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平成 28年度 第 5回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 9月 7日（水）午後 2時～ 

場所：水道部 第 1・2会議室 

 

 

（事務局） 定刻になりましたので、ただ今より、第５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、八尾委員様より所用により欠席というご連絡をいただいておりますので、

１１名の方にお集まりいただいており、会議は成立いたしてます。 

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。 

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。傍聴要領にも記載

させていただいておりますが、報道関係者を除き、会議場内での写真撮影、録画、録音は

行わないでください。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。 

 

（事務局） 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（水道事業ビジョン）（中間案）と書かれ

た冊子の表紙とその中身となる冊子本体、１枚目に目次と書かれているものです。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。 

 

1.あいさつ 

（事務局） それでは、伊賀市水道部部長 谷口よりご挨拶を申し上げます。 

 

（部長） 皆さま、本日は大変お忙しい中、水道事業基本計画の第 5 回策定委員会にご出

席を賜りまして誠にありがとうございます。天候の方を少し心配していたのですが、午前

中はご希望いただいた委員様には阿保浄水場をご視察いただきました。また、先ほどは皆

さまにゆめが丘浄水場を視察いただき、ありがとうございました。全ての施設をご覧いた

だくことはできませんが、伊賀市の主な浄水場をご理解いただけたのではないかと思って

おります。また、本日は、準備しました会場も大変狭うございます。また、本来ですと管

理者が出席いたしまして皆さまにご挨拶を申し上げるところですが、議会の関係等もござ

いまして失礼させていただいていますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 さて、委員の皆さまには、これまで 4 回にわたる委員会において計画の内容を慎重審議

いただいてまいりました。今回は第 5 回となるわけですが、私どもとしましては、これま

で審議いただいた内容を本日の委員会で中間案として取りまとめをさせていただき、10月
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には市民の皆さまにパブリックコメントを求めていきたいと考えておりますので、恐縮で

すがよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） それでは、ここからは事項書に基づき、山村会長の議長により進めていただ

きますので、山村様、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。本日もどうぞよろしくお願いいたします。先ほどは、ゆめ

が丘浄水場をご案内いただきまして、ありがとうございました。また、暑い中でございま

したが、委員さんには直接見ていただきまして本当にありがとうございました。私も、あ

ちこちの浄水場を見ているのですが、毎回行ったところで何か新しい気付きや発見がござ

います。やはり現場を見ることは大事だなということを、その都度感じているところです。

明日ですと台風が心配されましたが、今日でよかったと思っております。ありがとうござ

いました。 

 前回第 4 回におきましては、伊賀市の基本方針に即してそれぞれの施設ごとに今後の取

り扱いを検討いただきまして、その結果を伺ったわけです。本日はこれを踏まえて、全体

としてまとめていただいて、次のステップとしてのパブコメにつないでいく機会だと理解

しております。今回、作っておりますのが水道事業ビジョンと呼ばれているものですが、

以前は地域水道ビジョンという名前で言っていたこともございました。いずれにしまして

も、水道事業者とお客さまとの間のコミュニケーションの手段の一つとして、事業の現状

がどうなっていて、そして、どういう課題があって、それに対してどのような取組みをし

ていくかということを分かりやすくオープンにしていただいて、利用者の皆さんと一緒に

進めていこうというのが、この水道事業ビジョンの趣旨です。今回も、その作成に向けて、

事務局で着々と準備を進めていただいているということです。 

 本日は、先ほどもお配りいただいた事項書にのっとり、この水道事業ビジョンの案を実

際にご検討いただくことになっております。かなり分厚い資料が配られておりますので、

早速審議の方に入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の予定ですが、時間は大体 4 時半をめどにしたいと思っておりますので、併

せてよろしくお願いいたします。 

 

2.水道部からのお知らせ 

（事務局） 前回第 4 回の策定委員会におきまして委員様から、NPO 法人の方などから水

道部に提出された公開質問書に関して、「これらの方が考えている水のこと、伊賀の水道、

利水等のことや、それに対する水道部の回答を策定委員会のなかで参考に考えてはどうか」

とのご意見を頂戴いたしました。このことにつきまして、検討させていただきました結果、

いろいろな立場の方の考え方、多様な考えやご意見があるなかで、特定のご意見に対して

は、資料の提供も含め当委員会では取り扱うことはしないこととさせていただきますので。

ご了承お願いします。 
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（委員） 今の質問は私がしたのですが、議長さんも中に入ってもらって、議事録にも載

っていると思いますが、即取り上げて次回検討することになっていなかったのですが、今

日始まるまでに時間があったのですが、そのような回答が私個人宛にもなかった。3 回目

の質問に対しての回答は頂いたのですが、今回は全然なかったので、今日はどういう展開

になるのかなと期待していたのですが、ではお聞きしたいのは、公開質問書の回答はされ

たのでしょうか。そのあたりがよく分からないのですが。 

 

（事務局） 頂いておりましたご質問に対して、数が多かったということもありまして、

一部については回答させていただいております。それから、一部についてはこれからとい

うことで残っている部分もあります。 

 

（委員） では、全部ではないけれど、回答できるところはしたということですか。 

 

（事務局） できる範囲で回答させていただいております。 

 

（委員） 今日はしないということですので、審議の中に入れないことは分かったのです

が、それをどのような形で知ることができますか。ホームページにアップしているとか。 

 

（事務局） 頂いた内容を伊賀市の水道部としてホームページにアップすることは適当で

ないと考えておりますので。 

 

（委員） では、質問をされた方には回答を部分的にされているということですね。 

 

（事務局） そうです。質問があった方に回答させていただいたということです。 

 

（委員） では、質問者に聞けばいいということですね。 

 

（事務局） それも一つの方法だと思います。 

 

（委員） では、次回にはそれを取り上げることもあるということでしょうか。 

 

（事務局） 今申し上げたとおり、伊賀市水道部の考え方としてはこれを取り上げないと

いう考えです。 

 

（委員） そうですか。 

 

（会長） 北川委員のご意見ですが、前回も私が申し上げたのは、この場で取り扱うこと

が適当かどうかも含めて、事務局で検討してくださいと申し上げました。過去の類似の事

例も参考にしながら考えてみたのですが、この委員会としては、この委員会の課題となっ

ている基本計画の内容について検討するという目的ですので、委員会として、さまざまな
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方のご意見、ご質問についての取り扱い状況を委員の皆さまにこの場でご説明することは

適当ではないと私も思いますので、事務局のお考えのとおり進めていきたいと考えており

ます。必要に応じて個別に事務局とお話しいただく方法はあるかと思いますので、そうい

う形でお考えいただければと思います。 

 

（委員） では、回答は見せていただくことにして、分からないところは次回に質問する

ということで、よろしいですね。 

 

（会長） 当委員会の審議事項に関連する内容であれば、もちろん質問していただいて結

構ですが、例えば今回の公開質問書についての回答はこれでどうなのかということは、こ

の委員会では取り扱わないということです。 

 

（委員） 水道に関して、質問者の質問が妥当だと思ったら、私の言葉で言うことは別に

構いませんね。 

 

（会長） この委員会の審議事項の範囲の中でありましたら、それはもちろんです。 

 

（委員） 分かりました。 

 

3.審議事項 

伊賀市水道事業ビジョン（案）について 

（事務局） 失礼いたします。それでは、お手元にお配りさせていただきました資料に基

づいてご説明させていただきます。こちらの資料につきましては、第１回から第４回まで

の策定委員会の内容を反映させた上で、まとめさせていただいたものとなっております。

本文中幾つか写真が入っていないところがございますが、写真の用意ができましたら追加

で載せさせていただきます。どの様な写真を入れる予定なのかを文字で示しています。 

表紙のイメージについてはこの様な感じです。１枚めくっていただいて目次をご覧くだ

さい。Ⅰ策定の趣旨と位置付けということで、第１回策定委員会でお配りしました伊賀市

水道事業計画策定方針に記載しておりました、基本計画策定の背景を元に策定の趣旨をま

とめました。ビジョンの位置付けにつきましては、同じく第１回の策定委員会においてお

示しさせていただいており、それを今回挙げさせていただいております。 

Ⅱ水道事業のあゆみというものを３ページに記載しています。これについては合併前の

旧市町村の各水道事業の流れや歴史のあゆみとなっております。これ自体は平成 19 年度に

策定した前事業計画にも記載されていましたが、今回は初めてお示しします。 

Ⅲ現況分析と課題の抽出ということで７ページ以降挙げさせていただいております。水

需要の動向については第１回、給水区域は第３回、取水施設（水源）以降は第２回策定委

員会でご説明させていただいております。 

それから、Ⅳ今後の事業環境についてですが、これにつきましても第１回で水需要の減

少、第２回で水道施設・管路の老朽化、職員数の減少と技術力低下のおそれについてご説

明いたしました。以上を踏まえて今後対処すべき課題の整理として 38 ページにまとめさせ
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ていただいております。 

