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平成 28年度 第 6回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 10月 11日（火） 

 

（事務局） 定刻になりましたので、ただ今より、第 6 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。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、着席し

て進めさせていただきます。 

 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 名全員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。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きますので、必ずマイクを通して発言を

お願いいたします。 

 傍聴者の方にお願いいたします。会議中は、傍聴者の私語、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。 

 会議に先立ちまして、まず、最初に今回の策定委員会を開催するに至った経緯を簡単に

説明させていただきます。前回の策定委員会においてお示しさせていただいた水道事業ビ

ジョンの案に対して、委員の皆さまから頂きました意見を反映させ、事務局で修正したも

のを再度、委員の皆さまにご確認いただき、それを中間案としてパブリックコメントを募

集するという流れでしたが、策定委員会終了後に策定委員様数名より、パブリックコメン

トを実施する前にもう一度内容を審議するため策定委員会を開催する必要があるというご

意見を頂き、今回の策定委員会を開催させていただく運びとなりました。 

 前回山村会長様より、事務局がお示ししたビジョンに対して、ご意見があれば文字にし

て提出してほしいとご案内いただき、委員数名の方からご意見を頂戴いたしました。それ

らと前回の策定委員会の中で頂いていた意見を反映させ、修正したものを委員の皆さまに

事前に送付させていただきました。 

 本日それと同じものを配布させていただいております。「伊賀市水道事業基本計画（水道

事業ビジョン）（中間案）新旧対比資料」と表紙に書いてあるものと修正意見を反映した新

旧対照表がそれに当たります。それに加えて、事項書、資料 1「伊賀市水道事業について

（要約資料版）」、資料 2「おいしい水の条件」、資料 3「水道の収益的収支と資本的収支」

が本日の配布資料となります。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。 

 それでは、事項に入らせていただきます。まず一番最初に、伊賀市水道事業管理者、北

山太加視からごあいさつを申し上げます。 
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1.あいさつ 

 

（管理者） 皆さま失礼いたします。伊賀市水道管理者の北山でございます。前回の第 5

回策定委員会では、議会の関係により、欠席をさせていただきまして大変失礼いたしまし

た。このところしばらく続いておりました台風の影響と、その発生につきましては、ピー

クも過ぎた感じがありまして、台風一過と申しましょうか、秋晴れの天候が目立つように

なりまして、本日も良き日和をいただいたと感じるところでございます。そして皆さまに

は、特に朝と日中の温度差が表れて、秋が深まりつつあることを実感していただいている

ことと存じ上げます。 

 さて、委員の皆さまには、本日は大変ご多用なところ、こうして第 6 回の策定員会に出

席を賜り、お礼を申し上げたいと存じます。また、山村委員長には本日の会議の進行をど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

 ところで、第 5 回の策定委員会において中間案の取りまとめについてお諮りをさせてい

ただきましたところ、重なりますが、その後、委員の方々より、全体での審議での取りま

とめという意向も頂戴しまして、本日は第 5 回の策定委員会のご意見と一部事務局側の修

正を反映させた中間案、素案と申しましょうか、を事前にお届けさせていただいたところ

です。本日は、既にお目通ししていただいております中間案・素案の内容を順次確認、ご

審議いただきまして、できるならば中間案として取りまとめまで進めていただければ幸い

に存じます。 

 以上、よろしくお願い申し上げ、冒頭のあいさつとさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

（事務局） それでは、ここからは、事項書に基づき会長様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。委員の皆さま、本日は全員ご出席ということで、お忙しい

中、ご協力を頂き、厚く御礼を申し上げます。前回検討を頂きました中間案に基づきご審

議を頂き、さらに委員会後の経緯につきましては、先ほど事務局からご説明いたただいた

とおりです。その間、関係委員の方、それから事務局の皆さんのご尽力に、御礼を申し上

げる次第でございます。 

 本日の検討ですが、修正を頂いております案につきまして、事務局からご説明を伺って、

それを踏まえて内容を審議するという進め方でまいりたいと思います。内容が多いので、

所々で区切って次に進むという進め方で進行してまいりたいと思います。今日の審議につ

きましては、おおむね 4 時半ごろをめどにさせていただきたいと思っております。また中

間で休憩も取らせていただくつもりですので、よろしくご協力のほどお願いいたします。 

 それでは、事項書に基づきまして審議に入っていきたいと思います。それでは、第 1 章

から事務局の説明をお願いいたします。 
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2.審議事項 

第Ⅰ章 策定の趣旨と位置付けについて 

 

（事務局） 失礼いたします。それでは、お手元にお配りしました資料に基づいてご説明

させていただきます。 

 まず、A3 サイズの新旧対比資料の構成についてですが、左側半分に前回第 5 回の策定委

員会でお示しした水道事業ビジョン案を載せ、右側半分に今回修正したものを載せて比較

するような形にしております。1 ページめくっていただくと目次に続いて中表紙がありま

すが、前回から修正した部分については左側に青色で色を付け、右側の修正後を赤色で色

を付けています。 

 新旧対比資料とセットで A4 サイズの修正意見を反映した新旧対照表というものをお配

りしていますが、こちらをご覧ください。これは修正箇所がどこで、どのように直したの

かをまとめたものになっています。左側から修正箇所の該当ページを記載し、修正が委員

意見によるものだった場合、どういう意見に基づいているかを書き出しています、修正前

と修正後を書かせていただき、修正箇所にアンダーバーを引いています。一番右側に変更

理由もしくは変更内容について簡単に記載しました。基本的にはこの二つの資料を使って

説明しますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは新旧対比資料に基づいて進めさせていただきます。第Ⅰ章ビジョン 2 ページま

での修正点を説明します。 

 中表紙についてですが、前回は基本理念が入っておりませんでしたので今回は入れさせ

ていただいております。詳細については後ほど基本理念の項目のところで説明させていた

だきますのでここでは省かせていただきます。 

 1 ページです。策定の趣旨について、伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）が

どのような背景と意味で策定されるものなのか、その辺をしっかり書き込んだ方がよいと

のご意見を頂きましたので、旧市町村が保有していた水道施設に加え、三重県から伊賀広

域水道施設の有償譲渡を受け、これらの施設を活用し健全な経営を持続していくための統

合整備を計画するのが目的であるということを追加記入しました。 

 同じく 2 ページのビジョンの位置付けについても、同様の説明を追加させていただいて

おります。Ⅰ章については以上です。 

 

（会長） 最初の策定の趣旨と位置付けのところです。書き加えていただいた点は、前回

委員の方々からご指摘いただいたところを踏まえて記述いただいていると思いますが、特

に何かお気づきのことございますでしょうか。中森さん。 

 

（委員） また分からない者が質問させていただくので申し訳ないのですが、前回気が付

かなかったのですが、1 ページ目の写真です。上野城の城下町風景となっていますが、伊

賀市の水道は郡部も全部含めて一本化していますので、伊賀市全体の景色の方がいいので

はないか。 

 

（会長） 事務局、何かもっといい写真があるかどうか探していただけますか。航空写真
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とか。小さい写真で写してもよく分からないところもありますので、いろいろ難しいとこ

ろもありますが、最初に出てくる写真でもありますので、もっといいものがあれば、それ

も含めて検討していただくということでどうでしょうか。こういう写真なので、少しぼや

っとしてしまっているところがあると思うのですが、最終的にきちんとしたものになれば、

もう少しクリアな感じになるかもしれませんが、その辺、ご検討いただけますか。 

 

（事務局） ご意見を頂戴しましたので、例えば航空写真などで適当なものを考えさせて

いただいて差し替えをさせていただきたいと思います。 

 

（会長） 他にいかがでしょうか。はい、奥原先生。 

 

（委員） メールでも送らせていただいたのですが、計画期間が 15 年ありまして、それを

3 つに分けて、最初の 5 年を短期、真ん中を中期、後半の 5 年間を長期期間と呼んでいま

すが、例えば 1 年目から 15 年目までを長期期間と言っていると間違える人もいるのではな

いかと思います。上の方に説明はあるのですが、このような公共事業の計画で、短期・中

期・長期と呼ぶのは一般的なのでしょうか。 

 

（会長） 事務局の方、お答えございますでしょうか。 

 

（事務局） その件に関しては、他の委員の方から、短期・中期・長期という言い方でな

くて前期・中期・後期という言い方もあるのではないか、一度ご検討いただきたいという

ご提案を以前頂いておりまして、他の市町村がどのような表示をしているかというのを調

べました。大体 5 割が短期・中期・長期という表現で、3 割ほどが前期・中期・後期、残

り 2 割が独自の言い方でした。計画期間が 15 年と長期にわたる計画になっているので、伊

賀市としては、短期・中期・長期という言い方を採用させていただこうと思っています。 

 

（会長） 奥原先生のご指摘は、誤解がないようにということだと思います。その辺、2

ページのところに定義はきちんと書いていただいているので、一応分かるようにはしてい

ただいていると思いますが、奥原先生、いかがでしょうか。 

 

（委員） 説明も書いてありますし、誤解がなければ、それはそれでいいと思いますが、

よその市町村での短期・中期・長期という呼び方をして誤解をするような市民の方はそれ

ほどいなかったのでしょうか。 

 

（会長） 事務局の方、いかがですか。 

 

（事務局） どのような表現をしているかというのを調べただけで、誤解がないかという

確認までは行っていないので、そこまでは分かりません。 

 

（会長） 前回の基本計画のときにはどんな名前を使っていたのでしょうか。 
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（事務局） 前回も短期・中期・長期でした。 

 

（会長） 一応、それを継承されたということでもあるわけですね。いかがでしょうか。

最初のところなので分かりやすくというのが一番大事だと思いますが。誤解がなければよ

ろしいのですが。 

 

（委員） 私たちは短期よりも前期の方がなじんでいますよね。短期・中期・長期という

のは私たちには分かりづらくて、前期・中期・後期の方が分かりやすいような感じがしま

す。 

 

（会長） 今、清水委員のご指摘がありましたが、確かにどこかの特定の年度を指して、

その期間がどういう期間なのかという話をするときに、例えば平成 30 年度は短期期間に当

たりますと言うよりも、「平成 30 年は前期期間に当たっております」と言う方が分かりや

すいかもしれませんね。そのような感じがしますが、事務局の方でどうですか。 

 

（事務局） それでは、委員さんからもそのようにおっしゃっていただいておりますので、

前期・中期・後期に変更させていただきたいと思います。 

 

（委員） 水道をやっていた経験から申し上げますと、奈良市でも中長期計画ということ

でやっています。「長期期間」と「期間」が入るとちょっと誤解されるかなと思います。私

は中期・長期でやっていますので、前期・後期というのはなじみにくいかなとは思います。 

 

（会長） 定義の問題なのであれなのですが、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期という名前の付け方もあ

るのでしょうけど、どうしますかね。先ほど 5 割の事業体で短期・中期・長期という名前

を使っておられるという調査に基づいてとありましたが、今から見ると短期・中期・長期

でいいのですが、だんだん過ぎていきますとちょっと違和感を感じる部分もあるかなと、

先ほどの清水委員のご指摘でそう思いました。事務局も、ここはあまりこだわらずに、お

考えいただけるということです。今決めてしまってよければいいのですが、もう一回会議

の終わりにここに戻って検討しますか。事務局内の打ち合わせもあるかと思いますので、

後の休憩の時間も使って相談した上で、今日の会議が終わるまでに決めていただきたいと

思います。 

 

（事務局） ご意見を頂きまして、一つとしては、短期・中期、それで「長期」というの

がなかなか分かりにくい部分があるかと思いますので、短期・中期・後期とさせていただ

くなり、先ほどご意見いただいた、前期・中期・後期のいずれかにさせていただければ分

かっていただきやすいのではないかと思います。短期・中期・後期という形でお示しさせ

ていただくということではいかがでしょうか。 

 

（会長） ご意見いただいた委員さん、いかがでしょうか。折衷案的な案ですが、短期・
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中期・後期と。よろしゅうございますでしょうか。それでは、そういう取り扱いでお願い

いたします。 

 そういうことで、Ⅰのところはこういう形にさせていただくということで、次の第Ⅱ章

に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

第Ⅱ章 水道事業のあゆみ 

 

