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平成 28年度 第 7回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 12 月 20日（火） 

 

（事務局） 失礼いたします。皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただ今より、

第 7 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、議事に入る

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

いたします。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お

ります。本日 12 名中、現時点で 7 名の方にお集まりいただいておりますので会議は成立い

たしました。山村会長には体調不良により欠席の申し出があり欠席されます。八尾委員、

清水委員、廣島委員につきましては所要により欠席のご連絡を頂いております。坂本委員

からは少し遅れるとのご連絡を頂いております。 

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

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

及び会議資料の公開）の規定により、議事概要作成のため録音させていただきますのでご

了承ください。発言の際にはマイクをお渡しさせていただきますので、必ずマイクを通し

て発言をお願いいたします。 

 傍聴者の方に注意事項の確認をさせていただきます。会場では、報道関係者を除き、写

真撮影、映像撮影、録音はできません。傍聴要領にも記載させていただいているとおり、

会議中は、傍聴者の発言等は禁止します。委員会の進行を妨げる発言や拍手、その他鳴り

物を持ち込み鳴らすことはできません。また、旗などの掲出やビラの配布、用紙あるいは

布よる横断幕等によるアピールはできません。違反された場合は会場から直ちに退出して

いただきますのでご了承ください。 

 次に、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、本日の策定委員会の資料一覧、資料 1 として、「伊賀市水道事業基本計画

中間案は、取りまとめには至っていないことへの抗議文」の写し、資料 2 として、「第 6

回伊賀市水道事業基本計画策定委員会議事録」、資料 3 として、「伊賀市水道事業基本計画

（水道事業ビジョン）策定スケジュール（変更案）」、資料 4 として、「伊賀市水道事業基本

計画策定委員会要綱」、資料 5 として、「伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）へ

の意見募集結果」、資料 6 として、「意見分類と、パブリックコメントで寄せられた主な意

見」、資料 7 として、「パブリックコメント一覧」、資料 8 として、「市民説明会意見一覧」、

そして、追加資料 1-1 として、「収支計画」、追加資料 1-2 として、「水道料金と企業債償還

金、ダム負担金」、追加資料 2 として、「工場用水社会増水量の内訳」でございます。 

 また、別添資料としまして、伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）中間案、去

る 11 月 20～26 日にかけて市内 6 カ所の会場で開催しました市民説明会での資料として、

「中間案の概要版」「地区ごとの水道施設の現状と計画の説明版」でございます。ご確認く

ださい。 

 

1.あいさつ 
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（事務局） それでは、事項書に入らせていただきます。伊賀市水道事業管理者、北山か

らごあいさつを申し上げます。 

 

（管理者） 失礼いたします。水道事業管理者の北山でございます。年の瀬も迫るご多用

の中、第 7 回伊賀市水道事業基本計画策定委員会をご案内させていただきましたところ、

諸事調整していただきご出席を賜りお礼申し上げます。 

 さて、伊賀市水道事業基本計画の策定作業についてですが、当初、年内での審議終了を

見込んでおりましたところ、やむを得ず越年という状況になってまいりましたため、本日

の策定委員会で委員さんの委嘱期間の延長等についてお願いしたいと考えております。ま

た、11 月 1 日から実施しましたパブリックコメント及び市民説明会の結果を今回ご報告、

ご説明申し上げ、成文の策定へつながるようにしたいと考えておりますので、本日のご審

議をよろしくお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。 

 

（事務局） それでは、ここからは、事項書に基づき審議事項に入らせていただきますが、

本日は山村会長が不在につき、策定委員会の議長の選任をお願いいたします。 

 伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱第 6 条において、委員会の会議は会長が議長と

なると定めており、第 5 条第 3 項では、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又

は会長が欠けたときはその職務を代理することとしておりますので、本日の委員会は藤森

副会長に議長をお願いいたしますので、ご確認願います。 

 それでは、藤森副会長には本日の委員会の議長をお願いいたします。 

 

（議長） 藤森でございます。大山田地区から住民代表で選んでいただいております。座

らせてもらいます。 

 山村会長様は、急きょ病気ということで数日前にお聞かせ願ったのですが、こんな大役

が務まるかどうか不安でございますけれども、皆さんのご協力を得まして務めてまいりた

いと思います。私もちょっと一月ほど前から風邪をこじらせて喘息になって声が聞こえに

くいと思います。途中せき込むかもわかりませんが、ご容赦いただきたいと思います。 

 それでは、審議に入ります前に、今日の議題につきまして、配布の資料等にございます

が、こういうことで進めさせていただきます。よろしいでしょうか。 

 

2.審議事項 

（1）第 6回策定委員会の中間案取りまとめの経緯について 

 

（議長） それでは、審議に入ってまいります。まず、事項書の審議事項 1 番の「第 6 回

策定委員会の中間案の取りまとめ経緯について」ということでございますが、去る 11 月

20 日に私ども委員の 6 名の方々から事務局へ抗議文が提出されております。そのことにつ

きまして、まずはこのことの説明をどなたかにしていただいて、それから事務局の方にい

ろいろと考えを聞きたいと思いますので、どうぞ。 

 

（委員） 北川でございます。藤森委員さん、今日は議長さんでありますが、これをなぜ
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出したのかということでありますが、ここに書いてあるとおりでございますので、一応読

み上げてみたいと思います。説明会のときにもこれを水道部の方からも読み上げていただ

きました。 

 「伊賀市水道事業基本計画中間案は、取りまとめには至っていないことへの抗議書」と

いうことで、上に有志ということで 6 名の名前と印鑑が押してあります。 

 「日ごろから伊賀市政へのご尽力に感謝申し上げます。去る 10 月 11 日、第 6 回伊賀市

水道事業基本計画策定委員会が開催されましたが、先日来より申し上げておりますとおり、

私ども委員有志は中間案が合意したとは思っておりませんので、あらためて抗議の意も込

めてこの文書にてその意思を表明いたします。委員会では、一切私どもに案内のなかった

委員宅への戸別訪問をして、期限を切り、公開の論議なき形で全員に了解を得たという水

道部の手続きの進め方及びそれをもって市議会、全員協議会にて中間案を取りまとめたと

の報告をしたと聞くに至り、基本的な信頼関係をも蔑にする水道部の進め方に怒りを覚え

ます。また、市のホームページ上においても、「このたび、『伊賀市水道事業基本計画（水

道事業ビジョン）』の中間案を取りまとめましたので」との文章が記載されていますが、事

実は中間案の取りまとめはいまだできていないので、事実に反する内容がこれ以上市民に

公開されないように、早期なる訂正を要求いたします。以上」ということでございます。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。それでは、前回、第 6 回の委員会の協議状況

を中心にしまして、事務局からお話を頂きたいと思います。 

 

（管理者） 管理者の北山でございます。よろしくお願いいたします。座ったままで失礼

いたします。 

 お手元にご配布させていただいております資料 1 をご覧いただきたいと思います。11 月

18 日付の文書でございまして、この文書につきましては、11 月 20 日の提出を受けたとこ

ろでございます。また、これと同じく資料 2「第 6 回策定委員会議事録」をご説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 去る 10 月 11 日の火曜日に開催しました第 6 回策定委員会において、中間案の取りまと

めを山村委員長より行っていただいておりますが、11 月 20 日に開催しました第 1 回目の

市民説明会の会場におきまして、署名委員の代表の方からお手元の「抗議書」の通告を受

けまして、市民説明会終了後に提出を受けたものでございます。このことにつきまして、

委員の皆さまにあらためて議事録により策定委員会での経緯をご説明させていただきたい

と存じます。 

 お手元に配布の議事録の第 2 ページをまずお開きいただきたいと思います。上から 17

行目をご覧いただきまして、まず第 6 回策定委員会当日の事務局あいさつにおきまして、

管理者より中間案（素案）を審議していただいて、中間案の取りまとめまで進めていただ

きたい旨のお願いをまずさせていただいたものでございます。そして、山村委員長より、

審議を第 1 ページ目から最終ページまで、章ごとに区切りまして審査をしていただいたこ

とは、既に委員の皆さまご承知のことと存じます。また、途中休憩を挟みまして、おおよ

そ 3 時間半を費やしていただいて、最後に委員長から中間案の取りまとめを行っていただ

いたと考えております。 
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 議事録の第 36 ページをお開きください。上段から 13 行目には、「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

私から提案したいと思いますが、いかがでしょうか」と出席委員の皆さんへ確認を行って

いただいております。そして、時間を空けまして、ここで意見が出ませんでしたので、「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」

というくだりで確認をしていただいておりまして、中間案は取りまとめに至っております。 

 さらに、終了間際にも再確認の意味で、議事論の第 38 ページをご覧ください。下から 4

行目ですが、山村委員長が「私としての取りまとめは、今後の中間案の取り扱いについて、

先ほど提案してご了解いただいたところですので」という 2 度目の確認をしていただいて

おります。こうして中間案は取りまとめに至り、事務局としてパブリックコメント手続き

及び市民説明会の開催を行ったものでございます。 

 ただ今ご説明申し上げましたように、この会議録をご覧いただき、再度確認をお願いし

たいと存じます。以上でございます。 

 

（議長） はい。それでは、抗議の提出者と、それから、事務局の説明を受けましたが。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） はい、これに対してどうぞ。 

 

（委員） 今、北山管理者さんからこの記録ですね、議事録、録音に基づく一連の記録で

すね。これを各ページに黄色いラインを引いていただきながら知らせてもらったのですが、

文章的にはさほど間違ってはいないと思うのですが、何分これは文字を起こす前のあの委

員会、ここにいらっしゃる方、今日欠席の方もいらっしゃいますが、あの状態で確かに、

パブリックコメントに出すよというところを説明していた場合は、それはそれでいいので

すが、中間案について、今、言っているのは 36 ページです。「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」、これはそのことに関してはいいと思うのですが、中間案について審議を頂

いて、そのことに対して皆さま、これで例えばはっきりと通すか、通さないか、中間案と

してこれでよろしいでしょうかという確認のしっかりした閉じがないのです。この流れか

らいきますと、これでは誰かが聞き忘れていたらもう分からないところで、最低私ども 6

人がそんなことはっきりと閉ぢめをきちっとつけて、今日ご出席ですので言いにくいので

すが、委員長さんがおっしゃったのかなと、後で考えてもよく皆さんが分からなかった。

これが事実かと思うので、今、北山さんが各ところにポイントで色を付けていただいたと

ころ、確かにこのようなことはあったのでしょうが、全体としましては委員長さんがいつ

採決を取られたのか、もう少し委員がこれでいいかどうかという確認を取られたところを

きちんとおっしゃっていただいたら、またそのときでもきっと確認もできたのだと私は思

っております。他の方のご意見もありましたらどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（議長） はい、それについて阪井さん。 
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（委員） 今、北川さんがおっしゃられましたように、前回の委員会では非常に時間も延

びて、3 時間半と暗くなってきた状態の中で、このような中間のまとめというものを先ほ

ど説明していただいて、この議事録を見せていただいておりますと、北川さんが言われた

ように、この黄色く色を塗ってあるようなことを言われたというのは今初めて分かりまし

た。ただ、あの状態のときに、何度も言いますように、大事な中間案という案件ですので、

「委員の皆さん方、これでよろしいですか」というような挙手は、賛否は取らなくて、何

人対何人ということはやらなかったにしたって、これをもって中間案といたしますので、

またしかるべきパブコメの各支所単位のところに行きますというような確認が頂きたかっ

たと。確かにこの議事録を見ておりますと、黄色くカラー付けしていただいたようにしゃ

べられたというのは分かりました。ただ、何度も言いますように、念押しというのがちょ

っとなされていなかったので、私どもとしては、頭がだいぶ老朽していますもので、確認

できなかったというところでございます。 

 

（議長） はい、籔裏さん。 

 

（委員） 籔裏です。今そういう話ですが、実は私は、これは 6 回説明会があったのです

が、他の役などで結局出席できたのは、ここの山田の説明会 1 回しか時間が取れなかった

ので参加できなかった。ただ、それまでに、私のところは中日新聞を取っているのですが、

中日新聞にこの抗議文の記事が出ておりました。先ほど北川さんも、1 回目のところで何

か終わってからお渡しして、事務局が読み上げたと。 

 

（委員） 説明以外の。 

 

（委員） というような話ですか。ただ、この文書を見ていただいたら分かりますように、

市長宛てと管理者宛てと委員長宛てで、要するにこの委員会に対する抗議文かと思うので

すが、それをあえて説明会の中で取り上げたということの真意が私は大変分かりにくい話

です。本来であれば、この委員会に諮って、それでいろいろともめるというか、いろいろ

な意見が来る中で、その後、例えばこんな話でなかなか皆さん意見がまとまらなかった、

そんな中でこんな意見が出てきているなというのが普通の話であって、6 人の方はもちろ

んご存じですが、他の方は全然知らない。どんな形でこういうものをされているのか分か

らない中で、一般の世間の人にこの委員会の内容をそうやって知らしめる。まして新聞に

よりますと、このことについて説明会の中でかなり議論が交わされてどうのこうのという

話が載っていますが、現実どれだけの話があったのか、これはゆめが丘の話ですが、私は

そこにいなかったので内容は知らないのです。だから、本来であれば、先ほど言いました

ように、この委員会に出して、委員会の場で今の話があって、それから市民の方が、ああ、

そんなこともあったのかなというのが私は普通だと思います。こうやって委員会で私ども

が出席させていただいている中で、私どもが知らない中でそうやって勝手に世間に、ある

いは私らがどうやこうやというのはちょっと内容的におかしいのではないかなと、だから、

どうしてこんな方法を取ったということについてちょっと説明いただけたらと思います。 
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（委員） 籔裏委員さんが今おっしゃられたことは、中日新聞に載ることによって初めて

