系統では、水源・

浄水場・配水池の廃止を計画しております。 

次に滝川浄水場系統です。現況では滝川浄水場から伊賀第１配水池及び伊賀第２配 

水池へ送水し、それぞれの配水区域に配水していますが、伊賀第３配水池からもそれぞれ

の配水池に送水し、水源と浄水場を縮小する計画です。資料では 3-6 頁となります。伊賀

第１配水池と伊賀第３配水池を結ぶ送水管のすぐ近くに伊賀広域水道時の送水管が埋設さ

れているため、それらを接続することで伊賀第１配水池にゆめが丘系統の水を送ります。

また、第１配水池から第２配水池へは自然流下で送水できるため、この２つの配水池を繋

げ、第２配水池にも水を送れるようにします。 

島ヶ原地区の島ヶ原第１浄水場系統ですが、既に予備化している水源と浄水場を廃止し

ます。資料では 3-7 頁となります。現在のゆめが丘浄水場系統からの送水の状況には変更

ありません。 

阿山地区の玉滝浄水場系統ですが、水源・浄水場の廃止を計画しています。資料では 3-8

頁となります。現在既にゆめが丘浄水場系統の水が供給されており、新たな整備の必要な

く、送水量を増加させることで廃止による不足分が補えます。 

大山田地区の剣谷浄水場系統です。阿波浄水場系統を拡張することで配水エリアの統合

を行います。資料では 3-9頁です。水源・浄水場・配水池の廃止を計画しております。 

山田浄水場系統です。伊賀広域水道管を使ってゆめが丘系統の水を大沢配水池に送水し、
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山田水源の取水量の低減化を図ります。資料では 3-10頁となります。送水管の整備は、ほ

