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平成 28年度 第 4回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 7月 28日（木）午後 1時 30分～ 

場所：大山田農村環境改善センター大会議室 

 

 

（事務局） 定刻になりましたので、ただ今より、第 4 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、坂本委員、廣島委員、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。 

本委員会は、今までに 3 回開催しておりますが、第 1 回で将来人口と水需要の予測、第

2 回は現状分析と課題、取水・浄水施設の問題点、第 3 回では取水・浄水施設の問題点と

対応策、整備計画、水源計画について審議していただきました。本日第 4 回目としまして

大きく三つのテーマを掲げています。一つ目が「水道事業計画の基本方針と実現方策及び

対応策」、二つ目が「伊賀市の水源・浄水場の整備方針」、三つ目が「収支計画」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、伊賀市水道事業基本計画第 4 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：第 3 回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 委員意

見に対する回答書、資料 2：水道ビジョンのイメージ文章、資料 3：施策の体系図、資料 4：

水源・浄水場の将来整備計画、資料 5：現況課題と対応策でございます。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、今回資料の作成に時間がかかり、事前に資料をお送りすることができませんでし

たことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことが無いように努めますのでご容赦

ください。 

 

１．あいさつ 

 

（管理者） 第 4 回の策定委員会、皆さま方大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありが

とうございます。心からお礼申し上げます。大変暑い日が続いていまして、つい先日には
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雨を一度頂いたところでございますが、また強い日差しを頂くような日が続いていまして、

委員の皆さま方にも大変ご苦労重ねていることと存じますが、本日の策定委員会、そんな

中でございますが、将来の伊賀市のためでございますので、忌憚のない意見を賜りますよ

うお願いしまして、冒頭のあいさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（事務局） 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、会長様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 山村でございます。いつも大変お世話になっています。早いもので、7 月も今

日 28 日、あと数日で 8 月の声を聞くわけでございます。皆さまはご案内だと思いますが、

8 月 1 日は「水の日」ということになっていまして、本格的な夏を迎えて、今、水のあり

がたみをあらためてみんなで認識しようということで、全国的ないろいろな行事が行われ

ています。水道関係者にとりましては、水に一番触れてほしい時期でございまして、今そ

ういう中で事故等ないことをただただ祈るわけでございます。 

 さて、今回第 4 回目になりました。第 3 回目では、先ほど総務課長さんからの話にもご

ざいましたように、取水・浄水施設の問題点と対応策、整備計画、水源計画といったこと

についてのご審議をいただいたわけでございます。本日いよいよこれから今回の基本計画

策定委員会の佳境の課題に入っていくわけです。今日の課題とも関連いたしますが、わが

国の水道のこれまでの発展と、それからこれからに向けた大きな課題ということで、今回

の議題に関係してくると思っています。 

 皆さまご案内のとおり、わが国の水道は戦後急速に発展しまして、普及率も 97％とほぼ

全ての国民が水道を使っているというところまで来たわけです。この間ずっと人口も増え、

給水量も増えて、右肩上がりという中できましたが、日本の人口が減少傾向に転じまして、

これからは人口の減少とともに給水量の減少もあるということです。それとともに、水道

の整備した施設が老朽化を迎えていまして、そういう施設をどうするかということを考え

つつ、さらに経営上の話も考えていかなければいけない、そういう課題を全国の水道が抱

えているわけです。そういった問題点につきましては、伊賀市も同様の問題点になると思

います。国の方で掲げています「新水道ビジョン」、そこに掲げられた全国の課題を今度は

伊賀市の課題として、今さらにどういうことが具体的に出てくるのか、どう対応していく

のかということが、まさにこの委員会に求められた検討課題であるということになります。 

 今日は事務局の方でそれらについての資料をご準備いただいていますので、よく聞かせ

ていただきながら、皆さんと十分検討していきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 今回の配布いただいている資料の中で、前回の委員会における委員の皆さんからのご意

見に対する回答をまとめていただいたものが差し込まれてございます。皆さまに、この会

に先立ってお送りさせていただいていますので、ご覧いただいていると存じます。特に修

正等のご意見は頂いていないようでございます。そのよう形で進めてよろしいかどうか、

そういったことも含めまして、事務局からの説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、この資料 1 の回答書、ひとつよろしくお願いいたします。 
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２．第 3回策定委員会 委員意見に対する回答書について 

 

（事務局） 失礼いたします。 

それでは、事項書 2 第 3 回策定委員会 委員意見に対する回答書について、前回の第 3

回伊賀市水道事業基本計画策定委員会において、委員様から様々なご意見をいただきまし

たので、それに対する回答書を今回の会議に先立ち、皆さまにお送りさせていただきまし

た。お送りしたものと同じ回答文書を配布させていただいております。特に回答内容につ

いてご連絡はいただいておりませんが、その様な回答でよろしかったでしょうか。 

 

（会長） というご説明でございますが、委員の皆さん、いかがでしょうか。 

 

（委員） 阪井ですが一言。冒頭にまず言っている問題ですが、前回も少し出席者が、所

用があっていなかった中で、全員一致で 8 月中旬の予定が 7 月 26 日の 13 時 30 分というの

を決めていただいたわけなのです。今日も私も個人的にちょっと用事があったのですが、

こちらの方が大事だと思って優先して来たのですが、いろいろな用があって欠席されるの

は、半分以上出席があれば、先ほどの話ですが成立するというのは当然だと思うのですが、

できたら前回出席者の全員一致で決めた日にちがどうして変わったのか。こういう理由が

あったので変えさせていただきましたというお詫びの一言ぐらい言っていただければ。私

も今何度も言いますように、いろいろ年度末、夏休みの機会、特に忙しい用事がありまし

て、曲げてこちらの方を優先して来たわけなのですが、そういうふうなことで、一つ行政

の側としてちょっとどういう仕掛けか、お詫びというか、理由を説明していただきたいと

思います。 

 それからもう一つ。今ここに資料を頂いたのですが、私は個人的に・・・、分かりまし

た。ちょっと勘違いしていました。資料、ありました。裏にありました。ありがとうござ

います。 

 

（事務局） すみません。前回第 3 回の中で最後に次回日程として、2 日前の 26 日という

ことで決めさせていただきました。前回会議を開いたゆめぽりすセンターの日程を確認し、

26 日空いているということでしたので、26 日ということで案内させていただいたのですが、

向こうとの連絡がうまくいっていなかったようで、1 カ月前の 6 月 26 日の予定を見ていた

だいていたみたいで、その日は空いていますということだったのですが、戻ってから 7 月

26 日の予定で連絡を入れますともう予定が入っていますと言われました。当日の確認と後

から確認した内容が違っておりまして、会議の場所が取れませんでした。他のところも当

たったのですが 26 日に空いている大きな会議室がありませんでしたので、日程の方を変更

させていただきました。実際 3 名の方がお休みになっておりますし、1 回決めた予定を変

更していますので皆さんにご迷惑をおかけしています。最初にお詫びするべきでした。ど

うも申し訳ございませんでした。 

 

（会長） というお話でございます。これから大詰めに入っていますので、次回以降の日
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程調整は慎重にお願いいたしたいと思います。 

 それでは、この資料 1 につきましては、これでご了承いただいたということでよろしゅ

うございますでしょうか。 

 

（委員） 回答いただきまして、大きく問題はないので何も申さなかったのですが、この

場所で、この会場で少し質問したいと思っているのですが。山村会長が中に入っていただ

いて。その回答の一番下なのですが、「しばらく既存の浄水場も稼働できる状態で使用した

いと考えています（予備化）」。ここであらためて予備化の定義を少し教えていただきたい

のですが。お願いします。 

 

（事務局） 予備化の定義ですね。緊急時に使用できると言いますか、そういう状態とい

いますか、そういう形での状態で施設を管理しているということです。 

 

（委員） 私は、その後地元の取水場や、西米の川ダム等地元の水源をちょっと見てみた

のですが、確かにいったん予備化にすると、現在やられているような状態で維持していく、

つまり職員が定期的にチェックして土砂等が入っていないかどうかを見たり、管の中に水

がきれいに満杯であるとか、動く状態であるとか、それが予備化の状態なのでしょうか。

それとも、完全に上流で取水をやめて、いつでも流せる状態にしておく。つまり、中には

全然入っていない、取水口から浄水場までは水が常にきれいな状態で使える状態であるの

かどうか。その辺はどうなのでしょうか。 

 

（事務局） 水等は、いつでも取水できるような状態で準備していると言いますか、そう

いう状態での意味合いでの予備化でございます。 

 

（委員） そうすると、しばらく既存の浄水場も稼働できる状態でということは、今現在

の状態をするというのではないのですよね。100％・・・今 50：50 ですね。その状態では

なくて、35 年からは、ダムが完成されたとしたら、その時点からは 100％送って、現在の

滝谷池上流の取水地からのものは何かと切り替えられる状態ということですか。そういう

ことでいいですか。それでは、しばらく予備化というのは、今の現状ではないということ

ですね。 

 

（事務局） はい、そうです。 

 

（委員） そうすると、私が希望していた災害時等のリスクの分散、そういう大きな国の

新しいビジョンにも、3.11 以降のそういう取り組み、見直しなどを鑑みて、前回私が質問

した力点はその辺にあったのですが。もしゆめが丘の所で、一極で何かあったときに、た

だちにフォローできるようなそういうことを質問したと思いますが、その点、そういうと

ころでは、予備化にしておいて、即、それを何かのときには動かす状態というのをずっと

続けるわけですか。 
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（事務局） 一応予備化というのは、リスク管理的なことでしている状態にするのですが、

