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伊賀の水源を守る市民有志の会（仮称） 

伊賀市玉滝 3700 

090-2263-1317 

伊賀市水道事業基本計画（水道ビジョン）中間案に対する意見 

 

11 月 26 日の阿山での市民説明会で読み上げたものですが、時間の関係で１ページ目だけし

か読み上げられませんでした。2 ページ目まで含めた全文と付属文書である別紙１と２をパ

ブコメとして提出します。 

伊賀市民にとって納得のいく中間案の策定を求めます 

～今ある水源の有効活用を～  

伊賀市の水道は、現行の水道事業基本計画「中間案」が想定する 15年間だけ

でなく、50 年後、100 年後も視野に入れ、考えるべきです。今後長期に亘り伊

賀市の人口は減り続け、水需要が減り続けることは確実です。現案では、川上

ダムへの利水参画を前提に、ゆめが丘浄水場への一極集中を進め、伊賀各地の

水源、浄水場を順次廃止していく方針です。ダムの利水は、いったんダムがで

きてしまえば、水需要が減少しても撤退は許されません。下流の自治体の多く

は 30%から 50%も水利権を余らせ、それでもダム利水から撤退できず、ダムの維

持費が長期に亘る多大な負担になっています。 

 

伊賀市は現在でも、木津川の暫定豊水水利権と既存の水源だけで、水需要は

十分まかなえています。現在の水源、浄水場だけで伊賀市に必要な水の供給は

現在も、そして将来も、十分可能なのです。このうえさらに、ダムの水利権を

上乗せする必要はありません。ダム利水とゆめが丘浄水場への一極集中を進め

てしまうと、伊賀の各地域にある大事な水源、浄水場を失うことになります。

水は命の源、美味しい水は人々の健康を守るものでもあり、また、地域の豊か

さ、誇りの源泉でもあります。 

 

私たちは、現在、水道部が「中間案」としている水道事業基本計画（新水道

ビジョン案）の、「中間案」としての正当性について、深い疑問を抱いておりま

す。下記で概略を述べるように、中間案策定の手続きには看過できない重大な

問題があり、また、「中間案」の中味にも看過できない重大な問題があるため、

現行の「中間案」を中間案として認めることはできません。 

 

私たちは、今回の一連の市民説明会で市民から出された意見、そして 11月 30
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日締め切りのパブリックコメントを踏まえ、本当の中間案を今後の策定委員会

で策定し、そのうえで改めてパブリックコメントと市民説明会を行うことを求

めます。その中間案策定においては、市民説明会で圧倒的多数だった意見に基

づき、ダム利水参画を前提としない計画案も提示し、ダム利水参画を前提とす

る現行の計画案と併せて、それら両案のメリット、デメリットを伊賀市民が比

較検討し、未来を伊賀市民が選択できるようにすることを求めます。 

 

未だ伊賀市民の多くが誤解されているようですが、治水上ダムが必要なこと

と、利水の負担を負うこととは別問題です。治水のためならば、市町村がダム

の建設費用を負うことはありません。国と流域府県が建設費を負担するのです。

利水の場合は、ダムの水利権を得る市町村が、その利水容量に応じて建設費を

負担しなければなりません。つまり、西宮市や奈良県が川上ダム計画から利水

撤退した今、伊賀市だけが多額の建設費を負担しなければなりません。今後、

伊賀市が利水撤退することによって、川上ダム計画から利水という目的がなく

なっても、治水専用ダムとしての検討は続きます。必要もないのにダムの利水

に参画し、川上ダムの建設費用を伊賀市が負担することになっては、市民のた

めに使われるべき予算を失い、財政が破たんして、財政再建団体になりかねま

せん。 

 

水は命の源。水は自治、民主主義の最重要課題です。孫子（まごこ）の世代

のために、適切な水道事業基本計画（新水道ビジョン）が、市民と行政の協働

によって策定されることを心から願って止みません。                   

2016年 11月 26日 伊賀市民有志一同 

 

■現行の「中間案」の正当性についての疑義 

 

１．中間案策定の手続きに看過できない問題がある 

 

看過すべきでないとする理由は、主に以下の 4つです。 

１）策定委員による異議申し立て 

中間案の策定を行っている策定委員会の半数(6名)ｓが、中間案として認めてい

ない 

２）パブコメの不履行 

中間案策定までに2回行う予定だったパブコメが適切とは思えない理由により1

回しか行われていない 

３）パブコメ結果の黙殺 
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2015 年 6 月の第 1 回パブコメで市民から出されたさまざまな意見がまったく反

映されていない 

４）不適格な策定委員 

水道部が選出した策定委員に適格とは言い難い委員が含まれている 

 