Ⅴ基本理念及び施策の体系について、基本理念につきましては、先日お送りしたお手紙

で水道部としての案を３つお示しさせていただいております。後ほど皆さまの意見もお聞

きし決定したいと思います。施策の体系については前回の策定委員会でお示しさせていた

だいたところでございます。 

 Ⅵ実現方策について、基本方針とそれを実現するための実現方策の説明と具体的に何を

するのかを記載しています。ここに挙げた実現施策を具体的にいつ実施するのかと主な施

設の整備年度計画表をⅦ事業計画（ロードマップ）でお示ししています。 

 最後にⅧ進捗管理としてＰＤＣＡサイクルを活用した進捗管理について記載しています。

70 ページ以降は付属資料と用語説明です。以上こういう形で目次を作成しましたのでよろ

しくお願いします。それでは内容について説明させていただきたいと思います。 

 １ページ策定の趣旨について、枚挙に暇のない課題に対し、安全でおいしい水を将来に

亘って供給するために、強靭な施設の構築と安定的な経営の持続を目標とした伊賀市水道

事業基本計画（伊賀市水道事業ビジョン）を策定しましたとさせていただきました。 

 ２ページの位置付けについて、国・市の上位計画と今回の計画の位置付けを図式化して

います。計画期間を 15年間とし５年単位で短期期間、中期期間、長期期間に分けておりま

す。 

 次の３ページをご覧ください。こちらについては、今回新たに追加させていただいた分

でございます。旧６市町村ごとに簡単に水道事業のあゆみについて説明を挙げさせていた

だいております。旧上野市の水道事業につきましては昭和９年に三重県で４番目に創設さ

れ、昭和 11年に給水を開始したのが始まりです。その後、何回かの拡張事業を行いながら

現在に至っているということでございます。上水道の周辺地区を対象として順次簡易水道

の給水も開始されました。その後、未給水地域の解消や簡易水道を順次統合して現在の給

水区域になってきているということです。旧伊賀町におきましては、昭和 36年に前川地区

において簡易水道が初めて給水を開始し、その後順次、柘植、西柘植、壬生野という形で

開始をしてきました。そして昭和 48年に、伊賀町水道事業として一本化され、現在の水道

事業に至っています。旧阿山町につきましては、昭和 41年に簡易水道の創設が始まり、河

合、玉滝、鞆田、丸柱、４地区の簡易水道が給水を開始いたしました。そして昭和 56年に

は阿山町の水道事業として全町に給水を開始し、水需要の増加の対処のために、ダムの建

設をするなど整備を図ってまいりました。旧島ヶ原村につきましては、昭和 41 年に簡易水

道として創設され、42 年から給水を開始し、その後水源の確保及び拡張を行い現在にいた

っております。旧大山田村につきましては、昭和 36年に簡易水道が創設されたのが始まり

で広瀬、馬野、山田、阿波の簡易水道が給水を開始しました。旧青山町においては、昭和

29 年に阿保町簡易水道が創設、給水が開始されたのが始まりということです。老川簡易水

道も昭和 46年以降に給水を開始、その後、阿保上津簡易水道と老川簡易水道は南部簡易水

道という名前に変更認可を経て、現在に至っています。伊賀市については、平成 16 年 11

月の市町村合併後、平成 22年 4 月に市内各地域の上水道事業、簡易水道事業を統合しまし

た。また、県の伊賀水道用水供給事業の供給対象が６市町村から伊賀市単独となったこと

から、水源から末端給水までの一括運営を図るために、三重県企業庁よりゆめが丘浄水場

及び取水、送水施設などを引継ぎました。また、合併前から旧市町村ごとに料金体系が異
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なっておりましたが、平成 22 年 10 月に料金改定を行い、料金体系が統一されました。 

 次のページでございますが、５，６ページという形でＡ３の表になっていますが、旧市

町村ごとに今までの流れを簡単に挙げさせていただいております。 

 次のページをご覧頂きたいと思います。現況分析と課題の抽出について、水需要の動向

のうちまずは人口の動向ということで、行政区域内人口と給水人口の実績値をグラフ化し

ています。それぞれ平成 17 年度、平成 19 年度をピークに緩やかに減少しています。本文

中、行政区域内人口、給水人口のところに※印が付いているかと思います。意味の分かり

にくい言葉や水道の専門用語については巻末の７８ページ以降に用語集をつけております。

用語集に説明のある言葉には※印とページの右下にＰ78 用語説明という記載があります。 

次のページ、給水量の動向として、有収水量、一日平均給水量、一日最大給水量の実績

値をグラフ化しています。有収水量は合併後の平成 17 年度より減少し続けており、給水人

口の減少や節水意識の向上等が影響していると思われます。一日平均給水量と一日最大給

水量は共に平成 19年度をピークに増減を繰り返しながら緩やかに減少しています。 

次のページには給水区域の図面を挙げさせていただいております。配水場の配水区域ご

とに色分けしています。 

 10ページより、ここからは取水、管路、浄水、配水という水処理の順番どおりに現状の

分析と課題の抽出を行っています。水源種別の現状として、旧市町村ごとと伊賀市全体の

水源種別割合を円グラフでお示ししています。安定給水の確保を課題として挙げておりま

す。 

 11ページ原水水質について、水質基準に基づいた検査を実施しており、水質検査を行っ

ている地点を挙げさせていただいています。水質動向の管理を課題としております。 

 次に 12 ページ管路について、伊賀市の管路総延長は 1,370ｋｍに及び、前回平成 19 年度

の基本計画策定時より約 180ｋｍ総延長が延びています。管路には導水管、送水管、配水

管がありますが、このうち配水管の占める割合が全体の 86.7％となっております。導水、

送水、配水それぞれの管種別の布設距離をまとめた一覧を記載しております。管種として

はダクタイル鋳鉄管が全体の約 52.1％を占めています。13 ページで経年管路について、法

定耐用年数 40 年を超えた管路、50 年、60 年を超えた管路の延長を図化しています。40年

を超えた管路は全体の約 6％で、同規模事業体と比べ低くなっていますが、14 ページ管路

の更新率が 0.3％と低く更新率を上げていかない限り、今後どんどん老朽管が増えていくこ

とになります。また、管路の耐震化率も低く、老朽管路の更新に合わせて耐震管を布設し、

耐震化率を上げていく必要があります。 

 15ページ管路の洗管状況について、市街地を中心に管内部の防錆塗装が施されていない

古い管路が原因と思われる赤水の発生報告を受けています。写真は昭和 10 年造の水道管で

す。こちらについても防錆塗装が施されていないため、管内部がボロボロに錆びています。

被害地区を中心に洗管作業を行っていますが、より効率的な洗管計画を立て、赤水対策や

有収率の向上に努めていく必要があります。 

 16ページです。浄水施設でおいしい水について、原水水質のところで水質基準に基づく

水質検査について述べましたが、浄水後の蛇口から出る水についても各配水系統の末端付

近で水質検査を実施しており、すべての地点で水質基準を満たしています。検査を行って

いる地点を挙げさせていただきました。検査結果につきましては伊賀市ホームページに掲
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載しており閲覧が可能となっています。おいしい水という観点からカビ臭、塩素臭、総ト

リハロメタン濃度、重金属濃度について評価を記載しています。塩素臭、総トリハロメタ

ン濃度改善のために塩素注入点の変更等の検討が必要です。 

 18ページ浄水予備力について上野地区、島ヶ原地区を除いて同規模事業体平均値より低

く、特に伊賀地区と大山田地区は低くなっています。 

 次に、19 ページ、配水施設ですが、配水池有効容量、配水池貯留能力ともに同規模事業

体平均値より優位な値を示しており、平常時の安定給水、非常時の給水対策として適切な

配水池規模が確保できています。 

 20ページ、緊急遮断弁の設置状況ということで、現在の設置状況を挙げさせていただい

ております。島ヶ原地区には緊急遮断弁を有する配水池がないため、対応が必要となって

います。 

 次のページ、配水池の清掃実施状況、良質な水質を確保するために、定期的な清掃を行

う必要があります。 

 22ページ、施設の耐震性について、これにつきましては三重県の地域防災計画から引用

させていただいております。伊賀市に震度６弱以上の被害が及ぶ地震として理論上最大ク

ラスの南海トラフ地震と内陸直下型地震（頓宮断層）が挙げられています。 

 24 ページ、施設の耐震状況ですが、浄水場では、全 21 施設中９施設が耐震補強済み若

しくは耐震基準を満たした施設です。浄水能力から見た耐震化率は 72.9％であり、比較的

浄水能力が大きい施設は耐震基準を満たしている状況です。配水池では、全 70 施設中 45

施設が耐震補強済み若しくは耐震基準を満たした施設です。配水容量から見た耐震化率は

82.4％であり、配水容量が大きい施設は耐震基準を満たしている状況です。大規模地震に

備え施設の耐震化を推進してきましたので、施設の耐震化率は高くなっております。耐震

化されていない施設は、比較的小規模の施設や老朽化した施設が多いため、施設の重要度

に応じた耐震化対策、統廃合や縮小更新を考慮した施設の再構築の検討が必要です。 

 26ページ、環境対策について、ポンプ施設の経年化等により電力消費量、二酸化炭素排

出量ともに高い状況であります。今後設備更新時には高効率機器や省エネルギー機器を採

用し、ポンプ設備のオーバーホールを定期的に実施することで、抑制に努めていく必要が

あります。薬品使用量は、ここ３年は増加傾向にあります。浄水発生土については現在有

効利用が図られていないため利用促進を図る必要があります。 

28 ページ、再生可能エネルギーについて、写真を掲載しておりますが、ゆめが丘浄水場

に太陽光発電設備が設置されている為、再生可能エネルギーの利用率は高くなっておりま

す。今後も施設更新時に太陽光発電や小水力発電の導入が可能か検討を行ってまいります。 

次に 29ページ経営状況について、現在の伊賀市水道部の組織体制でございます。課が３

つと事業所１つ。係につきましては６つという組織体制です。経営状況は第２回の策定委

員会でお示ししたとおりです。平成 26 年度の決算書に基づき収入の内訳が左の円グラフ、

支出の内訳が右の円グラフとなっています。平成 26年度の伊賀市の供給単価は 210.07 円、

給水原価は 208.72 円となっており、料金回収率は 100.6％となっており、給水にかかる費用

が料金収入内で賄われています。 

31 ページ、給水収益について、有収水量は減少傾向にあり料金回収率の悪化など経営に

悪影響を与える可能性があります。そのため、適正な事業規模を勘案した施設計画、財政
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計画を策定し、経営の健全化を図る必要があります。官民連携について、民間企業のノウ

ハウを活用し、経営の効率化を図るため平成 17 年度から守田浄水場、平成 22 年 4 月から

はゆめが丘浄水場の夜間休日の運転管理業務を民間企業へ委託しています。また、平成 27

年 4 月から伊賀市水道お客さまセンターによる水道料金等関連業務を委託しています。今

後も経営の効率化とお客さまサービスの向上に繋がる民間企業との連携について検討する

必要があります。写真は水道部一階にある伊賀市水道お客さまセンターの窓口です。 

32 ページ、有収率について、有収率は給水する水量と料金として収入のあった水量との

比率です。有収率が高いと水道施設の稼動状況がそのまま収益に繋がっていることになり

ます。伊賀市の有収率は同規模事業体平均値と比較すると低くなっております。地区別に

見ると上野地区、伊賀地区が特に低く、配水量が多い上野地区の有収率の低さが全体に影

響を与えていると考えられます。 

33 ページからは今後の水道事業を取り巻く事業環境について記載しています。33～35 ペ

ージには第１回策定委員会でご審議いただいた、人口及び水需要予測について挙げていま

す。行政区域内人口については市が現在の社会経済情勢などを踏まえた「伊賀市人口ビジ

ョン」を策定しておりますので、それを元に調整を加えた予測を行っています。目標年度

である平成 43 年度で 81,334 人まで減少するという予想です。給水人口も同様に減少して

いく予想です。 

次のページ、水需要の予測について、生活用、業務・営業用、工場用、その他用と用途

別に過年度の需要動向から時系列分析を行って予測値を導き出しています。それらを元に

一日平均給水量、一日最大給水量を算出しました。一日最大給水量も人口同様減少し、平

成 43 年度で 42,628m3／日まで減少することが予想されています。 

36、37 ページ、施設・管路の老朽化、職員数の減少については第２回策定委員会で審議

いただきました。本市水道事業は平成 26年度現在、21の浄水場と 70の配水池及び約 1370km

の管路を有しています。一方、昭和 9年の創設から 80 年以上経過する中で老朽化が進んで

いる施設もあり、また、今後更新時期が集中することが予想されます。 

職員数の減少と技術力低下のおそれとして、平成 26 年度における職員は 55 名で、この

うち 12名が臨時職員です。正規職員の平均年齢は 43 歳で、今後 10年以内に定年を迎える

職員が 34.9％、35歳未満の職員が 9.3％で熟練職員が多く、若手職員が少ない状況です。熟

練職員の退職に備え、技術力の継承等が課題となるばかりでなく、深刻な人材不足に直面

しています。 

38 ページに今後対処すべき課題を「水源」「管路」「浄水施設」「配水施設」「耐震性」「環

境対策」「経営状況」の７つの区分に分けまとめております。これは第 3 章の現状分析と課

題や本章の今後の事業環境を踏まえた今後対象とすべき課題をまとめさせていただいたも

のとなっております。 

 