ずっとというわけではないので、ちょっと時期的なものまではまだ。 

 

（委員） はい。私の発言時間が長くなると、あといろいろありますので。私、前回見や

すい形で市民が分かるロードマップみたいなものを作ってくださいと、短期、中期、長期、

それの分かりやすい形でお願いしますというのは、実はこの辺でありまして、しばらくと

かそういう文言はなかなか、すぐ変えられますし、その辺を視覚化と言うのですか。分か

るような形できちんと出していただきたい、そういうこともあるのです。会長さん。 

 

（会長） そういうことで分かりやすいものをお願いしたいと思います。 

 それでは、時間の関係もございますので、この資料 1 につきましては取りあえずこれく

らいにして、進めさせていただきたいと思います。 

 

３．審議事項 

 

（会長） 本日は、この事項書にもございますとおり、審議事項で 1～7 まで残っています

ので、一つずつ進めてまいりたいと思います。本日の予定でございますが、大体 4 時ぐら

いをめどにと思っていますので、ご協力を一つよろしくお願いいたします。それでは、審

議事項につきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） それでは、事項書 3 審議事項について説明させていただきます。パワーポ

イントとお手元の資料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 伊賀市における水道事業計画の基本方針について、厚生労働省が平成 16 年 6

月に策定、平成 20 年 7 月に改定した水道ビジョンでは、持続、安心、安定、環境、国際と

いう 5 つの目標を掲げていましたが、平成 25 年 3 月に策定された新水道ビジョンにおいて

は、安全、強靭、持続という 3 つの方向性が示され、加えて挑戦、連携についても検討し

記載することが望ましいという内容となりました。 

これを踏まえ、伊賀市における水道事業計画の基本方針を「安全」については「おいし

い水の供給」「良好な水質の確保」「水源地の保全」、「強靭」については「水道施設の耐震

化」「水道施設の計画的更新」「危機管理体制の充実」、「持続」については「水源の安定化」

「資源・エネルギーの有効利用」「経営基盤の強化」「組織体制の強化」「お客さまサービス

の向上」と定めました。 

では、基本方針を実現するための方策をどうするのかということで、審議事項の 2 にな

りますが、安全では、おいしい水の供給のために、水質管理の強化、水安全計画の策定。

良好な水質の確保のためには、配水池や管路の洗管作業の促進。水源地の保全として、水

源地周辺の環境保全の強化を行います。 

続いて強靭については、水道施設の耐震化の実現方策として、そのままですが施設・管

路の耐震化、水道施設耐震化計画の策定を行います。水道施設の計画的更新のためには、

老朽化した施設の対策を検討し、管路管理システムの充実と、これは伊賀市の最も大きな
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課題ですが、市町村合併と安定水利権の確保という事業環境の変化により、広範囲に点在

している浄水場の統廃合を含めた計画的な施設の再構築に挑戦いたします。あと危機管理

体制の充実のために、応急給水施設の準備対応、重要給水施設の整備、災害時対応の整備・

充実を図ります。 

次に持続について、水源の安定化として、ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設

の統廃合を行います。資源・エネルギーの有効利用のためには、省エネルギーな効率的機

器の積極的採用、エネルギー消費の少ない水道の構築を検討、再生可能エネルギーの導入

検討、及び廃棄物の削減に取り組みます。経営基盤の強化のためには、有収率の向上への

取り組み、民間的経営手法の活用検討、適切な施設管理、広域化連携の可能性について模

索し、アセットマネジメントを充実します。組織体制の強化として、技術の継承、人材の

育成と適正な配置を行います。お客さまサービスの向上のために、啓発活動の推進。お客

さまとの連携の促進を図ります。 

資料 2 をご覧いただけますでしょうか、次回の第 5 回策定委員会でお示しする水道ビジ

ョンの中間案の中で、今回ご審議いただく基本方針と実現方策がどのようなイメージでま

とめられるのかを表したものです。これは強靭の水道施設の耐震化とその実現方策をまと

めたものですが、2 ﾍﾟｰｼﾞ目をご覧ください。水道施設の耐震化という基本方針を実現する

ために、①施設・管路の耐震化、②水道施設耐震化計画の策定という実現方策を定め、説

明と具体的に何をするのかをその後に文章で記載します。数値目標の設定できるものにつ

いては中段にありますように短期、中期、長期での目標値を設定しお示しします。今回は

ここまで詳しくご説明はできませんが、次回第 5 回策定委員会の中で全てお示しさせてい

ただきます。基本方針を実現するための対応策とそれに関する実現方策を審議事項 3 伊賀

市における対応策としてまとめております。 

 

（会長） それでは、ちょっとここでいったん区切って、委員の皆さまからご質問等お受

けしたいと思います。 

 最初はちょっと大きな話から入ってまいりますので、この中でご覧いただきたいと思い

ます。まず、国の方の水道ビジョン、これが平成 25 年に新水道ビジョンに新しくなったと

いうことで、大きな三つのテーマという形。それに今度対応して、伊賀市における基本方

針を考えていこうということで、5 ページ以降のご説明があります。こういうそれぞれ大

きな話ですので、もうちょっと先に説明を伺った上でこれを見ていただくと、こういう整

理になっているのだからとご理解いただきやすいかと思います。 

 資料 2 の方で、現在も検討を進めていたアウトプットのスタイルのようなものが説明さ

れました。もちろんサンプルということですが、水道施設の耐震化、強靭ということにつ

きましてこういう基本方針と実現方策がセットで、これは今日の資料にも出ていると思う

のですが、それをさらに裏に行きますと、水道施設の耐震化ということについてどういう

課題があって、どういうふうに取り組んでいきますという説明が載っているということで

ございます。今日はこういうスタイルですが、それぞれの基本方針ごとにこういう形での

説明が付いていて、それが一つのセットとして水道事業の実現方策というまとめになると

いうことです。この作業イメージにつきましてはそういうことでご理解いただきたいと思

います。 
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 これらの説明で何かご質問等はございますでしょうか。もう少しそれぞれ先の具体的な

市の現状に即した課題の説明を見てから、また眺めていただくと、そういうまとめになる

のだなということを飲み込んでいただきやすいという感じもします。今までのところは、

一応こういう構造で国のビジョンとの関係を持ちつつ、本市の課題としての基本方針、そ

れから実現方策という形での整理を行っているというご理解をいただきたいということで

す。 

 では、次の説明の方に進めさせていただきたいと思います。 

 

（事務局） はい、それでは続きの説明をさせていただきます。審議事項の 3 になります

が、伊賀市における対応策ということで、基本方針を実現するための対応策とそれに関係

する実現方策はどれかということをお示しさせていただきます。パワーポイントの 9 ﾍﾟｰｼﾞ

になりますが、基本方針「安全」については、A 水安全計画を平成 31 年度までに策定し、

水源から給水栓に至る水質管理体制の徹底を図る。B 良質な水質を確保するため、水質管

理の強化や配水池や管路の清掃・洗浄を適切に行う。C 淀川流域における水源監視の強化・

連携を図り、環境保全に努める。という 3 つの対応策を挙げさせていただきました。それ

ぞれ右側にお示しした実現方策と関連しております。 

次に基本方針「強靭」の対応策について、A 伊賀用水供給事業で整備された耐震性能の

ある施設・管路を有効活用する。B 耐用年数を経過若しくは計画期間内に耐用年数を迎え

る施設は、廃止又は縮小する。管路は、布設状況・長寿命化を考慮して更新を進め、機械

電気設備については老朽化、低性能化の状況に留意します。 

C 耐震性が確保されている施設を有効活用する。耐震診断未実施の施設で今後も使用す

る施設については、耐震診断を実施し、必要ならば耐震補強を行う。D 厚労省が公表して

いる耐震化計画策定指針に基づき平成 34 年までに施設耐震化計画を策定します。E 現在導

入している管路管理システムを布設年度不明管の解消及び、洗管情報、消火情報、漏水事

故記録等の一括管理ができるよう、平成 32 年までにバージョンアップします。 

 

（会長） では、ちょっとここでいったん区切りたいと思います。これまでのところで、

基本方針の「安全」と、それから「強靭」についてのご説明を頂いたと思います。その次

の「持続」は項目も多いので、取りあえずここで切らせていただきましたが、何か今まで

のところでご質問等ございますか。この対応策として、伊賀市の具体的なシナリオが出て

きているわけでございます。要望とかそういうことでも結構ですし、何かお聞きになって

ここをもっと知りたいとか、説明してほしいということがございましたら。 

 

（委員） ちょっと一つお聞きしたいのですが。先ほどからこの強靭化、安全化等々の説

明があったのですが、1 カ月ぐらい前からの間に、ここと直接関係ないのですが、この議

論とは関係ないかとは思うのですが、既存の配水管が工事業者によって断絶したとか、ち

ょっとうろ覚えなのですが、3 回ぐらいありましたね。濁り水がだいぶ出て給水車で運ん

で住民の皆さんに迷惑をかけたという報道しか私は知らないのですが、そういうことから

鑑みまして、ここにあります管路、確かに管路が古くなってくると思うのです。古くなっ

てくる中で、例えば 9 ﾍﾟｰｼﾞに「配水池や管路の清掃・洗浄を適切に行う」と書いてあるの
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ですが、古くなってくれば古くなってくるほど泥水というか濁り水が出そうな感じが見た