詳しくは別紙１参照 

 

２．「中間案」の中味に看過できない問題がある 

 

看過すべきでないとする理由は、主に以下の 4つです。 

１）地域の貴重な水源、浄水場の不当な廃止・縮小 

各地域の大切な水源、浄水場が、正当とは思えない理由によって、強制的に

廃止ないし縮小する計画になっている。 

２）ダム利水参画ありき 

時代状況は変わりつつあるのに、はじめからダム利水参画ありきで、そのこ

とへの疑問が初めから今まで数えきれないほど提出されているにも拘わら

ず、一切考慮されていない。暫定豊水水利権に関する虚偽の説明を繰り返し、

伊賀市民を脅迫している。 

３）このままでは水道料金の大幅な値上げは避けられない 

工場用水の今後の需要とそれによる収入見込みが明らかに過剰に見積もら

れている。見込み通りの収入が得られない場合、15 年間水道料金を値上げ

しないですむとしている現行の計画案は成り立たなくなる。 

ダム利水参画を前提とする場合、重い借金返済が平成 65年度まで今後 37年

間に亘り主に次世代の伊賀市民にのしかかって来るし、その後も長期に亘り

多額な維持更新費等が見込まれるにも拘わらず、今後 15 年間分しか計画の

収支見通しを立てていない。 

４）水需要予測の不適切な計算方法 

水道基本計画を決める一番基本的な数値となる一日最大給水量の算出が、不

適切な方法によって算出されていることがわかりました。 

 

詳しくは別紙２参照 

  

※ ４）については伊賀市情報公開

条例第７条第１項第５号に該当す

ると判断しましたので非公開としま

す。 
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別紙１：中間案策定の手続きにおける看過できない問題 

20161126版 

 

１．策定委員による異議申し立て 

中間案の策定を行っている策定委員会の半数が中間案として認めていない。 

 

・伊賀市外部からの有識者 2 名を除いた伊賀市を代表する 10 名のうち、6 名（過半数）が

異議を唱えている。 

・旧 6市町村を代表している策定委員 6名のうち、4 名（三分の二）が異議を唱えている。 

 

中間案として認めない理由として、 

１）策定委員会で出された大切な意見のほぼすべてが、黙殺され、計画案に反映されてい

ない 

 

２）第 6 回策定委員会後の突然の策定委員宅への個別訪問によって、修正箇所に関する合

意が得られたと水道部はしているが、その手続き自体、合意されたものではなく、適切と

はいいがたい。 

 

３）第 6 回策定委員会後に、策定委員の少なくとも一人が文書で明確に、中間案として認

めていないということを表明している。それにも拘わらず、「中間案に対して策定委員から

異議がでなかった」として市議会の全員協議会で水道部が報告した。 

 

４）これらは信頼関係をないがしろにするものである。 

 

２．パブコメの不履行 

中間案策定までに 2回行う予定だったパブコメが適切とは思えない理由により 1回し

か行われていない 

 

2015年 12月の第 1回策定委員会において、策定委員 2名から、予定していたパブコメの取

りやめに関する意見表明があり、それを受ける形で、パブコメが取りやめになった。 

 

そのときに策定委員が挙げた理由は、議事録によると、 

１）市民の皆さまにパブコメを求めても、どういう意見を言っていいのか分からないよう

な感じになる（坂本委員。島ヶ原地区代表） 
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２）コメントを求めたって、どういう返事が返ってくるのか（中略）。そのぐらいの意見

しか出てこないような部分で、コメントを求めるというのは、私はあまり必要ない部

分かなと思います。（藪裏委員。一般公募） 

 

これらの意見表明を受けて、谷口水道部長が、「市民の皆さんは、何に対して意見を言った

らいいかという部分があると思います」と述べ、 

 

副会長の藤森副会長（大山田地区代表）がそれらを後押しする意見を述べ、それらの意見

を踏まえた形で、山村会長（有識者）がパブコメ取りやめを決定した。 

 

しかし、2015年 6月に行われたパブコメでは、96もの意見が市民から提出されている。に

も拘わらず、市民からはたいした意見が出ないだろうといったあやふやな理由でパブコメ

を取りやめた。 

 

これは伊賀市民を馬鹿にする行為であり、かつ伊賀市民が意見を表明する貴重な機会を奪

い、市民そして市政に不利益をもたらす重大な背信行為であると言わざるを得ない。 

 

尚、パブコメ取りやめを発議した上記策定委員 3 名は、抗議文書を提出した 6 名には含ま

れていない。 

 

３．パブコメ結果の黙殺 

2015 年 6 月の第 1 回パブコメで市民から出されたさまざまな意見がまったく反映され

ていない 

 