（会長） ちょっと長くなりましたので、38ページまでで区切ってご質問をお受けしたい

と思いますが、委員の皆さん、いかがでしょうか。特に今回お示しいただいている「伊賀

市水道事業ビジョン基本計画（水道事業ビジョン）」は、伊賀市の水道の現在置かれている

状況、課題、今後どのように進めていくのかということについて、水道の利用者の皆さん

に分かりやすく情報提供することが目的です。特に委員の皆さまにもそういう観点でご覧



9 

いただいて、ここの説明が分かりにくいとか、あるいは、もうちょっとこのように表示し

たらどうかなども含めて、より良いものを成果物として作るための観点からご示唆を頂け

ればありがたいと思います。何かお気付きの点ございましたら、お願いいたします。では、

阪井さん。 

 

（委員） そもそも論で申し訳ないのですが、私たちはこのような委員会に参画させてい

ただきまして、分からないなりに少し勉強させていただいて、おおよその概略を理解がで

きたのですが、この中間案ができますと、パブコメ、地元の住民説明会を行っていただく

ことを聞いています。 

 私は伊賀町なのですが、伊賀町 3 地区の代表として来させてもらっています。勝手なこ

とを言いますが、柘植地区においては、役員会で、頂いた資料でこういうことを議論して、

こういうことで進んでいますというのは、役員会どまりで話はしていますが、何せ資料が

多いし、時間がないので、あまり説明が足りていません。その中でこれに対して賛否両論

があります。言いたいのは、要は、支所単位ぐらいでパブコメを行うということですが、

今説明していただいたような説明を支所単位ぐらいで行っていただくということでよろし

いのかという確認一点。 

 そのときに出していただく資料は、今もらったような莫大な資料を手元に、来た人に皆

に渡して説明していただけるのか。行政主導でという言い方は怒られるかもしれませんが、

私たち委員として委員会に出していただいて決めたことが、全体として決まったのだよと、

住民の皆さんにこのとおりですよというふうな、いわゆる押しつけではないですが、決ま

ったのだよ、だけど、意見を聞く場をここに設けましたよというのでやられるとなかなか。

水道だけではないですが、空き家の問題でも私行かせていただいた時に、いろいろなパブ

リックコメントと称して、支所単位、もしくはもう少し小さい単位で説明していただいて

非常にありがたいのですが、聞く側も興味があって大事だなと思って行くのですが、行政、

コンサルなど、しかるべき専門家の方が説明されることがなかなか分からないことが多い。

それをどのようにして知らせていくのか。一部始終知ってもらったら困るということでは

ないと思いますが、先ほど北川さんから話がありましたように、市民の中でいろいろな意

見、考え方を持った人がいます。少数排除という方針でいかれる。最終的にはいろいろな

大きな問題は議会決定になっております。また、それも聞きたいと思うのですが、川上ダ

ムがありき、大きな企業庁から譲渡を受けた管路施設ありき、このようなことで進めてい

くのは、確かに民主主義の現実で大事だと思うのですが、少数意見も十分に聞いて進めて

いただきたい。まず、パブコメをどのような方法でやられるか、分かっている範囲内で結

構ですので聞かせてください。 

 

（会長） 事務局から、今後の進め方も含めて、他の地区にも関わる話だと思いますので、

全体をお願いいたします。 

 

（事務局） パブリックコメント等について説明させていただきたいと思います。本日中

間案としてまとめていただきましたら、予定としましては、10 月 1 日から 1カ月間、パブ

リックコメントを実施していきたいと考えております。パブリックコメントを求めるため
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資料等については、主にホームページ上で公開させていただくなり、各支所の方に備え付

けて、閲覧いただくことができる形で行っていくことになると思います。その後、頂戴し

たパブリックコメントのご意見を、まずは事務局の水道部の方で検討させていただいて、

そういったご意見に対して水道部としての方針を反映するようにいったんまとめさせてい

ただきます。この計画は策定委員会の中で審議等を頂いておりますので、その次の策定委

員会の中でそういう考えを出させていただいて、ご審議をいただく形を考えています。 

 本日、最後の「その他」で予定していたのですが、各地域への説明会については、前回

ご意見も頂戴し、また水道部としてもそういった体制を取っていく中で、パブリックコメ

ントの期間中に設定していきたいと考えています。その区域等ですが、一つ一つの住民自

治協単位で行うのは、数も多いですし、日程的にも難しいと考えています。先ほどもおっ

しゃっていただきましたが、できることなら支所単位ぐらいで考えさせていただけたらと。

それに対しては、委員さんに日程の調整のご協力も頂く形で進めさせていただけたらと考

えております。特にご希望を言っていただくところが中心にということになるかもわかり

ませんが。あと、この折の資料としましては、こういった冊子で説明させていただくのは

なかなか分かりにくい部分があるかと思います。これまで 4 回の策定委員会の中でパワー

ポイントなりで説明していたものを分かりやすく取りまとめてさせていただけたらと、そ

れから地域に応じての施設のことなどもありますので、それに応じた資料の作成の仕方も

考えていけたらと思っております。すみません、長くなりました。 

 

（委員） できるだけ地域の皆さんにも分かりやすく。私たちもそれぞれ責任を負ってい

るのはよく分かりますので、一生懸命勉強するように努力しますが、お願いします。 

 

（委員） 北川です。私どもの方からは、2 日間のうちどちらかを選んでくださいという

ことでお願いしています。受けて決めるのではなく、そちらから予定はこうだけれど、ど

うだろう。順番はこうだけれどどうなのだろうと、積極的に働きかけてもらう方がいいと

思います。というのは、二つ選んだうち、一つもう誰かがこの日を使いたいというので、

貸す方もホールを取り合いする状況になっているので、どんどん決めて欲しいのです。よ

ろしくお願いします。 

 

（委員） 阪本です。こういう資料を作るときには、有収率は一様に問題になる項目です

が、これを見せてもらいますと各地区ばらばらといいますか、悪い地区はかなり悪い。全

体的にも 81.9 と低いのですが、全国平均 90 ぐらいはいくべきではないかと思います。比

較的古い管路が多いというのは理解できるのですが、高低差が大きいということで漏水量

が多いというのはどういうことなのか教えていただきたいと思います。比較的古い管路が

多いので、管路の改良計画、赤水対策、洗管作業などいろいろな計画を立てているのはい

いとは思うのですが、ご説明をお願いしたいと思います。 

 

（会長） 技術的な質問ですが、お答えいただけますか。 

 

（事務局） まず、高低差の件なのですが、平地の所に布設された水道管と高低差のある



11 

所の水道管を比較しましたら、水圧の安定度は、当然、高い所は水圧等が低くなって、低

い所は水圧が高くなるような差があります。それによって、同じ管路に据えられている中

で、水圧等の差で高い所に比べて低い所に圧がかかりやすくなって漏水しやすくなるよう

な現状があります。 

 それから、改修は基本的に古いもの、あと漏水等を多発している所を勘案して計画して

いますが、年間、距離にして 5～6km を改修していますが、金額にして 4 億円前後かかっ

てきます。今申し上げました全部で 1370km という管路延長がありまして、耐震化はかな

り低い状況の中で更新しているのですが、更新による有収率のところに反映されてきてい

ない状況です。決して更新をしていないのではなく、可能な範囲で、予算の範囲ではして

いる状況です。 

 

（会長） 私から少し補足します。水道管の圧力というのは、水道が安全な水を供給して

いく上で大変重要な役割を果たしています。というのは、もし圧力が低かったり、あるい

は、負圧といいまして、外から水を引っ張り込むような状況ですと、地下水や水道管の周

りの汚水を吸い込んでしまうのです。そうすると安全な水道水の供給ができなくなります

ので、末端に至るまで圧力をもって給水するのが水道の安全性の大前提になっています。

ただ、水道管で管路のつなぎ目や、特に家庭の給水装置の取り出し口などからはどうして

も水が漏れやすい状況があります。そういうときに、圧力が高いとそこから出てくる水の

量が圧力に比例して増えます。従って、圧力の管理も水道の維持管理の中では大事なこと

です。あまり圧力が高い所は、圧力を下げるための減圧弁を設けて、そして、適正な圧力

の範囲の中で供給するようにということも行われております。従って、漏水量の管理とい

うことだけでいきますと、圧力を下げればそれだけ漏水量が減ってくるわけですが、逆に、

あまり下げてしまうと安全性に問題が出てくるので、その辺のバランスを取りながらやっ

ていかなくてはいけない。そうなると、古い管を替えたり、漏水を発見して根本の漏れる

所をなくしていくなど、地道な努力をしていかなくてはいけないということになっていま

す。 

 

（委員） 高低差があるということで、配水管から漏水するというのは理解できないので

すが、先生がおっしゃるように、減圧弁を設けるという方法もありますし。それと将来に

わたって有収率を幾らにするのかという目標を立てるべきだと私は思います。もちろん、

事業平均値 91.2を目標に、まずはやっていただきたいと思います。 

 

（会長） 有収率の将来目標については、他のページで記載もあると思いますが、そのペ

ージをお示しいただきたいと思います。そういう面でいきますと、今ご質問の出たような

ところを文章中に書き込むことも分かりやすさのためには必要かもしれないという気がし

ています。32ページです。文章では、現状、実績値については書いてあるのですが、この

計画でどこまでいくというところは、前回までの委員会の審議の中ででてきたと思うので

すが。 

 

（事務局） 60ページです。 
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（会長） 60ページですか。ちょっと数字が小さいのですが。これは有収率という言葉と