ら分かると思うのです。こういう洗浄というのは、そういう古くなってきた度合に応じて

随時というか、行っていると違うのですか。それでもあんなに濁り水がずっと出るのです

か。 

 

（事務局） 失礼します。水道課の堀山といいます。今、ご質問いただいた件ですが、確

かに定期的な洗管作業等を行っている。実施はさせていただいています。ただし、やはり

どうしても伊賀市管内 1370km の総配水管がある中で、単年度において大量の延長洗管作

業をすることができない事情もありまして、やはり年数を重ねていく中で管路の老朽化に

伴って、一度洗管をしたところにおいても年数が経てばまた腐食が発生して赤水等々濁水

を発生させてしまうという現状がございます。 

 

（委員） 分かりました。確かにそこなのですが、今まで基本方針というか、北山さんも

申しましたように安全・安心でおいしい水というのが基本原則と聞いていますので、私は

常日頃そこで安い水と言いたいのですが、そういった原則だということだけは皆さん十分

知っていると思うのですが、要は一般市民の方に迷惑をかけて確かに給水車で運んでいっ

たら、「そういう時はしょうがない」と言うけれど、私が個人的に思いますのは、工事業者

さんというのは、ここにこういう管が入っているという施工図面なんかも渡しているので

しょうが、それをユンボで壊したりするというのは、何というか、重大なペナルティだと

思いますので、また監督なども厳しくして、そういうことがないようによろしくお願いし

ます。 

 

（委員） 一言いいですか。今、説明いただいたのですが、「強靱」という解釈が私の解釈

と若干違うのですが。国の方の 25 年に出したもので、赤で書いていますのは「自然災害等

による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧できるしなやかな水

道」ということですので、違うシステムを考える。今までの発想とは違うやり方というの

も併用していくとか、あるいはそこにプラスして考えるとか、あるいは全く根本的に一極

集中型をやめるとか、あるいはいろいろな中間案もあると思うのですが、「強靱」の考え方、

耐震化をするよとか管を強くするよとか、そういうハードなものではなくて、システムの

ことではないのかと思うのですが。それは先ほどから私、玉滝の浄水場の例も出していま

すように、もし何かあったときにすぐそこから従来の、例えば中心部が何かなったときに

は周辺部から送れるような、そういうものを新たに構築するというような発想とか、ダム

ありきの話でずっと来ているのが現実なのです。それはよく承知はしているのですが、今、

ダムとともに 50 年、100 年歩んでいくことの、本当にそれでいいのかという全く最初の段

階も含めて、国にある程度の新ビジョンの対応する伊賀市を出していかなければいけない

と思うのですが。ちょっとこんな時間。もっとたくさんの時間が要ることだと思うのです

が、どなたか一番偉い人、簡単にお答えいただけますか。 

 

（会長） はい、お願いします。 
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（事務局） 今北川委員さんから大変貴重なご意見を頂きました。私どもが、今回この「強

靱」ということの中で挙げさせていただいていますのは、震災等に備えた耐震化とか、老

朽化等に対して適切な更新を行って、将来に向けて安定した給水が行えるようにといった

整備をさせていただいています。他の地域からのフォローであるとかそういった部分につ

いては、現在の施設の管路なり、浄水場の配置なり、そういった部分の中から考えられる

方策がございましたら、当然連絡整備をするとか考えられるわけですが、現実的には現在

伊賀市の整備の状況としましては、なかなかそういったことを行っていくのも難しい面も

あるということで、そういった施設、いろいろ災害等に備えられる施設として更新なり改

良なり、維持の方をしていきたいということで考えてございます。答えになっていなかっ

たかもわからないですが。 

 

（委員） 審議することはもっとたくさんありますので、分かりました。今のご回答が決

してそのとおりですねということではありませんが、私の意見なのですが。というか、地

域の伊賀市民が災害で何かあったときに、そういうシステムをもう一度見直すということ

が必要なのではないのかなとか。あと、これをずっと実現していくと最後にお金の話が今

日出ると思うのですが、こういうことを進めていくとまた負担が出てくるのかと、そうい

うことに最終的には尽きると思うのですが。分かりました。今のところはそれでいいと思

います。 

 

（会長） 藤森委員さん。 

 

（委員） 関連しまして。間近に迫る南海・東南海地震のことも最近大きな確率なので報

道されています。特にこの強靭化の考え方というのは、施設だけを強靭化していくといっ

ても限りがあると思います。当然のことながら、伊賀市には今のゆめが丘浄水場を中心と

するならば、放射状に管路が出ている中で予備化するというのは、非常にお金がかかるで

しょうし、耐震化も完璧なものにするには随分金がかかると思います。それはこの配水管

理システムですか。そういったものでいかにそこを対処できるか、緊急対応できるかとい

うことも含めて、例えばこの応急給水施設の準備対応ですとか災害対応のことですとか書

いてありますが、そういう事態が起こったときに、最も小さな投資で最も大きな効果が得

られることは何かということを本来まず考えていただく中で、企画全体を練っていただく

というのがいいのかなと思いますので、やみくもに強大な強靭なものにしようというふう

には僕は考えなくてもいいのではないかなとは思っています。 

 

（会長） 確かに「強靱」という言葉は比較的最近こういうインフラ関係に使われ始めて

いるので、いろいろな理解があるかと思うのですが、ただ単に強いというだけではなくて、

しなやかであるという意味を持っているという説明でございます。今、委員のご質問ある

いはご意見の中にもありましたように、ハード面での対応と、そしてソフト面での対応と

両方相まってより経済的にこういう目的を達成していくということにもなるのではないか

と思います。事務局でも十分そういうことを検討いただいていると思いますので、委員か

らのご意見もさらに踏まえて引き続き対応していただきたいと思います。 
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 それでは、時間の関係もございますので、次の「持続」の方をお願いいたします。 

 

（事務局） はい、続いて基本方針「持続」の対応策として、A 大雨、台風等に伴い、原

水水質の悪化や取水可能量の低下を来たしている水源・浄水場については過去の被害事例

を基に、他浄水場系統への切替えや管理方法、体制の改善を検討します。取水可能量が低

下傾向若しくは時期によって取水量が不安定な水源についても同様に留意します。B 旧 6

市町村体制時代に、各々の地域内で計画・整備されていた施設と伊賀広域水道送水施設は、

広域的な観点からより合理的な施設として再構築します。C 遠方管理体制や集中管理体制

を持続的に導入し、施設運転情報の集約化、データ整理分析を効率的に行い、日常管理の

最適化に努めます。D 将来に渡って多大な追加設備費用の発生が見込まれる設備について

は、負担の低減を図るよう計画します。E 効率的な漏水調査の実施と共に、配水圧力の調

整、老朽管路の更新を行い、計画的に有収率の向上に取り組みます。F 伊賀市の地形・地

勢条件に配慮し、効率的な事業運営に努めます。G 施設内における送配水圧力の有効活用

に努め、環境エネルギー対策に配慮します。H 浄水場汚泥の有効活用が図れていないため、

削減に努めます。I 経営効率化を図るために、民間的経営手法の活用を検討します。J 浄水

場の施設見学といったイベントや啓発活動を通じて、お客さまとのコミュニケーションに、

日頃から取り組みます。K 熟練職員の減少に対して、長期的な視野に立った人材の確保、

育成に努めます。L 災害時の応急給水体制の強化や技術力の強化を図るために他水道事業

との連携を模索します。M 上野南部丘陵地整備事業（仮称）における工場誘致政策と連携

し、水資源の有効活用に努めます。N 現在策定しているアセットマネジメントを平成 30

年までに精度を高めて見直しを行います。以上となります。 

 

（会長） どうもありがとうございました。基本方針の「持続」ということで、非常にた

くさんの対応策についてのご説明がございました。この「持続」という言葉は、先ほどの

ごあいさつでも申し上げたとおり、全国的に水道のこれからにとっての一つの重要な観点

となっていまして、われわれも日常生活で蛇口をひねると水が出るのは当たり前みたいな

気がして水道を使わせていただいているわけですが、実は水道を運営している立場から見

ると、その当たり前のことを当たり前のようにやっていくことがいかに大変なことかとい

うことを、あらためて認識させられることでございます。そういう事業を今後とも継続し

て、市民の生活の中で水道として活用されるために取り組んでいかなくてはならない具体

的なテーマとして、この対応策の多数の項目をご説明いただいたところでございます。 

 何か委員の皆さまからご質問、その他ご意見はございますでしょうか。 

 

（委員） すみません。話が小難しくて私はついていけないのですが、一つお願いがあり

まして。この国が出している「新水道ビジョン」というのがどんなものか、見せていただ

くことはできますでしょうか。 

 

（会長） 今こちらでご準備ありますか、冊子でも何か、全部で 20 ページか 30 ページか

だったと思いますが。 
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（事務局） 今日は準備できていませんので、また郵送で皆さまに送らせていただきたい

と思いますが、それでもよろしいでしょうか。 

 

（委員） 25 年 3 月のでしょうか。 

 

（会長） 25 年 3 月です。 

 

（委員） それはかなりの量ですね。もしよろしかったらお見せしますが。結構あります

ね。これぐらい。 

 