（事務局） 第Ⅱ章 6 ページまでを説明させていただきます。平成 22 年の伊賀市水道事業

の一元化に伴い、三重県の伊賀水道用水供給事業を統合しているため、合併までの旧市町

村別水道事業のあゆみ 4 ページに伊賀水道用水供給事業の説明を追加させていただきまし

た。また、三重県企業庁からゆめが丘浄水場及び取水、送水施設の譲渡を受けたという部

分について、譲渡という言い方では無償のようにも取られるので、費用負担が伴っている

ことを周知するべきであるとのご意見を頂きましたので、「有償譲渡を受け事業を継承しま

した」という表現に改めました。5 ページ、6 ページについては旧伊賀町、旧阿山町、旧島

ヶ原村の表の色を 11 ページなど後ろの方で用いられている色と異なっていましたので、そ

ちらの色と統一しました。 

 第Ⅱ章の変更点は以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。ここは 4 ページの説明の追加ということです。何か

ご意見ございますでしょうか。北川さん、お願いします。 

 

（委員） 大したことはないのですが、旧大山田、旧青山町としましたら、伊賀市が先に

きて、赤の部分は後ろでもよろしいのではないかと思います。伊賀市の上に来る理由が何

かありますか。 

 

（会長） 事務局いかがですか。 

 

（事務局） 「伊賀水道用水供給事業」は伊賀市の下でいいのではないかということで、

よろしいでしょうか。 

 

（委員） そうですね。何かあるのでしたら。 

 

（事務局） 統一前のものということで、伊賀市の上に挙げさせていただいて、これら全

てを統一して伊賀市になりましたということです。 

 

（委員） そういうことですか。 

 

（会長） そうであれば、3 ページのところに、「以下に、旧市町村別の合併まで及び合併

後の伊賀市水道事業のあゆみを示します」とありますから、旧上野市の前に小見出しを付

けて、それから伊賀市の前に合併後と、合併前・合併後としたら間違いないのではないで
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すか。 

 

（委員） そうですね。何か付ける方がよろしいのではないかと思います。 

 

（事務局） どのようにするか、修正を検討させていただきます。 

 

（委員） はい。 

 

（会長） 藤森さん。 

 

（委員） もう一つ細かいことですが、伊賀水道用水供給事業も旧というのが要るのでは

ないか。今はもう事業がないので。 

 

（会長） 他にご意見いかがでしょうか。分かりやすさの整理だと思いますので、ここは

事務局で休憩のときに調整していただいて、ご報告いただけますでしょうか。 

 では、時間の制約もございますので、次の第Ⅲ章に移りたいと思います。事務局から説

明をお願いいたします。 

 

第Ⅲ章 現状分析と課題の抽出 

 

（事務局） 第Ⅲ章 7 ページから修正点を説明させていただきます。 

 まず 7 ページをご覧ください。水道の専門用語や意味の分かりにくい言葉に※印を付け

て、巻末の用語集で説明させていただいておりますということで、修正前は全て「（※P78

～用語説明）」という書き方だったのですが、それぞれ用語が説明されているページを記載

するようにしました。例えばここでしたら、「行政区域内人口は 84 ページに載っています」

という形で、記載されているページを表示するように改めました。 

 続きまして、10 ページをご覧ください。こちらに表流水、伏流水という言葉があります。

こちらについては前回までは用語説明を加えていませんでしたが、今回は専門用語ではな

いかということで説明を追加しました。 

 続きまして 12 ページをご覧ください。管路の状況ですが、配水本管と配水支管は二つを

合わせて配水管ですので、導水管、送水管、配水管を一つの括りにした方がいいのではな

いかということで、配水管として二つを合わせた小計欄を追加しました。表や図の字が小

さくて見にくいというご指摘がありましたので、可能な限り大きく表示させていただいて

います。ただ紙面のスペースの関係があるので、修正後でも小さい箇所もあるかと思いま

すが、そちらについてはご容赦願いたいと思います。 

 13 ページ経年管路の状況についてです。図 3-6 の経過年数別管路種別の経過年数の表示

が間違っていました。40～49 年となっていましたが、40 年以上でしたので修正しておりま

す。また、ページの下半分に経年管路の現況評価をお示ししていますが、現況評価の伊賀

市と同規模事業体の実績値の分布を表した表を若干ですが拡大しています。このページ以

降の現況評価の分布図は同様に若干ですが拡大しています。 



8 

 続きまして 15 ページをご覧ください。管路の洗管状況では、写真に補足説明を追加しま

した。こちらの配管については口径が 250mm であり、昭和 10 年度に設置したものを平成

23 年度まで使用したところこのようになったということで補足の説明になります。 

 続きまして 16 ページをご覧ください。前回「劣位な値」「優位な値」という言葉を使っ

ていましたが、これも分かりにくいのではないかということで、「下回っている状態」「よ

り良い値」というような分かりやすい言葉に変更しました。 

 少し飛びまして 20 ページをご覧ください。配水池緊急遮断弁の設置割合について、表

3-4 の設置割合は、配水池の容量に対する設置割合ですので、設置割合だけの表示でした

が、配水池容量に対する配置割合という表現を改めました。同様に 24 ページ、表 3-6、3-7

もそれぞれ浄水能力に対する耐震化率、配水池容量に対する耐震化率ですので、そのよう

に表現を修正しております。 

 続きまして 29 ページをご覧ください。経営状況について図 3-10 ですが、収益的収入及

び収益的支出の内訳を大きくしています。こちらについては、事前に委員の皆さまにお送

りした資料では左側の収益的支出の図が前回の策定委員会でお示ししたものより古い、ビ

ジョン案作成段階のものが示されていましたので、今回新しいものと差し替えております。

こちらが正しいものということでご了承ください。お送りした資料は右と左の表が同じも

のになっていない状態でした。 

 30 ページです。供給単価と給水原価の金額が記載されていないというご指摘を頂きまし

たので、こちらについて追加で記載しました。 

 32 ページです。有収率について、前回の策定委員会で、無駄にはなっていませんが、料

金に反映していない水量を含めた有効水量から算出する有効率という指標もあり、計画の

中でこれを採用している事業体も多いので、併記してはどうか。また、配水区域内の高低

差が大きいと漏水が増えるという理由がよく分からないというご意見を頂きましたので、

有効率についても記載しました。有収水量と有効水量の関係を表すフロー図も追加でお示

ししています。 

 平成 26 年実績値に基づく同規模事業体との比較分布図ですが、有収率も有効率もほぼ同

じような分布になりますので、有収率のみの記載としました。なお、分布図の伊賀市の有

収率の数値 81.6％が間違っておりましたので、81.9％と修正しています。あとは、高低差

による高水圧が漏水の原因になっているという説明を追加しました。第Ⅲ章の修正点は以

上です。 

 

（会長） どうもありがとうございました。ページ数は長くなっていますが、委員の皆さ

まからのご指摘を踏まえて直していただき、可能な範囲で文字も大きくしていただいて少

し見やすくなった感じがします。何かコメントございますでしょうか。阪井委員、お願い

します。 

 

（委員） 32 ページのところでお尋ねしたいのですが、今までの会議で委員からもお話が

あったと思いますが、有収率・有効率、これは漏水等重なってのことだと思うのですが。

旧伊賀について 81.2％、一番高い島ヶ原では 96.6％。伊賀は同じ市内なのになぜ低いのか。

下には赤い文字で消火用水量等書いてありますが、伊賀町が特筆して悪いということは水
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道料金全部に関わってくると思います。それで、この特筆して有効率が悪い理由を分かり

やすく説明してください。お願いします。 

 

（会長） 事務局の方で準備ができたら回答をお願いしたいと思います。他のところにつ

いていかがでしょうか。北川委員お願いします。 

 

（委員） 10 ページの水源のところです。水源種別で、伊賀地区は表流水が 100％となっ

ていますが、塚脇の方に井戸の水がなかったですか。 

 

（会長） 事務局から、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 施設課の堀山です。まず、1 点目、阪井委員からご質問のあった、有収率の

件ですが、この計画書の中にも記載させていただいていますが、上野市が昭和 9 年に水道

創設し、伊賀町が上水になったのは昭和 36 年に水道整備。あと、阿山、島ヶ原、大山田等

については昭和 40 年以降での整備になっていますので、伊賀町は創設自体も早くて年数も

たっていることから前からの老朽化も進んでいますので、そういったところで、どうして

も漏水等も発生しやくすなり、有収率の低下につながっているのではないかと思います。

今後、随時、新しいパイプに更新していく計画を立てて実施していきたいと思っています

ので、ご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 分かりました。何度も言いますように、81.2 と 96.6 と大きな差があるのですが、

確かに管路を設置した年度が古いということはよく分かりますが、できたらそんなに出し

ていない中で、一度きちんと古い管を更新していただくというように。 

 

（会長） 後の対策のところでも何か出てくるのでしょうか。伊賀町の地域について有収

率を高めるための方策は後の方で出ているということはないのですか。61 ページに全体と

しての目標設定は書いてありますね。 

 

（事務局） 全体での有収率をこの図で示して書いていますが、特に旧伊賀町を特定した

形では出させていない。 

 

（会長） いないのですね。何かご説明を。 

 

（事務局） 伊賀地区の水源種は表流水が 100％ということですが、塚脇の件につきまし

ては予備水源になりますので、形としては表流水が 100％という形になっております。 

 

（委員） これは平成 26 年度ですね。平成 26 年度というのは、取水量はあるのですか。

ないのですか。 

 

（事務局） ないです。 
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（委員） いつ頃からなかったか。 

 

（事務局） 20 年頃から取水はしていない。 

 

（委員） していないのですね。それでは結構です。また聞かれたら言わないといけない

ので、間違いないですね。またチェックをお願いしますね。平成 26 年度ですからね。 

 

（事務局） はい。 

 

（委員） いろいろあるのですが、11 ページ、原水水質ですが、「ゆめが丘、小田（4）」

というのは、箇所ということですね。括弧内は箇所数を示すのですね。 

 

（事務局） そうです。 

 

（委員） 場所等は書かなくていいのですか。これは市民の人がどこで取っているのだろ

うと気になると思うのですが、私どもの大きなビジョンは安全ですので、そういうものが

こういうところには明記しないのか。以前は、この箇所は何かきちんとご説明されていま

したか。例えば玉滝だったら、保育所の所だということですよね。 

 

（事務局） 原水の水質検査をしている所は、今もホームページでは一応公開させていた

だいています。 

 

（委員） ホームページだけで。箇所数ですが、何も書いてないところは 1 カ所なのです

よね。 

 

（事務局） そうです。 

 

（委員） 例えば私のいる阿山の玉滝の 2 カ所というのはどこなのでしょうかね。「浄水処

理前の原水について定期的に水質検査を行っています」というところですよね。 

 

（事務局） 滝谷と三郷山ですね。 

 

（委員） 三郷山は既に廃止ですよね。ですから先ほど平成 26 年のデータだったけれど、

今回のこれは平成 26 年ですか。平成 26 年はもう放置状態だと思うのですが、間違いなけ

れば 1 カ所ではないですか。 

 

（事務局） そのときは、廃止はしていませんでしたので、平成 26 年 9 月から。 

 

（委員） だから、ゆめが丘浄水が入ったときにあれは廃止に・・・。 
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（事務局） なりましたので。 

 

（委員） 今は全然動いていないですから、僕はそのときのことが頭にありますが、これ

は、現在は 1 ですよね。その辺のところ 2 とすると。もうあそこはないはずです。 

 

（事務局） 平成 26 年度のものを載せていますので。 

 

（委員） 平成 26 年度の何月か知れませんが実績だよと。 

 

（事務局） はい。 

 

（委員） では、例の入れ替えた 9 月までのことですね。でも、もう平成 28 年だから、別

に平成 26 年にこだわることはありますか。 

 

（事務局） 一応、全て平成 26 年度で全てのものについて統一していると思いますので、

そうさせてもらっています。 

 