有効率という言葉と二つあります。東京都が使っているのは、有効率が多いのではないか

と思います。有収率の他に、局で使わなくてはいけない水量を有効に使えている、水が無

駄になっていないけれども、料金には反映していないものを含めた水量が有効水量ですが、

その有効水量で表す場合が多いのではないかと思います。 

 

（事務局） 今、山村先生からおっしゃっていただきました有効率ですが、用語説明の 83

ページに有収水量と無収水量を合わせたものが有効水量であると用語説明がありますが、

有効率には実際に料金収入があった有収水量に、無収水量ではあるけれど実際は有効に使

われたもの、洗管用や消火活動に使われた水を含めたもので、有効水量となっております。

これを計算として入れますと、配水量から、実質漏水で漏れた分以外は有効水量となりま

す。伊賀市の場合、消火活動に使っている水量が正確に全て把握できておらず、正確な数

字を出すのはなかなか難しい部分ではあります。 

 

（会長） 恐らく、そういう条件というのは他の事業体でも同じような悩みを抱えて数字

を作っておられると思いますが、日水協に提出している毎年の事業統計の中で有効水量、

有効率の数字はお出しになっていると思いますので、そういうところからやっていただけ

ると、そんなに大変なことではないと思いますが。 

 

（事務局） 平成 26年度で言いますと、有収水量は 81.9％ですが、無収水量として把握で

きているかぎりでは 3.1％となっていますので、それを足しますと有効率は 85％となると

思います。 

 

（会長） やはり併記していただいたらよろしいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 分かりました。 

 

（会長） 他のところでも有効率で言うことが多いものですから。 

 

（事務局） はい。有効率についても記載させていただきます。 

 

（会長） 先ほどの阪本さんのご質問は、文章の中で、高低差が大きい区域から漏水が発

生しているというのは、専門家の方には分かると思うのですが、一般の方にはなぜ高低差

が大きいから漏水が発生しているのだろうと分かりにくいのではないかとご心配されたご

質問だと思いますので、この辺の表現ぶりをもう少し工夫していただければより分かりや

すくてよろしいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 分かりました。 
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（委員） 一般的に無効水量は全体量の大体 4％ぐらいはみていると思います。 

 

（委員） 会長、よろしいですか。では、簡単に。技術的なことではないのですが、4 ペ

ージです。後ろの写真の三つ上です。「三重県企業庁よりゆめが丘浄水場および取水、送水

施設などの譲渡を受けました」という表現なのですが、技術的なことではありませんので、

われわれ市民に説明されるときに、このままいきますと、無料かというような誤解を受け

るのです。前回の会のときにもあったと思うのですが、これは企業庁から何年に幾らで、

これは 30 年の償還で、八十何億円かを今からずっと払い続けるのだよという話をしないと、

皆さん、知らないのです。ですから、住民の人が同じようなことを共有して初めて理解で

きるので、このあたり、われわれは聞いていますが、一般の人は知らないので、説明会の

ときは正直ベースで話をされて、「これだけ皆さんに負担をかけているのです」ということ

で、お願いしたいと思います。 

 

（事務局） そのようにさせていただきたいと思います。また、全体を通して文章等をも

う少し丁寧にということは、また考えさせていただきたいと思います。 

 

（委員） 藤森です。最後の 38 ページです。課題の取りまとめ、整理をしていただいて、

7 項目に整理したということですが、違和感があるのは、施設面と管理面がぐちゃぐちゃ

になっていると思います。特に水源の所で、安定給水とか水質動向と書いてあって、言葉

上、違和感があります。水源管理と給水管理を分けてある方がいいのではないか。水源涵

養とか原水・水質管理とかね。あるいは給水管理の部分では、まさに安定給水、安全給水

でしょうけれど、何か違和感があるのです。管路や浄水、配水というのは、耐震性も含め

て施設の関係です。環境対策、経営状況は管理の問題ですよね。そこらの分け方を工夫し

て書いていただいたら、もっと読む人に分かりやすい、理解しやすいかなと思いましたの

で、意見を言わせていただきました。 

 

（事務局） 精査させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

（会長） 他にいかがでしょうか。数字を書いてほしいという観点では、30ページのご説

明のときに、供給単価、給水原価が幾らになっているという数字を含めてご説明いただい

たと思うのですが、ここに数字が挙がっていないものですから、その辺、舌足らずな内容

になっているという気がしていました。このあたりは利用者の市民の方もご関心が高いと

思うので、数字を補足していただけますでしょうか。 

 

（事務局） 挙げさせていただきます。 

 

（会長） 見せ方の話だと思うのですが、33 ページ、34ページで、行政区域内人口、給水

人口が計画目標年次でどのようになっているか、実際に目を凝らして見ると平成 43 年に何

人という数字が分かるのですが、目標年次での重要な数字というのはもう少し大きな枠囲

みで、ぱっと目に着きやすいようにする工夫もあってもいいのかなという気がしています。 
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（事務局） そちらについても表示の仕方をもう少し分かりやすく目に着くようにさせて

いただきたいと思います。 

 

（会長） 今回、随所に全国値との比較や類似の事業体の比較を入れていただいていて、

比べて物が見られることは大変いいと思うのですが、私の年齢の問題かもしれませんが、

ちょっと字が小さいのです。実績値のグラフももう少し大きなグラフにすれば、難儀せず

に見られるのではないかと思いますので、要望ですがご配慮いただければと思います。 

 

（委員） 資料 36ページかと思いますが、先般、伊賀地域において市長および幹部から市

のビジョンという説明会がありまして、私は伊賀町の公民館で聞かせていただきました。

そのときに財政部長の話で、インフラ整備で、お金がない、どうしていこうかという話の

一環で、浄水場ということで、長寿命化ということで、管路の耐用年数を 50 年から 80 年

程度に延長するということを言いました。具体的にお金も書いてありますが、浄水管路が

1370km あって 30 年以上経過しているのが 12％以上ありますと。その中で、40 年程度と耐

用年数が決められていますが、長寿命化等により、60年以上利用できる方策を導入予定と

書いてあります。これは当然、市の財政部長、市長説明されたので水道部とすり合わせし

ていると思います。これは本当に結構なことだと思うのですが、果たしてできるのかとい

うことです。絵に描いた餅にならないように、これだけ水道管をメンテして長持ちさせる、

長寿命化させて財政を少しでも軽減していくことが大事ですが、市の説明されたペーパー

はご存じですね。これとすり合わせされているのですね。ここの内容を説明していただい

て、そこと 36 ページの整合性を皆さんに分かりやすく。この資料の説明は分かりやすかっ

たのでちょっとお尋ねしたのです。 

 

（事務局） それは公共施設の総合管理計画ですね。その中で、いろいろなインフラにつ

いて表記したものです。申し訳ないのですが、あまりはっきりとは覚えていないのですが、

うちの水道事業の基本計画は 15年間の計画ということですが、恐らくもっと長期を持った

先のいろいろなことでの記述であると思います。それに関しましては、水道管等について

は、長寿命化を図っていかなければならないといったことでの表記になっていたかと思い

ます。ここに当然、長寿命化に関しては、私どもも赤水が出やすい部分の洗管作業である

とか、そういった取組みを行っております。あと、例えば 40 年たった管路にしても、いわ

ば漏水しやすくなっている管路もあれば、水圧との関係によってまだまだ使っていくこと

もできる管路等、場所によってそれぞれ出てくるかと思います。そういったことについて、

うちの場合、管路については管路情報・管理システムの中で耐用年数、敷設年度は何年で

すといった中で管理していくのですが、そういう情報を含めたシステム等にはなっていな

い部分もありますので、管路情報を強化していく中で延命させていく部分や、ここは漏水

や汚れが出やすいから布設替えを優先して計画していこうということで、更新計画を立て

ていく形で水道部としては考えているところです。 

 

（委員） 可能なのですか。私は素人で分かりませんし、この計画は可能なのか、ざっく
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ばらんに 50年を 80 年にというのは。 

 

（事務局） ちょっと補足させていただきます。第 2 回の策定委員会のときにお配りした

資料 1 に、管種別の一覧を付けさせていただきましたが、管種によりまして耐用年数が全

然異なります。コンクリート管などは 40 年しかもたないので、それに合わせて国は法定耐

用年数を 40年と言っているのですが、例えば伊賀市で一番布設の多いダクタイル鋳鉄管で

したら、60 年～80 年まででも大丈夫です。耐用年数についても、鋳鉄管だったら、40～50

年しかもちません。いろいろあるので、一律全てが 80 年まで延ばせるわけではないのです

が、管によって十分まだまだもつものがあると思いますので、それについては 40年で取り

替えるわけではなくて、もう少し使えるのではないかと。鋳鉄管はまだ結構残っています

ので、こういう所については 40年で取り替えていくという区分けが必要だと思っていまし

て、それで耐用年数を延ばしていくという話になるのかなと思います。 

 

（会長） 今、38 ページまでのところで議論しているのですが、39 ページ以降の今後の施

策のところでも、今後の管路更新の話が出てきますので、そこでもそういう目で検討して

いただきたいと思います。 

 そもそもこの計画がどういう意味で策定されるのか、その位置づけがどうか。ここにそ

ういった意思がきちんと出ているかということを思って見てみますと、もう少し必要なこ

とが書かれてもいいのではないかという感じも受けます。 

 例えば策定の趣旨も、私の理解としては、6 市町村の合併によって平成 16 年に伊賀市水

道事業ができていますが、今後とも持続的な形で、将来に向けて伊賀市水道事業が健全に

経営されることを明確にするために、今回の基本計画、ビジョンが作られるのではないか

と思います。これまでの合併後の 10年間は、一緒になったのだけれど今まであった施設を

整備しながら必死でやってきた。ようやくここで先を見て、今後どうしていくかという議

論を長期的な観点でするようになってきたということではないかと思います。そういうこ

とでいきますと、経営の持続可能性、施設の長期的な有効利用、合理的な運営などのキー

ワードとなるようなことを最初の 1 ページ、2 ページに書き込んでいただくと、今回やっ

ている趣旨がより明確に出るのではないかという気がします。そのあたり、もう一度事務

局でご検討いただければありがたいと思います。 

 まだあるかと思いますが、後半も各論にわたっての話もあります。今、3 時 20 分ですが、

ここでいったん小休止させていただいて、10 分休憩して、3 時半から再開することにした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ＊＊＊休憩＊＊＊ 

 

（会長） それでは、時間も参りましたので、これから後半の方に進めてまいりたいと思

います。それでは、39ページ以降の説明を事務局からお願いいたします。 

 