（管理者） すみません。ここにカラー刷りで簡略版なのですが、分かりやすくなった資

料がございますので、コピーを、進めていただいている中で大変申し訳ないのですが、さ

せていただいてお配りさせていただくことにしますので、そういうことでいったんよろし

いでしょうか。しっかりしたものは、ちょっと後ほどになりますが、届けるなりさせてい

ただきたいと思いますので。 

 

（会長） 新水道ビジョン、一度目を通していただければ大変ありがたいと思います。そ

ういう資料もあるということでございますので。 

 

（委員） 全然分かっていないのですが、そこの新しいビジョンが出たから、伊賀市も水

道計画を考え直さないといけないということになってこの委員会があるということですか。 

 

（会長） ちょうどこの伊賀市の基本計画が新たに作られる、そういうタイミングで出て

いましたので、それで全国版の議論の成果を反映しようということでございます。国の方

で変わったので、それでやらなくてはいけないというものではないのです。だから、いろ

いろな議論を国のレベルでも十何回検討委員会を開いて、いろいろな英知を集めて整備さ

れたことでございますので、それはぜひ伊賀市でも検討するときに反映するようにしよう

と。そこから書き起こしてこの伊賀市の具体的な課題にどうつながっていくのかというこ

とをしっかり見た上で今回の計画を作ろうと、そういうことで今回の作業を行っています。 

 

（委員） すると、前にビジョンというのがあると言われたのですが、それは資料で頂き

ましたが、それをものすごく変えないといけないということではないのか。それとも、根

本的にいろいろ考え直さないといけないものなのか。 

 

（会長） いいところは頂こうということでございます。それから、こういう元の水道ビ

ジョン、これは「持続」「安心」「安定」と、これは今回の「安全」「強靭」「持続」とほぼ

つながっているテーマでございます。それで、その他の環境や国際は、今までは別建てで

していましたが、新しい水道ビジョンではこの中で少し整備していく。それぞれの水道事

業体にとってこれからの水道経営の重要事項としては、この「安全」「強靭」「持続」、この

三つで整備していこうと、こういう考え方でございます。 
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 実は私はこの旧水道ビジョン時代に行政の仕事をしていまして、この新しい水道ビジョ

ンができたときに、いろいろな議論をされた結果こういう整理になったのだなと、ちょっ

と考え方の切り替えを自分自身がしたという記憶がございます。そういう面で、このこう

いう国ベースでの議論の成果を伊賀市の今後の計画の中にしっかり反映させたいという思

いで、事務局の方で対応していただいている。そういうご理解です。 

 そういうことで、他にございますでしょうか。 

 

（委員） 私だけ話をしているのは申し訳ないのですが、今日は一番大事なところだと思

うのです。今、お話を水道部の方から聞いた中で、要するにここの国のビジョンもありま

すが、人口が減っているよと。明らかにこれは国が出しているものを見ても、県が出して

いる伊賀の統計から見ても、10 年後、20 年後はこうなるよと。そういうときに、今、山村

先生がおっしゃった、要するに国がもう一度見直そうよというところに大きな人口減少が

あるのです。企業が水を必要としているのが減っている。優秀な企業は全部自分のところ

で、CO2 の削減や水のリユースを、そして井戸を掘ったり、みんな頑張っているのです。

その辺のところも以前の 10 年前とはだいぶ違っている。まさに伊賀市は国の言っていると

おりになっているのです。 

 そこでもう一度システムを見直そうよというところが、今、時間をかけてでもやらない

といけないのではないか。私は今日 2 回目なのですが、今までは全然そういうことに関し

てはなかったし、地域の代表として来ただけなのですが、あらためて 1 カ月ほどちょっと

勉強しますと、やはりそこなのではないかなと。 

 それで、今年は市長さんの選挙もあります。そしていろいろな、ことが変わったりもす

るかもしれません。でも、水道事業というのは、上が変わろうが、これはきちんと粛々と

やっていかないといけないことなのです。でも実際、統計というのをもう一度見直してみ

ると、どうも今まで、ダムがあって、暫定の水ということで国が定めているが、本当に安

定した水量があると思うので、その辺のところも木津川から今は阿山地域は水を半分もら

っているわけですから、ダムがなくてもいいのではという意見も素朴に出てくると思うの

です。その辺のところで、やはりこの委員会はもっと時間をかけて、私は、この間からち

ょっと普通よりも勉強しました。というのは、私どもの策定委員の要綱にわれわれは今み

たいに審議するだけではなくて、調査もできる。調査・審議というのが私どもの役割なの

です。だから、もう少し調査をするとか、現場を見るとか、あるいは先進地を見るとか、

そういうことも必要なのではないかと思うのです。幾つも言いましたが、今そういう時代

ではないかなと思っているのですが。すみません。 

 

（会長） 北川委員には、委員ご就任後積極的に対応していただきまして、本当にいろい

ろご意見を出していただいてありがとうございます。今の委員のご意見について、事務局

の方からどなたかお答えいただけますでしょうか。 

 

（事務局） 今、委員さんから頂戴いたしました意見につきましては、必要に応じて対応

させていただこうと思っております。 
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（会長） 重要な観点でのご指摘だと思いますので、委員の皆さんのお気持ちに沿った形

で、この委員会の検討が進みますように何とぞご検討いただければと思います。 

 

（委員） 今日は、途中で別の委員会と重なっているので失礼させていただくのですが、

私たち、ゆめが丘浄水場とか川上ダムとか廃止される浄水場は見たことがないのでよく分

からないのです。ですから、ぜひ見にいきたいというか、そんな思いでいます。別の委員

会では先進地を見るとか現場を見るということがあって、そこで意見を言わせていただい

て、それが事業に取り入れられて予算化されているということがありますので、ぜひ意見

を言わせてもらいたいのですが、分からないのです。 

 

（会長） 今のご指摘でございますが、事務局の方から回答を頂けますか。 

 

（事務局） そういった形で、ぜひとも今回議論に上がっているところを見学したいとい

うお話の中で、全ての浄水場を回っていただくというのは無理かと思いますが、できまし

たら次回策定委員会に関しまして、ゆめが丘浄水場の方の会議室で委員会の方を準備させ

ていただく中で、施設なりの方も見学いただければと思いますがいかがでしょうか。 

 

（会長） かなり広範な地域に分散していますので、全部回って見るというのも確かに大

変だと思います。例えばスライドでご紹介いただくとか、全て回るというのはなかなか大

変だと思いますから、もうちょっと委員の皆さんにこういうところなのだなと、今事務局

で説明している問題にしているのはこういうところなのだなということが実感していただ

けるような、何かそういう工夫をお考えいただけないでしょうか。 

 

（事務局） 考えさせていただきます。 

 

（会長） よろしくお願いいたします。それでは、資料の 15 ﾍﾟｰｼﾞまで終わっていますが、

まだ残りがたくさん残っていますので、16 ﾍﾟｰｼﾞから事務局に説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

（事務局） 今のところ 15 ﾍﾟｰｼﾞまでの説明が終わっております。先ほど申し上げること

ができませんでしたので補足なのですが、資料 3 が今までの 15 ﾍﾟｰｼﾞまでの話を全てまと

めた、施策の体系図になっています。こちらの方に基本方針を挙げていますが、それの実

現方策が真ん中に挙がっていまして、それぞれに①②③と番号を振っています。先ほどか

ら A とか B とか言わせていただいていた対応策が一番右側に書かれています。これが今ま

での説明を 1 枚の紙に全部まとめたものになっています。 

 それから資料 5 なのですが。こちらの方が、第 2 階の策定委員会のときの現況の課題と

対応策という形でいろいろご説明させていただいたのですが、その中で挙げた課題が、今

回お示しした対応策のどれで対応できているかというのを表しているものです。例えばこ

の安定給水の確保でしたら、強靭 A。先ほどの資料 3 のところで見ていただければ該当す

る項目があると思いますが、強靭 A と持続 A で対応するという形で全て何らかのものにリ
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ンクしていますので、一応課題として挙げたものは全てこの対応策のどれかに該当してい

ますということで、またご覧いただきたいと思います。 

 それでは、引き続き 16 ﾍﾟｰｼﾞからの議題に戻らせていただきたいと思います。 

 

（会長） 審議事項については、この（4）と（5）のところになると思います。ちょっと

資料の説明が続くと思います。 

 