ぼ完了していますが、大沢配水池の耐震補強を予定しています。 

青山地区の阿保浄水場系統です。水源・浄水場の縮小を計画しております。資料では 3-11

頁となります。阿保浄水場は、現況阿保第１配水池及び阿保第２配水池へ送水し、それぞ

れの地区に配水しておりますが、桐ヶ丘高区配水池まで延びている伊賀広域水道の送水管

と桐ヶ丘地区内に布設されている既設送水管を繋げ、連絡管に転用することで、阿保第１

配水池へゆめが丘浄水場系統の水を送水します。図では、伊賀広域水道の送水管から阿保

第１配水池まで全て赤い新規布設管路のように表示されておりますが、実質は 100ｍほど

の布設で繋げることができます。 

今までご説明しましたゆめが丘浄水場系統の活用のための整備内容に加え、現況と同様

に運用していく施設の設備の更新、また経年管の更新、耐震化を行っていくための平成 29

年度から平成 43 年度の建設改良費は、概算で 103 億円となります。計画期間を５年単位で

短期、中期、長期に分けると短期で 31 億円、中期に 28 億円、長期に 44 億円の工事を考え

ており、主なものといたしましては、短期に阿保浄水場、中期に北部配水池、長期に滝川

浄水場の更新を計画しています。また、経年管の更新は毎年継続的に実施していきます。 

今回もう少し詳細な計画をお示しする予定だったのですが。誠に申し訳ございませんが、

収支計画の精査がお示しできるレベルにまで達しませんでしたので、次回臨時の策定委員

会をもう一度開催させていただき、そちらで詳細な収支計画をお示しさせていただきたい

と存じます。 

浄水施設の統廃合により水源がどのように推移するかを地区別に示したものです。 

上野地区では平成 31 年度に猪田、丸山、比土浄水場の廃止することにより同系統の浅井

戸水源を廃止し、ゆめが丘浄水場系統の送水が増加します。小田浄水場系統は伏流水を水

源とする小田水源は現況同様ですが、その他の浅井戸の水源は取水を低減させます。 

伊賀地区は、平成 35年度に朝古川系統の表流水水源を廃止し、ゆめが丘系統からの送水

に切り替えます。同じく表流水である滝川浄水場の塚脇水源の取水も減少します。 

島ヶ原地区で表流水を取水していた島ヶ原第１水源は、既に予備水源となっていますが、

島ヶ原第１浄水場の廃止と共に廃止します。 

阿山地区は、玉滝系統の表流水水源である槙山第１、第 2 水源を平成 35 年度に廃止し、

全量ゆめが丘浄水場系統の送水に切り替えます。 

大山田地区ですが、水源流況が悪化している浅井戸の山田水源の取水量を低減、表流水

水源である剣谷水源を平成 30 年度に廃止し、阿波系統で同じく表流水水源である高良城水

源からの送水に切り替えます。 

平成 35年度からはゆめが丘系統の送水を開始します。 

青山地区は、阿保浄水場の施設更新が完了次第浅井戸である阿保第２水源を廃止し、ゆ

めが丘系統の送水を増加します。なお、今回廃止、縮小する水源は全て水利権を伴わない

水源となっておりますので申し添えます。 

水源種別ごとの割合です。短期目標年度の平成 33 年度、中期目標年度の平成 38 年度、

長期目標年度の平成 43年度における取水量を示しております。このうち川上ダムを水源と

するダム水につきましては、短期目標では暫定豊水水利権ですが中期目標以降は川上ダム

の完成により安定水利権となります。 
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資料４の図面は、計画最終年度である平成 43 年度時点の浄水場をお示ししたものです。

浄水場系統ごとの配水エリアを太い青線で囲い、更にその中を配水池ごとの配水ブロック

で着色しております。将来どの様な配水系統になるのかをイメージしていただく助けにな

ればと思います。 

 

資料５は、平成 43 年度時点のゆめが丘系統の配水区域を着色したものです。この図で赤

く着色されている区域は全量ゆめが丘系統からの送水で賄われることとなります。滝川浄

水場系統や山田浄水場系統にも一部ゆめが丘系統から送水されますが全量ではありません

ので赤く着色はしておりません。 

説明は以上となります。 

 

（会長） どうもありがとうございました。多数の地区についての現状とそれから計画と

いうご説明でしたので、なかなか資料についていくのが私も精いっぱいですが、委員さん

の方からそれぞれのご関係のところでここはどうなのかなということがもしご質問として

ございましたら、お出しいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 私の方から質問させていただいていいでしょうか。今の特に水源計画の関係なのですが、

川上ダムが実際にできるのが何年なのかと。そして、それによってその水源が確実に使用

できる、それとこの施設の水源の切り替え等の時期がうまく整合しているのかどうかとい

うところがちょっと確認したかったわけなのですが。例えば島ヶ原の所でも平成 31 年に切

り替えると書いてあったと思うのですが、ダムが完成するのは平成 35 年ということで、そ

ういうダム完成前に切り替えてしまって水源の方は大丈夫なのでしょうか。というのは、

疑問点は他のところにも幾つかありまして、それらについての確認をお願いしたいと思い

ます。 

 

（事務局） それでは、私の方から説明させていただきます。まず、それでは個々にもう

一度、水源の切り替えの必要な部分について説明させていただきます。 

 まず 32 ページの上野地区ですが、これはまず猪田、丸山、それと比土浄水場の 3 地区で、

これは平成 31 年より廃止して、31 年からゆめが丘系統に切り替えを行いたいという計画

です。これに関しましては、川上ダムは平成 34 年度完成予定で、平成 35 年から全量取水

といった計画ですが、現在暫定放水水利権で約全量の 60％程度の水利権を頂戴しています。

この頂いている水利権の中でこの 3 地区については切り替えを行っていけるといったこと

ですので、こういった水源の切り替えを計画しています。 

 それから、続きまして 33ページの伊賀地区朝古川ですが、これにつきましてはダム完成

後の 100％取水が可能になった時点より切り替えを行っていきたいという計画です。 

 続いて、島ヶ原地区の 34 番です。これにつきましては、現在、一番上の島ヶ原第 1 とな

っていますのは、これは既に予備化をいたしていまして、暫定水利権の中で現在既に送水

をしています。ただ、水源として予備化といった形で計算していますので、こういった形

で示しています。 

 それと阿山地区につきましても、これは現在玉滝では一部暫定水利権の中で送水を行っ
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ていますが、全量といったことに関しましては、ダム完成後の平成 35 年度より送水を行っ