（事務局） それでは、39ページから説明させていただきたいと思います。39ページ「基

本理念及び施策の体系」について、前回の策定委員会で基本方針と重点方針をお示しした
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ときに、この基本理念についても一緒に決定しておくべきでしたが、今回、事前に皆さま

に資料をお送りした際に、文章を同封させていただきまして、水道部として三つの案をお

示ししています。これについて、もし委員さんの中で、もっと良い案があれば出してほし

いということでお願いしていたのですが、特に事前にご連絡は頂いておりません。 

 お送りしました三つの案としては、「安心な くらしを支える 伊賀の水」。これは松尾

芭蕉のふるさとということもありますし、俳句調に五七五でまとめた感じになっています。

二つ目に「安心を未来に繋げる伊賀の水道」。三つ目として「くらしを支え続ける、伊賀の

水道」。いずれも厚労省の新水道ビジョンが掲げている理想像であり、本ビジョンの基本方

針でもある、安全、強靭、持続という言葉を意識して策定させていただいております。 

 この中から必ず選んでいただかなければならないということはありませんので、他にこ

ういうのはどうだというのがあればご提案いただきたいと思いますし、もし何も特に意見

がないということでしたら、この中ではこれがいいということで決めていただけると助か

ります。決めていただいた基本理念については、このページの「○○」の部分に入れさせ

ていただきます。表紙の所にも「○○」の部分があったと思いますが、そちらにも入れさ

せていただくことになります。 

 何かご意見ございましたら、お願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（会長） 今、ここで議論した方がいいですか。それとも、ちょっと時間が押しています

ので、資料を説明していただいて、ここに戻って、また議論するというのは。 

 

（事務局） 他の説明が全部終わってから、最後にもう一度お聞きしますので、また考え

ておいてください。 

40 ページ、施策の体系ということで、体系図という形で一覧表にまとめさせていただき

ました。これは前回報告させていただいたとおりでございます。 

次に 41ページからのⅥ実現方策についてご説明させていただきます。安全、強靭、持続

の３つの観点を踏まえて１１の基本方針を掲げました。次のページをご覧ください。それ

ぞれの基本方針を実現するための実現方策をいくつか定めています。例えばおいしい水の

供給という基本方針を実現するために、①水質管理の強化、②水安全計画の策定という実

現方策を定め、次のページ以降で①水質管理の強化とはどういうことか、具体的には何を

するのかを説明しています。次のページをご覧ください。数値目標の設定できるものにつ

いては短期、中期、長期での目標値をお示ししています。42 ページから 66 ページまでは

全てこういった構成になっておりますのでよろしくお願いします。それでは 43 ページの説

明に戻ります。水質管理の強化についてですが、本市では水質検査計画に基づいて、定期

的に原水と蛇口から出る水の水質検査を行っており、水質検査計画及び水質検査結果を伊

賀市ホームページに公表しております。水質検査結果のアドレスは右下に記載していると

おりです。伊賀市ホームページの画面からの見方は、暮らしと環境の上下水道＞上水道＞

水質について＞水質検査結果の順にクリックすることで確認することができます。配水池

の清掃、老朽管の洗管や布設替え、塩素臭やトリハロメタン等の消毒副生成物対策として、

塩素注入点の変更などを行います。 

44 ページ数値目標として、計画目標年度に 60％程度となるように、残留塩素濃度の低減
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に努めていきます。同じく総トリハロメタン濃度を 30％程度まで減少するよう努めていき

ます。ちなみに、この算式では 100％以下なら国の定める基準濃度を満たしていることに

なっています。その中での 50％であり 30％ですので水質的には何も問題ございません。 

国が水道事業体に対して策定を推奨している水安全計画を短期目標年度までに策定い

たします。 

45 ページ、配水池や管路の洗浄作業の促進。老朽化した水道管には内面に鉄さびが付着

し赤水や濁りの原因になっている場合があります。配水池の清掃も定期的に行う必要があ

ります。本市では老朽管や管路の布設替え後に定期的に水道管の洗浄作業を行っておりま

す。また、配水池の清掃も計画を立て定期的に実施いたします。写真はアイスピグ工法に

よる洗管作業の様子となっています。管路の中にシャーベット状の氷を通して洗管すると

いう方法で、左が流してすぐの状態で、流し続けることにより右のようにきれいな状態に

なるということです。 

水源地周辺の環境保全の強化として、水源流域の関係者を含めた監視の強化や相互連携

を図り、水源水質の環境保全につとめていきます。 

46 ページからは強靭の実現方策となっています。 

47 ページ施設・管路の耐震化について、伊賀市を含む東海地方においても、大規模地震

の発生が予想されており、水道施設・管路の耐震化が急務となっています。本市では、浄

水場、配水池の耐震化率は高い値となっていますが、管路については低い値です。今後も、

今まで以上に管路耐震化事業や老朽管路更新事業を行い、管路耐震率向上に努めていきま

す。数値目標として、管路の耐震化率を長期目標年度に現在の倍以上となるよう管路更新

事業を推進していきたいと考えております。 

水道施設耐震化計画を短期目標年度までに策定し、被害想定を行うと共に、重要施設や

基幹管路など優先順位を決め、効率的に耐震化を行っていきます。 

48 ページ、本市の浄水場は、現在法定耐用年数を超過している施設はありませんが、今

後は、猪田浄水場、丸山浄水場、島ヶ原第 1 浄水場が耐用年数を迎えることから、水源状

況、施設規模、維持管理等の状況を考慮して運用廃止とします。運用廃止という文言につ

いては後ほど水源計画の中で説明させていただきます。 

諏訪浄水場、山田浄水場も耐用年数を迎えますが、他地区からのバックアップの可否等

を考慮して適切な更新を計画的に進めていきます。 

管路は、現在、法定耐用年数を超過している管路が少なく、経年化管路率は低い値にな

っているものの、管路の更新率は三重県内の平均値に比べても低い値です。今後、長期的

な更新需要の見通しを踏まえながら更新費用の平準化を図り、更新周期を超過する管路の

早期更新に努めていきます。管路更新率の数値目標として、中期期間以降県内平均値 0.5％

を確保したいと考えております。 

49 ページ、管路管理システムの充実について、本市では旧市町村単位で整備した管路管

理システムを統合し、現在運用していますが、上野市街地及び旧簡易水道の管路を中心に

布設年度が正確に把握できていない箇所があります。管路の布設替えなど効果的に更新や

耐震化を行うには、布設年度、管種等の管路情報を正確に把握することが非常に重要とな

ります。そのため、現在運用している管路管理システムについて、短期目標年度中にバー

ジョンアップを図り、効率的な計画が立案できるよう、システムを充実させていきたいと
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考えております。このシステムの充実は、耐震化計画の充実及び重要給水施設の整備計画、

更には有収率の向上にも繋がる重要な項目となります。 

統廃合を含めた計画的な施設の再構築として、本市の水需要予測では、給水量の減少が

予想されており、施設更新において現状と同規模での単純更新は、施設利用率の低下など、

将来的な事業効率が悪くなります。また、現在本市では、三重県企業庁が整備したゆめが

丘浄水場を中心に耐震性を有した伊賀広域水道の施設・管路を使用し、既に上野地区、阿

山地区、島ヶ原地区、青山地区に送水しています。今後は、水源状況が不安定な施設、老

朽化した施設、耐震補強が必要な施設、小規模であり運用効率が悪い施設、事業所から遠

く維持管理に人件費等の費用を有する施設などについては、廃止や縮小更新を検討し、ゆ

めが丘系統の施設・管路を有効利用することで廃止・縮小による配水量の不足分をバック

アップします。それにより、年間を通して安定的に取水が可能であり、地震災害にも強く、

事業効率の良い水道システムの構築が可能となります。 

50 ページに施設整備計画図を載せてあります。 

51 ページ、応急給水施設の準備対応について、自然災害や事故時により水道施設に被害

が生じた場合、水道施設の保全、素早い応急給水の実施が必要です。本市水道事業では、

災害発生時に配水池の機能を維持する目的で、緊急遮断弁の設置に取り組んでおり、1,000

ｍ3 以上の比較的容量の大きい配水池には概ね設置されています。それら施設においては、

災害時に給水拠点として機能する役割を持っていることから、非常用給水装置の設置を進

めていきます。また、島ヶ原地区においては、緊急遮断弁が設置されている配水池が存在

しませんが、島ヶ原中継ポンプ場の送水ポンプを停止することで貯留水槽に水を貯留する

ことが可能なため、非常用給水装置を設置することで応急給水が可能となります。これに

ついては早急に実施いたします。 

52 ページ、重要給水施設の整備について、本市では災害対応拠点となる行政機関や救急

医療機関を重要施設と位置づけていますが、これらの施設への配水管の耐震管への布設替

えは進んでいないため、今後、供給ルートの選定と合わせ、重要給水拠点に送水する配水

池、浄水場の施設についても耐震化を行い、災害時においても重要給水施設への給水を確

保できるような整備計画を行います。こちらについては、先ほどの管路管理システムを活

用しながら行うことになります。 

53 ページ災害時対応の整備・充実について、本市では、大地震等の大規模な災害が発生

した場合、三重県、日本水道協会中部地方支部、伊賀市上下水道組合との間で、応援に関

して一定の取り決めに基づく協定を結んでおり、連携により早期の復旧に取り組む計画で

す。災害発生時に応急復旧活動を迅速に実施できるよう、対応訓練の実施や関係機関との

災害時の連携強化などを充実させ、定期的に合同訓練を行うなど、連携の強化を図ります。

また、地震、渇水、水質事故等の災害発生時には、長期間の断水や薬品の搬入等が滞るた

め、応急給水拠点への給水の備え、薬品等の備蓄、非常用電源の確保が必要となります。

災害時の復旧活動に必要となる資機材や浄水場で使用する薬品の調達について企業と協定

を結ぶなどの協力体制づくりも必要です。 

54 ページからは持続の実現方策となります。 

55 ページ、水源の安定化のために、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。本市の水源施設は小規模の表流水が多く、通常時は良好な水質を保ってい
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ますが、取水量が不安定な時期があることや大雨や台風時には原水水質の悪化が見られる