知っていただいたということですね。 

 

（委員） そうです。 

 

（委員） 私どもは、もう一度この委員会を、プラス 2 回目の委員会を開催して、そこで

委員さんの中で前回の中間案を認めるか、認めないかも含めてやりますいうことで、緊急

に集めていただくのは、招集するのは、今日ご出席されていません委員長。私どもの委員

さんがそれを招集していただいたら、それはそれでよかったのだと私は思います。水道部

の方と相談をされたのだと思いますが、私どもは委員長さんにも出させてもらいました。

それが何もそういう委員さんを集めて、どうだったのだと、あれはあれでいいのかという

確認がなかったことは私どもも残念に思っております。 

 それで、説明会となりますと、パブコメと説明会は順次水道部さんが設定されたもので

ございますので、その中で第 6 回の委員の中で 6 人が、実は曖昧なままで採決ではありま

せんが、通ったという判断をされたことに対して抗議をすると、それだけでございますの

で、私は委員の一人としまして、今、籔裏さんがおっしゃるように、私どもが出した後の

こと、委員長と水道部さんの判断でお任せしていたことでございますし、読み上げていた

だいたのも確か水道部の方だったと思います。質問をしたのは私でした。以上です。 

 

（委員） 今のお話によると、抗議文を渡したけれども、もう委員会を開かないというよ

うなことの中で、仕方なくこの説明会に出したということですか。そういうことで間違い

ないですか。 

 

（委員） この説明会というのは。 

 

（委員） この市民説明会にこの話を出していったと。 

 

（委員） そうですね、その後、何ら今、言いましたように両者から、委員長さんからも

水道部さんからもなかった。その後、私どもは先ほど読み上げましたが、どうして私ども

が出すに至ったかは先ほど言いました。今、籔裏さんも言っていただいたように、その次、

議会が開かれるわけですが、その前に慌てて各おうちに水道部の方が来られて、そして、

委員会の後それぞれのところを回られたことに対して抗議をしたいということもありまし

た。 

 

（委員） 私は 6 回のときにですね。 

 

（委員） 来られましたでしょう。 

 

（委員） ええ。そのときに、この中間案、要するに来年度からの計画ですので、私ども
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は早急に来年度からの計画を策定しなくてはならないと。言ってみたら、市民生活に支障

がないような形で実際にできるようにまず計画を作らなければいけない。だから、時間が

ないので、あまり長いことこの委員会で議論するのはどうかなと思って、そういう発言も

させてもらいました。取りあえず中間案ということでしたし、パブコメということですの

で、そういうことでまた市民の皆さんの意見を聞いて、中間案をもう一度修正したらいい

のではないかなと、そんな思いで、そんな気持ちでいたんです。ただ、もうあれで委員会

は終わりという話ではなかったと思いますし、もう委員会をしないからこういう形で抗議

文をしたというのなら私も分かるのですが、まだ機会がある中で、委員会よりも先に一般

にそういうことで随分もめているのだということを表に出していくというのは、私はこの

文書から見ても、逆に言えば、この委員会自身を非常に軽んじているのではないかなと、

そんな思いで、ある意味、憤りも感じながらこの記事を見ました。だから、冒頭聞かせて

もらったように、なぜそこでそういう形でしたのかが分かりません。ただ、そういうこと

でもう委員会が終わりということで事務局が返事したのであれば、私はやむを得ないかな

と思うのですが、まだ私自身も、今日もそうですけれども、こういう機会があると思いな

がらしている中で、ちょっとその辺が理解できないので。 

 

（委員） もう一言よろしいでしょうか。いいですか。これだけに時間をいくらかけても

いいのですが、籔裏さんがおっしゃるところは、スケジュールどおりいくとあと 1 回ある

はずだから、そこでしっかりと議論をすることも必要ではないか。いきなりそれを知らな

い委員さんもいる中で紙上に出てしまった。新聞紙上で全員が知ることになった。市民が

知ることになった。これに憤りを感じる。確かにそのように今、聞こえたのですが、要す

るにパブリックコメントと市の説明をする前に、実は全員協議会があって、中間案を策定

委員会の中で取りまとめましたという報告があったということは、これは間違いないので

す。それは私ども 6 人が計画に対していろいろな意見を言っているにもかかわらず、中身

が、今日も審議することになるわけですが、反映されていないのではないかということを

思っていた人間が 6 人はいたということでございます。 

 それで、このことを大変重く感じましたので、そういう議会に、全員協議会に出さない

ということだったらまだしも、もう出ているわけでございますので、その辺を大変重く取

っているわけでございます。私の意見はそういうことです。 

 

（委員） そうしたら、全員協議会があるからこれをしたということになるわけですか。

すみません。全員協議会が間近に迫っているので、それに間に合わせるためにこういうス

タンスを取ったということでよろしいですか。 

 

（委員） いや、マイクがないのですが。 

 

（委員） 私は・・・。 

 

（委員） そうです。全員協議会があったから、余計にこれはよくないよということで、

私どもはそういうことに対して、もう議員さんに話をされているわけです。 
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（委員） それはそれとして、この委員会という組織に対して、やはり基本的にはまず委

員会に出して、そこで、6 人だけではないので、他の委員さんも含めて議論して、それか

らというのが私は普通の大人のやり方ではないかなと思ったのですが。 

 

（委員） この議長さんも宛てて、北山管理者さん、市長さん宛て、三者に出したのです

が、そのときにそこで判断をしてもらったらよかったのだと思います。ということで、私

はそんなに大人ではない判断ではないつもりでいたのですが。 

 

（議長） 坂本さん。 

 

（委員） 他の人が言っている。 

 

（委員） 私は読売新聞を取っていますので全く話が分からなかったのですが。第 1 回か

らずっと積み重ねてきて、今日は 7 回目ですかね、この流れからして中間案というのはあ

のとおりだと私は思っています。その都度その都度、これはこうしたらどうかという意見

はなかったり、淡々と中間案まで進んできていると思います。文書を読んでみますと、ど

ういうところで承認できないというのが全く記載されていないので、言った、言わんの話

になっているので、実際はどういうことでこういう文書を書いたのか。 

 

（委員） マイクを通せということですので。委員さんのおっしゃることが隣にいながら

ちょっとよく理解できないのですが、私どもは、最後、藤森委員さんが言われたようなこ

とで、確かこの一番最後に、記録しているはずなのですが、「利水の撤退というのはありま

すよね。それはできるのですよね」と僕が質問をして答えられたこともあります。そこで、

要するにもっと簡単に言いますと、これからも今日議論することがまさにそこなのですが、

水道部の方は、利水はありき、そして、川上ダムありき、そして、現在県から有償で受け

た今のゆめが丘のシステムを使って一極化して、全てのところに川上ダムの下の水を全部

に配ろうという計画に関して、基本的にそれよりももっと現在の廃止をする水源地をもう

一度見直して、現有の水源地を生かして、そして、来る 10 年後、あるいは 15 年後それぞ

れの、今は 15 年を目標に出していますが、それと対照してもう一つのやり方というものを、

国のビジョンを鑑み、さほど間違ったことではないのではないでしょうか。こういうこと

を各水源を廃止するという地域の人を代表としている自治会の方とか、女性部の方等が安

全な水とか、あるいは各水源の水、島ヶ原、あるいはいろいろなところもそれぞれありま

すが、そういうところの人がもう一つのやり方を考えてくださいよということを確か僕ら

は言ったはずなのです。 

 その案を、こういう案があるというところを入れるなり、そういうところのいいところ

を取って、もう少しこうしようというのがあっていただければよかったのになということ

で、6 回やりましたが、最後まで一貫して私どもの言っているところの中間案にはなって

いなかった、それが実状なんです。それはいつも一緒にここの委員会で審議している中で、

当然よく分かっていただけているのだと思っていたのですが。 
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（委員） 利水撤退という言葉が今、出されたのですが、それだけ見ますと、私は島ヶ原

代表で来ていますので言うのですが、島ヶ原ではもう既に 8 割弱の住民の方がこのゆめが

丘の水を飲んでいます。利水撤退になりますと島ヶ原にはもう水源がなくなります。今は

このゆめが丘の水源だけしかないわけです。第 2 水源はありますが、8 割の人は水が飲め

ないという状況になります。なぜかといいますと、これまでは村時代の水源しかないわけ

です。それは農業用水で、標高 600m ぐらいのところに農業用水の池があります。大沢池

という、その水を流してみんなが水田に配って米を作っています。その水を村以外に一部

飲料水にくれということで水道用水ということで使っていたということです。 

 これが農業用水優先の水なので、平成 6 年には大渇水が起きまして、まず農業用水より

も飲料水を優先にしようということでそちらの方に回した。あと、水田に水が必要になっ

たときには、消防団が出動してポンプを何十台つないで水田の一番上まで水を持ってきて

水田に水を配ったという事実があります。 

 そういうことで、もう既に取水池もなくなっています。復元するにはかなりの費用が掛

かります。それをもし取ったとしても農業用水の水なので、そういう事実がまた起こって

くるんじゃないかと思います、島ヶ原に関してはこの利水を撤退されると 8 割の住民の方

が水が飲めない状況になります。水源もなくなっておりますので非常に困るわけです。で

すから、軽々しく利水撤退と言ってもらいたくないと私は思っています。 

 

（委員） すみません。利水の話になっているのですが、今のこれとちょっと話がずれて

いるのですが、もしよければ。私も次に言わせていただきたいことが。 

 

（議長） 今、籔裏さんの方からご意見がありました。今はこの抗議文についての考え方

を議論させていただいていて、本来的に基本計画そのものの中身に踏み込んでは、またこ

れからの機会があるということの中で各論についての議論をしていきたいと思います。 

 ここで、今日ご欠席の委員さんもおられますので、そのことについてのその方々のご意

見も事務局の方で聞いていただいているようでございますので、少し事務局の方から説明

をしていただきたいと思います。 

 

（事務局） それでは、失礼をいたします。本日、ご欠席の 2 名の委員さんからお聞かせ

をいただいておりますのは、お一人の方につきましては、書面の方でお考えといいますか、

提出を後日頂戴しております。内容としましては、「議事録を再読させていただいて、現在

は中間案の取り扱いについて何ら問題というのは持っていない」といった意向が届いてお

ります。 

 もう一人の方は、本日ご欠席というご連絡の中で、時間の都合がつけば出席させていた

だけるかもわからないというご連絡でしたので、その確認を本日させていただいた折には、

その中で中間案の取りまとめではこういったことがありましたと、こういった意向があり

ますといったことを答申なり、何らかの記録には残していただきたいと、そういったご意

向をお聞かせいただいております。以上です。 
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（議長） 以上、事務局の方からご欠席の委員の意見も頂いたということでございます。

今回そういう意味では、6 名の方の抗議文ということでございましたが、今の事務局の説

明の中身も含めまして、このことについては、抗議文そのものをここで再度するようなも

のになじまないので、そのつもりは全然ございません。これから中間案そのものについて

は、今までパブリックコメント、あるいは地元説明会をして、それに対していろいろな意

見、それこそ各論になってくるような意見をお聞かせいただいているということでござい

ますので、この抗議文につきましてはこの辺で打ち切らせていただいて、次の項に入って

いきたいと思います。よろしく。 

 

（委員） それでいいと思います。一つ、部長さん、今の 2 名の方、これはわれわれと同

じ仲間の委員でございますが、名前を言っていただけたらありがたいのですが。 

 

（事務局） 最初にご連絡を委員さんから頂いたのが八尾委員さんです。それと、本日出

欠の再確認といった形でご連絡をさせていただきましたのが清水委員さんです。 

 

（議長） はい、いかがですか。 

 

（委員） そうなのですか。清水さんも八尾さんも認めない方の人だったのですが、今お

っしゃられたのはそのお二人ですか。 

 

（事務局） そうです。八尾さんに関しては、議事録を読み直してみたところ、中間案の

取りまとめについては問題ないなというご連絡を八尾さんの方から頂いています。清水さ

んについては、そういったことではございませんけれども、そういったことがあったこと

は記録に残していただきたいということです。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） いずれにしましても、入口論で、この取り扱いうんぬんを議論しているよりも、

これからの本来の中身の方を議論した方がいいと思います。 

 

（委員） そうですね。八尾さんに関してはこれを認めないというように出したのですが、

今のお話を聞いていますとまた違うようにも受けたのですけれども。要するに八尾さんは、

反対されている人なのですが。 

 

（議長） いいですか。そういうようなことだったということでございます。 

 

（2）伊賀市水道事業基本計画策定委員の委嘱期間延長について 

 

（議長） それでは、次の議題に参りたいと思います。2 番の「伊賀市水道事業基本計画

策定委員会の委嘱期間の延長について」、事務局の方からお願いします。 
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（事務局） 失礼いたします。伊賀市水道事業基本計画策定委員さんの委嘱期間が平成 28