（委員） そうですか。これを見たときは平成 28 年時点を見ますから、僕もどうしたのか

なと思ったのですが、あれは確かなくなっているので、地域の人たちは、あんなところは

ないよと思っていますよ。何月時点というのが分かれば間違いではないのですけれどね。

時間がありませんので、その辺はまた。全てが平成 26 年で統一しているということでした

ら、整合性があるのでそれは構わないと思います。 

 随分資料を頂いたので、詳しく見たのです。今日は大事なところとそうでないところを

やっていかないと時間がないような気がします。先ほどから安全の話をしましたが、安心

の部分で、16 ページの浄水施設のおいしい水。この中間案というのは、委員さんも分から

ないといけないし、まずは一般市民の人が分からないといけないので、具体的に塩素注入

点変更の検討等による残留塩素濃度の低減化を行うことで、云々とありますが、こういう

ものはどういうところで入れているのか。おいしい水の関心度が高いので、ここに赤字で

「劣位な値」が「下回っている状態」、「優位な値」を「より良い値」、これは分かりやすい

というのもありますが、劣位と言うと非常に悪いイメージがあるのでこうされたのかなと

思いました。それよりも、おいしい水を作るのに適正な浄水処理を行っているというとこ

ろをもう少し具体的に書けないのか。市民が安心するようなものも要るのではないか。こ

の文章だけでいいのかなと思いました。またご検討ください。 

 それと、22 ページの耐震化ですが、伊賀の位置を示していまして、23 ページには頓宮断

層が走っていますよと、これをあえて書かれたのは、頓宮は滋賀県の甲賀市にある頓宮の

辺りを通っている断層です。この棒線の断層の位置の一番下が、地図と照らし合わせると

伊賀市喰代の辺りで止まってしまっている。これはずっと伊賀域から下まできているので

すが、そうなると川上ダムが真下にあるようなことになるので、書いていらっしゃる以上

は、もう少し下げるべきだと思います。これは県の地域防災計画の地震・津波対策編の正
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確な地図でもう一度ご検討ください。書くのであれば正確な方がいいのではないか。この

辺りは結構微妙なところですのでお願いいたします。 

 それと 24 ページです。もう一度確認させてください。耐震対策済のところで伊賀 0、阿

山 0 とありますが、これは済んでいますか。 

 

（事務局） こちらはまだ耐震化されていないということです。 

 

（委員） まだ耐震の診断をしていないということですか。確か、まだこれからという感

じでしたね。必要ありというようなイメージだったので、0 になっているのですか。 

 

（事務局） まだしておりませんので。伊賀の滝川については診断が終わっていまして、

改修の必要ありとなっております。阿山についても、玉滝もまだです。丸柱については今

後する予定になっています。 

 

（委員） この表記でいいのかどうか。予定とか。廃止にする地域はまだなのかというイ

メージがありまして、私はこれを見ると、0、0 とはどういうことだろうと思います。時間

もありますし、記録に残りますので、よくご検討して対応してください。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。幾つかご指摘ありましたが、今お答えいただけると

ころがあればお答えいただき、中でご相談いただくのであれば休憩時に調整していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 頓宮断層の図面なのですが、こちらの方は三重県の地域防災計画で公表され

ている図面をそのまま引用していますので、伊賀市で特に手を加えたことはないです。 

 

（委員） 県の防災のとおりということですね。 

 

（事務局） そうですね。 

 

（委員） 分かりました。もっと長いような気がしたのですが、これは再度確認しておい

てください。 

 

（会長） 他にご意見いかがでしょうか。 

 

（委員） 言葉の中で少しお聞きしたいのですが、上野西部と書いてあるのはどこの地域

ですか。私の住んでいるのは上野西部ですし、上野西部といえば、花垣さんもあるし、西

の方の集落の方々もおられますので、大きい意味の上野西部ですか。それだけ表記のとこ

ろに書いていただければと思います。 

 

（事務局） 上野西部浄水場がありまして、そちらから送っている水の検査をしていると
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ころということです。その浄水場の名前を上野西部ということで使わせていただきました。 

 

（委員） 分かりました。 

 

（委員） 二つ質問させてください。一つ目は、16 ページの浄水施設、おいしい水です。

先ほども「劣位の値」を「下回っている状態」と変えたというお話でしたが、下回ってい

る状態というのは、数値自体が下回っているのか、元の意味のように不利な状態にあるの

かというのが分かりづらいというか、間違える人もいるのではないかと思います。17 ペー

ジを見ますと、総トリハロメタン濃度水質基準比は平均値より上にあるので、それで悪い

ということだと思うのですが、それを下回っている状態と言うと誤解があるのではないか

と思うのですが、それは大丈夫でしょうか。 

 もう一つは、30 ページに給水原価が書かれていて、その計算の式と平成 26 年度の値が

書いてあります。水道料金はこの給水原価を基に決められるのではないかと思うのですが、

この原価が今後増えることによって水道料金が上がる可能性があるのか、ないのかという

ことは、どこかに書かれていたでしょうか。 

 

（会長） 今のご質問について、事務局からいかがでしょうか。 

 

（事務局） 「下回っている状態」というのは、確かに今おっしゃっていただいたように

誤解を招く可能性があるかと思いますので、こちらの方はもう一度表現の仕方を検討させ

ていただきたいと思います。 

 

（委員） ここだけではないのですが、中間報告で大事なものですと、大変分かりやすく

親切で、奥原委員がおっしゃったように、感覚ではないということなのですよね。数値的

に同規模事業体と比べてどうだということなのですね。感覚的な表現ではなくて、もっと

分かりやすい、つまりデータに裏付けされたということなのですよね。 

 

（委員） 「下回っている」と言いますと、数値自体が下回っているのか。 

 

（委員） 何がということか。 

 

（委員） どちらか分かりづらい。 

 

（委員） 先生は統計の専門の方でいらっしゃいましたか。 

 

（委員） まあ統計的な部分もしておりますが。 

 

（委員） では、どのようにしたらよろしいのでしょうか。 

 

（委員） 意味としては不利な状態になるということですが。 
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（委員） そうですよね。カビ臭のところの達成度は高いのだけれど、この部分は劣位だ

ということですから、これを見た人はどれぐらい劣位なのか、あるいは下回っているとい

うことを分かるようにした方がいいと僕は思っているのですが、そういうことではなかっ

たのですか。 

 

（委員） 私が言ったのは、「下回っている状態」というのが誤解を招きそうだということ

だったのですが。 

 

（委員） 私も、これを見せてもらって、着いた資料でおいしい水というのを頂いて、や

はり一番関心のあるところでしっかり読ませてもらいました。先ほど説明の 16 ページを見

ると分からないことはないのです。だけれども、やはり、おいしい水という資料を頂いて

いるのに、ここにはおいしい水のためにこういうことに気を付けている、こんな大事な点

があるということが、下が空いているのに書かれていないので、水道部はおいしい水とい

うのはどのように考えてこうしようと思っているのかが見えたらありがたい。 

 先ほども問題になっている 17 ページですが、確かにグラフも大きくなって見やすくなり

ました。数字を見ると、先ほどの意見ではないですが、39.9 と 25.0、また 32.4 と 50.0 と数

字が逆転しているにもかかわらず、下には「下回って」いるとあります。先ほどの元に戻

れば分かるのですが、ここを見ると勘違いしまして、数字が大きかったり小さかったりす

るのに、「下回っている状態」と書かれているのかなと思った。これは今日言おうと思って

来たのですが、皆さんおっしゃってますので。「より良い値」というのは値で、これは「下

回っている状態」になっていて、値と状態は微妙に違うので、そこは整理してもう少し分

かりやすくできたらと思います。 

 もう 1 点、私は先ほどの桐ヶ丘関係で読ませてもらいました、ここにもありますが、や

はり塩素注入しなければならないと。その結果、数字が上がってくると。それもちょっと

気になって何とか解決方法がないのかなという気がしました。以上です。 

 

（事務局） 16 ページのおいしい水のところなのですが、これは現況の説明という形にな

っておりまして、それに対する今後の対応については 43 ページに出ていますので、今後は

こうしていきますというふうに補足で追加説明するとしたら 43 ページになってくると思

います。 

 

（委員） 藤森です。先ほどの表現の問題ですが、やはり「下回っている」という表現は

まずいと思います。同規模事業体よりも劣っている、優れているという方がずっと分かり

やすい。数値よりも優劣で言った方がいいかなと思います。 

 それと別件になりますが、同じような表現をそろえるのに修正していただきたいと思う

のですが、18 ページの上から 5 行目「そのため、浄水施設の一時的な負荷運転による対応、

伊賀広域水道の活用など」と書いてありますし、他にも同じような表現がありますが、ま

だ伊賀広域水道があるように思われるので、「一元化した伊賀水道施設の活用」としてもら

った方がいいのではないかと思います。 
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 それから、20 ページの表で「大山田」が「山田」になっていますので直しておいてくだ

さい。 

 

（委員） 伊賀広域水道のところで※印があります。藤森さんと僕とは同じ年で、県にい

た人ですが、この人は伊賀広域水道のことにとても関わっていた人ですので気になるので

しょう。しかし、これは八十何億払って償還中です。※印（伊賀広域水道）を見ますと、

「三重県企業庁が伊賀水道用水供給事業で整備した施設・管路であり、6 市町村の用水供

給を行うことを目的として整備された」と詳しく書いてあるので、これはいいのではない

かと思っていたのですが、あなたは気になりますか。 

 

（委員） 気になりますね。83 ページの解説のところの「当初の目的が変更となったこと

から」と書いてありますが、多分、市民の人が「どんな変更なのかな」と思いますので、

合併により 6 市町村が伊賀市一市となったとか、かっこ書きで入れてもらった方がいいと

思います。 

 

（委員） こんな場所で、でも一度は言っておかなければいけないと思っていたのですが、

藤森さんとは結構会っていたのですが RDF では北川知事の後で随分ご苦労されたのを大

変よく知っているのですが、広域水道というのは、本来三重県がやっているものをこの時

期に、いろいろ悪く言う人がいますが、伊賀市が合併後、これをあの値段で買ったわけで

しょう。それは正当なことをやっていらっしゃるのでそんなに気にしなくていいと思うの

ですが。問題は、これをどこから水を引いて、どのように活用して、災害等のときに、一

極大きなものがあって、従来の小さなものがあって、その両方が動いていくようにという

のが私の考えなのです。よく似た考えをする人が 5 人ほどいらっしゃいました。 

 実は前回、山村会長さんと水道の管理者の方と岡本市長さんにお手紙を差し上げて、プ

ラスワンの委員会をお願いしますということで、今日このように開催してもらいました。

これは大変よろしかったのですが、そもそもの話は、今日はせずに今まで審議してきた中

でいろいろな意見を盛り込んであればよかったのですが、僕はまだまだ足りないと思って

います。今の時点で。今の広域水道とは関係ないのですが、そういうものを伊賀市がたま

たま持っていて、この場所で運転していて動いているわけですから、悪いことはないので

す。藤森氏はこだわっていますが、別にそんなにこだわらなくていいと思います。 

 

（委員） 読む人が理解してくれれば問題はないのですが、完全に一元化したよというこ

とをきちんと住民の人たちが分かってもらっているのかなと。 

 

（会長） 4 ページに伊賀水道用水供給のことも付け加えてもらっていますので、それに

伴い、他のところで言葉足らずになっているところは、今の藤森委員のご意見も踏まえて、

もう一遍見直していただいて、違うものがあると思われてもいけないので、統一的に用語

の整理をしていただくということでお願いしたいと思います。北川さんそれでよろしいで

すか。 
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（委員） はい。私は、これはこれで存在しているものだから、これはあまり・・・。 

 

（会長） 誤解のないようにということですね。用語の統一をお願いしたいと思います。 

 

（委員） あえて言うなら、一元化にこだわらなくていいので、広域水道施設を活用する

のだということを明確にしておいてもらえばいいです。 

 

（会長） 幾つかご意見が出て、事務局で対応についてお答えいただいた部分と、まだ整

理が必要な部分があるのですが、始めてから時間もたちましたので、この章につきまして

新たなご意見がなければここで小休止をしたいと思います。 

 

（委員） 先ほど私が質問しました、水道の原価の変動が料金値上げに影響しないのかと

いうことについて、まだお答えを頂いていないと思うのですが。 

 

（会長） 分かりました。事務局の方から、この点についてお答えをお願いできますでし

ょうか。 

 

（事務局） ご意見を頂きました給水原価、供給単価につきましては、現在、お示しして

いる中間案の中では将来の数値は資料的にはお示しをしていませんので、少し検討させて

いただいて休憩後に、考え方なりを回答させていただければと思います。 

 

（会長） ということで、後ほど事務局から説明をお願いいたします。 

 それでは、よろしければ、ここで 10 分ほど休憩を取らせていただきます。先ほど事務局

に検討をお願いしているものもありますので、3 時半再開ということで、お願いいたしま

す。 

 

＊＊＊休憩＊＊＊ 

 