（事務局） それでは、審議事項 4 伊賀市における水源・浄水場の整備方針について説明

させていただきます。前回伊賀市の 21 の浄水施設のうち、何らかの問題点を抱える施設と

して 13 の浄水場を挙げさせていただきました。その中で統廃合を予定している 8 つの施設

を建て直して継続使用した場合と、ゆめが丘系統から配水を行った場合の費用比較を行い

継続か廃止かを検討するという手法で説明を行いましたが、委員様からこの様な費用比較

のみで判断して良いのかというご意見を頂戴いたしました。確かに仰るとおりで、小規模

で耐用年数を迎え取水能力の低下している施設にお金をかけてもう一度使うかどうかを検

討比較するというのは、そもそも広域的な観点で合理的な水道事業を行おうという今回の

計画の考えと矛盾しています。そこで、今回の計画策定に際して次のとおり基本的な判断

基準を設定し、そのうえで現有施設の継続使用なのか廃止または縮小なのかを明らかにす

るといった説明をさせていただきたいと思います。 

まず、基本的な判断基準として、用水供給事業と末端給水事業の垂直統合のメリットが

十分に発揮できるような施設計画を策定するという意味で、先ほどの対応策でお示しした

強靭 A の耐震性能のあるゆめが丘系統の管路の有効利用を行っていきたいと、それから持

続の B になりますが、広域的観点からの合理的な統廃合再構築を行いたい。 

耐用年数が過ぎ、かつ耐震性がない施設については廃止を前提に考えております、それ

につきましては、強靭の B 老朽化に対して適切な更新を進めると、強靭の C 耐震性が確保

されている施設を有効に活用するというこれらの項目で判断させていただきます。 

続きまして将来にわたって現状の維持が可能か、維持管理を経済的に行えるかという観

点から、持続の A 水質悪化や取水低下について検討させていただきます。持続 D の追加設

備費用の発生という 6 つの判断基準で評価しました。 

パワーポイントをご覧ください。ここに挙げている 13 の浄水場が何かしらの問題点を抱

えている浄水場です。この中で諏訪、丸柱、山田浄水場は、耐震補強等必要ですが、立地

等の地勢状況により現況同様の運用を続ける浄水場となります。 

水源・浄水場に問題があり、廃止若しくは縮小の対策が必要となる浄水場は下に挙げて 

います 10 の浄水場です。 

水源・浄水場の将来整備計画として先ほどの判断基準に基づきチェックを行いました。

この頁の図をも負う少し詳細に示したものが資料 4 になります。なお、強靭 B 老朽化につ

いては施設のみではなく機械・電気類の老朽化も含めてチェックしています。 

この中で小規模であり殆どの項目に該当している、猪田、丸山、比土浄水場は、今回の

整備方針からは廃止という判断になります。既に予備化している島ヶ原第 1 浄水場につい

ても多くの項目に該当しており費用をかけて復活再利用する必要性が無いので廃止です。

剣谷浄水場は、チェック項目は少ないですが、電気も通っていない場所にあり、運用効率
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が極めて悪く、近隣浄水場の余剰水量で給水区域がカバーできるので水道部の判断として

統廃合再構築対象として廃止します。 

小田浄水場については強靭の A と電気・機械類の老朽化で強靭の B、時期的取水量の低

下と井戸の取水能力低下で持続の A、電気・機械類の更新費用が高額ということで持続の

D に該当していますが、耐震化については問題ありません。総合的に判断すると井戸水源

の取水軽減により取水量を減らし、電気・機械類をダウンサイジングすることで全てのチ

ェックが外れ課題がクリアできることになります。 

残りの滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場については、第 3 回委員会の中でもご意見があ

りましたので審議事項 5 でもう少し細かく説明させていただきます。 

 対象施設の整備方針、対象浄水場の廃止・縮小による人員削減、滝川・阿保浄水場の規

模縮小による効果という流れで説明します。 

対象施設の整備方針ということで、まず、滝川・阿保浄水場について、機械・電気設備

の更新時期を迎えており、これは対応策の強靭の B、持続の D に該当します。滝川浄水場

については施設自体の耐用年数も計画最終年度には間近になりますので、更に強靭の B に

当てはまります。両施設ともに耐震診断結果により耐震補強が必要との診断を受けていま

すので強靭の C に該当します。他系統では両浄水場の配水量を全量賄うことはできません

が、伊賀広域水道の管路が浄水場付近まで布設されており強靭の A に該当します。以上の

判断結果により滝川・阿保浄水場の縮小更新とゆめが丘浄水場系統からの送水という整備

方針とします。 

続いて玉滝・朝古川浄水場についてです。両施設ともに耐震診断が必要なため強靭の C

に当てはまります。玉滝浄水場は、施設自体は老朽化しておりませんが、機械・電気設備

が更新時期を迎えているため、強靭の B、持続の D に該当します。ちなみに中大規模施設

を全面更新する場合更新費用の約 6 割は機械・電気設備費用が占めます。朝古川浄水場は

流況悪化により取水困難な時期があり、持続の A に該当し、更に計画最終年度には、耐用

年数目前となるため強靭の B も当てはまります。さらに、運用上の問題として、両施設と

も大雨の際に大量の雨水の流入により水質が大きく変化するという特徴があり、水質が悪

化した場合、浄水過程での薬品注入量の調整が困難となり運転管理に精通した熟練職員が

必要です。以上の理由により、効率の悪い浄水場であると言えます。また、過去の台風被

害により、槙山第 2-2 水源が取水不可となったのと同様に、災害発生時にも、水質悪化や

土砂流入による水源の寸断が想定されるなど災害に弱い水源であり、持続の A に該当しま

す。伊賀広域水道の管路で全量送水する体制が整っており、強靭の A に当てはまります。 

以上の判断基準により、ゆめが丘系統からの全量送水による、廃止という整備方針とな

ります。 

対象浄水場の廃止・縮小による人員削減効果として、滝川浄水場の縮小、玉滝・朝古川

浄水場の廃止により、伊賀、阿山地区で現在 2 名体制の臨時職員を 1 名に削減が望めます。

持続の C の対応策となります。 

阿保浄水場の縮小では、現状正職員 1 名、臨時職員 2 名のところ、遠方監視体制への切

替えにより、正職員をゆめが丘浄水場へ引き上げ、臨時職員を 0 名への削減が可能となり

ます。同じく持続の C です。 

滝川・阿保浄水場の規模縮小による効果について、対応策では持続の B と F に該当しま
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す。 

比較対象案として両浄水場を将来計画水量で更新し、運用した場合と、ゆめが丘浄水場

系統の整備・有効活用により、施設規模を縮小して更新し、運用した場合を比較します。 

比較の条件としては、比較期間を施設更新後 15 年間。年間経費を支払利息＋減価償却費＋

維持管理費＋人件費としました。詳細説明として、支払利息は建設費×年利率として 2％、

減価償却費は建設費×（1－残存率 0.1）÷耐用年数、維持管理費は平成 27 年度動力費・薬

品費の実績値、規模縮小後は浄水能力比率で按分しています。人件費は管理人数×臨時職

員年間人件費として 130 万円で計算しました。 

15 年間の検討結果としては継続利用 36 億 4 千 8 百万円、縮小更新 35 億 6 千 9 百万円で

縮小更新の方が約 8 千万円経費削減に繋がるという試算となりました。 

 

（会長） どうもありがとうございました。説明がずっと続きましたので、もう一遍おさ

らいしてみますと、17 ﾍﾟｰｼﾞの表がございましたが、水源・浄水場の整備方針ということ

で、今回の合併によって非常に多数の浄水場・水源を伊賀市として使用することになった

わけでございますが、それを今後中長期にわたって活用していくという観点で、今の「強

靱」「持続」、それから「安全」、そういった観点の統一方針としてどういう判断基準でこれ

らを評価していくかというところから作業を進めていただきました。それらを横軸にしま

して、それから各施設を縦軸にしてまとめていただいたのがこの 17 ﾍﾟｰｼﾞの表ということ

でございました。それで、統一方針に基づく検討の結果、それぞれの浄水場・水源の取り

扱いを判断したということを説明していただきました。 

 そして、18 ﾍﾟｰｼﾞ以降は、滝川・阿保・玉滝・朝古川の整備計画について個別にその検

討結果についてまとめていただいたものです。それで、「強靱」という観点、それから「持

続」、さらに持続には経営的な観点も入っているわけでございますが、今後効率的かつ経済

的に運営していくという観点で、判断基準を基に整理していっていただいたわけでござい

ます。 

 さらに、今後の運営につきましては人の関係も出てくるわけです。なかなか熟練職員が

継続的に確保しにくいという状況に現在の水道事業は置かれていまして、伊賀市の中でも

そのとおりなわけでございます。そういった中で、それらの施設を効率的に運営していく、

人材を活用していくという面での検討を行っていただいて、さらにそういうところから経

費的な削減効果にもつながっていくというご説明がございました。それで、全体として 25

ﾍﾟｰｼﾞのところで施策期間 15 年の中で年間経費をトータルとして比較していただいて、検

討結果が 26 ﾍﾟｰｼﾞに整理してあるというご説明でした。 

 ここまでのところで、委員さんの方からご質問とご意見がございましたら聞かせていた

だきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（委員） 私も見た目で分かっていないところがたくさんあると思いますので、確認させ

ていただきます。 

 私は、旧の青山町、あまり青山町という言い方は好きではないのですがそこから出させ

ていただいております。桐ヶ丘の方がもう数年前からゆめが丘から送っていただいている

と。私も何回か見学にも行ったことがあるのですが、みやのうちから阿保の浄水場に水を



17 

運んでいると。浅井戸とここに表流水と書いてもらっていますが、阿保の縮小後は今話し

ていただけましたように、効果という形でいろいろな経費ですか、設備等、維持していく

ことを考えると、また、ゆめが丘から水を送っていただいて使っていきたいということに

なろうかと思います。それにはダムも関係しています。 

 最初に水というか、関心もますます高まっていますし、飲み水を買っている者も大変多

くいます。その中で良質でおいしくて安心・安全な水ということに誰もが関心を持ってい

るのですが、実際には塩素をたくさん使わなければ遠距離は無理なのではないかなという

声も聞きます。塩素を使って処理していくことによってトリハロメタンですか、そういう

ことが言われますが、健康に害を及ぼすという思いもありますし、全国でも規制を加えて

いることも事実だと聞いています。 

 そんな中で、私たちが本当に検査したわけではありませんが、安心して飲めるというの

が理解されるような方策を何か考えていただきたい。塩素が増えて本当にそのまま飲める

のかということを、その話題によってそれこそ、現実に安心して水を飲めるのだというこ

とが理解できるような方策といいますか、その部分を考えていただきたいと。そういうこ

とを耳にすることもちょいちょいとありますので、代表として来ている以上お聞かせいた

だきたいし、今後考えていただきたいということであります。本当にやはり近い自分らの

水、南部は喜んでいるのですが、阿保の方も実際にあそこの下から水を汲んで鯉も元気に

泳いでいると、そんな水を飲めて、数値的もこんなに安心なのだということを聞かせてい

ただければ、私も色んな会議等で話させていただきたいと思いますので、質問させていた

だきました。 

 