年 12 月 31 日をもって任期を迎えることとなりました。 

 資料 3 をご覧ください。変更案のとおりスケジュールを変更させていただきたいと考え

ております。現在、お示ししている変更前の策定スケジュールでは、平成 28 年 10 月に審

議を終了し、12 月に計画策定を終えるスケジュールとしておりましたが、本日現在、中間

案に対するパブリックコメントの意見募集を終了したところであり、策定期間が不足する

こととなりましたので、計画策定を平成 29 年 2 月 28 日とさせていただきました。 

 つきましては、策定委員さんの委嘱期間の延長をお願いしたいと存じます。期間の延長

でございますが、スケジュールでは平成 29 年 2 月 28 日までの約 2 カ月間の延長となりま

すが、委嘱状では審議終了までとさせていただきたいので、よろしくご了解のほどをお願

いいたします。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。委員会要綱に照らしてはどうですか。大丈夫

ですか。 

 

（事務局） 委嘱期間につきましては、「伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱」第 4

条におきまして、「委員の任期は、委嘱の日から第 2 条に規定する管理者の諮問事項に係る

調査及び審議が終了する日までとする」とされており、委員就任時の承諾書も頂いており、

手続き上は問題ありません。よろしくお願いいたします。 

 

（議長） ということで、年内にということで答申の予定がございましたが、今の状況に

鑑みて、2 カ月延長するということで事務局の方から提案がございました。このことにつ

いては議論の余地はないと思いますので、今日は欠席の方が多いのですが、事務局の方か

ら連絡をしていただきたいと思います。 

 

（事務局） 委嘱状をお渡しさせていただきたいと思います。 

 

（議長） ではよろしくお願いします。 

 

（事務局） これから委嘱状をお手元に配布させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

＊＊＊出席委員への委嘱状配布＊＊＊ 

 

（議長） それでは、また他の今日ご欠席の委員さんの方にはよろしく手続きの方をお願

い申し上げたいと思います。 

 

（委員） これは 1月 1日になっていますが、われわれも今までの 31日ということですね。 
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（議長） そうですね。 

 

（事務局） 現行は今年の 12 月 31 日まででございましたので、翌日からの。 

 

（委員） 今頂いたものにはそれが書いてあるのですね。 

 

（事務局） 前は、そうですね、12 月 31 日までというところが。 

 

（委員） それだったら結構です。 

 

（事務局） 今回は審議終了までということです。 

 

（委員） では審議が終了しなかったらまだやらなければいけないということですか。こ

れはそういうことでよろしいのですね。いつまでというのは書いていませんのでね。 

 

（議長） 今、事務局の説明がありましたように、一応 2 月末をめどにしてということで

ございますので、委員会につきましては、これに向けて努力はしたいと思いますが、議論

を尽くさないと駄目ですから、そういう方法の中で進めていきたいとは思います。 

 

（委員） ですから、この終了するまでということで。 

 

（議長） ええ、一応 2 月末をめどで。よろしくお願いします。 

 

（委員）はい。 

 

（3）パブリックコメント及び市民説明会の結果について 

 

（議長） それでは続きまして、審議事項の 3 番目ですが、「パブリックコメント及び市民

説明会の結果について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） それでは、ただ今、議題として頂きました「パブリックコメント及び市民説

明会の結果について」ご説明申し上げます。 

 まず、資料 5 をご覧ください。11 月 1 日から 11 月 30 日までの 30 日間にかけて募集を行

ったパブリックコメントでは、118 名の市民ないし団体の皆さまからご意見が寄せられ、

11 月 20 日から 26 日にかけて開催しました市民説明会では、延べ 223 名の方々のご来場を

頂き、53 名の方からご質問、ご意見を頂きました。 

 なお、この募集結果につきましては、伊賀市ホームページで公表させていただいており

ます。 

 資料 6 をご覧ください。パブリックコメントで寄せられました意見の分類ですが、傾向

と内容の類似性を分かりやすく事務局として整理をさせていただいたものです。次のペー
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ジからは、パブリックコメントで寄せられました意見の主なものを分類ごとに記載をさせ

ていただきました。主な意見の内容は後ほど説明させていただきます。 

 資料 7・8 につきましては、パブリックコメントの全ての意見と市民説明会での質問・意

見をそれぞれ取りまとめたものです。まず、資料 7 のパブリックコメントの意見ですが、

意見は原文を掲載させていただいていますが、伊賀市情報公開条例及び伊賀市パブリック

コメント制度実施要綱に基づき、一部情報を非公開とさせていただきました。 

 左側の「受付」欄は、ご意見を頂いた日付の順番に番号を付けさせていただいたもので、

提出いただいた 118 名方の番号となっていますが、多い方ではお一人 30 件ほどのご意見を

提出いただいております。 

 また、37～38 ページにかけての意見欄に、別紙 1・2・3 とさせていただいているものは、

ご意見のボリュームが多く、数値や表により示されている部分があることから、原文その

ままで掲載させていただいております。 

 次の「意見分類」の欄は、先ほど説明させていただいたとおり、水道部で分類した項目

を表しております。次の「項」「該当項目」「ご意見」欄は、提出いただいた意見に記載さ

れているものを掲載させていただいております。 

 資料 8 の市民説明会での意見については、開催会場ごとのご意見・ご質問と、当日の水

道部からの説明・回答内容を端的にまとめたものを掲載させていただいております。 

 なお、本日の策定委員会では、委員の皆さまに寄せられた意見をお示しし、次回策定委

員会においてこれらの意見を踏まえて、水道事業基本計画の成文作成を行っていただきた

いと考えておりますので、ご一読をよろしくお願いいたします。 

 また、本日の資料には、市の考え方の欄は空白となっておりますが、新年の年明け早々

にはお示しさせていただいたものを策定委員さんに送付させていただき、寄せられた意見

と、市の考え方を基に審議を頂きたいと考えております。 

 それでは、今回のパブリックコメントで寄せられました意見の主なものを、資料 6 で説

明させていただきます。 

 

（事務局） 失礼します。パブリックコメントとして皆様から多数のご意見をいただきま

した。それらすべてをご紹介すると大変な時間を要しますので、概ね 20 に分類させていた

だき、それぞれの分類の中から主な意見を資料 6 としてまとめさせていただきました。そ

の中から分類毎に 2 つ程度代表的な意見をご紹介させていただきます。 

 

まず、川上ダム建設（利水）についてですけれども、54 件の意見をいただきました。 

・ 利水権からの撤退を求める。人口減少もあるが、半世紀近く前の計画が見直しなくず

っと続いていることが不思議だ。他県や海外ではダム廃止の流れもある。三重県外の

意見やアドバイスも聞いた方がいい。まずは、利水が伊賀市に本当に必要なのか。立

ち止まる賢さを示してほしい。 

・ 伊賀市の水道事業は、ダム建設を前提として、暫定水利権を得るとともに、約 220 億

円という巨費を投じた伊賀市広域水道事業での、ゆめが丘浄水場や送水管が完了して

おり、これを無駄にすべきではない。 

という意見がありました。 
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続きまして、暫定豊水水利権につきましては、18 件の意見をいただいております。 

・ 現在既に暫定豊水水利権で、川上ダムで確保される量の半分程度を取水していると聞

く。暫定豊水水利権を調べると、水源手当てをすることを前提にしているとあった。

ダムからの取水を止めるということは現在取水している量も取れなくなるということ

であり、直ちに市民生活に支障が出ることになるので、早期に水源としてのダムを完

成させ、安定した水利権になるようにするべきである。 

・ 今ある暫定水利権を奪うことは憲法の保証する国民の生存権に関わることであり、国

といえどもできない。実際に、ダム利水から撤退しても、暫定水利権は奪われず、使

い続けることができることは、実例があり、証明されている。逆に、ダム建設中止な

いしダム利水からの撤退によって暫定水利権を奪われた事例はない。なので、水道部

の言っていることは根拠がない。根拠がないのに、また暫定水利権をダム中止後も使

い続けている事例があることは知っているにも拘わらず、虚偽の説明を続け、伊賀市

民を脅すネタにしている。 

という意見がありました。 

 

続きまして、水道事業基本計画（水道事業ビジョン）についてですが、23 件の意見をいた

だいております。 

・ 伊賀市の水道を安定的に供給していくためにはダムで一定水量を確保しなければ、常

に安定した水道水を送水することが出来ないことを考えると現水道部の計画を進めて

いくことが重要である。 

・ 伊賀市民が未来を選択できるようにすべきではないか。現在水道部が作ったダム利水

参画を前提とする計画案と、ダム利水を撤退する場合の計画案を両方立て、そのうえ

でメリット・デメリットをきちんと検証し、どちらの道を選ぶかと提起してはどうか。 

という意見がありました。 

 

続きまして、経年管路についてですが、5件の意見をいただきました。 

・ 老朽化の更新が遅れていることなどは、必要な予算が手当てされてこなかったことに

よる。すぐにでも取り掛かかって欲しい。 

というご意見です。 

 

続きまして、水需要予測について、社会増についてですが、20件の意見をいただきました。  

・ 水道部は平成 43 年度の伊賀市の負荷率を 83.0% としているが、これは恣意的に誤った

計算法に基づくもので、正しくは 90% 程度とすべき。この場合、平成 43 年度の一日最

大給水量は水道部の示す値 42,628m3 より 3,300m3 ほども少なくなる。市民への開示資

料によれば、水道部は三重県から広域水道を譲り受けた平成 22 年度以降も、“地区毎

の年間最大給水量を一日最大給水量として計上する”という全く誤った方法に基づい

て負荷率を計算している。 

・ 15 年先の平成 43 年度においても一軒の工場も操業していない可能性が高いと思われ

る。この最悪の場合の収支計画を作成し、市民に示して欲しい。 
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という意見がありました。 

 

続きまして、公営原則について、2件の意見をいただいております。 

・ 伊賀市の意思として、水道事業基本計画に「水道事業の公営原則は崩さない」と明確

に記載し、水道事業の民営化はしない意思を表明して欲しい。 

という意見がありました。 

 

続きまして、おいしい水について、37件の意見をいただいています。  

・ おいしい水と強調しているが、本当に一本化することでおいしい水・安全な水が確保

できるのか。 

・ おいしいという伊賀の水のことを、もっとよく調べてみると面白いのではないか。各

地の山水、井戸水、緩速ろ過の小さな浄水場の水、もう少し大きな浄水場の表流水と

浅井戸水、いろいろ飲み比べる利き水大会を開催してはどうか。 

というご意見がありました。 

 

続きまして、災害対策についてですが、31件の意見をいただきました。  

・ 一ヶ所に機能を集中させると、災害などでゆめが丘浄水場や川上ダムが被災した場合、

その影響が広範囲に広がる。いくら耐震とはいえ、どれだけの災害にも 100％耐えられ

る、ということは言いきれない。 

・ 治水ダム計画は、当然ながら利水計画も伊賀市の人口増減有無にかかわらず市民のラ

イフラインである。20～30 年後起こるであろう地震に於いて伊賀市現存浄水場の水脈

が変化、崩壊した時にはライフラインとして必要である。 

という意見がありました。 

 

施設の統廃合については、71 件の意見をいただいております。  

・ 将来に亘って、安心・安全な水を供給し続けるためには、水源計画をもとに、施設の

統廃合が必要である。合併以来、旧市町村の施設を稼動しながら最小の経費で運転管

理されてきたが、老朽化が進んだ施設の更新よりも、川上ダムを水源とした安定取水

が約束された、ゆめが丘浄水場を基幹施設に据え旧施設で補完する配水計画を進めて

事業計画を策定してほしい。 

・ 費用比較について疑問を感じる。現施設の継続利用費用の建設費に対してゆめが丘か

らの送水については送水管への接続費用のみの計上で、本体のゆめが丘浄水場に要し

た建設費やその後の維持費、減価償却費は計上されていない。 

というご意見がありました。 

 

広域連携については、1 件です。  

・ 阿山町は甲賀市の水を買う方が、伊賀市青山町や古山、神戸など南部は名張市から水

を買う方が大幅に安い。災害時にも役立つこうした広域連系を進めるべき。 

という意見でした。 
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省エネについては、7件の意見がありました。  

・ ゆめが丘浄水場からの広域的送水は、木津川の河川から高台にあるゆめが丘浄水場へ

のポンプアップに加え、さらに木津川上流部の浄水場よりも高度の高い配水池へポン

プアップを繰り返しながら送水しているため、電力消費量と二酸化炭素排出量が高く

なっている。 

という意見がありました。 

 

環境については、9 件の意見をいただきました。  

・ 環境面の話しは「おいしい水」としか説明にはなかったがその他の環境面についても

教えて欲しい。 

・ 環境問題の専門家の意見に更に耳を傾けること。 

という意見がありました。 

 

民間委託についてですが、2 件の意見をいただきました。  

・ 管理体制に民間委託を導入していると、逆に対応がなおざりになったり遅れたりする

ことがある。実際、希望ヶ丘での漏水事故対応で、民間委託の問題点を指摘する声が

出ていた。 

・ 民間機関への委託等による職員の負担軽減及び人件費の削減。建設的な部分として職

員が行っている請負工事等において、材料検収、段階確認、通断水作業を民間機関に

委託する。管理的な部分として、漏水の現地確認、修理、それに伴う対外的な処理又

濁水の確認及びその処理等を民間機関に委託する。道路掘削による水道管埋設位置の

立会業務の委託。 

という意見がありました。 

 