（会長） それでは、3 時半になりましたので、再開させていただきたいと思います。休

憩時間中に事務局で検討いただいたことがあると思いますので、まず、その報告からお願

いしたいと思います。 

 

（事務局） まず一つ、藤森委員からご指摘いただきました、18 ページの浄水予備力の 5

行目で、「そのため、浄水施設の一時的な負荷運転による対応、伊賀広域水道の活用など」

とありますが、これは事業も行っていないし、分かりにくいということですので、ここに

関しましては、「負荷運転による対応、伊賀広域水道施設の活用など」と修正したいと考え

ております。 

 それから続きまして、16 ページの「おいしい水」のところですが、これは複数の委員さ

んからご意見を頂いたように、確かに「下回っている状態」という表現では、数値、条件

がどうなのか分かりにくい部分もありますし、ふさわしくない表現であるかと思います。
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この「下回っている状態」に関しては、「同規模事業体に比べ劣っている」という表現。そ

してまた数値的なものに関しては、「優れている」という表現で表したいと考えております。

ですので、17 ページのカビ臭、塩素臭等の考察に入っている部分についても同様の形で表

現を改めたいと思います。 

 30 ページの供給単価、給水原価ですが、このページでは現状の実績の数値を表させてい

ただいております。将来に向けた単価なり原価については、現在のところ算定しておりま

せんので、中間案の中に示すのは難しい部分がありますが、料金が上がる、上がらないと

いったことについては後ほどの項目でも出てきます。供給単価、給水原価は、営業的な費

用にかかる経費をもって算定する単価、原価ですが、総合的な料金に関しましては、資本

的な支出を含めた、特に企業債の償還金の減少なども総合的に判断して後に述べさせてい

ただいていますので、このページについてはこの形で表したいと思います。 

 

（事務局） 24 ページの施設の耐震化ですが、こちらの浄水能力に対する耐震化率で 0 の

ところがあるということですが、こちらは耐震化の検査自体を行っていないところと、耐

震化の検査を行った結果、耐震化が必要であるという結果が出ているところがありまして、

耐震化ができていて耐震化の施策は不要であるところだけを拾った数字になっていますの

で、場合によっては耐震化の検査を行っていないところについては、検査した結果、耐震

補強の必要がないという結果が出た時点でこちらの方に数字として上がってくる形になる

と思います。 

 

（委員） 平成 26 年度は。 

 

（事務局） はい。平成 26 年度時点ではまだ検査の結果が出ていない、もしくは耐震補強

が必要であるという結果でしたので、伊賀と青山についてはこの時点では 0 となっていま

す。 

 

（委員） 僕は理解できるのですが、これを市民の人が見たら、伊賀と青山はもうやめる

のでしないのかというような誤解が。 

 

（事務局） 下のところに今言わせていただいたようなことを補足の説明として加えたい

と思います。 

 

（委員） そうですね。その方が多分、理解してもらえますね。 

 

（事務局） 11 ページの原水水質のところで、採水地点の詳細が分からないということで

したが、この資料の中で 78 ページに将来計画の表がありますが、真ん中の辺りに対象水源

ということでそれぞれの水源名が表記されています。この表記の水源名を 11 ページの表で

もう少し詳しく 4 カ所全てを。例えば小田（4）と書いてあるところの 4 カ所全ての水源名

を表記していきたいと思っています。あと、阿山の玉滝（2）のところで、検査結果を再度

確認しましたら、平成 26 年度は検査されていました。以上です。 
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（会長） 以上でしょうか。私のメモには、16 ページの「塩素注入点の変更の検討」をも

う少し分かりやすくということがありました。例えばこれは「浄水場内における塩素注入

点変更」など、少し補っていただくといいのではないかと思います。 

 

（事務局） 表現が分かりにくいかと思いますので、浄水場から出た後の塩素注入点、追

塩ですが、そういうところをもう少し詳しく書いていきたいと思います。これはまた後半

のところでも書いてありますが、同じような表現になっていますので、そういうところの

表現を変えていきたいと思います。 

 

（会長） 今の説明ですが、塩素注入点というのは浄水場から出た後でもあるのですか。 

 

（事務局） 後でも追塩という形でやっております。 

 

（会長） 追塩やっているのですか。では、丁寧にやっていると。 

 

（事務局） はい、そういうことで書いていきたいと思っていますので、よろしくお願い

します。 

 

（会長） もう一つ第Ⅱ章の合併前、合併後の表記の話ですが、ずらずら並ぶと、順番を

検討いただくようにお願いしましたので、そこも終わるまでに検討していただきたいと思

います。 

 

（事務局） 3 ページの「水道事業のあゆみ」のところですが、まず、旧上野市から始ま

りまして旧市町村時代の部分につきましては、旧上野市の上に「合併前の水道事業」とし

て表記をして、それによって旧阿山町までを小見出しで表記させていただく。伊賀水道用

水供給事業については、ご指摘のとおり旧と入れさせていただく。伊賀市に関しましては、

「合併後の水道事業」という形での小見出しを追加させていただきたいと考えております。 

 

（会長） ということでございますのでご了承いただけますでしょうか。では、よろしく

お願いします。 

 今後の見通しなのですが、今、3 時 40 分で予定の 4 時半までには終わらないのではない

かと思います。かと言ってエンドレスというわけにもいきませんので、少し延長してやら

せていただきたいと思います。ご都合があって、どうしても早くお帰りにならなければい

けない方で、ここのページについては意見があるという方がおられましたら先に出してい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。このまま進んでよろしければ、引き続き進

めさせていただきます。 

 

（委員） 一つ確認しておきたいことがあります。中間案の前に、今日の会議がプラスワ

ンの会議ということですが、管理者の方に、この後、議会、あるいはパブコメ、地域の説
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明会、そして議会に上げていくという順番は承知しているのですが、一つ増えたことによ

って、10 月予定が 11 月になるのではないかと思ったりしています。この流れはどのよう

に進めていくかということを聞きたいのと、どうしても今年度中に利水に絶対参画しなけ

ればいけないのか。平成 25年に 2人の議員さん以外の人が決めていただいたわけですから、

市長はじめ皆さんは利水から撤退する意思はないという前提でこのビジョンが始まってい

ると思うのですが、利水の撤退は考えられないのでしょうか。その辺だけ教えていただき

たいです。 

 

（管理者） 管理者の北山です。まず、今進めていただいている基本計画の今後の日程で

すが、私どもの思いはございます。ただ、委員の皆さま方に、まずは中間案を策定してい

ただきたい。その時点からでないと後の日程が定まってきませんので、例えば 11 月に実施

するとか、12 月に実施するなどパブリックコメントの日程は今申し上げることはできませ

ん。その都合によりましては全体の策定計画の決定が後退りをしていく、秋の後半、ある

いは、その後へということで変わってきていると思いますので、そこは皆さまで慎重に策

定をお願いしたいと考えております。 

 それから、水道事業基本計画についての水源の部分ということでは、どこから水源をす

るのだという話があります。ただ、ダム事業の参加、あるいは撤退についての可否をこの

基本計画の中で判断するという予定はしていませんので、規定の考え方の中で進めていた

だけたらと考えております。 

 

（委員） ダムありきと何度も言っていましたが、ダムありき、利水ありきのビジョンで

すね。 

 

（管理者） はい。伊賀広域水道事業の関係もその水源を予定しながら整備を進めてきた

ものですので、そういった流れに沿っているというように解釈していただいて結構です。 

 

（委員） 水道部の方にはいろいろとご苦労をかけているわけですが、何せ他の小さな予

算の委員会ではないので、この水道に関してはかなりの金額の予算で、短期・中期・長期

で 15 年だけを考えていますが、もっと長いスパンのダム事業ですから、15 年後の料金は

どうなるのかということは市民の関心事なのです。ですから、3 回目に長期の長いスパン

での分かりやすいロードマップをお願いしますという話をしましたが、今のところ 15 年し

か出ていません。しかし、この 15 年のビジョンは今審議をしているわけです。私は前回、

専門家をもっと招聘して、ここで議論していただいて、われわれが判断したいという意見

を述べましたが、そのときは特定の方はご遠慮いただくということでした。以前、公開質

問を出された結果については私なりの発言をしてもよろしいかと言いましたら、それは結

構ですよということでした。今日はそういう話ができるのかと思って来たのですが、この

ままいくと最後まで終わって、皆さんのご意見はどうだということで、最終的に賛否を問

われるわけですか。 

 

（会長） 先ほど管理者からお話があったように、中間案を策定して市民の方に公表して
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パブリックコメントを頂くという予定になっております。今日の会合では、パブリックコ

メントにかけられるものをまとめて次のステップに行くことが重要だろうと思っています。

その後のことについては、パブリックコメント、あるいは事務局の方から地区に説明に回

られるということですので、その中で意見交換を続けていただく。今日はそういうタイミ

ングだろうと思っております。 

 

（委員） 会長さんのご意見は多分そういうことだろうなと思って聞いていました。われ

われは、あと 1 回で任務は終わるのですが、そのときに、プラス最終もう一度くらいのこ

とをやって、市民にわれわれの水道問題を理解していただくためにもう一度増やすという

ことは、管理者の北山さん、場合によっては、あるということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 北川委員さんの慎重な部分も大変分かります。実は私自身も水道のことは素人

です。素人ながら、ない頭をひねくり回して何とか理解しようとして来ています。これだ

けの委員でこの案を完璧なものにするというのは不可能だと思います。北川さんのような

或いは専門家の方がぐっとするのなら完璧にできるでしょうが。ただ、市が言われている

ような計画に沿って、取りあえず不完全かもしれませんが、中間案を示して、また議会の

皆さんの変わった場面からの意見、あるいはパブリックコメントを求めていく。できるだ

け完璧にしたいのはやまやまですが、現実は無理ですので、計画から今度は実施していか

なければならないという市の水道部の意向もあるだろうと思いますので、ある程度のとこ

ろで切っていくのも仕方ないのではないかと思います。 

 

（委員） 藪裏委員のお話はよく分かりました。皆さん、ご承知のように、こういう大き

な問題を策定委員会でとてもではないけれども決めるわけではありません。しかし、市民

の意見。市長さんは私ども市民が選んだ人ですので、市長にいろいろ言うことはできるわ

けです。ですので、この間も、市長さんに策定委員会をもう一回やってほしいということ

を内容は一緒で出したのです。市長さんが、今度市長選があるからどうこうということで

はないのですが、今市長さんの判断として、これは管理者の方にお聞きします。山村会長

はご存じないかもしれませんが、市長さんはこういうことに対しては十分審議するように

というお考えでしょうけれども、市長さんから時間的なところをしっかり最後までやって

くれ、議会は 3 月まである、あるいは、あと 1 年あるというコメントは管理者や部長さん

等には一切ありませんか。 

 

（管理者） いろいろお話を頂いておりますので、あちこちしたら申し訳ないのですが、

まず、策定期間なのですが、長いスパンでということで、北川委員からおっしゃっていた

だきました。今行っている水道ビジョンにつきまして、前回の策定についてもおよそ 10

年スパンで、今まで行政でやってきているのは、ほぼ 10 年スパンです。私どものノウハウ

としても、例えば 20 年、30 年、50 年など長期を見渡す資料やノウハウも持ち合わせてお

りません。そんな中で、厚生労働省の方から長期にわたるということで、15 年スパンとい

うものが出されてきまして、ある意味、私たちも不安なところがありますが、できるだけ

の資料を基礎資料として提出させていただいて、不足の部分は追加で出させていただくこ
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とになりますが、そういう思いで進めさせていただいております。 

 それから、市民の皆さま方からいろいろな意見をいただいておりまして、質問状という

形で頂いておるのもございますが、その部分については、皆さんが多様な考え方をお持ち

になられているというのは当然理解もしておりますし、そういうことがあるのが正常な社

会だろうと思っております。それも踏まえた中で取り組みをさせていただいているつもり

です。ただ、いろいろな意見が出てきたのを全てここでお諮りして審議をしていただくと

か、結論づけたものを出していくことにはなじまないのかなと考えております。 

 市長の方につきましては、計画的なものについての進捗については報告をさせていただ

いておりまして、委員の皆さんの意見をしっかりと反映できるように進めてくださいとい

う指示は受けておりますので、そういったところで返答とさせていただきたいと思います。 

 