ていくといった予定をしています。 

 それから、36ページの大山田地区です。まず一つ、剣谷浄水場につきましては、これは

地区から送水したいという計画で、ダム利水を受けての廃止ではございませんので、こう

いった区域内での送水を考えているところです。 

 それと、最後に青山地区になりますが、青山につきましてもダム完成後の現状取水の地

点からの切り替えといった形での水源としての計画をいたしています。以上でございます。 

 すみません。最後になりますが、川上ダムの完成年度につきましては平成 34 年度、供用

開始は平成 35 年度といった計画です。 

 

（会長） ありがとうございます。ダムの建設計画ですが、過去のダムの例をいろいろ見

ていますと、どうしても当初の計画よりも遅れるということが多かったと思うのですが、

用地の交渉の話とか、あるいはもともと今、公共事業の予算をかなり絞っている中で必要

な額の予算措置がされるかどうかといったこともございます。そういった面で多少ダム計

画が延びたような場合の対応は考慮いただいているのでしょうか。 

 

（事務局） すみません。私どもの方では、川上ダムにつきましては平成 34 年度に予定ど

おり完成いただくといったことで考えていまして、国や市、水資源機構等へもそういった

ことで要請を行っているといったところです。そういったことでダムの計画が遅れるとい

うことに関しましては、私どもの基本計画の方では想定いたしていません。 

 

（会長） 委員さんの方から何かご質問いかがでしょうか。阪井さん。 

 

（委員） 阪井でございます。31 ページなのですが、平成 29～43 年までのトータル費用

という。15 年ですか。アバウト 15 年の短期・中期・長期の費用、実にたくさん出してい

ただいたのですが、この中に、15 年と長期ですので、これだけの莫大な費用を出すに当た

って、いわゆる消費税とか物価調整額とか技術革新だとか、今言われている予算難だと、

そんなもろもろの要素を含んであるのかというのをお聞きしたいのが 1 点と、もう一つ長

期も含めて途中で見直しを手厚くするに越したことがないという観点から、この金の見積

もり調整代というか、精度というか、分かる範囲で教えてほしいのですが。 

 

（事務局） 31ページに、工事、全体が 103億円かかると今お示ししています。これに関

しましては、現時点での景気見込みといたしまして、今後計画期間内の 15 年間に係る一つ

はゆめが丘系統の整備に要する経費、それとその他に現在運用していますそれぞれの施設、

これからも運用していこうとしています施設の設備更新に要する経費、そしてまたあと経

年化の更新の経費を具体的に積み上げたものを持って今回お示ししています。 

 そして、ご質問のございました消費税のアップとか、あとそういったもろもろの情勢を

考えた上でといったご質問ですが、その経費に関しましては、こういった現時点での概算

経費を出していますが、先ほど事務局からも説明しましたとおり、これに要する財源等、

そういったものの計算につきましては次回具体的にお示ししたいといった形で考えていま
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すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（会長） では、今の説明でよろしいでしょうか。ありがとうございます。他にいかがで

ございましょうか。 

 

（委員） 籔裏です。単純なことで質問させてもらいます。今の 31 ページの短期・中期・

長期という表現ですが、これは 4 年ですか。年数を追っていっているのだけど、私の感覚

では前期・中期・後期という部分かなと思うのですが、こういう表現が専門的にされてい

るのでしょうか。長期と言うと今から最終まで、中期というと途中まで、短期というのは

今から数年先までという解釈を私がしているので、その辺をお聞きしたいです。 

 