職員の育成、技術の継承については、3 件の意見をいただいております。  

・ 水道部は経費を削減していていると説明していたが、そのために水道施設の維持管理

体制がおろそかになってきていないのか。個々の現場に即した技術の蓄積の継承は大

丈夫なのか。 

・ 水道技術管理者の育成等により、トータル的な知識と経験を有する人材を数多く育成

する。“「安心・安全」と「信頼」を未来につなげる伊賀の水”を基本理念とする職員

を育成する。この理念に基づく目的・目標を持てる、又行動する職員を育成すること。 

となっております。 

 

続きまして、収支計画について、水道料金についてですが、23件の意見をいただきました。  

・ H43 までは水道代が仮に上がらなくても、H44以後は急に上がるのではないか。 

・ 川上ダムへの利水参画で、建設費の償還が終わるのが 37 年後である見込みなのであれ

ば、少なくとも 37 年間の収支見通しを出す必要があるのではないか。 

というご意見でした。 

 

続きまして、ダム負担金についてですが、18 件の意見をいただきました。  
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・ ゆめが丘浄水場への一極集中を進める水道部の計画案は、水源として川上ダムの水利

権がセットになっている。水利権を得るために伊賀市が負担する経費に関しては、当

然、経費の中に含めて考えなければならない。そうでなければ比較にならない。 

というご意見でした。 

 

続きまして、策定委員会について、中間案の取りまとめについてですが、15件の意見をい

ただきました。 

・ パブリックコメント後に設立・開催された策定委員会において、パブリックコメント

を行ったという事実すら一言も言及されていない。パブリックコメントで出された意

見やそれに対する水道部の返事も一切、策定委員会で共有されていない。 

・ この中間案は、そもそも策定委員が納得せずして作られたものであり“中間案”とす

るのは間違っている。策定委員から抗議文が出されているにもかかわらず、地域説明

会を行い、パブコメを募集していることに疑問を感じる。 

というご意見がありました。 

 

続きまして、市民説明会については、2 件の意見をいただいています。 

・ 旧六市町村単位での説明会では少なすぎる。重要な問題なので、少なくとも自治協単

位で再度開くこと。 

という意見がありました。 

 

パブリックコメントについてですが、9 件の意見をいただきました。 

・ 前回のパブリックコメントでは、31 人から 96 件の意見が提出された。しかしこの意見

の中から反映されたものは 1 件。市の既定方針に沿う意見のみを「取り上げ」たり、「反

映」させたりするのがパブリックコメントの本来的意義ではないはず。 

・ 平成 27 年度 第 1 回 伊賀市水道事業基本計画策定委員会において、予定されていた

パブリックコメントが無くされている。審議会で「パブコメとりやめ」の意見が出さ

れたのは事実だが、いとも簡単に市民の意見表明の場を奪ったことは、猛省に値する。 

という意見でした。 

 

その他に 7 件どこにも含まれないものがございまして、水源保護条例について、伊賀市自

治基本条例について、コンサルタントについて、槙山グリーンタウンについて、という意

見を伺っています。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。パブコメに寄せられました意見についての事

務局の説明でございました。このことについてこの委員会の中でのご意見等々出していた

だけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） はい、阪井さん。 
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（委員） 今、説明していただいたので聞きたいのですが、いろいろと賛否両論の意見が

あると思うのですが、これは市の回答というか、この回答というのは一つの回答書を出し

ていただけるのですか。回答というより、どういう考え方というか。 

 

（事務局） そうです。本日につきましては、取りまとめさせていただいて、分類させて

いただいたご意見をまず策定委員さんにはお示しをさせていただくと。それで、かなり分

量的にも多いですので、今日引き続いて審議ということをするという形ではなくて、つき

ましては次回の策定委員会までに市の考え方を記載させていただいたものを事前にお送り

させていただいて、提出いただいたご意見とそれに対する市の考え、これを示させていた

だいた上で、それを策定委員さんの中でまた審議を頂きたいと思っています。 

 

（委員） 出していただいたご本人さんには、その後からというか、何かのあれをするの

ですか。 

 

（事務局） ご本人さんへの回答というのは個々には行わせてはいただきません。 

 

（委員） ホームページか何かで見てくださいよと。 

 

（事務局） そういうことです。 

 

（委員） はい、分かりました。 

 

（議長） はい、ありがとうございます。他にいかがですか。今日はパブリックコメント

と説明会で出た意見につきましての取りまとめということです。 

 

（委員） ひとつよろしいですか。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） 管理者の北山さんにお尋ねいたします。いかがでしょうか。ざっくばらんにぶ

っちゃけたところ、これだけの件数と内容はいかがお考えでしょうか。 

 

（管理者） ボリュームという意味でしょうか。 

 

（委員） 件数と中身の内容です。賛否両論あるのですが、思っていたより多いとか、少

ないとか、その程度で結構ですが。 

 

（管理者） 相当量を出していただいたと思っております。そのために事務局としまして、

類似性ですとか、関連性を判断させていただいて、大きく約 20 の分類をさせていただいた
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ということでご理解いただきたいと思います。 

 

（委員） はい。今、私はこの伊賀市水道事業基本計画の策定方針案というところで、5

の策定体系で「市民参加」というものがあります。これはホームページに載っているその

とおりなのですが、要するに「市民の皆さんから幅広い意見を反映させるためパブリック

コメントを実施します」、つまり意見を反映しないといけないので、この「反映」という言

葉が非常に重いと思います。私どもは市民の代表といいますか、私の場合は自治協議会で

すが、地域の協議会ならびに全体の市民を意識しながら発言をしているつもりですが、今

お読みになったいろいろなまとめたところは個々の意見です。それを反映させるためのパ

ブコメということで期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。中間案、

最終案に今後、この案が幾つかが入ってきてですね、私ども策定委員が言っているところ

の裏にはこういう人がいるのだというところを文章で反映をしていただきたいと思います

が、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

（議長） はい、事務局、ではよろしくお願いします。阪井さん。 

 

（委員） すみません。水道部長の話を聞きたいのですが、いわゆる伊賀町で市民説明会

をやっていただいてよかったのですが、11 月の 20 日の日曜日ということで、これを事前

に私が聞いたのは、三まち協が支所で行っております推進会議だった思うのです、来てい

ただいて、それでそのときも相当厳しく言ったのですが、地元の都合で、ちょうど秋祭り

の最中、敬老会か秋祭りで、非常に柘植、西柘植、壬生野地区はこの日は駄目だと言った

のですが、会場の都合か何かで決まっていたということで、これはご存じのように、27 名

と非常に少ないのです。ということで、皆さん地域の各支所単位で説明会を開いていただ

いたのは非常にありがたかったのですが、もしこれからそのようなときがあったら、でき

れば支所を通じて、支所長も全然知らなかったと言っていたものですから、まち協さんを

通じて市民にこのような多くを知っていただくというせっかく説明会をやっていただくの

に、あの大きな公民館で 27 名という人が集まっただけで、ましてや日曜日の昼は皆それぞ

れ忙しかった、出てきていただくのも大変だと思いますが、よそさんはみんな夜だったと

思うのです。一部土曜日がありますが、なぜそのようにされたのかなという理由は定かに

されなかったですが、暗に、うるさいのが日曜日で夜、祭りかどっかに出ている、いなく

ていいわということではないと思いますが、私も本当に役をしていて祭りがあったのです

が、曲げて、どうしても聞かなくてはいけないと思って出たのですが、伊賀町は非常に残

念でした。こういうことのないようにひとつよろしくお願いします。 

 

（管理者） すみません。 

 

（議長） はい、管理者。 

 

（管理者） 管理者として、責任は全て私に収束すると思っております。大変失礼なこと

になったと思っております。ただ、市長選の日程などもございまして、事務を直接つかさ
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どる担当に焦りもあったのかなというところはありますが、今ご指摘いただくようなこと

が今後ないように水道部としても心掛けさせていただきますし、このことは反省の意味も

込めまして、他の部署に対しても注意を喚起してまいりたいと思います。大変申し訳ござ

いませんでした。 

 

（議長） それでは今後よろしくお願いいたします。はい、中森さん。 

 

（委員） 失礼します。あした私たち伊賀市商工会女性部の方で水道の研究会をするとい

うことで、その日はお忙しい中水道部の方が来てくださるということでとても楽しみにし

ているのですが、要望をしていただいたら来てくださるのではないかと思いますので、も

し他にも要望があってくださるようだったら、言っていただいたらどうかな、と思います。 

 

（議長） はい、そういう意味では出前。 

 

（管理者） 出前講座ですか。 

 

（議長） そういった制度もございますし、大いに利用していただきたいと思います。 

 

（委員） マイクなしで簡単で。そうであれば、私どもも自治協単位、あるいは玉滝地域

で結構ですので、水源の廃止というところになっておりますので、関心事が高いのでござ

いますね。それでしたら出前という形で、今のように来てしていただいたら歓迎いたしま

すので、よろしくお願いします。 

 

（議長） はい。というようなご意見でございますので、事務局でご配慮をお願いしたい

と思います。はい、奥原さんどうぞ。 

 

（委員） ちょっと質問をさせていただきたいのですが、このパブリックコメントを読み

ますと、やはり水源の一元化について、これで大丈夫なのかとか、リスク管理の面からも

大丈夫なのかというような意見も見られるのですが、これから廃止する設備については、

何か災害があったときのために、いざというときに使えるように取り壊さずに残しておく

という必要もあると思うのですが、その辺の計画はどうなっているのですか。 

 

（議長） 事務局、ではその辺の考え方を。 

 

（事務局） 何回目でしたか、その廃止といった扱いの中での考え方をお示しさせていた

だいたかと思っていますが、一応運用を廃止するという形で位置付けさせていただいてい

る施設につきましては、取水を停止して、直ちにその施設を撤去してしまうとか、そうい

った考えは持ってはおりません。水源の取水を停止するなり、電源をストップするといっ

たことになりますが、万が一災害であるとか、将来のためにという形の中で、施設自体は

そのまま存置をさせておいて、最低限の環境整備であるとか、そういった部分の管理の方
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は行っていきたいとは考えております。 

 

（委員） 確認させていただきたかったので、ありがとうございました。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） 回数が多くてすみません。実は今、委員さんからお話があった点を私が何回か

忘れましたが、記録には載っていると思うのですが、玉滝水源の場合、槙山第 1 水源と第

2 水源がありまして、26 年の 9 月から止まっている第 2 水源は、あれから 2 回ほど行きま

した。やはり止まっているのです。動いていないということはそのまま置いてあるという

ことで、いろいろな施設がまだ、ぴかぴかとはいきませんが、大変立派な形で残っている。

それを動かして使えるようになるのを予備化というのか、あるいは置いてあるのを予備化

というのか一度質問したことがございます。そのときもご回答がちょっとよく分からなか

ったのですが、今のような、まだ使えるけれども置いてあるという状態を置いておいて本

当に電源を入れて動くのかどうか、僕はいささか心配です。常に何かあったときにすぐオ

ンにすれば動いていくようなことで置いておくならばよろしいのですが、どうもそのまま

置いたまま、それが現実ではないかと思って、ちょっとその辺がどういうものかなと。近

くにいる住民の人らは、「あれはもう使えへんで」と、こういうことを言っております。こ

ういうものは素人の判断ですが、実際その辺を動かして、もう一度動く状態にするのには

幾ら掛かるのかというのを、いわゆる川上ダムではない、要するにこれからの将来の水の

在り方を考えるときに見積もり等をきちっと出してもらいたいなと考えております。 

 

（議長） はい、事務局、いかがですか。 

 

（事務局） 予備化なり廃止というか、そういったことにつきまして、私どもが運用廃止

という計画で挙げさせていただいているのは、施設自体は保全をさせておいて、何かあっ

たとき再稼働させるといったときには、すぐにとはいかないといった部分は当然出てこよ

うかと思いますが、そういった災害等が起きた状況の中で、そういったものをまた検討で

きるような形で残しておくといった形で考えております。 

 

（議長） 私もそのことについてはいろいろ意見をもっておりますが、また次の機会の各

論の中でその話はしたいと思います。 

 それでは、パブリックコメントと説明会についての市の考え方については、ホームペー

ジ等々で 1 月早々にアップするということのようでございますし、われわれの方にもその

ことの資料を送っていただいて、そして、次回の委員会にそれらの意見を踏まえて、本案

作成についての議論を進めていけたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 今あったのはパブコメの説明だけではないですか。現地説明会の説明はないの

ですか。 
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（議長） 説明会の。 

 

（委員） 現地説明会に対してのどういうことだったというのは、今、パブコメはお聞き

したのですが、現地説明会 6 カ所の、現地の市民説明会をお願いできたらなと思います。

すみません。 

 

（議長） 資料 8 の方ですね。そのことについてこれから説明してもらえますか。 

 