（委員） 年度を超えることはないと、年度内に議会に上げるというのは、そのとおりで

すね。 

 

（管理者） そういったところについては話はしておりませんが、先ほど申し上げたよう

に、まずは中間案を策定し、パブリックコメントで市民の皆さま方の意見を聞くというス

テップに一つずつ進んでいかないと後の日程が見えないので、本委員会も含めて、委員の

皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、いろいろな意見を出していただいて、それ

を反映したいと考えております。 

 

（委員） 分かりました。パブコメプラス、地区に回っていただくと。特に廃止の地区に

は皆さんに説明すると、これがセットですよね。 

 

（管理者） 私どもの考えとしては、各支所単位に最低お邪魔しまして、直接のご意見を

聞かせていただきたいと思います。 

 

（委員） それは変わらないですね。 

 

（委員） 単純な質問で申し訳ないです。今北川さんがいろいろ言われましたが、そもそ

も論というか、基本論というか、取水の問題ですが、川上ダムがああいう方向で議決され、

市長が表明されて、その方向で行く、広域水道にも乗っかっていくというのは分かるので

すが、例えば 80 ページに難しい、豊水暫定水利権と書かれていて私も初めて知ったのです

が、要は、木津川からこれを基に水を取ってもらっているわけですね。伊賀市は、今まで

にこのような条件で制限を受けたことがあるのですか。そのような制限を受けたことがな

いなら、現在の状態での水を、大阪も西宮も撤退したと聞いていますし、木津川の水がど

んどんあるという状態で人口も減り、工業誘致も思うように進まない中で、この水利権を

お願いしたら、なぜ許可されないのか。みんな思っているのは、川上ダムができたら、市

長さんをはじめ水道部の計算で、約 15 年料金が上がらないということで、安心しているの

ですが、長期の公共事業をやると、ものすごく金が増えてくるのは当たり前のような状態

になっています。そのようなことで、机上でいくら上がらないという計算をしていても、
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物価の上昇などで上がってくると想定されて、みんなの水道料金と関わってきます。そこ

ら辺から鑑みて、豊水暫定水利権をもらっている中で、今まで制限を受けたことがあるの

かないのか。ないのなら、水利権を申請した木津川の水は大阪も西宮も撤退してあるのに、

なぜダムを造らないと水をもらえないのですか。単純な質問ですが、先生方がたくさんお

られるので簡単に説明していただきたい。よろしくお願いします。 

 

（管理者） まず水利権ですが、監督官庁がありまして、ここの許可水利ということで私

どもは取水をさせていただいております。水利権につきましては、当然、河川には井堰と

いう農業用の堰がありまして、そこでも農業用水という特定の利用で許可をもらって取水

をしているところ、慣行水利権など許可のないところもありますが、私どもは法令順守、

そして監督官庁の許可を受けた中で取水をさせていただいております。例えば旧青山町も

同じように阿保浄水場で木津川の表流水を毎秒何トンという形で許可を頂いて、それの範

囲内で取水をさせていただいています。下流も皆同じようにそういったものがあります。

撤退した自治体がございまして、その分は勝手に取ってもいいんじゃないかと言われます

が、許可の更新をしないと勝手に取れなくて、私どもが勝手に水を使うことは許されませ

んので、そこのところはしっかりと認識を共にさせていただければと思います。 

 

（委員） だから、条件が変わってきて、大阪の西宮が取る予定が撤退して水が余ってき

ているので、条件が変わってきたから申請し直してもらえるということはできないのです

か。 

 

（管理者） 需要と供給と同じように、私どもが必要とする毎秒何立方メートルという量

がありまして、それを必要とする市民の皆さま、あるいは企業さんにお届けする。そうい

った部分は人口の動向、企業活動の動向など社会的に管を道の下に埋めておりますので、

損失も少し出ているわけですが、そういったものを加味しながら、必要な水量を算定して

提案させていただいているつもりですので、過大にもらうといったものではありません。

その範囲の中で、例えば私どもがもっとたくさん欲しいということがあれば根拠を付けて

申請していくこともあろうかと思いますが、それは下流域の動向も含めて、上流で全て取

ってしまうわけにはいきませんので、国の考え方も聞き、指導を受けながら、相談しなが

ら進んでいくべきものではないかと思います。 

 

（委員） それは後でも質問しようと思っていました。私も自治協の会長をしていて、ま

ちづくり協議会などで聞いている範囲で話をするわけです。今まで枯れたことのないよう

なきれいな水を止めてまで、高い金を使って広域水道の管のまだできていない水を引いて、

ダムからもらうのかと。うちは今まできれいな水を伊賀ダムからポンプで送ってもらって

カビ臭いと言ったら怒られますけれども、そんな水をもらうよりも、現在のきれいな水が

枯れたことないのに、なぜという質問が多いので、それに絡んで今お伺いしたわけです。

半分分かりましたけれども。 

 

（管理者） 朝古川水源、浄水場につきましては、加太トンネルの下側の所にあると思っ
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ているのですが、渓流から取水している部分と、補足をしていただく倉部川の岡鼻水源か

ら取水していただいている分があります。夏の場合ですと、朝古川については、ほぼ水枯

れのような状況がありまして、倉部川の方から取水をさせていただいたということです。

それはまた浄水の担当がおりますのでご説明もさせていただけると思いますが、補給水を

入れていかないと、火事なども含めて水圧が確保できない。また浄水場に 12 時間程度最低

限貯めおく能力を確保できないというのが発生したというのがあります。 

 

（委員） 旧伊賀町のときの町長の公約ではないですが、工場誘致、人口増が最大のネッ

クだと、だから広域水道の管をという話になったのですが、現在に至ってはその状況がな

くなりまして、それからずっと人口減、工場誘致なし。一部工場が来ても、自分のところ

で井戸を掘って水を使っていない。このような現実をよくご存じだと思います。 

 

（会長） それでは、また資料の検討に戻りたいと思います。33 ページからになりますが、

事務局から手短にご説明をお願いします。 

 

第Ⅳ章 今後の事業環境 

 

（事務局） 手短に説明させていただきます。「第Ⅳ章 今後の事業環境」ということで、

33 ページです。給水人口の減少で、図 4-1、短期・中期・長期それぞれの目標年次の数値

を入れてはどうかというご提案を頂きましたので、それぞれの数値を表の中に入れました。 

 35 ページですが、同様に有収水量、一日平均給水量、一日最大給水量の目標年度ごとの

数値を記載しました。 

 36 ページですが、水道施設・管路の老朽化に、浄水場と配水池の老朽化についての説明

を追加しました。 

 続きまして 38 ページですが、今後対処すべき課題の整理で、表 4-1 について、区分が施

設面と管理面が混在していて分かりにくい。分けて内容を精査すべきというご指摘を頂き

ましたので、区分を施設と管理に分け、施設面からは「水源施設」「管路施設」「浄水施設」

「配水施設」、管理面からは「水源管理」「浄水管理」「配水管理」「環境対策」「経営管理」

の九つの区分に分けて内容を精査しました。第Ⅳ章については以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。33～38 ページについてコメントございますでしょう

か。 

 38 ページの「老朽化施設の計画的な整備」という言葉ですが、老朽化施設を整備すると

いうような印象があるので、「老朽化施設への計画的な対応」という表現の方がいいのでは

ないでしょうか。 

 

（事務局） そのようにさせていただきます。 

 

（委員） 簡単に言います。またお答えも簡単でいいです。35 ページ 6）一日最大級水量

（計画給水量）の下にある表ですが、以前も負荷率の話はさらっとされたのですが、負荷
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率の数値が変わることによって水の給水量、需要が変わってくるわけですね。それで、人

口減は、前のページにもありましたように、当然減っていきます。そして工業用水が増え

てくる可能性があればこの図のとおりになるのですが、グラフで工業用水が 31、33、35、

37 と上がっていくのが読み取れます。ここで負荷率がきちんと出ているのかという疑問が

前からありました。今日は回答は要りません。この負荷率を出されたデータの資料等を詳

しく見せていただければ納得できます。これがもっと高ければいいと思っています。負荷

率の数値を小さくすることによって予定の水量が随分変わってきます。この辺の負荷率を

どのようなデータで出したかというのをお聞きしたいというのが一つです。 

 それともう一つは、例えば 32 ページに「課題」というのが出ています。この課題が本当

に適切に同じ表に出ているのかというのがあります。ご検討いただけたらと思います。 

 それと巻物のようなものは伊賀流なのか遊びなのか分かりませんが、こういう表現も面

白いのですが、何かまやかしでだまされているような気もします。伊賀流忍者でかわいい

というのもあるのですが、ここまでしなくてもいいのかなと思います。適切なページで課

題等を挙げてもらって、水需要、最大給水量、計画給水量は大事なところですので、よろ

しくお願いいたします。以上です。 

 

（会長） 事務局から何かお答えありますか。 

 

（事務局） 負荷率に関しましては、もちろん算定の基準になっている数値がありますの

で資料としてお渡しさせていただきたいと思います。 

 

（委員） そうですね。データがそろったら、後で委員さんに速達で出していただいてデ

ータを共有すればいいかと思います。それでよろしくお願いします。 

 

（事務局） 分かりました。 

 

（会長） では、よろしければⅤ章の方に移りたいと思います。事務局、お願いします。 

 

第Ⅴ章 基本理念及び施策の体系 

 

（事務局） 第Ⅴ章、基本理念及び施策の体系についてご説明させていただきます。 

39 ページの基本理念につきましては、前回いろいろ意見を頂きました。それらを踏まえ

て水道部が目指す将来像を理念として語ってもらいたいということでした。近年の水道事

業を取り巻く著しい環境の変化の中においても、市民の生活や社会の活動を支え、市民と

築いてきた信頼関係を今後も持続的に発展させていくためには、水道事業の公営原則に則

り、伊賀市が強靱で災害にも耐えられる水道事業を構築・維持し、未来にわたって安全で

おいしい水を安定的に供給し続ける必要があると考えます。この精神に則り「安心・安定」

と「信頼」を未来につなげる伊賀の水道という基本理念を掲げさせていただきたいと思い

ます。 

 40 ページ施策の体系について、基本理念として掲げさせていただいた「安心・安定」と
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「信頼」を未来につなげる伊賀の水道及び、新水道ビジョンの「安心、強靱、持続」とい

う 3 つの方向性を踏まえてここに記載したとおり基本方針を定めました。また、基本方針

を実現するための具体的な方法として実現方策を掲げさせていただいております。なお、

安全の基本方針、実現方策の中で「水源地」という表現を使わせていただいておりました

が、「水源地」という表現では対象がポイントとなり矮小化するため、「水源地域」という

表現に替え対象をエリアに広げた方がよいというご意見を頂きました。確かにそのとおり

だと思いますので、表現を「水源地」から「水源地域」に変更しました。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。ここのところは前回も委員に意見を出していただき、

事務局でまとめていただいた基本理念です。ご覧いただいていかがでしょうか。それでは、

中森さん。 

 

（委員） 意見というよりもお願いなのですが、今まで市民と築いてきた信頼関係を持続

的に発展させていくということ、ぜひそのように実行していただきたいと思います。信頼

を裏切られるととてもがっかりしますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） どうもありがとうございます。 

 

（委員） 9 月に詐欺事件がありました。「水道部から来ました。水質を調べる」と言って、

調べ代として 5 万円を取られた事件がありました。水道部はそういうことはしていないと

書いてありましたが、だまされるということ、水道に対して不信感を抱いているのかなと

思います。そういうのが気になりました。 

 

（管理者） 管理者の方から一言、ご返答になるかどうか分かりませんが、付け加えさせ

ていただきたいと思います。平成 28 年度になりまして 4 月以降、9 月いっぱい 6 ヶ月間で、

22 件の水道の事故、事件が起こっております。台風と詐欺事件を除きますと 20 件ありま

した。半分が水道部の絡みで、半分がその他の関係です。水道部の所管の中では断水、あ

るいは水圧の低下で自然発生的に濁りが出た場合もありますし、それ以外の 10 件ほどは水

道部以外の道路関係工事で管を破損した。あるいは、その他火災という整理になるのです

が、土手の草を燃やしていて類焼したといったものがありまして、上野エリア以外では集

落単位で無線の放送を各家庭に送ることができますので、平成 27 年度までは地域限定でお

知らせしてきたような状況がありました。それをいろいろな職場へ勤めているとか、情報

を素早く出していくためにテロップで流すように変更してきましたので、特に濁りが出て

いるように感じられたと思います。そういった部分の情報は今後も逐次適切に出させてい

ただいて皆さま方にお届けする。あるいは事故が起こったときも、素早く給水車、広報車

を出しながら対応するというように変更していますので、その辺でご理解いただけたらと

思います。 

 ただ、詐欺事件については幸いにも 2 件でとどまりました。そういったお知らせが出た

絡みで、悪質な考え方を持たれる方が発生してしまった。私どもも、これまでの体制を反

省させていただいています。申し訳なかったと言うしかないのですが、ご理解賜りたいと
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思います。 