などの問題があります。また、合併前に建設された水源施設は、老朽化や耐震性に乏しく、

計画的な施設整備の方針を定める必要があります。そこで、伊賀広域水道で整備された施

設を最大限活用する方針のもと、小規模な水源施設は運用廃止して統廃合を行うことによ

り、効率的で適正な施設管理ができることから、水源施設の統廃合を進めていきます。 

56 ページ、省エネルギーの効率的機器の採用について、本市水道事業は、多くの施設を

抱えており取水や浄水場の運転など、水道水を給水するために多くの電力を使用していま

す。設備の更新時には、高効率・省エネルギー機器を積極的に採用することや、水需要に

応じた施設能力の縮小の検討が必要です。配水量 1m3当たりの電力消費量の数値目標とし

て、計画目標年度に前回ビジョン策定時の 0.7kWh とします。 

57 ページ、エネルギー消費の少ない水道の構築について。それぞれの地区で配水してい

る隣接する配水ブロックの施設統廃合を行い、1 つの配水ブロックに再編成するなど、エ

ネルギー消費を少なくするように配水形態を見直し、総エネルギー消費量を抑制できる配

水形態の検討を行います。配水量 1m3 当たりの CO2排出量を計画目標年度に 260まで低減

させるという目標を設定しております。 

58 ページ、再生可能エネルギーの導入の検討について。ゆめが丘浄水場には太陽光発電

が設置されていますが。今後も太陽光発電や小水力発電など、再生可能エネルギーの導入

の検討を行っていきます。再生可能エネルギー利用率の数値目標として計画目標年度に

2.00％を目標とします。 

59 ページ、廃棄物の削減について。現在、有効利用されていない浄水発生土や配管工事

における再生材や仮設資材の採用、管路布設の浅層埋設の採用による建設発生土の抑制等、

廃棄物の排出抑制を検討いたします。浄水発生土の有効利用率の数値目標として計画目標

年度に 30％を目標としました。 

60 ページ、有収率の向上について。これは先ほど議論に挙がっていたところですが、本

市は、比較的古い管路が多い地区や配水区域の高低差が大きい区域から漏水が発生してお

り、漏水調査を定期的に行っているものの有収率が低い状況であります。有収率が低いと

水道水を送水するためのエネルギーや費用が無駄になってしまいます。管路管理システム

のバージョンアップにより、現在よりも正確に管路被害状況や老朽管の状況の把握ができ

るため、効果的な漏水調査や管路更新事業を計画的に取り組み有収率の向上に努めていき

ます。有収率の数値目標として計画目標年度に 87.6％を目標としております。 

民間的経営手法の活用検討について。これまで、夜間休日のゆめが丘浄水場運転管理業

務の委託や伊賀市水道お客さまセンターを開設して水道料金等関連業務の委託を行い、民

間的経営手法を導入してきました。今後、さらなる経営の効率化を進めていくため、浄水

場などの水道施設において運転管理業務の包括委託や水道料金等関連業務委託の範囲を拡

大するなど、さらなる民間的経営手法の活用について調査及び検討を行います。 

61 ページ、適切な施設管理について。将来的な職員数の減少を考慮すると、現状の全て

の施設の適正な維持管理は困難になることが予測されます。そのため、伊賀広域水道の施

設や管路を最大限に活用して小規模施設の統廃合を行い、維持管理費の見直しを行ってい

きます。また、遠方監視システムや集中管理体制の導入を図るとともに、各地区の施設運

転情報を集約化、データ整理及び分析を行い、日常管理の適正化を図ります。数値目標と
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して職員一人当たりの配水量を参考に挙げていますが、これは目標と言うより将来分析と

いった形になっています。 

62 ページ、広域化連携の模索について。今後、水需要の減少、施設・管路の更新需要の

増大、人材の確保が困難になるなど水道事業を取り巻く環境は厳しいものとなっていくこ

とが予想されます。これらの課題に対しては、他水道事業と連携し、管理の一体化や施設

の共同化をはじめとした広域化を模索し、技術や経営基盤の強化が必要となります。これ

については国も推奨しております。 

アセットマネジメントの充実について。今後は、更新対象となる施設や管路の更新需要

はますます増加していきます。施設の健全性を維持し、効率的・計画的な施設の更新や維

持管理を実現するには、アセットマネジメントに基づく管理・運営が必要となります。本

市では、平成 25 年度に国の簡易ツールを用いたアセットマネジメントを策定しています

が、より精度を高めたものが必要であることから平成 30 年度までにアセットマネジメン

トの見直しを行います。 

63 ページ、技術の継承について。本市では、今後、多くのベテラン職員が退職を迎え、

職員が培ってきた専門的な技術の継承が重要な課題となります。今後は、現在の職員が培

った本市独自の管理技術等を次世代へ継承するために、職場内や外部機関の研修に積極的

に参加するなど、各職員が職務遂行能力を高めて水道事業者としての技術力向上に努めて

いきたいと思います。内部研修時間の数値目標として計画目標年度に６時間、外部研修時

間に 12時間という目標を設定しております。 

64 ページ、人材の育成と配置について。本市では、退職者を再雇用し、技術の継承や人

材育成を行い、今までに培ってきた管理技術のノウハウの共有化を図ってきました。今後、

持続的な運営を行うためには、長期的視点に立って職員教育を充実させ、適切な職員の配

置が必要となります。そのため、他部署に異動した水道業務経験者を再配置するなど、全

庁的な理解を求め、人材の育成と適正な職員の配置に努めていきたいと思います。職員１

人あたりの平均水道業務経験年数を計画目標年度に 11 年といたしました。 

65 ページ、啓発活動の推進について。現在も小学４年生の児童が一年に一度水道施設見

学に訪れるのですが、水道週間等に環境・社会学習の取り組みやイベント等を開催して啓

発活動を行うとともに、お客さまへ節水に対する取組みと意識の向上を図っていきたいと

思っております。写真は今年の施設見学のものです。 

66 ページ、お客さまとの連携の促進について。水道事業者は、お客さまとの積極的なコ

ミュニケーションが必要であり、水道事業に関する情報をわかりやすく提供していかなけ

ればなりません。本市では、水道部のホームページや市の広報誌を通じて情報を発信して

います。また、大規模地震災害等の非常時においても、円滑な対応が行えるよう水道事業

者とお客さまと連携の取り組みにも努めていきたいと思います。 

67 ページ、事業計画（ロードマップ）ということで、基本方針、実現方策に基づいた主

な施策の実施計画年度を表した計画表となっております。緑色で着色してある部分が実施

計画年度です。最初から最後まで着色されている方策は継続して取り組む必要があること

を表しています。 

68 ページ、主な施設等の整備年度計画表です。現状の水道料金体系でこれらの事業は実

施可能です。 
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69 ページ、進捗管理について。本ビジョン推進にあたり目標の達成状況を定期的に評

価・検証し、実施手法の改善や見直し等の検討を行い、進捗管理が必要となります。進捗

管理は、計画、実施、検証・評価、改善・見直しを一連の流れで行うＰＤＣＡサイクルを

活用していきます。目標の達成評価は「水道事業ガイドライン」の業務指標（PI）等を活

用し、ホームページなどで公表していきたいと考えております。 

70～72 ページは、今まで開催してきました当策定委員会の開催日時と検証いただいた内

容についての経緯を記載させていただいております。72ページは本日と次回の内容となり

ますので、また入れさせていただきたいと思います。 

73 ページ計画策定体制ということで、策定委員様のお名前を載せさせていただいており

ます。 

74、75 ページ水源計画についての記載です。これは前回の策定委員会で示させていただ

いたのですが、前回の策定委員会後に水道部内でもう一度予備化と廃止の定義について協

議を行い、廃止と予備化の間に運用廃止という考え方を設けました。運用廃止とは、安定

した供給と効率化を図っていくため、統廃合をしていく施設のうち、水源での取水や浄水

場の運転、保守点検や更新、受電などは行わないが、直ちに取り壊しするのではなく、施

設自体は保有し、最低限の巡視や、草刈等の環境管理は行い、水源や浄水施設に損傷がな

いように保全していくものとする。構造物の耐用年数経過以降に撤去を行っていくことに

させていただきます。他に前回と変わっている部分で、槙山第２水源は取水設備が既に損

傷しており、現在取水ができない状態であり、修理する予定がございませんので、運用廃

止ではなく廃止とさせていただきたいと思います。 

76、77 ページに収支計画を載せております。これは前回の策定委員会でお示ししたもの

と同じものです。76 ページが収益的収支、77 ページが資本的収支となっております。短期、

中期、長期の金額は計画期間中５ヶ年の平均値となっています。それぞれの用語の説明に

ついて、表の下に記載しております。まとめとして、77 ページの下のところですが、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るため、計画目標

年度まで現状の水道料金体系で事業運営が可能となっています、ということでまとめさせ

ていただいております。 

78～84 ページは用語集となっております。本文中で※印がついている用語については説

明が載っておりますので、参考にしていただきたいと思います。 

伊賀市水道事業ビジョン（中間案）の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。多数のページにわたってずっと聞かせていた

だきましたので、あらためてもう一度前に戻って検討をお願いしたいと思います。 

 39ページに標語を決めるという話もありましたが、それは一番最後にさせていただくこ

とにして、実現方策の 41 ページ以降について委員の皆さまがお気付きになったところを聞

かせていただければと思います。 

 

（委員） 1 点だけ聞かせてほしいのですが、59 ページの「廃棄物の削減」の一番最後の

行ですが、「管路布設の浅層埋設の採用による建設発生土の抑制等」と書いてあります。要

するに、浅く埋めても良いということ、浅く埋めると工事費も安くすむのかなと思います
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が、ただ、限度があるのかなと思います。今まではかなり深く入っているのでしょうが、

その辺、これから経費削減していくという方向ですが、この浅いというのが引っ掛かるの

ですが、その辺、できれば説明をお願いします。 

 

（事務局） 失礼します。施設課の堀山です。近年、管路についての強度も高くなってき

ていることから、平成 9 年、国土交通省で道路管理者としての埋設物の埋設深の改定があ

りました。管路に強度があるということから、最近では 60cm の土被りを確保すればいい

という基準になりましたので、ご質問のあったように、平成 9 年以前については、道路管

理者の占有規定の中で、1m20 を基準にという基本があったわけですが、平成 9 年度以降、

改定がありまして、現在 60cm の深さで、なお、口径については 300mm までについては 60cm

の埋設深で可能ということで基準改定されております。 

 

（会長） 私も、この質問を聞かせていただきまして、これはどういうことなのかなと思

ったので、今、ご説明いただいてよく分かりました。これも星を付けて、後ろの方に用語

の説明で、今ご説明あったことを加えていただいたらどうでしょうか。浅層埋設というこ

とで。よろしくお願いします。 

 他、いかがでしょうか。はい、坂本さん。 

 