（事務局） それでは、市民説明会のことについて説明させていただきます。資料 8 にそ

の内容をまとめたものがございます。 

 市民説明会につきましては、11 月 20～26 日までいがまち公民館は 27 名、島ヶ原会館で

21 名、青山福祉センターで 54 名、ゆめぽりすセンターで 43 名、大山田農村環境改善セン

ターでは 33 名、阿山保健福祉センターで 45 名、合計 223 名の方にお越しいただいており

ます。そのうちご質問・ご意見を頂きましたのが延べ 71 名ということで、複数回発言され

た方もおられますので、実数は 53 名ということです。 

 そのうち、この資料 8 に挙げさせていただいたまとめ方といいますのは、先ほどのパブ

リックコメントと同じような考え方で項目分類をさせていただきまして、約 20 ほどの分類

をさせていただきました。これを資料 8 の一番左の欄、番号が振っておりますが、これが

発言された質問の一つの単位となっております。この大きな枠の中で幾つかの項目のご質

問を頂いたという内容です。 

 例えば一番上の 1 番の方におかれましては、項目として、「市民説明会について」、それ

から、「中間案の取りまとめについて」「おいしい水について」「パブリックコメントについ

て」、それから、「水需要予測について」という大きくこの 5 点の項目についてご意見・ご

質問を頂いたかと思っております。それに対します当日の伊賀市の回答をさせていただい

た内容という形で、これを各開催日ごとにずっとまとめさせていただいたものです。 

 内容につきましては、その多くが先ほどご説明させていただいたパブリックコメントと

ダブっているところがございますので、詳細につきましてはこの資料をご覧いただきたい

と思います。以上です。 

 

（議長） このことについては、ホームページ等々に掲載はどうなさいますか。事務局。

もう上げてあるのですか。 

 

（事務局） これについてはまだ上げておりませんが、上げさせていただく予定で考えて

います。 

 

（議長） そうですね。パブコメの意見とともに上げておいてもらった方がいいと思いま

すが、よろしくお願いします。 

 それでは、次回に向けてのこれから考え方のおまとめを頂いて、これから進めてまいり

たいと思います。 

 それでは、審議事項 3 は終了ということにします。 



23 

 

3.その他 

（1）追加資料について 

 

（議長） 続いて、その他に移らせていただきます。追加資料の説明をお願いいたします。 

 

（事務局） それでは、追加資料をお配りさせていただいておりますので、これについて

ご説明させていただきます。 

 まず、追加資料 1-1 と 1-2 ですが、前回までの策定委員会でのご意見や、市民説明会で

のご意見で、川上ダム利水を受けることによる今後の水道料金についてご心配されるご意

見を多く頂戴しております。このことを踏まえ、中間案の収支見通しにおいて示させてい

ただいている、計画目標年次まで現状の料金体系で事業運営が可能であると判断している

ことに関する資料です。 

 まず、追加資料の 1-1 につきましては、中間案の収支計画では、前期、中期、後期の 5

年平均の金額をお示ししておりましたが、計画期間の各年度の見通しを示させていただい

たものです。 

 上段には通常の経営活動を行うことによって発生する収入と支出を計上する「収益的収

支」を示しており、水道料金を中心とする収入に対して、職員の人件費や水道施設の運転、

維持管理に要する経費、これまでの建設改良事業で借り入れた企業債の支払利息、川上ダ

ム建設事業の割賦利子負担金などの経費を示しており、収支差し引きは 15 年間の計画期間

を平均すると、年間約 3.7 億円程度の利益を見込んでいます。 

 中段には、水道施設の建設改良等の投資的事業を行うことによって発生する収入と支出

を計上する「資本的収支」を示しており、国庫補助金や市の出資金、企業債の借り入れ等

による収入に対して、施設の建設改良費や企業債（借金）の元金償還金、川上ダム建設負

担金の元金償還金などの経費を示しており、収支差し引きは年間約 10～14 億円の不足とな

りますが、下段に示させていただいているとおり、収益的収支の利益と減価償却費など現

金を伴わない収支によって、年度ごとでは不足が生じる年もありますが、平均して約 1.3

億円程度の内部留保資金が積み上がっていく見通しとなっております。 

 この要因としまして、追加資料 1-2 をご覧ください。水道料金を見通す上では、社会情

勢の変化であったり、人口動態や給水量の動態による水道料金の見通し、また、今後の水

道施設の整備に要する経費などさまざまな要因が関係してきますが、比較的将来の推計が

しやすく、経費の中で大きなウエートを占める企業債の返済と川上ダム建設負担金の支払

い見通しを、先ほどの収支計画から特出ししてグラフに表したものです。 

 水道料金の見通しは、平成 27 年度決算額に対して、計画期間最終の平成 43 年度には 0.3

億円の減少となり、川上ダム建設負担金は 2.8 億円増加するものの、企業債は元金・利息

を合わせて 8 億円程度減少するため、企業債元利償還金と川上ダム建設負担金の支払額の

合計は 5.2 億円程度減少することになります。 

 平成 27 年度の水道料金収入 26.3 億円と、企業債元利償還金・ダム建設負担金の合計額

16.9 億円の差額は 9.4 億円ですが、平成 43 年度の水道料金収入 26.0 億円と、企業債元利償

還金・川上ダム建設負担金の合計 11.7 億円の差額は 14.3 億円となり、単純比較すると年間
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4.9 億円の余裕が生まれることになります。 

 このことが、中間案 69 ページの収支見通しにおいて、「川上ダム建設負担金の償還が発

生しますが、企業債償還金は減少していくことから、収益的収支から発生する利益と内部

留保資金により資金残高は現状維持が可能であるため、大きな社会経済情勢の変化がない

限り計画目標年次まで現状の水道料金体系で事業運営が可能であると判断しています」と

しているものです。 

 なお、この企業債償還金には、ゆめが丘浄水場等の企業譲渡に要した 87.3 億円も当然含

んでいるものです。 

 続いて、追加資料 2 です。追加資料 2 をご覧ください。これは、11 月に開催した市民説

明会の会場で参加者の方から、水需要予測で平成 31 年度からの「南部丘陵地」の工場水量

の増加を見込んでいることについての質問に対して、次回策定委員会で資料を提出すると

回答させていただいていたことから、今回、委員会に追加資料として提出させていただく

ものです。 

 なお、この資料につきましては、第 6 回策定委員会において、上野地域と伊賀地域の社

会増に関して質問を頂き、後日資料として策定委員さんに送付させていただいたものと同

様の資料です。資料の 2 ページ目には南部丘陵地の社会増水量の明細を示しています。 

 追加資料の説明は以上です 

 

（議長） はい、ありがとうございました。追加資料の 1 と 2 の説明をしていただきまし

た。収支計画の部分と水需要の部分でございますが、この部分につきまして、委員さんの

方から何か質問があったらどうぞ。はい、坂本さん。 

 

（委員） 収支計画につきましては、このようなものかなと思います。一番下の内部留保

資金の状況とあるのですが、こっちを見たら、これは単年度の内部留保資金となっており

ますが、普通は累計で行くべきではないかなと思います。でないと、例えば水道料金の改

定時期になりますと、この内部留保資金の今、幾らお金があるのかということが重要にな

ってきますので、累計で表示した方が分かりやすいかなと思います。 

 

（議長） 事務局、どうぞ。 

 

（事務局） すみません。確か第 3 回でしたか、4 回のときは、累計額ということで前、

中、後の中の最終年度という形で概略をお示しさせていただいたかと思うのですが、今、

ご意見を頂きましたので、累計を入れたものになるように検討させていただきます。 

 

（議長） はい。確か 4 回委員会のときに資料を頂いたような気がします。それでは、他

にございますか。何でもどうぞ。はい、北川さん。 

 

（委員） じっくり２つの資料を見せていただいて、次に議論したいと思います。ちょっ

とお尋ねしますが、漏水対策こそ最優先ではないだろうかという意見は以前からも出てお

りました。これに関しまして、地域の差はございますが、このあたりに随分これからお金
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が掛かってくるという話も以前させてもらったような気が、どなたかの委員さんがされた

と思うのですが、こういう予算等はどこに入るのですか。 

 

（議長） 事務局の方から。 

 

（事務局） 漏水対策なり、例えば濁水対策であるとか、そういったものの経費、毎年取

り組んでおります経費につきましては、この収益的収支の中の維持管理経費の修繕費等に

含まれております。それと、根本的な対策としまして、漏水管の布設替えとか、これは耐

震化も含めた部分ですが、そうした投資の部分につきまして、この資本的収支の中の支出

の建設改良費の中で計上を見ているものです。 

 

（委員） はい。伊賀市の有収率が確か 87.6％ですか。低いのではないかなと思います。

それで、こういうことを鑑み、これからこのあたりのお金はかなり要るような気がいたし

ますが、これも有収率が低い理由とか同等の市と比較しても随分数値が違います。この辺

も議論されたこともあると思うのですが、やはりお金が掛かっていくのは当たり前です。

そして、今のゆめが丘そのものも時間がたつごとに相当悪くなってくるわけですが、そう

いうものも見越して大丈夫だということになるのですよね、今のお話は。 

 

（議長） はい、事務局どうぞ。 

 

（事務局） 経費的なところではそういったことで、老朽管の更新であるとか、修繕につ

いても、十二分にとはいかないかと思いますが、計画を行った上で収支の方は計上をさせ

ていただいております。当然ゆめが丘浄水場の今後の、ここはまだ新しいですので、大き

な経費的なものはまだ大丈夫なのですが、経費とかそういった部分については建設改良費

の中で見込ませていただいております。 

 

（議長） はい、どうぞ。 

 

（委員） もう他の方に譲りたいと思うのですが、要するに川上ダムの利水で何かという

計画で、皆さんが心配しておられるのは、パブコメでも、説明会にもありましたように、

本当に 15 年間上がらなくて、16 年目から本当に上がるのではないかという、今でも県下 3

番の高い水道料金が上がるのではないかと、この心配が女性の方も含めて市民の方にはあ

ります。ぜひ説得力のある数字、そして、信頼される方針を最終、次ですね、中間案に盛

り込んでもらわないとなかなか厳しいのではないかと思うのですが、管理者の北山さん、

どうぞよろしくお願いします。 

 

（議長） はい、管理者。 

 

（管理者） あえて発言をさせてください。三重企業庁が実施しましたゆめが丘の浄水場

ならびに各支所単位に管路、耐震管を埋設をさせていただいておりますが、これにつきま
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しては、川上ダム利水を前提とします水利権でもって各地域へ水をお配りするものでござ

いまして、現在の伊賀市の人口比率に対して水道施設は若干多いということがございまし

て、ここのゆめが丘を最大限生かすことが安い水道料金につながっていくものと思ってお

ります。ただ、当然ゆめが丘もいずれ老朽はしていきますが、この計画の中でそういった

ものを見込みながら、今ある現有の施設をそのまま改修していきますと、さらに施設を多

く保有することになりまして、人件費も当然要りますし、更新経費もかさなり上がってい

きますので、当然水道料金に対して影響が出てまいりますので、そういったことがないよ

うに提案をさせていただいているつもりです。 

 

（委員） すみません。結局そのところで時間を掛けて議論をしていきたいなと思ってい

るのはまさにそこなのです。利水から撤退すると違約金が発生しますし、それを払ってで

もやめた方が、そして、今までのわれわれは、他の県等の事例からいっても、国が伊賀市

の水を止めるということはまずできないだろうという、つまり利水から撤退をしても、そ

れこそ市長が言うしがらみからの脱却、そして、命を懸けてしっかりと守っていくよと、

そういう姿勢であれば、これは解決できる。島ヶ原の委員さんも心配されておられました

が、利水を撤退しても、そういうことはこちらの力が強ければ、国にも話をしていく、そ

ういう水道部及び市の姿勢があれば、私は今の施設を生かしながら、現有の水源地も生か

して、今、私どもの玉滝地域は 6：4 ぐらいの形でゆめが丘の水と私どもの水源地の水が半々

ぐらいあります。そういうものをキープしていくということがうちの地域では望んでいる

ことです。別にうまくどこかで妥協するというわけではありませんが、まずは現有の、ま

ず市民が大きな災害等があったときのリスクの分散もできるし、飲み慣れた水は飲んでい

こうという、それが水の文化であろうかと思います。今、一元化のお話を再度されました

が、それを少しアレンジして何とか市民の納得するような方針をこの中間案の後、最終案

を出せないものかと期待しているのですが、北山管理者は全然今のお話では変わっておら

れませんが、いかがでしょうか。 

 

（議長） 管理者。 

 

（管理者） 大変水の水利では危惧をしております。現在ゆめが丘で取水させていただい

ているのも、暫定豊水水利権の中で取水をさせていただいております。これが川上ダムと

いう背景の利水の部分がなくなったときに、本当に将来にわたって不安定な水の取水とい

うことにならないのかどうか。言うは易しでございまして、全国どこの自治体においても

水道事業を経営しているところについては、広域のところも含めて、全て許可水利という

形で水を取水しているということですので、例えば木津川の上流にある私どもが、本当に

そういうことだけで取水ができるのか、本当に将来安心なのかというところについては十

分検討していただきたいと思っています。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。籔裏さん。 

 

（委員） 先ほど私が言いましたが、ダム関連機関、利水の件ですが、このダムのことに
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関して、どういう経過をたどって今に来ているのか。多分ここの委員さんはあまりご存じ

ないのではないかなと、今日はたくさん休んでいるのでどうしようかなと思ったのですが、

北川さんもいつからお勉強されて、ダムのことをどこまで知っているのか分かりませんが。 

 

（委員） 6 月からです。 

 