 

（会長） ありがとうございました。Ｖ章の基本理念の設定については、おおむね皆さん

のご理解を頂いて、これをきちんと実行しようということで事務局に受け止めていただき

たいと思います。 

 それでは次のⅥ章以降のところをお願いいたします。 

 

第Ⅵ章 実現方策 

 

（事務局） 第Ⅵ章 実現方策の変更点について説明させていただきます。まず、安全で

おいしい水について、44 ページをご覧いただきたいと思います。前回目標として掲げてい

た塩素臭からみたおいしい水達成率と総トリハロメタン濃度水質基準比について、指標が

100 分率で分かりにくいというご指摘を頂きました。もう少し分かりやすい目標設定がで

きないか検討した結果、それぞれ年間平均残留塩素濃度（mg/l）各検査地点年間最大総ト

リハロメタン濃度の平均値（mg/l）と目標値を変更しました。 

 変更理由を説明させていただきますと、塩素濃度については、修正前は残留塩素濃度の

年間最大値が算出式に組み入れられており、一年間に一度でもどこかで高い数値が検出さ

れると、それ以外はいくら低減に努めても指標値が改善されないため、実績として使用す

るのは問題ないと思いますが、目標とするのはあまりふさわしくないと考えたための変更

となっています。末端給水栓水質検査値の伊賀市全体での年間平均残留塩素濃度をおいし

い水とされる 0.4mg/l を目指して低減に努めていくという目標に変更しました。総トリハ

ロメタン濃度についても同様で、最も高い値を出した 1 カ所の数値のみが反映され、それ

以外は関係ないという算出式になっていましたので、各末端給水栓での水質検査値年間最

大値の平均を 0.023 まで低減させるという目標に変更しました。 

 こちらの二つの変更については、委員の皆さんに誤って変更途中の一つ前の古いデータ

を事前に郵送していまして、本日お配りしたものと違うものになっています。誠に申し訳

ございませんが、本日お配りしたものが正しいものとなっておりますので、よろしくご理

解いただきたいと思います。 

 おいしい水に関しては、もう一つ別に別添の資料 2「おいしい水の条件」をお配りして

おります。1980 年代に厚生省が設立した「おいしい水研究所」がおいしい水の水質要件な

どを検討しました。それによると蒸発残留物、硬度、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消

費量、臭気度、残留塩素、水温が一定の条件を満たす水がおいしい水とされるようです。

平成 27 年度の伊賀市の給水栓水質検査結果のうち各地区の代表的な浄水場のおいしい水

の該当データに総トリハロメタンの項目を加えたものを一覧にまとめました。遊離炭酸、

過マンガン酸カリウム消費量は必須検査項目ではないため、全ての浄水場のデータはあり

ませんが、残留塩素濃度以外は一般的においしい水とされる条件をほぼ満たしております。

ゆめが丘浄水場の水は特別塩素臭が強い、また総トリハロメタン濃度が高いとの声も聞か

せていただきますが、他の浄水場と比べて特に高い値を示していることはなく、むしろ総

トリハロメタン濃度は低いくらいです。ここに記載のない浄水場の水質データも伊賀市の

ホームページで公開しておりますので、気になる浄水場があればご確認ください。おいし
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い水ということではやはり残留塩素濃度への対応が重要であると考えております。安全に

ついての説明は以上です。 

 続きまして、「強靱」についても説明させていただきます。46 ページですが、実現方策

の③老朽化施設の対策と④管路管理システムの充実の順番を入れ替えました。③老朽化施

設の対策と⑤統廃合を含めた計画的な施設の再構築が施設、④管路管理システムの充実は

管理にかかる項目ですので分かりやすくするために並び替えました。 

 48 ページ水道施設の計画的更新の管路管理システムの充実について、管理システムのバ

ージョンアップの具体的な内容と、そのことの有効性につき列記するべきというご指摘を

頂いております。表 6-1 に管路管理システムバージョンアップすることによりどういうこ

とができるのかの内容を記載し、有効性について本文に追記しました。また前回、写真が

小さく見にくかったので大きくしました。 

 51 ページ、図 6-1 施設整備計画図ですが、配水区域別に色分けしていたものを浄水場系

統別に変更し、若干見やすくなったのではないかと思います。 

 53 ページ危機管理体制の充実で、重要給水拠点への給水イメージ図のように、前回写真

や図が入っていなかった箇所に全て写真、図を掲載しました。以上です。 

 

（会長） いかがでしょうか。 

 

（委員） すごく基本的な質問で申し訳ないのですが、17 ページにもありましたし、44

ページにもあるのですが、伊賀市は塩素やトリハロメタンの濃度がなぜこんなに高いので

すか。 

 

（会長） 事務局、お願いします。 

 

（事務局） お答えさせていただきます。塩素濃度につきましては最低 0.1 というのを必

ず維持していかなければなりません。それより高めに出ているようなところは、できるだ

け 0.4 に近づけるのですが、やはり最低 0.1 を維持するために少し高めに設定しているとこ

ろもあります。夏場から寒くなる時期はちょうど入れ替わり時期で高めに設定していたも

のが残っているところがあります。総トリハロメタンは、河川の水を使っているところが

多いのですが、河川の水に有機物がたくさん含まれています。この有機物をなかなか取る

ことができない浄水場もありまして、高いところは有機物が取りきれていない、少し残っ

ているところについてはトリハロメタンが出てくる形になっています。 

 

（委員） 別の資料 2 で見せていただいているのですが、おいしい水の条件で、数値的に

は十分満足していると思います。私は委員会の一番最初にもお尋ねしたのですが、安全、

安心でおいしい水、また併せて安い水ということです。私もよその土地の水を飲むとまず

くて、地元の水は非常においしいと感じています。ビールもそうですが、基準以上によい

ものが入っていても人間の舌といいますか、味覚はものすごく違うのですが、どこの水道

も基準データだけで、モニターを通じて真っ白な瓶を並べて、これがどこどこの浄水場の

水です、これがおいしいですといって優秀な水を目指す方向性は取られないのが普通なの
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でしょうか。ここに伊右衛門のペットボトルが置いてありますが、よその水道の会議では、

これが自分のところの水ですよと言って頂く場合もあるのですが、そういうことがお金を

かけずにできるのなら。6 市町村が一緒になってこれから広域になろうとしていますが、

まだ地元の水を取っている。私は上野の水と地元の水は少し違うような気がするのですが。 

 

（会長） 事務局の方からお答えいただけますか。大きな話なので、水質論より大局的な

観点でご回答いただいた方がいいと思います。 

 

（事務局） 今、おいしい水ということでお聞きしましたが、浄水場が 20 カ所あり、それ

ぞれの水質、水源等が違い、それぞれの地域で普段使われる水が違ってくるわけです。そ

の中で、どんな方法が皆さんにアピールできるかというのを考えていきたいと思います。 

 

（会長） 配っている水について自信を持って PR していく姿勢が大事だと思います。 

 

（委員） 44 ページの変更後の表ですが、算出式が横線だけ入っていますが、ここにもし

書くのなら挙げてもらったらいいし、特にないのだったらこの欄をなくしてしまった方が

すっきりするのかなと思います。 

 

（会長） 算出式の欄は残しておく必要はあるのですか。 

 

（事務局） 左の方で算出式として入れているのは、一般的に PI と言われる計算式です。

今新たに設けたものについてはうちの市で独自に設けたものですので、算出式自体は挙げ

ようと思えば挙げることができますし、取ってしまった方が良いなら取ることもできます

が、計算式を入れさせていただきたいと思います。 

 

（会長） 空欄にしておくのはあまり意味がないと思いますので、よろしくお願いします。

他にいかがでしょうか。北川さん。 

 

（委員） 46 ページ、「強靱」です。この「強靱」というのは、水道部の方と私との考え

が違います。三つの中の一つ「強靭」ですけども、これは国の指針なんかでも、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ではなくて、もし何かがあったと

きにはもう少し別の対応、つまり水源地を分散することで災害等の危機管理に強い、「強靱」

なものを作っていくようにシステムを変えるというソフトな部分。それぞれのものの強度

を強めるのではなくて、別の考え方があるのではないかという話を山村会長ともさせても

らいました。そのことが全然ここには、こういう考え方とこういう考え方があってとする

と、ゆめが丘浄水場への一元化という考え方とは全く矛盾するから書いてないのだろうな

と思うのですが、そういう考え方ではないのでしょうか。山村会長は、元厚労省の専門の

方ですので、国の考え方というのはこういうものともう一つ違う「強靱」を考えているの

ではないでしょうか。教えてください。 
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（会長） 「強靱」という言葉は「しなやかな」という言い方を充てる場合もあって、い

ろいろな場合に対応できるような水道ということだと思います。当然、管路管理、老朽化

対策でもする部分があるでしょうし、それ以外の実現方策も当然あると思います。 

 

（委員） 多分あると思うのですが、せっかくお配りしていただいた国の施策、平成 25

年 3 月の方針ビジョンをもう一度読み直して、われわれの伊賀市の「強靱」はこれでいい

のかなとあらためて思いましたが、部長さんなり、管理者の方、一言いただけませんでし

ょうか。 

 

（会長） では、事務局の方でお願いできますか。 

 

（事務局） 少しお待ちください。 

 

（委員） 時間がかかるようでしたら、後で文書等で回答を頂いたらいいのですが。Ⅴの

基本理念及び施策の体系で、「安全と強靱と持続」の 3 つの基本理念でありますので、その

上の赤い字の部分で震災のことを 4 行目ぐらいで、「さらには東日本大震災、熊本地震の発

生」云々と書いています。そういうものに対する大きな意味での強靱化のシステムを考え

ていくべきではないでしょうかとあらためて言いたいのですが、管理者の名前でも部長さ

んでも結構です、「強靱」の考え方を明確にしていただきたい。できれば、伊賀の災害、あ

るいはトラブル等がありますが、「強靱」のところに、ただものだけを強くするということ

ではなくて。例えば⑧で「災害時対応の整備充実」と書いていますが、これの実現方策の

ところはあまり議論していなかったような気がします。ですので、しないといけないのだ

ったらこの辺をもう一度議論したいと思っています。大変大事なところですので、「強靱」

のところで私の申し上げたようなことが一切入っていないので、どうかなと思います。で

は、後でご回答ください。 

 

（管理者） 私どもが考えている「強靱」につきましては、安心な水をお届けする中で、

浄水場のあり方、管路のあり方を考えさせていただいておりまして、ここに記載しました。

私どもの水源の中には、表流水、地下水、深い井戸もあれば、河川に隣接する堤防の横で

浅井戸から井戸水として取水させていただいている所があります。多分申し上げていると

思うのですが、浅井戸の場合は伏流水ということになり、本川の影響を非常に受けるとこ

ろが多数あります。そんな中で、統一的な安定して取水をできること。それは当然、渇水

期、夏場、或いは冬場にも備えになることから、ここにまとめさせていただいています。

ある意味、地形等も含めて多様な水源を確保できるものと考えています。⑧については、

担当の方から申し上げます。 

 

（事務局） 災害時対応の整備・充実は、53 ページに記載しています。特に災害の発生時

等の応急措置など復旧活動に関しては、予期しない地震やいろいろな部分考えられるわけ

です。そういったことに関して普段から取り組んでいけるものとしまして、水道部、協力

団体、応援団体等も含めて普段からの対応への訓練を充実していきたいと考えています。 
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（委員） 52 ページは見ているので大体分かるのですが、「強靱」という考え方は、基本