（委員） これは有収率向上になるかなと思うのですが、一月ほど前、工事中に管を引っ

掛けて破損したというのが 2 点ほどあったと思います。普段から地下埋協議などは行って

おられると思うのですが、業者がその上で破損した場合は業者持ちですね。それと、漏水

した水道代はもらっているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

（事務局） 失礼します。ご質問のとおりで、基本、事前の協議もさせていただいて工事

に着手していただいているわけですが、先ほどの管路管理システムの情報の中で、必ずし

も一定深さで全てが埋設されているという情報までの管理ができてないところもありまし

て、業者サイドにおいては、気を付けてそこをすることということで立ち合い等もしてい

ます。しかし、地中の中に入っていますので、何らかの障害物があったことによって、先

ほどの深さ以下の深さで埋設されている部分もあったりということで、誤って破損させて

しまったという事故が発生しております。それは今委員さんからご質問のあった 2 件の工

事が全てそうでした。 

 当然、それによって伴った復旧費、および水道部の方から給水活動、漏れだした水の量

については、うちの要綱の中に規定として、何ミリの口径でどのぐらいの量が出ていくか

という基準を設けさせていただいて、それに基づいた時間放水料を掛けて、水道料金を徴

収させていただいております。 

 

（委員） 了解いたしました。それと、77ページの収支計画の中の「まとめ」で、この文

章では皆さん、お分かりにならないかと思います。内部留保資金の説明がなければ何だろ

うなということもあろうかと思いますので、もう少し説明をされた方がいいのではないか

と思います。この内部留保資金の額を示すかどうかについては判断をお任せしますが、前
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の資料を見ますと、最終年度 44 億円ぐらい内部留保資金ができることになっております。

先ほどから質問しております。老朽管の改良をした上でこの 44 億円が余ってくるのか、お

聞きしたいと思います。そしてまた、内部留保資金がどのようにして出てくるのかという

算式ですね、これも表示していくべきではないかと思います。以上です。 

 

（事務局） この収支の方、特に建設改良費ということで、資本的収支の中のご質問を頂

きました。この計画の中には老朽管の更新、先ほど目標率も示しましたところですが、そ

れに当たりましては基本的には事業という中では国の補助事業をうまく活用していくとい

うことですが、水道事業の単独費も更新に充てていくべきであるという考えもしておりま

すので、こういったものもこの中には含めさせていただいております。単独費をもって老

朽管を更新していこうといった部分は説明させていただいているところです。 

 それから、算式と言われますのは。 

 

（委員） 資本的収支で赤が出ますね。それの差引、それから法定財源を引いて出てくる

内部留保の説明ですね。 

 

（事務局） それを示していった方が分かりやすいといった。 

 

（委員） そうです。市民の皆さんに分かるようにした方がいいのではないかと思います。 

 

（委員） 同じ趣旨で言っていただいたので。前にお願いしたときに、この資料を付けて

いただいたと思いましたが、他市との水道事業会計における現金預金に関する指標、比較

ですね。先ほどの内部留保資金に相当する分の数字があるのですが、現金預金残高という

のは、平成 43 年までの計画を書いていただきましたよね。三重県の他市水道も同じく金額

残高のようなものが示されています。そういう意味では、現行料金の範囲の中でという想

定だと思いますが、すごく残高が多くなってくる。そういうことを勘案すると、僕自身は、

先ほど言った積極的な管路更新をしたり、施設更新をして安定化を図るのが一番ベストだ

と思っていますが、例えば管路更新の計画目標値にしてもちょっと低いのではないかと。

もっと早めて、こういうものを有効に使ったらいいのではないかと、この数字を見て思い

ました。そういった部分で適正な内部留保資金は幾らかというのは、考え方が幾つかあっ

て難しいのですが、どんどん膨らませていくという方向ではなくて、安全安定給水のため

にこういうものがあって、こういうものを原資にして、こういうことをするのですという

説明がどこかに要るのではないかと思いますので、提言を申します。 

 

（会長） お答えいただけますか。 

 

（事務局） 留保は、見通しとして一定示させていただいたわけです。収支の計画を行う

に当たりましては、現時点でできるかぎりの見通しをさせていただいているわけですが、

そういった中で若干ぶれも当然出てくるであろうという中で、今後安定した経営の中で、

整備計画を策定しましたところです。あと、今後この 15年間以降、当然、経年管路等も増
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えてきますので、そういったことへの対応であるとか。現在、想定できるものは想定して

整備計画を立てていますが、想定していない経費等が発生した場合も含め、安全的なもの

を持って策定させていただきました。当然、留保している資金は持っているだけ、多くし

ていけばいいものではなく、更新に充てていかなければならないものです。今回、策定し

ました整備計画等についても、そういったものを加味した上で策定したところです。 

 それと留保の算式、どうなりますよといったものは、この表の中で分かりやすく表示で

きるかどうか、一度検討して表記できるように考えていきたいと思います。 

 

（委員） 最終年度で、今の額よりも半分ぐらいに抑えていく必要があるのではないかと

思います。20億は多いかなとは思うのですが、その辺、また検討していただきたいと思い

ます。 

 

（事務局） ちょっと説明が分かりにくかったり、不足した部分があるかと思うのですが、

36 ページで、経年管路のこれからの推移という形を棒グラフでお示しをさせていただいて

おります。そんなことで、今回、平成 43 年度までの 15 年間の計画ということですが、見

ていただいたとおり、それ以降、経年管路も増えてくるといった中で、これらに対応する

ための資金としても一定考えた上での計画とさせていただいているところです。 

 

（会長） 他にいかがでしょうか。私も細かいところでいろいろあるのですが。では、中

森さん。 

 

（委員） 計画の具体的な内容については、私はよく分からないのですが、安全安心な水

という部分は、水道部の方が市民のために一生懸命計画をしてくださっていると思います

ので、信頼したいと思います。安定供給の部分で、この間、近くで漏水事故がありました。

そのときに洪水のような水が流れて、それが春の小川程度になるのに 30分ぐらいはかかり

ました。地震などでそのような事故が起きた場合、それにどのように対応するかというこ

とは計画の中では書いてくれていますが、想定外のことが起こることを想定しておく。だ

から、状況の変化によっては計画の変更や修正が随時可能だというような一文を進捗管理

の最後に入れていただいた方がいいような気がしました。 

 

（会長） 事務局、いかがでしょうか。当然、そういうこともお考えになっていると思い

ますが。 

 

（事務局） 先ほどおっしゃっていただいた見直しということで、進捗管理のところに書

かせていただいた限りで言わせていただきますと、5 年単位の各期に達成状況の検証・評

価を行いまして、各期末におけるレビュー・見直しということですので、それぞれ 5 年の

中で、できていること、できていないこと、また、最初のころと比べて想定し得ないこと

が起こっていないかについても考えさせていただいた上で、そこである程度の見直しが必

要になってくるのかなと思います。一度計画を立てたので、このまま最後まで変えないよ

うな考えではありませんが、盛り込める様でしたらその辺も考えたいと思います。 
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（委員） 事故というのは、5 年たったら必ず起きるというものではなくて、5 年の間とか

1 年の間にいつ起きるか分からない災害があると思いますので、それに応じて。例えば直

下型の地震が来て、ゆめが丘浄水場が壊れたとなったときに、小さな浄水場は残ったとな

ったら、それによっては計画を少し変更してもいいのではないかと思います。だから、状

況変化によっては、計画の変更や修正が随時可能だという一文を入れた方がいいのではな

いかと思いました。 

 それから先ほどの漏水のときに 30分かかったというのは、修理をする業者さんが当番制

になっていて、発見された方は修理ができる人だったのだけれど、当番とは違うからとい

うことで、水道部の方は 15 分ぐらいで来られたのですが、業者さんが来るのは 30 分ほど

後でした。そんなこともありますので、想定外のことが起こり得るということを最初から

想定した一文を入れておかれた方がいいのかなと思います。 

 

（会長） 経験を生かすことは大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間もだいぶ迫ってきましたので、先ほど保留にしておきました、今後の理

念に戻って議論いただきたいと思います。基本理念のところで、「安心な くらしを支える 

伊賀の水」「安心を未来に繋げる伊賀の水道」「くらしを支え続ける、伊賀の水道」の三つ

が出ているのですが、この中で「安心」というのが二つ出ています。それから「くらし」

「支える」「繋げる」「続ける」「未来」という言葉がいろいろ組み合わせで出てくると思い

ますが、どのように合意形成したらいいですかね。手を挙げて、投票というのもあるので

すが。はい、阪本さん。 

 

（委員） 2 番目の「安心を未来に繋げる伊賀の水道」に「安定」を入れたらどうかなと

思います。安定というのは安定取水、安定給水です。 

 

（会長） 他の委員の方、いかがですか。はい、中森さん。 

 

（委員） 素人なもので意見がぐしゃぐしゃかも知れませんが。前回お願いして、新水道

ビジョンを送っていただいて、これを読ませていただいたら、新水道ビジョン基本理念と

いうところがとてもしっかり書かれていて、水道マンの方の自負、水道事業に対する愛情

と責任が出ています。伊賀市の基本理念はそこらあたりが弱くて、責任を持ってやります

よという感じが薄いなと思ったのです。それで、この基本理念はそういうのも入れていた

だくといいと思います。新水道ビジョンの方の基本理念は、130 年かかって、需要者との

信頼を築いてきたと、そのことをすごく大事にしますよとなっていて、理念のスローガン

が、「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」と書かれていまして、これはすごく

よく分かるのです。みんなで一緒にやっていくのだよという感じですね。それから、水道

事業は地域の人に信頼されている、これを崩さないようにやっていくんだというのが、と

てもよく分かります。国のをぱくったら駄目なのですかね。 

 

（会長） ぱくり方ですが、例えば「市民とともに、信頼を未来につなぐ伊賀の水道」で
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しょうか。どうぞ。 

 