（会長） 言葉の使い方ということですが、どういうふうに。 

 

（事務局） 短期・中期・長期という表現ですが、これは前回の基本計画のときにこうい

う表現を使っていましたのと、第 1 回目の策定委員会の中でも同じように短期・中期・長

期という使い方をしていましたので、それに合わせた表現という形で示しただけでありま

して、前期・中期・後期でも特に問題はないと思いますので、もし何でしたら、よそのも

のも確認した上で、合わせた表現に変えさせていただきたいと思います。 

 

（会長） 坂本さん。 

 

（委員） 坂本でございます。さっきの短期・中期・長期なのですが、大体中長期という

言い方をしています。短期・中期は非常に細かくされているなと私は思っているのですが、

普通は中長期計画と言っています。 

 例えば島ヶ原の第 2 水源のような小さい川から取水しているというものがあると思うの

ですが、自然に左右されない水源ということから言えば、将来的にはこういう表流水を取

水しているというのをやめていく方がいいのではないかと思いますが、検討していただき

たいと思います。 

 それとダム水、中期から長期にわたって減ってくるのですが、このとき水利権の認可水

量の変更をするのでしょうか。それはできるのでしょうか。 

 

（会長） 事務局の方でお答えいただけますか。 

 

（事務局） 先に、短期・中期・長期について私の所見だけお話しさせていただきたいと

思います。これまでのいろいろな整備計画につきましては、時間軸としては大体ずっと前

は 5 年ぐらいとかもあったと思うのですが、10年ぐらいを視野に計画を入れてきたところ

であります。今回のこの基本計画は 15 年ということで、今まで私どもも経験のない長期の

長い期間での計画を入れていますので、私どもといたしまして短期・中期・長期という表

現を使わせていただいたものでありますので、これを前期・中期・後期とか変えることは

実は何もやぶさかではございませんが、そういうことで考えていましたということでご理
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解いただけたらと思います。他の質問については担当の方から回答させていただきます。 

 

（事務局） ダムの水利権に関してですが、こちらについては 10 年更新となっておりまし

て、一度許可を頂きましたら、取りあえず 10年間については変更について考慮する必要は

ございませんもので、それ以降についてはまたそのときの状況に応じて、また開発とかに

使用する水利権として確保しておくのかとか、その辺については国との交渉の中でまたそ

ういうところを検討していかなければいけないのかなと思います。減っていくのに合わせ

て水利権も減らしていくということは考えていません。 

 

（会長） 質問に対する答えはそういうことですが、よろしゅうございますか。 

 

（委員） ありがとうございます。水利権の認可手続きは大変苦労してやっていましたの

で、大変だなと思って質問しました。どうもありがとうございました。 

 

（委員） 私は今回からの新人ですので、過去にデータで出ていたのかもわかりませんが、

私ども帰りますと地域の市民がいるわけなのですが、もっと分かりやすいロードマップの

ようなものを、一目で分かるような短期・中期・長期の基本的にはあまり絶対変わらない

ようなものを絵に描いて、そういうものをお作りいただければもっと分かりやすいのでは

ないかと思うのですが。また PDCA でそれぞれチェックしながら次にプランを立てていく

ような、そういうことも当然あっていいのです。何分こういう大きな事業ですので、普通

の事業よりも難しいかも分かりませんが、ロードマップぐらいはあった方が市民の方には

よろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（会長） 事務局いかがですか。 

 

（事務局） 中間案としてお示しさせていただく中では、そのようなもう少し分かりやす

い図で、前回の中でも藤森委員さんの方から目標値を定めて計画を立てていくようにとい

う指摘も頂いていますので、それも踏まえてもう少し誰が見ても分かりやすいような表現

になるように考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） ありがとうございます。藤森委員は当時県で水関係の仕事をしていましたので、

そのとおりだと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（会長） 他にいかがでございましょうか。本日、藤森委員とそれから八尾委員、地区代