（会長） ありがとうございました。安心して飲める水道水というのが、利用者にとって

も非常に重要な願いでありますが。事務局の方から、この水質、安全面、おいしい水の供

給についての基本的な考え方についてお話し願います。 

 

（管理者） 管理者の北山です。どうぞよろしくお願いいたします。私はこの 4 月 1 日か

ら水道の方へ着任させていただいたのですが、初めてこの職場へ来させていただくのです

が、今指摘していただきましたように、私どもの発信力は非常に弱いと考えています。つ

きましては、今、お言葉を頂いたようなことはしっかりとこれから、例えばホームページ

であったりとか、いろいろな媒体を使わせていただいて説明というか、そういったいろい

ろな考え方のある方もおられますので、情報を発信させていただけるように。それは阿保

エリアだけではなしに、全部の地域に対してそういう情報を発信していくというのに努め

させていただきたいと考えています。現在も阿保浄水場ですとかゆめが丘の浄水場には、

小学校の 4 年生の方が見学に訪れていただいているのですが、それだけではなしに、私ど

もの方からも市民の皆さまに対して説明責任を尽くさせていただくということで、今後早

速取り組めるように努めさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

（会長） ありがとうございました。前回も管理者から、お客さまとのコミュニケーショ

ンについて積極的に取り組んでいるという話でございました。そういった方針については、

基本方針 15ページの「持続」の Jのところにも掲げていただいているところでございます。
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お客さまと水道事業者さんとの信頼関係は重要なところでございます。ぜひ、よろしくお

願いしたいと思います。 

 他にご質問、ご意見等ございますでしょうか。阪井さん、どうぞ。 

 

（委員） 朝古川浄水場の件で、今までが大変だと聞いていますので。いろいろ地元の人

にもちょっと聞いていますと、柘植の一ツ家地区では水道が引けないということで、表流

水でまた別の方法で取って水を飲んでいるというわけなのです。非常においしい水だと。

われわれも柘植の朝古川の水を飲んでいるので非常においしい。前もこの場で言わせてい

ただいたのですが、本当にペットボトルに入れて売ってもいいぐらいおいしい水だという

のは、柘植の皆さんの意見なのです。 

 それで、いろいろここに水がだんだん表流水なもので少なくなってくるとか、設備が老

朽化してくるとか、いろいろなことはよくわかるんです。しかし、現在、今まで、過去に

おいても伊賀町の時代から、非常においしい水を断水することなく、あまり濁ることなく

おいしく飲んでいるのに、先ほども言われましたように、ゆめが丘の方からカルキが入っ

た水、今までよりも多分まずいのではないかということも言われていますので、そういう

薬剤の入った水に切り替わっていくというに対して非常に不信感というか、なぜという気

持ちが多いのです。 

 だから、こういう資料を、先ほど北山さんが言われましたように、もう少し住民に情報

公開というか、こういう事情でこうなっているのだよと。特に柘植については朝古川がこ

ういうふうになるのだよというのを、何らかの方法でもっと分かるように広報していただ

きたい。なんでしたら私まちづくりの方で何かの資料をいただければみんなに配りますが、

そういうふうなことで住民の皆さんに、なぜ今までずっとそんなおいしい水を飲んでいる

のに、そんな遠いところからもらうのかという単純な疑問というか意見をたくさん聞くの

です。というようなこともぜひ一つ加味していただきたい。伊賀市と全体として、市町村

合併があってこういうふうにやる、広域水道の管路で全量送水する体制が整っている、こ

ういうふうに書いているというのはよく分かるのですが、やはりそれを含み、このような

単純な疑問があるので一つよろしくお願いします。 

 

（会長） 藪裏委員のご質問、意見を伺った上で、事務局から回答をお願いします。 

 

（委員） すみません。今、水道水の塩素うんぬんの話で、私はかつて運動公園でプール

の管理をしていて、いろいろ消毒の関係で塩素を入れてしていたのです。あそこは、もと

もと服部川の浅井戸から引っ張っている水ですので、そういうことで消毒をしているので

すけれど、今も塩素うんぬんで確かに水道水は塩素を入れているということはあると思い

ます。そんな中で塩素がずっと水の中で溶けたままで最終まで行くのかどうか、ちょっと

私は疑問ですが。自然に、あるいは蒸発してしまってなくなっていくのか。だから、浄化

槽で入れたのが最終末端それぞれの家庭の中でどれだけ含まれているのかということの検

証なり PR が、先ほど管理者の話ではないのですが、抜けているのかなと。 

 ただ、一般的にはどうか分かりませんが、例えば水道の水を入れて金魚を入れたらすぐ

死ぬ。だから、しばらく日に当てて蒸発させなければいけないとかということを言われま
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す。私は金魚を飼っていないのでよく分からないので、そういう情報をちゃんと出しても

らった方がいいのではないかなと。正確な情報をみんなに知らせてもらった方が、いわゆ

る安心の部分につながっていくのではないかなと思います。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。併せてお答えいただきたいのですが。私からコメン

トしますと、水道の塩素につきましては消毒の残留効果ということで水道の安全性の確保

にとって重要な意味を持っています。日本の水道が全国どこの蛇口でも安心して飲めると

いうのは、適切に消毒が行われて、それを蛇口のレベルでも浄水場で消毒した効果がちゃ

んと確保されているということになっているので、安心してお使いいただけるということ

です。そのために、水道法に基づく衛生上の規定がございまして、そこで末端の給水栓で、

ちょっと細かいことを言いますが、0.1ppm という残留塩素の基準がございます。そのレベ

ルであれば塩素臭いということは普通には感じずにお飲みいただける、お使いいただける

ものだと私は理解しています。ただ、水道によって残留塩素の管理がなかなか難しくて、

0.1 よりも、必要な量よりもちょっと高くなって供給されているという場合とか、それから

水源の水質が悪くなりまして、それでいわゆるカルキ臭も水源の中にある微量な有機物と

塩素が合わさって、それで何か消毒している、臭いなという感じのことを感じるような場

合がございます。 

 そういったことは、水道全体の水質管理と表裏一体の話です。そういう意味で、おいし

い水の供給のためには、水源の管理をしっかりやっていただいて、それで消毒もきちんと

やってお使いいただくと、いわゆるカルキ臭のようなものを感じずに飲んでいただけるの

かなと。そういうことを目標にしようということで、水道事業者の皆さんそれぞれ頑張っ

ています。私からもそういうことを補足的な説明をさせていただきます。 

 それでは、事務局の方からお答え願います。 

 

（事務局） まず朝古川の件ですが、今、おいしい水を飲まれているということで、意識

されているとお聞きしまして、今回廃止予定ということで、ご不安になられているのはよ

く分かります。今回、こちらのゆめが丘から送るという計画をいたしておりますが、水質

的なものとか、なぜ今言われように朝古川を廃止しなければいけないか、そういう資料を

言われたとおり一度揃えさせていただいて、また、ご提議させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それから、あと塩素の不安ですが、管の経路を経るごとに塩素は下がっていくのですが、

皆さまある程度の地点のポイントについての塩素量はホームページでも公開はされていま

すので、もしよろしかったら次回ホームページでどういった形で公開されているか、そう

いった資料をまた一度ご提示して、どういうふうにご覧になっていただけるかという資料

をご提示させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 水の残留塩素が幾らか、ホームページで公開されています。ホームページも

なかなかどこにどういったものが載っているのか、例えば皆さんへのお知らせとして、水

質検査を行うたびに更新していますので、最新の水質検査の結果を掲載しましたというよ

うなことが分かるような形でのホームページ上での公表等も考えていきたいと思っていま
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す。 

 

（会長） これもコミュニケーションの重要なことだと思います。水質についても、市民

の皆さまに理解していただきやすいような情報公開を行っていただきたいと思います。 

 

（委員） 時間がないので、単純に分かりやすく申します。廃止される地域に玉滝とか朝

古川が予定されていますが、私どもは住民自治協の代表で来ています。阿山地域、伊賀町

地域です。あと大山田もいらっしゃっています。要するに、よく理解していただくために、

出前で来ていただきまして、十分に住民の方と懇談してもらうとか、そういう努力もお願

いしたいと思うのです。住民の理解がなくて、私どもが多数決で決めてきたことが終わり

ましたよということで議会に上がっていく、そこで皆さんが知った、これはよくない。私

どもは帰って、今日第 4 回目が終わりましたら、他の自治会は知りませんが、現在までの

1～4 回までをかいつまんで説明していきたいと思っています。そのときに、もっとよく理

解したいのだという場合は来ていただきたいと思うのですが、管理者のご意見を聞きたい

です。 

 