（委員） 傍聴席にいる方は多分前の部分から経過をご存じの方が何人かおられるのでは

ないかなと思います。ちょっと時間がかかりますけども。 

 実は私はこの委員会に自分で手を挙げました公募委員です。なぜ手を挙げたかといいま

すと、実は前に今の岡本市長が新たに当選されて、そのときにダムうんぬんをもう一度足

を止めてというようなことで、その後、平成 25 年に川上ダムに関する検証検討委員会を設

置されました。最終 5 回の委員会を経て、上申書という形で出しているのですが、実はこ

のときに私もこの委員会の委員に入っておりました。地元の代表ということで。その中で、

治水・利水についていろいろと議論して、最終は上申書ということですが、その議論の中

で利水の部分について、私はそこにも出ているのですが、工業用水の確保、将来の伊賀市

発展のためには、やはり企業誘致とか、人口増とか、いろいろな発展の要素を残さないと

いけない。それについてはまず水の確保が大事だと思いますので、そのことを言わせてい

ただきました。その後、結局こうして計画策定の委員会で、私がそこでそう言ったある意

味責任みたいな部分も、多少自分で自己満足ですが、ありまして、それでここへ手を挙げ

てさせていただいたということです。 

 そのダムの検証検討委員会の中で、治水・利水という部分で分けて検討をしまして、治

水については、伊賀市、旧上野市からの水害から守るという意味で、遊水池をはじめダム

による治水が必要だと。ただ、この治水に関する決定権は国にありますので、それは国の

方で委員会を以って設定してくれて、今のところ進んでいるように聞いています。 

 先ほど言いました、25 年のダム検証検討委員会の中では、治水は最終結論は国に任せな

ければいけないのだけれども、利水については伊賀市の問題だということで、かなり議論

をしました。その結果については、最終、上申書ということで委員長から市長宛てに報告

をされています。この上申書に従いまして、現在、市は市としてダムでの利水は必要であ

るということで、国の方へ申し込んでいると私は聞いております。 

 この上申書ですが、まず冒頭に、「川上ダムの建設について諸情報の公開及び検証を行い、

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

そこでダムの治水・利水についてはこの委員会で検討するという位置付けでこの委員会が

設立されて上申書を出したということです。 

 治水の方は置いておきまして、利水については、「今後の社会増を幾ら見込むかは、現状

及び市の将来ビジョンを検討する必要があり、本委員会では判断することはできない。し

かし、市は委員会での指摘を踏まえて、市水道事業基本計画の見直しを早期に、かつ、緻

密に行う必要があると考える」。だから、ダムの利水については、一応この検討委員会で結

論としてはダムを利用した利水という結論を持っております 

 今日、私どもが今ここでしている基本計画は、そういったことの中での基本計画を前提

として基本計画を計画すると、そういう位置付けだと思っています。冒頭言いましたよう
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に、私はそういった流れの中でここへ手を挙げさせていただいて、公募委員としてここへ

出席をさせていただいたということです。この委員会に至るまでの流れは以上です。この

ことについて皆さま方が検討していただければいいと思います。 

 

（議長） はい、それでは阪井さん。 

 

（委員） 今、籔裏さんがおっしゃられましたので、私は柘植地域のまち協の代表として

来ているので、島ヶ原はここの基準にあります水源計画の中で、31 年から廃止して、川上

ダムの方の水を 100％もらっているだけでは困るという話でされたと思うのですが、私ど

もについては、私は柘植ですが、柘植、伊賀町については、かつての町長が水源地保全条

例ですか。水源地を守っていってきれいな水を皆さんに飲んでもらうということの下に、

そんな条例ができて、今までずっとおいしい水を飲んでいるわけです。だから、島ヶ原と

は全然考え方は、市民の皆さんの考え方が違うと思うのです。そのような賛否両論がある

というのを置いて、まずダムで、ここに今、説明していただきましたように、一応 36 年で

すか、できた暁には、これは同じような負担金で 3.7 億円ずっと書いてあるのですが、こ

の間の委員会のときに私が申しましたように、岐阜県の徳山ダム等々、隣の奈良県の近畿

整備局のやった大滝ダムしかりです。工事をやるとダムというのは非常に不確定要素が多

い。従って、減額になることはまずあり得ない。すごく増額になるのです。そういうこと

が全然見込んでありませんし、これも誰も分かりませんが、そういう自然の大きな山を切

って、掘って、岩を割ってやりますので何が起きるか分かりません。そういう不確定要素

が。そういう要素が各ダムによく起こっている、ものすごくダム建設の予定しているお金

より増えるというのが一番大事だと思います。そこら辺も少し加味していただきたい。 

 それから、もう一つ、私は前々回ですか、委員会のときにお尋ねしたのですが、暫定豊

水水利権、こういう問題で川上ダムありきで水をもらっている。半分ぐらいか、それ以下

のような水をもらっているという話でしたが、今まで暫定豊水水利権で水がなくなったか

ら取れないという事実があったのですかと聞いたら、「いや、それはありません」と言った

でしょう。そういう中で奈良県か大阪府の一部の市が撤退していく中で、今、暫定豊水水

利権の水で既設の浄水場を運用しているわけです。一部その水をもらっているのか分かり

ませんけれども、そういう中で、先ほどいろいろな委員さんからも話が出ておりますよう

に、特に私ども伊賀町においては、既存の浄水機場を更新して、あの大きなゆめが丘から

来ている広域水道は上柘植 IC で止まっているけれども、あれは敷設してあるものだからそ

のまま置いておいてもやむを得ないと、非常時どうなるか分からないので、取りあえずは

川上ダムの水をもらわなくても地元の水で十分用を足せる、きれいなおいしい水を飲んで

いるだから、いつも言いますように、あのおいしい水を飲んでいるのだから、そんな遠い

ところからカルキ臭い、カルキの入ったような水を取ってもというのは地元の強い意見な

のです。伊賀市の中でも、籔裏さんが言いましたように、島ヶ原の状態とまた違いますの

で意見が分かれるところなのです。 

 そういうことで、暫定豊水水利権をもらっていて、それで何ら素人考えであのダムを、

あまり細かく分からないですが、その既存の水をもらって、時代が変わってきたのだから、

今まで余っている水なのだから、もう工場も少なく、誘致もなかなかうまくいかない、人
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口も減ってきている、水は増えないということなのですから、水をもらって、それを返し

て、普通の水利権をもらうなり、暫定豊水水利権はそんなに、水道部の話では、役所同士

の紳士協定だからそういうことはできないということを言われましたが、私がインターネ

ット等々でいろいろな知人も通じて聞いてみますと、それは時代の流れとともにある程度

5 年サイクルぐらいで見直してもいいのではないの、そのような固定観念で役所が言うの

だったら、何条に何が書いてあるかということも示して、この間聞いたときには全然示し

てくれなかったのです。暫定豊水水利権というのは、上部官庁があって、国交省ですか、

水資源機構ですか、上部官庁との紳士協定ですので、そういうことはやはり守らなくては

いけないということを言われたのですが、一般的に考えて、水が余っていて、暫定豊水水

利権である程度基準よりも下がったことがない水をもらうのに、ずっと何でもらえないの

ですかというのが、私は単純な本当の技術的な、理論的なことは分かりませんが、誰でも

思うのではないですか。 

 そういうことで、まずダムありき、広域水道ありきというので、できた設備はしょうが

ないですし、企業庁がどういうことをやって、安く伊賀市の方へ譲ったということは、安

いか高いか知らんけれども、細かく私は知りませんので、そういう事実があったというこ

とは、設備としてあるのですからしょうがないですので、そういう中で使っていく方法で、

もう少し委員さんの意見を聞いて、特に安くおいしい安全な、私はいつも「安く」「安く」

と言っているのですが、安く、三重県で 2 番か 3 番ぐらい高いと言っているので、ぜひも

う少し下げるように、ダムありきで、今の水道の水をあげなくていいよ、いいよ、いいよ

というような根拠付けでいくというのもどうかなと個人的に思います。すみません。以上

です。 

 

（議長） はい。 

 

（委員） 今、暫定豊水水利権という話が出ましたが、そもそもは旧の上野市が、水がな

くて、現実今でもそうですが、水をくみ上げているのが小田の昔からの水源とイナックス

の横かな、あそこで上げているのと。ここの中間計画にも書いてあるのですが、40 何％は

それ以外、要するに木津川の今の水源に頼っていると。結局水がなかったもので、国に言

って、木津川からいわゆる豊水の水利権という形で許可をもらって上げてきた。豊水とい

うのは、それぞれ田んぼなどは水利権を持っています。だから、そこから余ってきた水だ

けをあげましょうと。余ってきた分は取ってもよろしいよということです。ただ、そうは

いっても、堰の下にも水利権がありますので、そこへの分もありますし、現実、守田で上

げているときには、本当に水位が低くて、砂を上げているのではないかというようなこと

もありました。そういうことでしてきたのですが、結局ダムができるということで、では

ダムで一緒に水利権を確保するのであれば、それまでの間、暫定的に豊水の水利権をとい

うことで、今の状況に来ています。 

 あと、もし仮にやめたときに、許可されるか、されないか。私は基本的には国は許可し

ないと思います。水の確保は、国は責任がありませんので、水の確保はそれぞれ市の責任

です。他に水源を探す方法がないということですので、例えば柘植川の方から水を取ると

か、井戸を掘るとか、上水では水が足りないので、それぞれ家で井戸を掘ってくださいと
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か、今年は 4 割カットとか、多分そんな日が来るのではないかなと。 

国は責任ある分は責任をもってします。ご存じのように伊賀上野の駅前で水害があって

アパートが浸きました。あれは本来昔から浸いているわけです。いわゆる自然の遊水池で

川があふれるとあそこに水が入るようになっています。ただ、そこへ権利がありますので、

アパートを建てました。それで水が浸きました。もちろん人的な災害というか、そういう

資産に損害が出ましたので、国は国の責任として締め切ってしております。だから、国は

自分の責任がある分は一生懸命してくれるのですが、水の確保は市の責任ですので、果た

してそこまで温情をかけてくれるかどうか。まして、今こうやってダムということで、国

も一つの提案をして、一つの手立てを段取りしている中で、それをやめていくと、多分、

それは生存権うんぬんと書いてあるところがありましたが、生存権うんぬんは市で考える

ことだということで、私は突っぱねられると思います。 

そうやってしたときに、では果たしてどうするのかということがないと、なかなか踏み

切れない部分かなと思います。暫定豊水水利権、今はこんな名前になっているのですが、

現状のようなことです。私自身はそのように考えていますので、「いやいや」という人がい

るか知りませんが、私はそういうことで、多分国は、それは不可能だと思います。 

もし、どうしてもそういうというのであれば、国がお墨付きを書いてくれれば皆さん納

得するのでしょうけれども、なかなか曖昧な中では本当に将来、先ほど管理者も言いまし

たが、大変不安な状況です。 

水がなければ市も発展しませんし、生活のしようもありませんし、ダム検証検討委員会

のときに、青蓮寺ダムの水をもらってはという話もありました。でも現実は、名張は「う

ちは水は余っていません」ということでした。名張が 3 万が 8 万なんぼ、何であそこまで

大きくなれたのは、やはり青蓮寺ダムとか、比奈知ダムとか、ああいう水があったからこ

そです。 

私は新居なのですが、うちは簡水でした。で、簡水の水が足りなくなってきたので、上

水と連結して、上水から水を買っていました。その後、伊賀温泉のところに大きな団地が

できるようになりました。当然水もないので、ずっと上水から水を買いながら簡水を運営

していた、そんなことです。だから、あれは上水から水が買えなければ、団地もできてい

ないし、みんながそれぞれきゅうきゅうしていた。そのような状況です。 

 そういう意味で、市の将来には、私は水は大変重要だと思いますので、先ほど言いまし

たように、この委員会でもそういうことを訴えたいということで、ここへ手を挙げたので

す。 

 

（委員） 籔裏さんに聞きたいのですが、一つは、暫定豊水水利権のお話で、籔裏さんも

ご存じなければまた調べてもらったらいいのですけれども、どこの国交省ですか。水資源

公団ですか。どこの何条でどうあってというのを、私は勉強不足なもので分からないもの

で、このような条項、法律ですが、この法律にのっとって暫定豊水水利権を放棄したので

取れませんと、今、言われたけれども、それをちょっと教えていただきたい。 

 もう一つ、井戸を掘ってはと、先般のお話、地元のサンガリアという飲料メーカー、ご

存じでしょうけれども、判を押しました。ものすごく地下へ掘って、近くの地域の皆さん

方の浅井戸の一部、風呂に使っている浅井戸があるのです。浅井戸に絶対迷惑は掛けませ
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んという条件と、水質検査するという条件で、量は忘れましたが、サンガリアさんが井戸

を 2 本掘るのに市の条件の下で判を押しました。そういうことで井戸は掘れます。広域地

盤沈下地域になっていませんので、市の許可があった、地元自治会の許可があったら掘れ

ます。今でも私どもの近くにも昔、伊賀町の水道で掘った井戸もまだ生きておりますし、

井戸は掘れます。だから、その条項だけひとつ分かっていたらお教えください。 

 

（委員） ちょっと専門家ではないので。 

 

（委員） いいです、いいです。ちょっと分からなかったもので。 

 