的に北山管理者がおっしゃったようなことだと思います。要するに、何かあったときには、

幾つもの水源を持っている必要がある。もし何かがあったときには、ここの水源をこちら

に回してやるということの見積りをするとか、こういうときにはこういう対応をするのだ

というのが一番大事で、ある程度ラフで結構ですのでそういうものを考えて、例えば丸柱

の西米の川ダムで阿山町の半分を賄っています、何かの時はこれを残しておいてこれから

あそこに持っていけば、最低でも何日はもつよとか、どこか役場の辺りでスイッチを切り

替えるとどこかに繋がっていくよとか、そういうことを考えて、災害時においても安定し

た供給を確保することが重要です。この 3 行の文章は結構短いけれど、結構大きいことな

のです。国も被害を最小限にとどめ、被災した場合には迅速に復旧できる水道の構築を推

進するということを書いているのに、やっていることは自衛隊なり、近隣の水を持ってい

るところから来てもらって連携して一日何ℓの水を配りますということではなくもっと根

本的な事だと思います。これ以上言いませんが、市民目線で考えると、「強靱」とは何なの

か。何かあったときには、このように動かして、このように対応するというのがあればい

いと思っています。終わります。 

 

（会長） 何か言葉を補うような修正がありますか。 

 

（事務局） 貴重なご意見としてお伺いさせていただきたいと思います。 

 

（会長） 文字としてはこのままで。 

 

（委員） 一つの部分はこれでいいのですが、もう一つあるのではないでしょうか。それ

をあまり議論せずに、意見を言っただけで 100％取り上げてないのが残念です。こういう

ことが審議、未審議の一つではないかと思います。基本理念の 3 つはしっかりとやらない

と駄目のような気がします。特にこれは災害時においてと書いてあるので、もう少しやり

方があるのではないかと思います。また、ゆっくり考えていただいて方針を出した文書を

ください。 

 

（事務局） 水源ということに関しましては、先ほど管理者も申し上げましたが、旧の簡

易水道事業を引継いでいる小規模な水源、その中でも井戸のことであるとか、先ほども申

し上げましたけども、そういった中では強靱に関しては、施設の耐震化なども含めて、渇

水なども関係してくると思います。伊賀市の場合、現在、ゆめが丘が木津川から取水して

いる取水なり浄水場、そしてまた各地域へ向けての耐震化がなされた送水管路を利用して

水をお配りすることが、すべてではございませんが、伊賀市にとって一番の「強靱」なも

のであるという考え方の下に、こういう形でお示しさせていただいています。 

 

（委員） 多分、そういうお答えになるのだろうと思います。2 の「強靱」で書いてあり

ますように、「災害時においても安定化した」云々と書いてありますので、私は別のひとつ
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の「強靱」という形を言わせてもらったつもりですが、あまりピンときません。また考え

ていかないといけないと思います。以上です。 

 

（委員） 今の「強靱」の考え方は基本的に施設と思いがちですが、当然のことながら、

耐震化、老朽化対策が出てきます。もちろん水源の複数化も一つのハードの一面だと思い

ますが、それ以外に渇水、停電、地震はもちろん、そういうときに各施設がいかに有機的

に有効なものになっているかという管理体制、そのベストミックスが「強靱」だというよ

うに理解しています。そういう部分の書き込みが足らないのかなという感じがします。 

 

（委員） 前も仰ってましたね。 

 

（会長） ここは重要なところだと思いますので、基本方針の 3 つの柱の中のどこに入れ

ようと悩むのですが、文章のところで今の趣旨が分かるように書き込んでもらえませんか

ね。 

 

（委員） 課題もいりますね、下のところにね。もしないのだったら、これからの課題と

か書くべき。片側の考え方は一つはあってもいいのですが、もう一つ何かあるような気が

します。 

 

（事務局） 今、藤森委員さんなり北川委員さんからご意見を頂戴しました。この「強靱」

の 46 ﾍﾟｰｼﾞですか、文章においてもう少し考えさせていただいて、書き加えさせていただ

ければと思っています。 

 

（会長） では、ここは至急考えていただくということで次に進みたいと思います。 

 それでは、「持続」に入ってよろしいでしょうか。持続以降のところをお願いします。 

 

（事務局） それでは、持続の変更点について説明させていただきます。55 ページ水源の

安定化について、三重県から有償譲渡を受け事業を継承した伊賀広域水道についての説明

を補足追加しました。水源施設の統廃合については資料 1「伊賀市水道事業について（要

約資料版）」を事前にお送りさせていただいています。時間がありませんので、詳しく説明

しませんが、その中で各浄水場、水源ごとの追加の説明をまとめさせていただいておりま

す。 

 続きまして 56 ページです。これはインバータ制御というところで、前は「インバータ※

制御」となっていましたが、「インバータ制御※」にしたかったのですが、新旧対照表がイ

ンバーター盛業と間違っていますので、それを修正させていただきたいと思います。 

 続きまして 59 ページです。浅層埋設について、前回ご説明させていただきまして、用語

説明に加えるべきとのご指摘でしたので、こちら追加しました。 

 62 ページ、広域化連携のイメージ図について、三重県との災害時応援協定のような具体

例を記述するようにというご指摘を頂きましたが、県との応援協定以外は具体的な広域化

連携の話には現時点で至っておらず、今後の展望とそれを示した図となっておりますので
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ご理解を頂きたいと思います。 

 続きまして 64 ページです。人材の育成と配置の目標としてお示しした水道業務経験年数

度について、意味不明であるというご指摘を頂きました。これを突き詰めると民間化によ

り経験年数の長い職員配置や固定的人事の対応へ進むことになるのでおかしいのではない

かとのご指摘でした。確かに経験を積んだ熟練職員の配置は望ましいのですが、有能な若

手職員の配置、育成していくことも重要で、一概に全体の在職年数が長ければよいという

ものでもないため、経験年数度の目標を削除し、人材の育成と配置に関する説明を補足し

ました。持続についての説明は以上です。 

 

（会長） 時間の関係もありますので、付属資料の前のところまでお願いできますか。 

 

第Ⅶ章 事業計画（ロードマップ） 

 

（事務局） 続きまして、第Ⅶ章 事業計画（ロードマップ）について説明させていただ

きます。68 ページ、整備計画どおりの施設整備を実施しても現状の水道料金体系での事業

運営が可能と前回書かせていただきましたが、こちらに「大きな社会経済情勢の変化がな

い限り」という注釈を追加しています。前回お示ししたものでは主な施設等の整備年度計

画表が何カ所か間違っておりましたので修正しました。滝川浄水場の更新平成 38 年度から

となっていましたが、平成 39 年度からです。小田浄水場の機械設備の更新は平成 35～38

年度としておりましたが、正しくは平成 35～39 年度です。同じく電気設備は平成 37～38

年度となっていましたが、平成 38～39 年度が正しいです。青山地区の配水管布設は平成

29～31 年度としていましたが、平成 30 年度単年です。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。では、ここまでのところでご意見ないでしょうか。 

 

（委員） 計画の中身には特に関係ないのですが、68 ページで整備年度計画があります。

前回の委員会の前に私ども、阿保の浄水場とゆめが丘を見学させてもらいました。ここは

浄水場の上にソーラーを屋根みたいに造ってありますが、阿保の方は、上から落ち葉が入

ってくるので、浄水場の上にアルミの網戸を置いて落ち葉ができるだけ入らない形にして

ありました。多分、日本全国どこへ行っても露天だと思います。山田の剣谷や阿波も全部

露天です。ただ、悲しいかな、伊賀は山国ですので、山の際にあると落ち葉が絶えず飛ん

でくる、あるいは台風が来ると小枝が入ったりします。おいしい水、安全な水という観点

でいくとどうかなと感じました。本来は今の露天のままでいいのかもしれませんが、落ち

葉がたくさん入ってくる可能性のある場所については屋根を造っていただいて衛生的な格

好にしてもらった方がいいのではないかと思います。前にそう感じましたので、よろしく

お願いします。 

 

（会長） 今の点について、浄水場の管理の方お願いします。 

 

（事務局） 先日見ていただいたとおり、だいぶ古い浄水場になっています。委員さんの
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おっしゃるとおり、落ち葉が落ちないように上からサッシなどでしてありましたが、今後

の更新計画の中ではそういうことも検討して、より安全で安心できるような水づくりがで

きる浄水場を目指したいと思っています。 

 

（会長） ということで、よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

 もし今すぐにないようでしたら、資料の最後まで説明していただいて、あと全体として

お願いしたいと思います。 

 

第Ⅷ章 進捗管理 

 

（事務局） それでは続きから説明させていただきます。進捗管理の変更点についてです。

前回、想定外のことが起こることを想定しておく。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一文を加えた方がよいとのご意見を頂きましたので、各年の進捗管

理に想定外の事態の発生時には、適宜計画の見直しを行うという一文を加えました。 

進捗管理の検証、評価には内部のみでは不十分であり、外部委員によるチェック体制が

必要とのご指摘がありましたので、「各期末における達成状況の外部委員による検証、評価」

と修正しました。進捗管理についての修正は以上です。 

 

付属資料・用語説明 

 

（事務局） 続きまして、70 ページ以降の付属資料・用語説明の修正点を説明させていた

だきます。72 ページに前回第 5 回の策定委員会の審議内容を追加しました。パブリックコ

メント実施の後に最終案を審議いただくことになりますので第 7 回策定委員会のページを

新設して追加しました。74 ページですが、前回、策定委員さんのお名前を載せていました

が、最終案の時点で記載させていただくものとし、中間案では内容を削除しました。 

 続きまして 76 ページですが、これは前回の表示が間違っておりました。剣谷浄水場の運

用廃止、阿波浄水場からの送水開始年度について、前回お示しした年度が間違っておりま

したので、修正しています。 

 続きまして、77 ページ、78 ページに施設の現況と計画ということで、施設耐震状況及び

緊急遮断弁設置状況、取水・浄水施設の問題点と将来計画を追加しております。これは第

2 回の策定委員会でお示ししたものと同じものです。 

 続いて 80 ページ、収益的収支、資本的収支の推移をグラフにしてはどうかというご意見

を頂きましたので、79 ページにある表をグラフにしたものを追加しました。四つのグラフ

がありますが、左上から平成 27 年度決算額、右上が平成 29～33 年度の短期平均額、左下

が平成 34～38 年度の中期平均額、右下が平成 39～43 年度の長期平均額となっています。 

 続きまして 81 ページですが、何カ所か説明が不十分であったり、文言が間違っていまし

たので修正しました。内部留保資金の用語説明を追加するべきとの指摘がありましたので

追加しました。 

 82 ページですが、80 ページ同様に円グラフを追加しました。 

 水道事業会計における収益的収支、資本的収支についてもう少し分かりやすい資料を用
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意できないかというご要望を頂きましたので、資料 3「水道の収益的収支と資本的収支」

をご用意しました。複式簿記であり発生主義の公営企業会計の収益的収支と資本的収支を、

単式簿記であり現金主義の官公庁の会計に置き換えたものが一番下のグラフとなっていま

す。官公庁会計に置き換えた場合、平成 27 年度は歳入 34.4 億円に対して歳出 33.9 億円と

単年度の歳入で賄えていることが分かる表になっています。支出の中でも大きな割合を占

めているのが企業債償還金、借金の返済ですが、82 ページの左上のグラフの平成 27 年度

決算額では 12.3 億円だった償還金は短期・中期・長期とだんだん減少していきます。新た

にダム建設負担金が発生しますが、長期で企業債償還額とダム建設負担金を足した額が

10.3 億円となりますので、現状の料金を値上げせずとも事業を行えると考えております。 

 83 ページ以降は用語説明となっておりますが、いろいろ追加していますので、追加した

部分については赤色で着色しています。一部文字を追加している部分もあります。説明は

以上です。 

 

（会長） どうもありがとうございました。これで一通り終わりましたが。 

 

（委員） 81 ページ一番最後の「（3）まとめ」に水道料金の今後について書いてあります。

前々から出ているように、料金がどうなるのかというのが市民の方々の一番大きな関心事

だと思います。これで収益的収支、資本収支で最後まとめでこうですと書かれても、意味

がよく分かりません。前のときにも不自然な気がしましたが、私自身、どうしたらいいか

よく分からなかったので何も言いませんでした。例えばこれを一番前の収支計画の 2 行の

後へくっつけるとか、ここで挙げるのであれば例えば「今後の水道料金」とか、（3）の「ま

とめ」というのは、項目の付け方がものすごく違和感があります。私自身もどうしたらい

いか分かりかねるので、皆さんで検討いただければと思います。 

 