（管理者） ありがとうございます。当然この中間的なものは市民の皆さまにお伝えして

いかなければいけません。今おっしゃっていただいたように、地域に出向いて説明責任と

いうのも当然、水道担当としては必要なことでありますので、しっかりと出向いてお話し

させていただけるように体制を組ませていただきたい。全ての施設単位ごとにというのは

なかなか難しいかもわかりませんので、支所全体でとか、その辺もう一度調整させていた

だきますので。 

 

（委員） 今までの予備化が廃止になっているところがあったと思いますが、そういうと

ころでぜひ。 

 

（管理者） ですので、こういう理由でこういう考え方に至りましたというのはしっかり

お伝えしていくべきだと考えていますので、いろいろな都合や時期とかお聞きして出向か

せていただきたいと考えています。 

 

（委員） ありがとうございます。 

 

（会長） 大変重要な点だと思いますのでよろしくお願いいたします。ここでいったん休

憩を取らせていただいて、20分から会議を再開させていただきたいと思います。あと 6番、

7 番二つございますので、ご協力をよろしくお願いします。 

今事務局から新水道ビジョンの本編と図示した資料をお配りしました。後ほど参考にし

ていただければと思います。 

 

   －休憩－ 
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（会長） では、予定の時間になりましたので再開をさせていただきたいと思います。事

務局よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） はい、では審議事項の 6、整備費用について、パワーポイントでいいますと

27 ﾍﾟｰｼﾞになります。短期、中期、長期に分けてそれぞれの整備費用を計算いたしました。 

前回の策定委員会の中では 15年間の合計金額を 103億円という金額でお示しさせていた

だきましたが、再度中身について精査しまして、老朽管更新とかいろいろな課題を第 2 回

の策定委員会の際に挙げておりました。更新率を上げていくためにはもちろん更新のため

のお金が必要になってくるのですが、前回お示ししたときは現状維持プラスαぐらいの金

額しか見ていませんでしたので、これを本格的に、老朽管の更新に取り組んでいくために

はそれなりの費用を計上していくべきですし、先ほどの課題の中にも挙げましたが、管路

管理システムというのがあり、こちらの方で管路を管理しているのですが、お金を掛けて

バージョンアップすることによって、例えば有収率の向上などについても寄与できるよう

なシステムになりますので、そういうところにもお金を使っていきたいということで精査

し直しましたところ、今回お示しさせていただいたとおり 122 億円という額になりました。

主な整備内容としては、前回挙げた内容と同じで、短期、中期、長期でそれぞれ阿保浄水

場、配水池、滝川浄水場の更新、機械設備の更新、大きな部分については変わらないので

すが、いろいろ整備にかかっていくお金を計上しましたところ、今回の数字となりました。 

 続いて審議事項７収支計画についてです。公営企業会計における収支は、水道事業の活

動によって発生するすべての収支である「収益的収支」と、施設の建設改良に関する投資

的な収支である「資本的収支」に分かれており、収支計画として短期・中期・長期のそれ

ぞれ 5 年間と計画期間 15 年間トータルの見通しをお示ししています。 

まず、収益的収支につきましては、『収入』としまして、加入者の皆様から頂く「水道

料金収入」や、建設事業の実施にあたり借入れを行った企業債の利子償還の一部に対する

一般会計からの繰入金などの「他会計補助金」。資産の取得なり改良に伴い交付される補助

金等を、収入時に繰延収益に計上したうえで、減価償却見合い分を毎年度収益化する「長

期前受金戻入」。そして各種手数料や預金利息、新規加入者からいただく加入負担金などを

「その他」として見通しを計上しています。 

『支出』としましては、水道部職員の「人件費」、「維持管理経費」として浄水場の民間

管理委託料や、お客様センターの事務委託料、漏水調査業務や料金システム・企業会計シ

ステムの保守点検料などの「委託料」、浄水場設備の修繕や漏水修理などに要する「修繕費」、

浄水場やポンプ施設などの運転に要する電気料金である「動力費」、浄水処理工程で必要と

なる「薬品費」に分類して計上しています。 

「減価償却費」としましては、過去の建設改良に伴う費用を耐用年数に応じて各年度の

費用として計上するものです。 

先にご説明しました「長期前受金戻入」が「現金を伴わない収入（非現金収入）」であ

るのに対しまして、「減価償却費」は「現金を伴わない支出（非現金支出）」となります。 

「支払利息」としましては、建設事業の実施にあたり借入れを行った企業債の償還利息

であり、「ダム割賦利子負担金」は分割により支払を行っていく川上ダム建設事業の建設負

担金の利息分の見通しであり、その他事業活動に要する経費を「その他」として計上し、
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各期間の「消費税及び地方消費税」を計上しています。 

これら収益的収支の差引きは、短期・中期・長期ともに黒字となる見通しです。 

次に、投資的な収支である資本的収支ですが、『収入』としましては、今後、国の交付

金事業において実施を予定している老朽管更新工事や、浄水場の統廃合のために要する改

良工事などに対する『国庫補助金』、これまでの建設事業にあたり借り入れを行ってきまし

た起債元金償還の一部に対する一般会計からの繰入金である「他会計補助金」、国庫補助事

業の財源として借入れを行う「企業債」と、同じく国庫補助事業の実施に対しての一般会

計からの「出資金」。「その他」としては市の他事業や、民間事業に伴う「工事負担金」収

入を計上しています。 

また、『支出』では、国庫補助事業や水道単独事業により整備に取り組んでいく、老朽

管の更新工事や、施設の統廃合のための改良事業に要する経費を「建設改良費」に、借入

れを行ってきた企業債の元金償還額を「企業債償還金」に、「ダム建設負担金」として川上

ダム建設事業に要する建設負担金の元金支払い見通しを計上しています。 

これら施設の建設改良に要する経費は単年度の収入のみでは不足が生じますが、これま

で資金として留保している内部留保資金で賄っていくことになります。下段には計画期間

中の資金残高の見込みと企業債残高の見込額を記載しています。ここまでが 28 ﾍﾟｰｼﾞの説

明となります。 

続いて 29 ﾍﾟｰｼﾞです。こちらの表は、前ﾍﾟｰｼﾞの収支計画を平成 27 年度決算額と比較し

易いように、短期・中期・長期それぞれ計画期間である 5 年で割り戻して 1 年当りの金額

にしたものです。比較用の資料としてご覧ください。 

30 ﾍﾟｰｼﾞです。収益的収支としては、水道料金収入は緩やかに減少しますが、減価償却

費及び支払利息も減少するため収支の黒字が同程度で維持できます。資本的収支について

は、収入は国庫補助金、他会計補助金及び国からの借入金である企業債等によります。支

出の企業債償還金は減少していき、平成 31 年度よりダム建設負担金償還額が発生します。

収支差引は赤字であるが、損益勘定留保資金等により財源補填が可能でとなっています。 

まとめとして、収益的収支の余剰金と内部留保資金により資金残高は現状維持が可能で

あり、計画目標年度である平成 43 年度まで現状の水道料金体系での事業運営が可能です。 

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。この資料の 6 の整備費用と、それから 7 の収

支計画、併せて説明いただいたところでございます。水道の会計システムは、公営企業会

計の独特のシステムになっていまして、なかなか最初に見たときにはついていくので手一

杯という方もいらっしゃると思います。結論として一番最後の 31 ﾍﾟｰｼﾞに書いてあります

ように、計画目標年度まで現状の水道料金体系での事業運営が可能という結論になってい

ます。委員の皆さまからご質問ご意見等ございましたら。 

 

（管理者） 大変申し訳ありません。お断り申し上げたいと思います。7 番の収支計画の

中で、例えば国庫補助金、他会計補助金、企業債、出資金等々の文言がございますが、そ

れについての説明を今回添付するのを忘れているというか、させていただいていませんの

で、この部分の意味合いにつきましては皆さま方のお手元の方へまた送付させていただき
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たいと思いますので、説明は担当がおりますのでこの場では可能でございますが、あらた

めまして資料を送付させていただくということでご了解願いたいと思います。申し訳ござ

いません。 

 

（会長） ということになりますのでよろしいでしょうか。どなたかよろしいですか。 

 

（委員） もう時間も来ましたが、31 ﾍﾟｰｼﾞに書いています 43 年度まで現在の水道料金で

値上げなしで行けるということなのですか。 

  

（事務局） そうです。 

 

（委員） 市長さんが答えたとおりですね。さっきダム建設等のお金で、水道料金ではな

いけれども、別のところでお金は多分 1 戸当たり幾らぐらいな金額が出てくると思うので

すが、要するにダムを造るともっと別の形のお金が要るような気がするのですが、それは

大丈夫ですか。 

 

（会長） 水道事業としては、それは全部含まれているのですね。 

 

（事務局） そういうことでございます。建設負担金ということでダムを建設されるに当

たっての利水者としての負担、これを全て含めて組んでいますのと、ダム完成後は維持管

理を水資源機構の方で行ってまいります。それに関しましても、一定の割合で水道事業者

も維持管理に係る経費も負担していくわけですが、そういった経費も全て、ダム関連につ

きましては含んでいます。 

 

（委員） 僕ばかり話してはいけないので他の人も。 

 