（議長） それは事務局の方で調べてもらったらいいのですが、僕の拙い経験からすると、

ずっと暫定を続けるということは、可能であるとは言いませんが、その状態を続けるとい

うことは、多分今、籔裏さんが言っているのは、将来の水をどうするかとか、あるいは何

か災害のときにどうするか。例えば渇水のときは、暫定豊水の場合は多分最優先でそれは

削られます、そういう条件下にあるので、安定的に本当にそれが取れるかというと、そう

ではないのかなとは思います。 

 

（委員） それを（安定）水利権に変えたらあきませんの。 

 

（議長） それは無理です。 

 

（委員） 変えられない？ 

 

（議長） それは無理です。 

 

（委員） 今までずっと下がってないのでしょ。 

 

（議長） 変えられるとしても、現状の量以上には取れないですよね。だから、どんどん

水需要は減っていくという状況が、誰もが 100％そう思っているのですから、それはそれ

でいいかもしれないけれども、今、言っているような、災害時のなにがしかのバックアッ

プ水源であるとか、あるいは将来の何かの開発水量がいるのであれば、それは市の極めて

行政的判断だと思いますが、そういうことがあるなら、今の状態のままではちょっと難し

いのではないかなとは思います。 

 

（委員） それが中央官庁との紳士協定というような曖昧な言葉でしか私どもには聞こえ

てこないのでさ。 

 

（議長） はい、どうぞ。坂本さん。 

 

（委員） 暫定豊水水利権、私、奈良市水道部におりましたので、今もちょっと調べてい
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るのですが、多分暫定豊水水利権というのは余った水というように考えています。これは

丸々状況が変わらない限りは、既に余っている水を取ろうということですね。島ヶ原でも

先ほど申しましたように、農業用水の一部をもらっていたというのは、余った水を取りな

さいということで要は暫定豊水ですね。これは島ヶ原の場合は確定することはないわけで

す。ずっと昔から農業用水なので、永久に暫定豊水ということです。今後、新たにそれを

水源とするというのは多分許可が下りないと思います。ちょっと調べているのですが、出

てきませんのでそれぐらいにしておきます。 

 

（議長） はい、管理者。 

 

（管理者） 事務局から。簡単な資料がありますので、終ってからお渡しさせていただき

たいと思います。なお、現在、ゆめが丘では日量 1 万 8500m3毎日水をお配りしております。

最大ですけれども。それを 365 日続けて、それをこれからもずっと続けて供給できる井戸

を掘れるかどうか。やはり付近からの水田からの地下水位の低下とか、井戸水の低下とか、

これほどの膨大な量を取り込める井戸がどこに掘れるかというのは、いろいろとあると思

うのですが、なかなか困難ではないかと思います。後ほど資料をお渡ししたいと思います。 

 

（議長） では籔裏さん。 

 

（委員） 豊水で今の余った水という話がありましたので、水がどれだけ余るのかという

話ですが、私は先ほど言いましたように新居ですので、今の木津川、長田からの川と伊賀

からの柘植川と合流します。それでいわゆる水害が起きるのですが、私らが子供のときは、

あの合流点が 1 年中渦を巻いていました。夏などはそこへ引っ張られて何人か亡くなって

います。それが今の現状はどうかというと、水のない時期には幼稚園の子でも歩いて渡れ

ます。そのぐらい川の水は減っています。 

 ご存じのように、1 時間に 100mm を超えるのは別にしても、最近は山の保水力もないし、

住宅開発もあって、降った雨が一気に流れてきますので、雨が降るとかなりな水は出てき

ます。ただ、降らないときには本当に水がなくなっています。だから、余った水といって

も、昔ほど余ってきていないのが現状だと思います。これからどうなっていくのかよく分

かりません。天候のことですので。ただ、今よりも川の水がだんだん増えるようになると

いうのは、私はちょっと考えにくいのではないか。ただ、先ほど言いましたように、集中

豪雨的な 100mm を超えるような雨が降りますので、そのときにはかなり氾濫するのですが、

平常のときにはそんなに水が回ってきてない、先ほど言いましたように、守田でも本当に

砂を上げているのと違うのかなというような状態のときもありましたので、今、上がって

いるからずっとそれも確保できるかというと、私は難しい話ではないかなと、私の人生の

中で、子供のときと今と比べてもそのぐらい川の水の量に差があります。ということで、

あまり当てにできない水だと私は思っています。以上です。 

 

（委員） 籔裏さんと私は生まれたところが違うし、育った環境が違うもので、小さいと

きから私は柘植の川の上流の水を飲んでいるし、ややもすると、今、名前を言ったのです
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が、からす池、大杣池という田んぼに使っている大きなため池があるのです。非常時には

そこから取ってはどうかと地元の人は言ってくれるのです。そういうことで、籔裏さんは

新居に住んでおられるので、川の状態をよく知っているので言われたけれども、伊賀市の

中は広いもので、それぞれに住んでいるところが違って、飲んでいる水も違うもので、こ

こにいろいろな計画を書いてくれてあるけれども、違うということがあるので一概には言

えない。トータル的には、1 万 8500 トンという水をもらっているという事実はそのとおり

だと思いますので、非常に大きな量だと思います。だけれども、いろいろな意見があるわ

けで、私は、何度も言いますように、これから何十年にわたって孫の代まで負担金を払っ

ていかなければいけないというのを、ちょっとでも安くしていけないかということの下に

考えているもので、水が大事だというのは誰も一緒のことだと思います。 

 

（議長） それでは、時間が経過しましたので、北川さん、最後、お一人。 

 

（委員） 最後ですね。これ時間は何時の予定でしたか。 

 

（議長） 予定はないのですが、一応 4 時ごろをめどにということです。 

 

（委員） ああ、そうですか。今、籔裏さん、久しぶりにお会いしまして、思いの丈を話

されたと思います。手を挙げてここに来ていらっしゃるので敬意を表するわけなのですが、

以前のところと今の説明、私どもは平成 25 年の水需要予測等の見直しを行った基礎資料を

基にというところ、そこで水道事業基本計画の見直しを行うものであり、策定に当たって

は、国が 2013 年（平成 25 年）3 月に示した「新水道ビジョン」を踏まえた計画を策定し

ますということがこの策定方針に書かれておりますね、北山管理者。ここを基にしてわれ

われは審議をしているつもりなのですが、それでいいですよね。それは百上さんも議会で

お話をされたと思います。そういうところにのっとって、今、話をしておりますので、籔

裏さん、少し私どもが言っているのを誤解されては困るのですが、要はこの時点では、25

年では廃止のところは今みたいになかったのです。あの基本的な考え方から、今回、6 月

の第 3 回で示されたところで廃止が続々と出てきた。その理由はなぜなのだというところ

からわれわれは審議をしておりまして、やはりダムの水を取るために、せっかく有効な水

を廃止していくという、この考え方がいかがなものかということをじわじわと言っている

のでありまして、籔裏さん、そのあたりはご理解をまずは頂きたいと思います。 

 

（議長） はい、籔裏さん。 

 

（委員） すみません。この委員会は、おっしゃられるように、あの時期にそういう廃止

施設うんぬんが出てきました。先ほど言いましたダム検証検討委員会の中では既にこの今

の改廃の計画は水道の方から示されておりました。そのことも踏まえながらダムの利水に

ついて検討したというのが事実でございます。以上です。 

 

（委員） 時間はいいですか。 
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（議長） いいですよ。 

 

（委員） 短く聞きたいのは、次回があるから次回にはしっかりと議論することになろう

かと思うのですが、ちょっとお聞きしたいのですが、今、このわれわれの策定委員会で最

終案が出たら、市の総合政策会議に諮りということになっていますね。その市の総合政策

会議というものを説明してください。私は無知なものでよく分からないのですが。メンバ

ーではどういう人たちがやるのか。 

 

（議長） 事務局、お願いします。 

 

（管理者） ここについては、市の行政方針でございますので、そのことについての報告

を行って、確認をしていっていただく意見をもらっていくものでございます。 

 

（委員） 市長は入っていますか。 

 

（管理者） 市長は入っております。 

 

（委員） おります？ 

 

（管理者） 入っております。 

 

（委員） 諮問の諮りというのは、多分同列か下に、諮るというのは目下の者に問うとい

うことなのです。ここに市長が入っているのですか。 

 

（管理者） そうです。 

 

（委員） ああ、そうですか。それではここの総合政策会議なるもので、水道部の提案し

たものをこの策定委員会で結論が出たとおっしゃる、出してもらったとおっしゃる、それ

を持っていって総合政策会議にかける。そして、基本的な大きな市のミッションと合って

いるかどうかを見て、それが終われば議会に持っていくという、こういう体制ですね。将

来体制（3）のところに書いてあるのですが、それでよろしいですね。ここに書いています

から。 

 

（管理者） 議長、よろしいですか。 

 

（議長） はい、どうぞ。 

 

（管理者） そういう手順になります。 
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（委員） ですね。ということは、そこでいかがなものか、どうだろうということをしっ

かり会議を行っていただくということで、もちろん市長が入っているのであれば、これが

市の最終会議ということですね。議会にかける前に、ですね。 

 

（議長） 管理者。 

 

（管理者） そういうことです。 

 

（委員） 僕は 3 回目から参加しましたので、1 回目にこういう政策体制の流れはご説明

されましたか。 

 

（議長） 管理者。 

 

（管理者） 第 1 回目は私居りませんでしたもので。 

 

（委員） ああ、そうですか。はい。 

 

（議長） よろしいですか。 

 

（委員） では時間もありませんので。私はその会議なるものがどういうものかというこ

とをちょっと知りたくて、そういうものがあれば議会に行く前にいろいろと議論されるこ

とを期待しております。 

 今、この席は 7 回目と承知しているのですが、この会議が最終ではないということが分

かったのですが、今日もう一つお聞きしたいのは、私ども市民の説明会のときに、皆さん

のところにいらっしゃる、今日もいらっしゃると思うのですが、コンサルの方がいらっし

ゃいます。このいらっしゃるということは、伊賀市の職員さんが水道部内で構成する伊賀

市水道事業基本計画策定検討会の人たち及びプロジェクトチームと書いていますが、プロ

ジェクトチームというところで、今、参加していただいていると考えていいのですか。策

定体制 5 に書いています。 

 

（議長） 事務局。 

 

（事務局） プロジェクトチームにつきましては、水道部内の中での組織ですので、この

中にはコンサルタントさんが、このプロジェクトチームの委員といいますか、ということ

ではございませんけれども、これの計画をしていく中で技術的な面であるとか、そういっ

た部分の頂いたものをうちのプロジェクトチームの中で検討しているという形です。 

 

（委員） 僕は、「市の職員による検討会議等及び」、僕が読んでいるのは「策定体制」と

書いている（3）です。そこを読んでいるだけなのです。「及びプロジェクトチームにより」

ということですから、また違うプロジェクトチーム、当然外部の方も入っていても僕はい
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いと思うので、いらっしゃるのであれば、大変失礼なことを僕は前に言ったかなと思って、

その席から退席、別の所へ行ってくださいということを 2 度ほど言いました。このプロジ

ェクトチームというものをどのようなものか僕は存じ上げませんでしたので、これは二つ

あるのですよね。検討会議及びプロジェクトチーム、プロジェクトチームというのは中に

あるのですか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（委員） 簡単なことだと思います。 

 

（事務局） まず、このプロジェクトチームといいますのは、水道部内の特に技術的なこ

とであるとか、そういったものの係長レベルの者で、詳細な検討なりをするのがプロジェ

クトチームと位置付けていまして、その上の検討委員会といいますのは、部長なり課長な

りで構成をする委員会と。 

 

（委員） 本来なら最後のときにこういう質問は変なのですが、それであれば今日はコン

サルの方がお見えですが、こういう席にいらっしゃるのはいかがなものかなと思います。

そのプロジェクトチームの中に入っていらっしゃってもいいのではないかと僕は思ったの

ですが、そうでないのであれば、やはりいていただくのはどういうメリットがあるのでし

ょうね。必要だからそこにいらっしゃると思うのですが、部長さん、簡単で結構です。 

 

（事務局） 当然先ほども申し上げました技術的な分や面につきまして、うちの方は業務

委託によってコンサルタントさんへ委託をして業務を行っていただいていますので、そう

いった面で同席を頂いているということです。うちの方から委託をさせていただいており

ます。 

 

（委員） そうですか。テープを取っていらっしゃるから、それで聞いてもらえばいいか

なと僕は単純に思ったのですが、今、パソコンで全て記録をされているのは、それはコン

サルタントさんの仕事なのかどうなのかよく分かりませんが、やはり委託をしてお金を払

っていらっしゃるからお二人にお任せしていらっしゃるのでしょうか。嫌な質問は嫌なの

ですけれども。 

 

（事務局） 本日の業務につきましても委託業務の中に入っているものです。 

 

（委員） まずそういうことをきちっとおっしゃっていただいたら 1 回目から失礼なこと

を言わなくてもよかったのですが、やはりそういうところはきちっとおっしゃる方がよか

ろうかと思います。基本はあと 1 回の策定委員ですから、そのときもいらっしゃるでしょ

うが、やはりお金を払っていらっしゃるので、そういうところでどういう仕事をしてもら

っているのかも本当は最初から聞くべきでありました。ちょっと遅くなりましたが。 

 あと、いろいろな細かいところがございます。先ほど言いました有収率もそうですが、
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負荷率もそうですね。いろいろなことがこれから質問していきたいと思うのですが、もう