（委員） 内部留保資金について資料を要求としたのは私なので。料金値上げどうのこう

のというのは、内部留保資金があればということで、これは料金値上げしなくてもいい状

況です。例えば内部留保資金が来年度でなくなるとなれば水道料金値上げの計画を立てな

ければならなくなります。伊賀市の水道というのは非常に優秀で、供給単価、給水原価で

も黒字が出ています。減価償却費がかなりあります。減価償却費というのは、現金を伴わ

ない支出なので、次の年に投資していけるお金です。そういうことで、平成 43 年度まで内

部留保資金が 44 億円。管路改良工事、ダム償還金等を支払ってもそれだけお金があるとい

うことで、当分の間は料金値上げは必要でないと私は判断しております。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。この辺の分かりやすい説明をするというのが大事だ

と思います。奥原先生、この辺、ご覧になって何か。 

 

（委員） 80 ページと 82 ページにグラフを作っていただいて、それぞれ収入と支出で、

どのような項目の金額が多いのかが見やすくなったと思います。今日の会議が始まる前に

もお話しさせていただいたのですが、82 ページの資本的収入と資本的支出ですが、円の半

分を収入、円の半分を支出と書いてありますが、ぱっと見、収入と支出が同じくらいの金
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額のように見えてしまうので、グラフの作り方を検討していただいた方がいいと思います。 

 あと、81 ページの下の「まとめ」のところですが、収益的収支の剰余金とありますが、

これは利益のことでしょうか。もしそうだとすると、グラフでは純利益と書かれています

ので、ここで剰余金と出ていると分かりにくいと思います。その辺をお答えください。 

 

（会長） 事務局、お願いします。 

 

（事務局） 失礼いたします。一応、利益ということも加味した上での剰余金とさせてい

ただいたのですが、表記方法がまぎらわしいということですので、再度検討のほうさせて

いただきたいと思います。 

 

（委員） そうするとグラフで書いてある純利益とはまた別のことなのでしょうか。 

 

（委員） 一般論的に言うと、収益的収支の中で単年度で出てきた利益が純利益という表

現になると思います。貸借対照表で資産から負債を引いた残ったものが利益剰余金と会計

法上ではそうなっているのでしょうけれど、ここの書き方はちょっと。 

 

（委員） 収益的収支と書いてありますと、貸借対照表ではなくて損益計算の方だと思い

ますので、そこで剰余金と出てくるとちょっと分かりにくいのかなと。 

 あと、メールでも送らせていただいたのですが、81 ページの語句の説明で資本的収入の

ところに、「施設の建設改良に関する投資的な収入」とありますが、「投資的な収入」と書

くのは違和感があると思います。これはこういうものなのでしょうか。その下の「投資的

な支出」というのは分かるのですが、投資するものなので、「投資的な収入」は違和感があ

ります。 

 

（事務局） 表現の方法を再度検討させていただきます。 

 

（委員） 今日配っていただいた資料 3 も一般に公表されるものなのでしょうか。 

 

（事務局） 一応、ホームページには挙げさせていただきます。策定委員会で配った資料

については全てホームページで閲覧できるようにさせていただきます。 

 

（委員） そうしますと、収益的収支で収入と支出の差額で利益が計算されているのです

が、ぱっと見ですと、点線だけで色が白ですので、はっきり利益が出ているのかどうなの

か疑問に思われる方もいると思いますので、色を付けるなりした方がいいと思います。 

 

（会長） どうもありがとうございました。事務局の方で宿題がいろいろ出たようですが、

今の資料 3 についても、もう一遍よく精査して、それで奥原先生に見ていただいて、それ

で取り扱うということにしたら、いかがですか。 
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（事務局） 先生の方からご指摘いただいたことについては、精査をさせていただいて、

あらためて委員の皆さんに報告させていただきたいと思います。表関係等については、よ

り分かりやすい表記の方法を検討させていただければと考えております。 

 

（会長） では、よろしくお願いします。時間がだいぶ過ぎておりますが、一通り、予定

していた資料のご検討、詳細に見ていただいたと思います。今後の取り扱いにつきまして、

これからご相談をしたいと思います。 

 私からの提案としては、今日この場で修正し尽くせなかったところがありますので、至

急事務局で整理して、再度委員さんに送っていただきたいと思います。修正点がこれでい

いのかどうかについて委員さんから確認していただく必要があると思いますので、1 週間

程度時間を置いていただいて、それまでに委員さんからのご要望がありましたら、直接事

務局の方に連絡していただいて個別に調整をとっていただく。もし、そこで変更が生じる

ようなら、その変更点について各委員さんにお知らせするという作業ステップになるかと

思います。ということですが、今日の委員会は、中間案について取りまとめて、各委員の

確認を頂いて、パブリックコメントに出すということを私からご提案したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 では、ご了解いただけたということで、それを私の今日の取りまとめとさせていただい

て、事務局に最終的な取りまとめを。 

 

（委員） 先ほどの全体で終わってからということで、聞きたいことが二つほどあります。 

 

（会長） では、お願いします。 

 

（委員） 負荷率のところで若干言ったのですが、工業用水で、前のデータでいきますと、

なぜこんなに水が増えるのかということ。上野地域と伊賀地域の社会増が平成 33 年までの

6 年間で 20 倍前後の社会増を見込んだ計画があります。今日は時間がありませんので、明

確にこういう企業が確実に来るという見込みであるからこうしたのだというのであれば全

く問題ないのですが、その辺はどうも分からない。人口は確実に減っていくのに、負荷率

の出し方等もデータをきちんと出してもらって、次はゆめが丘の向こうに何かが来るので

あればいいのですが、その辺もはっきりしていない。とにかく数字だけがぐんと上がって

いるのが、納得がいかないのです。今日は結構ですので、どういう企業が佐那具の工業地

帯に来るので伊賀の方で水がこれだけ要るということになろうかと思いますが、その辺の

ところをよろしくお願いします。たくさんあるのですが、今日はこれぐらいにしておきま

す。 

 

（会長） 中森さん。 

 

（委員） 知り合いの市会議員さんに水道のことを尋ねてみました。その方はダムの推進

派の方ですが、水道料金は上がらないのか聞いてみたら、それは、何年先かは分かりませ

んが、「絶対上がります」と言っていました。でも水道部の人は上がりませんと言っていま
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したと言ったら、「それは嘘です」ということでした。とにかく自分が納得できるまで聞き

なさいと言っていました。時間を取ってしまって申し訳ないのですが、どちらかが嘘を言

っているとは思わないのですが、もしかすると算定する方の基準としている数値が違った

ら違う結果になるのであれば、そこは慎重にやってほしいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

（会長） これは事務局からお答えをお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 今回の料金については、値上がりはしないという形で収支の計画をお示しさ

せていただいています。この計画を策定するに当たって、料金関係については、水需要で

示させていただいている需要ごとに算定しています。支出につきましては、具体的には統

廃合の計画をお示しさせていただいていますが、事業について年度計画をもって具体的に

算出した経費を見込んだ上で収支の計画を作成しています。料金が値上がりしませんとい

う説明をさせていただいていることについては、先ほども申し上げましたが、現在、起債

の償還金ということで、利子なり元金があるわけですが、これが計画期間内にかなり下が

ってきます。あと、当然ダムの負担金はこれから増えていきますが、そうしたものを加味

した上で収支の計画を立てて、それをもって計画期間内については現状の料金体制を維持

できるという形をお示ししているところです。 

 

（委員） もう一つだけ聞きたいのですが、僕は最後にします。一番大事なところだと思

うのであえて言わせてもらいます。僕も確実に分かったのは、ついこの間なのですが、ダ

ムの利水から撤退しても、ダムは治水でやると言えば国と都道府県がやってくれるので、

伊賀市はお金を出さなくていいということが分かりました。これは藤森さんは県のところ

にいらっしゃったのでよくご存じだと思いますが、そうですね。ですので、北山管理者さ

ん、部長さん、何も利水を撤退して、今ある各地の水源をうまく組み合わせて、人口が減

り、大きな企業が来ても対応は自社でやります。どんな企業が来るか分かりませんが、ど

う見ても従来の水源で間に合うのではないかと僕は思っています。そういうことを考えて

いる人も結構いますので、これからこういう話を 1 回、2 回としたい。水道部の方とは敵

対するのではなくて、お互い知恵を出してやっていかないと。 

 今、築地の問題などいろいろありますが、もう少し立ち止まってもう一度考えてみよう

というスタンスが水道部の方があって、市長の命令で来ているのかもしれませんが、市長

もいろいろ考えないといけないと思っているかもしれません。ここは大いに胸襟を開いて、

お互いダムから離れる場合の絵を描いていきたいと思います。というのは、皆さんがハイ

トピアの 5 階で、平成 25 年 12 月 1 日に伊賀市水道事業の水の需要見直しという財政的影

響に関する説明会を市民向けにやっていらっしゃるではないですか。だから、この数字が

今現在合っているのかどうか、これを修正するところがあるかということを今日聞こうと

思ったのですが、委員の皆さんはそれぞれ熱心にご議論されたので場面がありませんでし

た。こういうことに関して修正をして、もう少し考えてみて、「この数字は間違っていたよ」

でも結構ですので、本当の正しいところ。僕たちは市民の代表ですので、市民と水道部の

人が信頼で結ばれているというのが大きな基本理念です。どうですか、もう少し明るくし
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っかりと話をしていったらどうかと思います。ダムの理解は、今藤森さんがおっしゃった

ようなことなのですよね。だから、その辺のことをよく分かっている管理者の方、部長さ

ん、スタッフの皆さんですので、どうぞ、よろしくお願いいたします。終わります。 

 

（会長） 一応お聞きしておくということで、よろしいですか。何か事務局からコメント

はありますか。平成 25 年の数値は、今の私たちがやっているところでは、さらに精査して

やっているとか、いろいろあるかと思ったのですが。 

 

（管理者） 意見として承らせていただきたいと思います。いろいろな立場でご意見を持

っておられる方がたくさんありますので、当然、パブリックコメントや、あるいは地域へ

お邪魔させていただいていろいろな意見を頂きたいと思います。また議会という立場でも

いろいろ審査をしていただくという、いろいろな段階がありますのでさまざまな意見を出

していただく機会があると思っておりますので、その中で対応させていただきたいと思い

ます。 

 

（委員） 意見として聞いていただくのは、今はそれでいいのですが、その後、こういう

意見をもう一度振り返って、これは 2013 年の話ですので、これをもう一度見てもらって、

ここはおかしいというのがあれば直されたらいいと思います。それで僕たちも正しい数値

を教えてもらいたいと思います。随分一生懸命やっていらっしゃるのですから、もし違っ

たらどんどん直して正しい数値で。 

 

（委員） 今、ダムの議論になっていますが、基本的に水道事業分野で行う分野と、水源

確保というのは、極めて行政判断になると思います。今、この県なり伊賀の地域を、将来、

住民が安定的に安全にいかに水を利用していけるかという、まさに行政判断だと思います。

そのことについては、そこに委ねなければならないと思います。ただ一方で、水道事業計

画そのものが、ある程度そこを目隠してできるかというと、そうでもないと考えておりま

す。先ほどの水源の複数化の計画、あるいは料金の負担にしてもしかりと思っています。

今、伊賀市の水道に望むことは、これから 15 年の水道事業の運営を、今、ダムの負担も含

めて料金を変えないとおっしゃいましたが、それを耐震、老朽化、危機管理上のソフトウ

ェアのシステムなどに投資をしながら市民に安定的に安全に水を供給するということの説

明責任を果たすということで、この計画もまさにそういうものでなかったらいけないと思

います。従って、重要な計画であると認識もしていますし、水道事業としてはその辺を意

識して、さらに内容を詰めていかなければいけないと思っております。以上です。 

 

（会長） ありがとうございました。予定の時間を 1 時間超過してしまいまして、申し訳

ございませんでした。私としてのまとめは、今後の中間案の取り扱いについて、先ほどご

提案してご了解いただいたところですので、事務局の方でそれに沿って鋭意検討していた

だければと思います。 

 では、最後の取りまとめを事務局の方にお返ししますので、よろしくお願いします。 

 



39 

（事務局） それでは、本日予定していた時間を上回って、かなり暗くなりました。委員

の皆さまにご熱心にご審議を頂きましてありがとうございました。本日頂戴いたしました

中間案に対する一部修正事項等については、早々に私どもの方で修正いたしまして、委員

の皆さまに送付をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 