（委員） 伊賀市の水道事業そのものが、将来ともに健全に運営できるかというのが大き

なポイントになるかと思うのですが。この 28 ページの下から 2 行目の各期末資金残高、内

部留保資金見込み額ですが、順調に短期・中期・長期と伸びてるので、全体的には問題な

いかと思いますが、内部留保資金というのは将来の再投資の資金でありますとか、水道の

安定と強靭化のためには、これがある程度の規模がないと駄目だと思いますが、他事業と

の比較のようなもの、例えば名張市さんや津市さんはどんな状況で何％ぐらい料金収入に

対し留保資金があるのかといったことを調べていただいて、また報告していただけたらと

思います。 

 

（事務局） 先ほど管理者が申し上げました、この説明なりを送付させていただく折に今

お申出いただきました他の水道事業体のものを一度確認いたしまして、送付させていただ

きたいと思います。 

 

（会長） 後ほど資料の提供をいただけるということで、他にいかがでしょうか。 
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（事務局） すみません、ちょっと確認不足だったのですが、送らせていただく他事業体

の資料は、今現在の決算ベースでよろしいのでしょうか。 

 

（会長） そういうことでよろしくお願いします。他にいかがでしょうか。 

 皆さん、この新しい計画で将来の水道料金がどうなるのかということを一番心配してお

られたのではないかと思うのですが、今日の説明で安心していただけたのではないかなと

思います。一方で、今日もいろいろご説明がございましたが、これからの水道事業の運営

は、非常にいろいろな課題を抱えていて、施設の老朽化とか職員の数の減少とかそういっ

た中でやらないといけない。こういう課題を持った中での計画でございます、そういうこ

とも含めてしっかりこの方針を立てて、それで今後の水道事業の運営に当たっていただく

ということが今回の基本計画ということで整理していただいて、市民に分かりやすく、納

得いく形で説明していただくというのが今私たちの仕事の目標です。 

 ということで、今日は大変中身の濃いご説明があったと思います。全般にわたり、何か

もう一度振り返って話を聞きたいということがございますか。 

 

（委員） ちょっと確認なのですが。資料 1 の 2 ページですが、私は前回説明させていた

だいたこの現在協議課題の 27 ページと資料の 1 の裏面と合わせていただきたいのですが。

前回はトータルの整備費用が 103 億円と書いてあるようで説明いただいたのですが、私が

質問したのはこれからのいろいろな不確定要素を含んでの計算ですかということで、今回

103 億円が 122 億円ということに変わったというか、こういうふうになりますよというこ

となのですが、数字の 103 が 122 とか、億という単位のこういうことというのは、本当に

アバウトで、細かい内容をこれがどうのこうというのは難しいと思うのですが、そういう

ようなバックデータは当然あるわけですよね。 

 

（事務局） ございます。 

 

（委員） それなら結構です。あまり細かい数字まで聞いても分かりませんので、この間

質問させてもらったのは、こういう長期的に億というお金を出すのはいろいろな不確定要

素というのですか、いろいろなものを含んでいるのですかということに対して、もう一度

精査してみますということで、見直していただいたということだけ確認させていただけれ

ば結構です。 

 

（委員） よろしいですか。何度もすみません。私はこのところ、1 カ月、いろいろな水

に関すること、情報を入手しようと積極的に働きますといろいろなことが見えてきたので

すが、NPO 法人の伊賀水と緑の会とか、木津川のダムを考えるネットワークさんとか、市

民団体あるいは NPO の人たちが、水のことを真剣に考えていらっしゃるなというのは分

かりました。それで、嶋津先生という方は、水源開発問題全国連絡会という共同代表の方

だと聞いています。また、私は水道部の方と別に対立する気は全然ありません。むしろこ

ういう方が、今始まったわけではなくて、昔からこの木津川の水系のことをいろいろ考え
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ていらっしゃいます。そういう人たちが、22 日でしたか、嶋津さんの方から水道部の方に

いろいろ公開質問をされたというのを聞きました。この中日新聞で知ったのです。 

 これの回答をされると思うのですが、実はこの委員会の要綱を見ますと、われわれ委員

だけではなくて、誰かそういうどなたでもいいのですが、そういう方を特別にここに招聘

していろいろ意見を言ってもらうということも私どもができるということを書いています。

山村会長さんもご存じだと思うのですが。別に誰を呼ぶということは今全然ないのですが、

呼ばなくても、たまたま 22 日に出された公開質問書を僕は入手していませんが、回答をな

るべく早くされて、この委員会のときに、この嶋津さんが考えている水のこと、そしてこ

の伊賀の水道、利水等のことの質問の回答を、私どももこの席でいろいろそれを参考にし

ながら聞いていったら、よりよいもの、水の、利水のことが分かってくる。少しでもこう

いう専門の方の意見を取り入れて、今、国が新ビジョンとして作ろうとしているものを具

体的に伊賀市も積極的にそれをやっていけばいいのです。大きな立場が違うところからの

意見を、別に嶋津さんを呼んでくる必要はありません。この公開質問書の回答を期待して

いるのですが、いかがでございましょうか。 

 

（会長） 事務局から何か。 

 

（事務局） 今、北川委員におっしゃっていただいたように、22 日にお見えになって、公

開質問書は頂戴しております。中身はかなりの専門的な部分と項目等もかなりボリューム

のあるものでして、できる限り早く回答させていただきたいということでは考えてはいる

のですが、次回の検討委員会これからまた予定等を願いするのですが、その中でお示しで

きるのか、一度検討させていただきたいと思います。 

 

（委員） そうですね。私どもはそういう意見も参考にしながらと思っています。まず出

された中身を僕が知らないのです。またそういうものもなるべく早く、嶋津さんのこうい

う話があって、こういうふうに回答しましたということを、そこから考え方の似ていると

ころと違うところ、そういうものがきちんと明確になっていく。僕らもそれを参考にして

いろいろ水のことを考えていきたいと思っています私は。他の方は知りませんが。以上で

す。 

 

（会長） いろいろな立場のご意見があると思いますので。この場でということが適切か

どうかも含めてよく事務局の方でお考えいただいて対応していただきたいと思います。他

にいかがでしょうか。今日はかなり重要事項全般に渡りましてお話しいただきました。資

料 2 で今後の資料のまとめ方のイメージとしての提示がございましたが、これを次回に向

けてたたき台としてまとめていただいて、それに向けた準備を進めていただきたいと思い

ます。大変重要な時期になってきました。本日、委員の皆さまからいろいろお話しいただ

いた重要な観点、これは今後の取りまとめに反映していただければと思います。 

 幾つか、それぞれテーマがございますが、例えばロードマップを視覚化するということ

とか、市民の皆さんとの水道の水質についてのコミュニケーションといったこと、あるい

はこういった計画そのものについての分かりやすい説明、特に今後施設を廃止していかな
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ければならないということについての地元への説明とか、こういった面でいろいろ委員さ

んからご意見、ご要望があったかと思います。これにつきまして、今後の文書での取りま

とめとともに、事務局でご配慮いただいて、この基本計画の委員会の検討結果がより分か

りやすい形で市民の方に提供されることになるようにお願いしたいと思います。 

 そういうことで、本日、長時間にわたってご審議いただきまして、最後に私の方からま

とめとして、そういうことについてのお願いを事務局にさせていただいて、本日の取りま

とめということにさせていただきたいと思います。あと、その他ということがあるようで

すので事務局にお願いしたいと思います。 

 

４．その他 

 

（事務局） それでは、その他ということで、次回の策定委員会の予定についてなのです

が。当初の予定どおり 8 月下旬に第 5 回の策定委員会を開催したいと考えています。その

中で、資料 2 でもお示ししましたように、このような形で中間案という形でまとめたもの

を提示させていただきたいと思っています。具体的な日時、場所についてはまた追ってご

連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、先ほど委員の皆さまにもお配りしました追加資料につきまして、厚生労働省水

道課のホームページに新水道ビジョンと水道事業に係る施策概要というところでご確認い

ただけるようになっていますので、そちらの方をご覧いただけますでしょうか。よろしく

お願いいたします。 

 

５．閉会 

 

（会長） ということでございますが、よろしゅうございますでしょうか。次回は 8 月の

下旬ということですが、今後調整を事務局できめ細かくしていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、最後に当たり、本日は長時間にわたりましてご審議いただきましてありがと

うございました。伊賀市の水道事業基本計画策定に向けて、かなり内容が充実してきたと

思っています。ぜひこれを先ほどもお願いしましたように、市民の皆さまに分かりやすい

形で見ていただけるように、今後の取りまとめについて事務局の方で頑張っていただきた

いと思います。 

 冒頭にも申し上げましたとおり、8 月 1 日は水の日でございます。今、マスコミなどさ

まざまな観点から、水のことを取り上げていただける機会かなと思っています。ぜひこう

いう機会に、水道事業に取り組んでいる人たちの頑張りという面についても市民の皆さん

によく分かっていただくために、そういうコミュニケーションを水道事業者の方からも発

信していただければなと思っています。市民の皆さんに安心してこの水道水を使っていた

だける。それが今後とも長く持続していきますように、これだけ頑張っていますというこ

とを理解していただくというのも大事なことではないかと思います。ぜひお願いしたいと

思います。 

 それでは、皆さま。暑い中でございますので、健康にくれぐれもご留意されまして、次
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回 8 月下旬にまたお会いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうもあ

りがとうございました。 

 

（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

とうございました。本日、皆さま方にご審議いただきました内容につきましては、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に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。皆さま、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した。 