時間がないとおっしゃる。どうしたらいいのかなと思いますが、一つ案ですが、この案を

まとめて水道部さんに質問事項をこの委員の中で作って、次回までに必ず回答してもらう

という、非常に無駄のないやり方を提案したいのですが、いかがでしょうか。 

 

（議長） はい。北川委員から今のような意見が出ました。審議もまだまだこれから続く

ということになりますし、そういう意味では今までのパブリックコメント、あるいは住民

説明会の意見とともに、委員さんの方からもそういうものがあったらお出しいただいたら

と思いますが。 

 

（委員） 委員さん、どうでしょうか。今、全ていらっしゃいませんが、よろしかったら、

個々で出す、あるいは複数で出す。そして、審議の効率化と無駄なく前向きに、そして、

その結果、「そうだね」「こんなものだね」、あるいは「ちょっと無理だね」ということにな

ろうかと思います。北山管理者さん、この提案は基本的にいかがですか。 

 

（管理者） よろしいですか。 

 

（議長） はい、管理者。 

 

（管理者） 事務方としては結構です。その方法について委員さんの中でまとまればそれ

で問題ございません。 

 

（委員） またこちらに振られたのでちょっと困っているのですが、私以外の人のご発言

を頂いて終わりにしたいと思います。 

 

（委員） まず、このパブコメでたくさん出された意見がございますね。先ほど概略を説

明していただきましたが、この質問とわれわれが聞きたいことが重なっている、文面のて

にをはは違うと思いますが、たくさんあると思うのです。従って、このものすごい数の意

見を出されたものの回答をできるだけ早くまとめていただいて私らの方に送っていただい

て、私らも忙しいのですが、これをちょっと見せていただいて、それでなおかつ、今、北

川さんが言われたように、ここにないものを、ここで時間が限られていますので、送って、

それを返していただいて、今度のときに検討するというようなものがスムーズに行くので

はないですか。いかがですか。分かりますか。私の言うのは。 

 

（議長） 事務局。 

 

（管理者） それでは、出していただきましたら処理をさせていただくなりして、うちも

早い回答に努めさせていただきたいと思います。至急出させていただくようにします。 

 

（議長） いずれにしましても、たくさんの質問が出ておりますので、皆さんの考え方を
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早急にまとめていただいて、そして、公表をすることともにわれわれの方に送っていただ

くというようにお願いしたいと思います。 

 

（2）次回、第 8回伊賀市水道事業基本計画策定委員会の開催日程について 

 

（議長） それでは、時間も参りましたので、追加資料の次の項に入ってまいります。次

は、次回、第 8 回の日程につきまして、事務局の方から考え方を説明してください。 

 

（事務局） 次回、第 8 回の策定委員会には、1 月 16 日月曜日、午後 1 時開会でと考えて

おります。会場は今のところ未定です。 

 

（議長） ということでございますが、1 月 16 日 1 時から、会場は未定ということです。

今おられる委員だけですが、都合ございますか。 

 

（委員） 16 日、月曜日ですね。僕は駄目です。ですから、ちょっと違う日でお願いしま

す。 

 

（議長） 他は皆さんどうですか。他にないようですが、北川さんは駄目だということな

ので、どうしましょうか。今日ご欠席の他の委員さんのことがありますよね。そのことも

含めて再度調整してもらえますか。 

 

（事務局） 17 日の火曜日は。 

 

（委員） 私はいいです。 

 

（議長） 皆さんどうですか。 

 

（委員） 柘植の三まち協の支所の幹部が入った推進会が入っているのですが、これが 9

時半ぐらいから始まるので、何時に終わるか。私は個人的に昼からは空いていますので行

かせてもらいますけど、ひょっとしたら遅れる可能性もありますが、結構です。 

 

（議長） はい。他にいかがですか。 

 

（事務局） そうしましたら、1 月 17 日の火曜日の 13 時からを中心に、本日ご欠席の委

員さんもおられますので、確認させていただいた上で、決まり次第早々にご案内を差し上

げたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委員） 17 で決まりましたら、私ども委員個々か、あるいは複数、どうなるか分かりま

せんが、こういうことを質問したいということを言う、最終どれぐらい時間が要りますか。

10 日ぐらいで、1 週間ぐらい前でよろしいでしょうか。お正月にしっかり考えようと思う
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のです。 

 

（事務局） そのぐらいであれば回答させていただけるかと思いますが。 

 

（議長） それでは、パブコメ等々の考え方も整理もできるだけそれ以前に頂いて、また

お考えをそういう形で委員さんにもらえれば、委員長に考えてもらうというようにしてい

きたいと思います。 

 それでは、今日の一連の議題はこれで終了でございます。事務局、何かございますか。 

 

（事務局） 失礼いたします。藤森副会長様、議長をお勤めいただきまして。 

 

（事務局） まだまだ、まだ終わってない。 

 

（議長） ちょっと待って。一応今日のご審議いただいた件については終わりです。いず

れにしましても、任期の延長ということで、2 月いっぱいまでが目標になりましたので、

再度この委員会を開催していただいて、そして、本案の作成に向けて鋭意取り組んでまい

ることにしたいと思いますので、委員の皆さま方にはよろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 今、委任状で確認しましたが、これはいつまでというのが書いていません。書

いていないのでよろしいのですね。28 日と書くのだったら書いてもらって、でなければこ

れはまだまだ続く、つまり今年度いっぱいもかかっていいということになりますよ。1 回

で終わるのではなく、次にもう一度やるというのも僕はありと思うのです。だから、僕は

市民のためというか、伊賀市のこれからの憂いをなくすためにも、しっかり審議をするた

めに 1 回どころか、1 年かけてもいいと思っているのですが、それぐらいの気持ちでやり

たいと思っていますが、いかがでしょうか。これは委任状をもらったら 1 日から、これは

いつまでなのでしょうね。28 日という先ほど回答を聞いたのですが、これで終わるつもり

ですね。 

 

（事務局） 資料 3 のスケジュール変更案ということで、先ほどご承認いただいた変更案

を見ていただきたいのですが、この基本計画につきましては 2 月に作成を終えたいといっ

たことの中で、策定委員さん、この委員会の予定につきましては、本日の 12 月、そして、

1 月という形の中で、1 月には終えていただきたいということでのスケジュールをもってお

急ぎのお願いいたしたいと思います。計画の策定の仕上がりにつきましては、2 月といっ

た形を予定しているということです。 

 

（委員） それで議会にかけると。予定どおり進めたいということですね。 

 

（事務局） そういうことでございます。 

 

（議長） はい。以上のような事務局の考え方です。先般、ちょっと余談になりますけど
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も、さるびの温泉のことで市長と会う機会があって、この水道委員会の話もちょっとさせ

てもらいました。今のとりまとめ状況の話とか、あるいは時期の話などもさせてもらいま

した。市長が仰るには、12 月までということであったけれども、多様な意見が出ていると、

パブリックコメントとか住民説明会でも多様な意見が出ていると、十分な話し合いをして

いただく中で、しかしながら、いつまでもというわけにもいかないので、何とか期限延長

する中でやっていただきたいという市長のお話でございましたので、そのことも踏まえて

鋭意議論していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委員） それと、もう終わりますが、実は籔裏さんから冒頭に、以前出した 6 人の、認

めないというものに引き続きまして、私どもやはり 6 人、八尾さんも清水さんも欠席され

ていますが、中森さん、西さん、阪井さん、私があらためて文書で、岡本市長、それから、

北山管理者さん、そして、山村委員長さんに、やはり文書できちっとお伝えしないといか

んことはしようということで、6 人の名前で「要望書」というものを作成しました。ここ

にいらっしゃる委員さんの前で私は言いたいのですが、籔裏さん、それではよろしくない

でしょうか。内容を申します。それで判断してください。 

 私ども策定委員 6 名は、現在の川上ダム利水ありきの基本計画案だけでなく、川上ダム

利水を撤退し、伊賀市の既存水源を最大限生かす案を策定委員会で審議することを求めま

す。水道部が基本計画案として公開したものは私たちの意見を十分に反映しておらず、そ

のことに対する指摘を無視したまま水道部が公開を強行したもので、現在も私たちは審議

が尽くされていると考えておりません。先ほどからいろいろと話したとおりですが、理由

には、水道部は川上ダム利水を推進し、ゆめが丘浄水場を最大限活用することは既に決定

したと主張されていらっしゃいますが、その根拠は平成 20 年に策定された前の基本計画で

す。しかし、この基本計画は計画 1 日最大給水量 56,982m3／日を前提としたものであって、

平成 27 年度の実績 1 日最大給水量は 43,045 m3 とかけ離れております。このように水道事

業計画は予測を裏切ることが多いからこそ、10 年置きに計画を見直すことが定められてい

るのでありまして、状況の変化に応じて見直さないのでは、この策定委員会自体が役割を

果たせないことになります。 

 水道部は、川上ダムの利水を推進するために、減っていく水需要に応じて、各地域の既

存の水源を廃止しようとしております。平成 20 年度策定の基本計画でも水源を順次廃止す

ることは説明したと水道部は主張していますが、策定した基本計画には具体的にどの水源

をいつ廃止するかということ、いつ予備化するか、一切背景を記載されておらず、今回の

ようなオープンな住民説明会も行っておらず、具体的な水源計画を知らせずにパブリック

コメントを募集しております。これでは市民にはほとんど知らせず、説明を受けた策定委

員のみにこの水源計画を了解したという責任を負わせたにすぎません。私たちは住民説明

会に参加し、地域の人たちの発言を聞きました。水源が廃止されることを知らなかった。

ダムの利水より水源を守ってほしいという意見を多く聞きました。この説明会でさえ参加

したのは地域全体のごく一部であり、まだ多くの方が計画を知らずにいるのです。私たち

は市民の代表として、この策定委員会に参加しています。もっと市民に周知し、本当に川

上ダム利水が必要なのか、水源を守る道がないのか、慎重に審議する責任があると考えま

す。そうでなければ、このまま基本計画が策定され、今後 40 年ほどのゆめが丘浄水場と川
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上ダムの償還が続いていき、現在の予測以上に伊賀市の財政が厳しくなったとき、その原

因をつくったのは私たち策定委員だと非難されるでしょう。水道部職員の方々は、職を退

けばそれで終わりですが、私たちは子や孫までもこの地域で暮らさなければならないので

す。非難を浴びることがあっては伊賀市では暮らしてはいけません。水道部が川上ダムの

利水推進こそが最善の道であると確信するのであれば、川上ダム利水を撤退した場合どの

ような問題があって、推進にはどのような利点があるのかを具体的に示し、撤退した場合、

推進した場合の比較を行って、まず私たちを納得させるべきではないでしょうか。私たち

は今の水道部の説明に納得はしておりません。そして、その考えを堂々と市民に問うべき

であります。私たちは水道部が示す「伊賀市水道事業基本計画（中間案）」なるものに同意

していません。私たちの同意を得るまでこれを基本計画案として議会に送ることのないよ

うに要望いたします。 

 こういう要望書を出そうと思っているのですが、委員の皆さま、いかがでしょうか。 

 

（議長） いかがでしょうか。 

 

（委員） すみません。私がいい、悪いという立場、権限は何もございませんので、それ

はあれです。ただ、先ほど言いましたのは、この文書がどうのこうのではなくて、順番が

違うのではないかということで申し上げました。順番的に正しいのか疑問を感じるという

表現をさせていただいた、それだけのことです。だから、意見を出されることに対しては

何ら・・・。 

 

（委員） 籔裏さんが先ほど、委員会で言わずに直接言われたよということに対して、で

は今、言わせていただこうかなと思って、今、いつ出そうかなと思っていたのですが、ち

ょうど時間も 4 時を過ぎていますので、これを出して私どもは終わりたいと思います。言

いましたように、こういう考えで次の策定委員会に臨みたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（議長） はい。いずれにしてもいろいろな多様な意見がございますので、これから本案

を作っていくのにみんなの意見を戦わしながらいいものを作っていければと思います。次

は、われわれ地域代表の委員 6 人もおりますので、その地域としてのご意見もそれぞれ次

の機会におっしゃっていただけたらいいなと思います。それから、関係団体の方は関係団

体の意見として、これからどうしていったらいいかという意見を申し述べていただいたら

と思いますので、次回はぜひよろしくお願いいたします。はい、中森さん。 

 

（委員） すみません、いつも勝手なお願いをするのですけれども、先ほど籔裏さんが言

っていただいた「上申書」というのを出したよと仰っていただいたので、それを私たちが

見せていただくことは出来ないでしょうか。 

 

（委員） できると思いますよ。議事録も。 
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（委員） ホームページか何かでしょうか。 

 

（事務局） 伊賀市のホームページの中に川上ダムの検証検討委員会というのがあり、そ

こに最終いただいている上申書は掲載しているはずです。 

 

（委員） わかりました。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。本日の議論はこれでお開きにしたいと思いま

すけども、山村先生はご病気ということでご出席なさいませんでしたけれども、是非早期

の回復をご祈念申し上げですね、次には元気な姿で来ていただけるように祈念申し上げま

す。 

 

（事務局） 失礼いたします。藤森副会長様大変お疲れさまでした。本日皆さまにご審議

いただきました内容については、議事録を作成のうえ伊賀市のホームページに掲載させて

いただきますので、よろしくお願いします。本日はお疲れさまでした。ありがとうござい

ました。 