表で今回委員になっていただいていますので、ご欠席の地区代表の委員の方には、別途こ

の資料をご説明いただいてご意見を確認していただくように事務局から対応をお願いした

いと思います。 

 

（事務局） 承りました。 
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（会長） よろしくお願いいたします。 

 それでは、一応ここまでの資料についての説明と、それから質疑ということが終わった

わけなのですが、あと、その他事項がございますが、これについて、事務局からご説明い

ただけますでしょうか。 

 

3.その他 

 

（事務局） 次回の策定委員会についてですが、説明の中でも一部収支計画について今回

お示しするつもりだったものが、お示しできるレベルのものができませんでしたのでとい

うことで、申し訳ございませんでした。 

 次回、当初の計画どおりに行きますと、8 月の下旬に第 4 回策定委員会ということで中

間案をお示しするという計画になっておりましたが、収支計画をその中間案をお示しする

前に一度ご検討いただかないことにはちょっと中間案までは進めないと思いますので、急

遽で非常に申し訳ないのですが、第 4 回目の策定委員会を今こちらで勝手に日を決めさせ

ていただいて申し訳ないのですが、7 月 26 日の 1 時半から開催させていただきたいという

ふうに調整したいのですが、ご都合とかはいかがでしょうか。 

 

（事務局） すみません。今、事務局から提案させていただいたのですが、本日ご欠席の

委員さんもお見えになっていただきますので、26 日、いったん仮という形で委員の皆さま

のご予定を頂ければありがたいなと。そして、また調整をさせていただいた上で正式に決

定させていただきたいと思います。場所につきましてはここを予定しています。 

 

（会長） 事務局から、7 月の末にもう 1 回ということですので、皆さま、ご協力のほど

よろしくお願いしたいと思います。今日ご欠席の委員の方のご都合も考慮して最終的に決

めていただけるということですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、一応予定の今日の議事議題はここで終わったわけなのですが、全体としまし

て、今回の計画、一番初めの方で北川委員からのご質問にもありましたように、施設の有

効利用とかバックアップとか、そういう面で合理的なものになっているかというところが

委員さんの関心事項ではないかと思います。古い施設もございますので、そういう施設は

こういう機会に整理していくということも、これは皆さまご納得いただけるところではな

いかと思います。比較的新しいものについて廃止するということについての合理性、これ

はきちんと説明していく必要があるところであると思いますので、事務局でそのあたりを

よろしく補強していただくようにお願いしたいと思います。 

 それから、この全体として資料の 5 で将来系統図が示されているわけですが、今回の計

画によってどういうことがプランと言いますか、計画として期待できるのか。こういうこ

とを市民の方に分かりやすく説明してご理解いただくということが必要ではないかと思い

ます。当初の経緯としては、三重県の用水供給事業というのが計画されて、そのときには

まだこの合併前の行政組織のところからスタートとしているのですが、水道ということで

考えた場合に、やはり地域全体としての合理性が本来求められるわけですので、そういっ

た観点から考えますと、今回の計画によって大きく改善されるというところがあるのでは
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ないかと思います。そのあたりを市民の方に分かりやすくまとめて示していただくという

ことをお願いしたいと思います。 

 本日は、今月もう 1 回ということですので、通常よりも早い時間に終わってしまうこと

になりますが、次回また来月、皆さんと議論できるということで、引き続いて検討を進め

てまいりたいと思います。それではこれで事務局の方にマイクをお返ししたいと思います。 

 

4.閉会 

 

（事務局） 失礼いたします。山村会長様、進行大変お疲れさまでございました。ありが

とうございます。本日、皆さまにご審議いただきました事項につきましては、ただ今会長

様から取りまとめをしていただきましたが、事務局で整理させていただきまして、議事録

として伊賀市のホームページの方にも掲載させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 本日は大変お疲れさまでございました。ありがとうございます。 

 