（委員） 回数だけは僕が一番多いので遠慮しようかなと思ったのですが、中森さんがお

っしゃったことはまさにそのとおりです。五七五も結構なのですが、まず、変だなと思う

のは、これが中間案の最後に出てきましたが、そうではなくて、これが本来、水道部の皆

さま方に最初にあるべきものなのです。今、中森さん全部言ってもらったのでそのとおり

なのですが、これまで自信を持って各市町村がやってきたものを今受け継いでやっている

のだよと、それはそれで大事にしていこうよというのがないといけないのですが、それを

言えないような体系づくりをしてしまっている。もっとはっきり言いますと、水道部の皆

さんはお分かりなのですが、ダムの利水ありきでやるからこうなってしまう。どこかで、

災害、危機管理など、もう一つのシステムを考えようというのはあるはずなのです。です

が、前回は、機構さんの名前も言わせてもらいましたが、そういう人たちと共存していく

伊賀市であるから、やはり変なことになってしまっている。だから、このビジョンもきち

んと整理できない。最後に「皆さん、いかがでしょうか」ではなくて、逆に、私たちはこ

ういうビジョンを持っているのだというのを強く出してもらえれば、もっと違う中間案が

出たのではないかと残念に思います。僕は途中 2 回からの参画ですが、私が言ってきたこ

とがあまり反映されていない。私の言葉では素人だからと思って、プロの人のご意見も参

考にしてくださいと言っても、今日の時点ではまだできていない。大変残念なのですが、

時間が来たら多数決ということになるのでしょうか、会長さん。僕は３回目ですが、時間

が足らない策定委員会だと思います。ですから、平成 26年度の策定委員会の最初の計画表

を見ましたが、パブコメも一度やるといってやられてない。そして、少しずつ日にちが遅

れて、今 5 回目を迎えたと。議会がありますので、多分、12 月、11月は予定どおりやられ

ると思いますが、その間に私ども住民自治の支所単位で説明会を頂くことになったのは大

変ありがたいことですが、ようやく市民が水道の問題を意識し、考える。多分中森さんや

清水さんが前回もおっしゃってました、「価格、値段。この商品高いんじゃないの？」とお

っしゃっていました。大事な値段の問題もこの中には入っていない。これで誰向けのビジ

ョンなのかと疑問を持ちます。その辺、僕は今日はベーシックなことしか言わないつもり

ですが、その部分が大事なところだと思います。効率を考えて、全てお金が安くなるかど

うかという評価ではなくて、水道というくらし、命と関わる部分で、水道部の皆さんは毎

日頑張っていらっしゃっていますが、人も 55 名から減らされていく数値目標が出ていまし

た。これは辞められた方にもう少し頑張ってもらって、技術を教えていくというのではな

くて、根本的に水の仕事は人のつながりだと思いますし、安全安心は水道部の皆さんがバ

ルブを持っていらっしゃる。委託する部分とそうでない部分をしっかり見極めてもらって、

水道部の皆さんが減っては駄目だと思います。そういうことも含めて、この委員会はもう

少し時間を頂けないかと、山村会長さんに申し上げたいのですが。 

 

（会長） 今後の進め方について、先ほど事務局から説明がありましたが、10 月 1日から

パブコメを 1 箇月ですね。その間に地区単位の説明会を行っていくということです。その

前に、今日検討いただいた内容を基に、もう一遍、事務局に見直しをしてもらって、改訂

版を作ってもらいたいと思っております。これをそのままパブコメにかけるのではなくて、



27 

今日頂いたご意見を反映した上で、さらにもっとパブコメが出てきて変わっていくことも

当然あると思いますが、この委員会でせっかくご議論いただいた中身を反映した形でパブ

コメに出していただくような作業をこれからお願いしたいと思っています。パブコメにか

ける前に、もう一度集まれるかどうかというのは皆さんのスケジュール調整を考えると難

しいと思いますので、まずは私と事務局で、それがどこにどのように反映されたのかをチ

ェックさせてもらいます。その上で、これをパブコメにかけますよというバージョンがで

きた段階で、委員の皆さまのところに郵送で、あるいはお届けするなり何らかの方法でお

手元に渡るようにします。 

 それから後は、パブコメに入ってしまうので、パブコメの意見と併せて委員の皆さまか

ら出していただいた意見を出していくことになると思います。パブコメの前のバージョン

で、ここはどうしても入れて出してほしいというものがあれば、そこは調整する可能性が

あるかと思います。 

 

（委員） 私が言いたいのは、冒頭に水道のあいさつでありましたように、私どもの情報

は全てホームページで記載しますと、これは公開されるのが原則ですとおっしゃいました

が、そのとおりです。それが今日の時点では、3 回目以降はまだホームページで立ち上が

っていないと思います。まずは、それを完成していただいて、私ども委員が赤ペンでチェ

ックしたものを完成していただいて、小さい窓口ですがホームページでいいと思います。

本当はそれを閲覧できるような、あるいは地区単位の公民館あたりに印刷してどさっと置

くなど、いろいろなペーパーと併用して情報を出してもらう。私どもの名前も結局出るわ

けですから、皆さん、責任が重いと思っているはずです。そういうものを速やかに情報を

出していただいて、パブコメの人たちも情報がないとコメントできませんので。それがあ

る方が地方に出向いていただいて説明する時も楽だと思うので、速やかに行っていただき

たいと思います。 

 その後で、もし必要ならば、委員長の判断で、もう一度やられてより良いものにしてい

く。やはり少し時間がないのではないかと思うのですが、委員の皆さま、奥原様、廣島様

はご意見を頂いていないように記憶するのですが、3回、4 回、5回と、一言コメントを頂

けないでしょうか。 

 

（会長） 時間的な制約としては、12月の議会ということは念頭に置かなければいけない

ので、10 月のパブリックコメントと地区単位のディスカッション、それから予定では 11

月に 1 回となっているのですが、場合によっては、さらにもう 1 回あってもいいかなと。

それは北川さんのおっしゃることを踏まえて、事務局とも調整したいと思います。ただ、

どれだけでも時間をかけてというわけにはいきませんので、そこは限られた時間の中で最

大限皆さんの意見が反映されるように考えていただく。それから、そもそもの思い、水道

の責任なども、今の文章の中で十分文字になっていない部分が感じられますので、そこは

事務局にお願いしたいと思います。私も読んでいて、ここはと思ったところはこの場で申

し上げるには時間が足りませんので、今週中か来週明けまでに気付いたところはメモで、

これに書き込んでそのままお送りするかもしれませんし、あるいは、箇所が少なければそ

の部分だけメモするかもしれませんが、そういう形で事務局の方に提出させてください。
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そういうことで、今日は時間が限られていたので言えなかったけれども、ここはもう少し

こうというのがありましたら、文字にして事務局に送っていただけますでしょうか。 

 

（委員） 一つだけ、時間はとりませんので。今日の宿題という形で 3 点のうちからとい

うことで考えたのですが、いい案が浮かばなくて今日に至りました。前にも言わせていた

だいたのですが、安心安全ということを私いつも思っております。今日は午前中に阿保（浄

水場）を見せてもらいました。だいぶ前に行ったのですが、鯉も元気に泳いているし、施

設は本当に古くなったけれども、地元の水、青山高原からの水、井戸水もございますけど

もこれを飲むと一番安心ができます。阿保の水を阿保にも送ってますけど、これからゆめ

が丘から一元化されて八丁目の方にもいってます。そこから下りてくる、西さんはその水

を飲んでいるのではと先ほど職員さんに言われましたが、そうだったかなと。そういう形

で、近場の地元の川から上流に流れていた水を飲みたいのが本音だと思います。一元化さ

れると職員も減ってくるし、財源も厳しいということは分かるのですが、そうした面では、

43 年まで青山が本当に残るのかなと。ゆめが丘の水に全部なってしまうのではないかとい

う不安もあります。そういった意味で、そういう不安を取り除いていただきたいと。49ペ

ージに赤で「挑戦」と書いて、本当にこれをやりたいというのが短い中に出ているわけで

すが、また、ゆめが丘の水をタンクに入れて、これで安全だと言われますが、先ほど中森

さんが言われたように、何かあったときに本当にどうなるのかという心配をだれもが持っ

ておりますので、財源面で大変だと思いますが、青山の方も修理もしていただきまして、

少しでも長くその水を、人口も減っていくのは確かですし、また収入も減りますが、そう

いうことも考えていただいて、大変だと思うのですが、蛇口をひねったら水が飲めるよう

に頑張っていただきたいと思います。 

 まとまりませんが、そんな思いを策定ビジョンの中に取り入れて、住民が読んだら分か

りやすいように。難しい数字も大事ですが、本当に安心して飲めるなという気持ちにして

いただくことも大事ではないかと。そういう感想を一言だけ言わせてもらいます。 

 

（会長） ありがとうございました。他の方で、発言があれば。 

 

（委員） 前回休ませていただきましたので、前の会議のことが全然分からなくて、ホー

ムページにも全然載っていなくて、資料が来たのが一昨日なのです。だから、もう少し早

めに送っていただきたいと思いました。 

 

（委員） 今まで素人で何も分からなくて、勉強もなかなか進まないのですが、水道部か

ら書類を送っていただいても、文章で読むのはなかなか理解ができないのですが、私たち

は主婦の代表として、数字で表してもらうのが一番あれなのですが、家庭を預かるものと

しては、金額ですね。工事にダムからして色んなお金がかかると思うのですが、最後は個々

のお財布にどれだけのものがかかるのか。また、工事費も、最後のまとめのところにあり

ましたが、事業のある平成 43 年までは現状のままでいきますが、それから以降、私たちは

もういませんが、子ども、孫、子孫にとってどのような金額になるのかを教えていただき

たいと思います。私たちは、おいしい水を頂けるのが一番なんですが。安全のビジョンも、
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信頼があって安心もできると思うのですが、それも交えて考えていただきたいと思います。 

 

（会長） どうもありがとうございました。目標年次以降のところまで数値化するのはち

ょっと難しいと思うのですが、ただ、思いとして、未来に安心感につながっていくような

ところを後世に伝えていきたいという思いだと思いますので、そういうところは基本理念

を決める中で語っていただければと思います。 

 事務局からのリクエストは、ここで基本理念を決めてほしいということでしたが、委員

の皆さんからのご意見を出していただいて、この場で決めるよりも、もう一度事務局で委

員の皆さまのご意見を踏まえて、一つに絞っていただいて、それを確認していただくとい

うようなプロセスでいかがでしょうか。先ほどの話にもあったように、ここは伊賀市水道

事業の意気込みを語っていただくところでもあると思いますので、委員の皆さんのコメン

トを踏まえて、案を出していただければと思います。 

 時間もだいぶ超過しておりますので、今日はここで議論の方は締めさせていただきたい

と思います。これからまとめに向けて重要な段階に入ってまいりますので、委員の皆さま

と事務局との直接のコミュニケーションの機会もたくさんあると思いますし、それから委

員会として集まる機会ももう 1 回、もしくはもう 2 回あると思いますので、そういう機会

を活用してよい計画がまとまるように最後まで努力していきたいと思います。 

 委員の皆さまも、お忙しい中、恐縮ですが、引き続き、ご協力のほどをお願いいたしま

す。それでは、事務局にマイクをお返しします。 

 

（部長） 本日は、皆さまの思いを聞かせていただきまして、ありがとうございました。

水道部としましても、皆さまから頂いたご意見を心に止めて、そして、先生の方でまとめ

ていただいたような形で進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

 

（事務局） 失礼いたします。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、今、会長さん

から取りまとめをしていただきましたが、事務局で整理を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。また水道事業のビジョン、中間

案につきましては、内容を周知し、この後、パブリックコメントを実施して、皆さま方か

らのご意見を広く頂戴していきたいと思います。 

 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した。 