パブリックコメントの目的は、伊賀市パブリックコメント制度実施要項によれば、「市民の

意見を市政に反映させ、市民と行政が協働して市政の推進を図るため」である。 

 

しかしながら、水道基本計画策定において、以下の実態がある。 

 

１）パブコメで出された 96の意見のうち、水道部が水道基本計画に反映するとしたのは、

たった一つである。 

 

２）しかも反映するとした一つの意見すら、実際に本当に反映されているか疑問である。 

 

反映するとした一つの意見は、水道事業の公営原則の大切さについてであった。 

世界各地で水道事業を民営化した結果、水道料金を払えない人に水道を供給しないという
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ことが起き、また企業側の都合で、地域内で水道供給の独占的立場を利用して大幅な水道

料金値上げが起きたりして、各地で暴動が起きた。なので、水道事業は公営原則を守るこ

とが大切だとしている。しかし、水道部は公営原則を明示するとしたにも拘わらず、「中間

案」にはそのことが明記してありません。 

それどころか、11月 24日の市民説明会で水道部は、今後経費節減のために民間委託をで

きる限り進めると言っています。民間委託は水道事業の一部では可能だと思いますが、市

民の日々の暮らしと命に係わる水道事業で、安直に民間委託を進めると、危険だという認

識が水道部にあるのか、疑問と不安を覚える。 

 

３）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（少なくとも一つのみは計画に反映する）も一切、策

定委員会で共有されていない。水道部は完全にパブリックコメントを黙殺している。

したがって、2015年 6月のパブリックコメントは、その後の策定委員会で一切活かさ

れていない。 

 

４．不適格な策定委員 

水道部が選出した策定委員に適格とは言い難い委員が含まれている 

 

１）有識者枠の 1名 

12 名の策定委員のうち、学識を有する者（有識者）の枠が 2 名ある。水道基本計画策定に

あたり、ほかの委員では持ちえないような学識と経験を持つ人に策定プロセスで貢献して

もらうための貴重な枠である。 

 

ところが、選ばれた有識者の 1 名はまったくの門外漢。専門は簿記や会計であり、水道事

業に関わるのは初めてだという。 

 

以下は、第 1回策定委員会における本人による自己紹介である。 

 

（奥原委員） 四日市大学の奥原と申します。普段は、四日市大学の経済学部で簿記や会 

計などの科目を担当しております。研究については、無形資産を主な対象としておりまし 

て、このたびのような水道事業に関わるのは初めてでございますが、頑張って勉強してい 

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

しかしその後、残念ながら頑張って勉強した形跡はなく、第 5 回までの委員会まで一切の

発言がなかった。 

※ ４．については伊賀市情報公開

条例第７条第１項第５号に該当す

ると判断しましたので非公開としま

す。 
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第 5 回委員会後に傍聴した市民が本人にクレームを入れ、その後、少しは発言をするよう

になっている。 

 

貴重な有識者枠になぜこのような門外漢で不熱心な人を選出したのか疑問である。 

 

２）一般公募枠の 1名 

 

この方は、第 1回策定委員会で、 

 

「こんにちは。○○です。ゆめが丘に住んでいるのですが、ちょっと道に迷いました。勉

強させていただきますので、よろしくお願いいたします。」 

 

と述べたきり、第 5回まで一切発言がなかった。 

 

第 6 回ではさすがにこれ以上何も言わないのはまずいと思ったのか、ほかの委員が発言し

たことと同じことを一度発言した。 

 

一般公募枠は 2 名のみであり、本来、もっと拡張すべきであると伊賀市の方針にある。そ

の貴重な 2名枠の 1名なのに、一切委員会で貢献がない。 

 

なぜほかにも一般公募で応募者があったにも拘わらず、このような何も貢献できていない

委員を水道部が選んだのか疑問である。 
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別紙２：「中間案」の中味の看過できない問題 

20161126版 

 

看過すべきでないとする理由は、広範に及びますが、要点は主に以下の 5つです。 

 

１．地域の貴重な水源、浄水場の不当な廃止・縮小 

各地域の大切な水源、浄水場が、正当とは思えない理由によって、強制的に廃止ないし縮

小する計画になっている。 

 

１）廃止となっている 7浄水場、縮小となっている４浄水場のうち、「耐震診断が必要」と

いうことが廃止・縮小の理由に挙げられているものが 7つもある。「耐震診断が必要」とい

うのは、まだ診断もできておらず判断もできていないということ。廃止・縮小の理由には

ならない。 

 

２）廃止・縮小の理由として挙げられている流況悪化、取水量の低下は、多くの場合、根

拠がない。水道部は根拠を示すことができていない。 

 

３）一極集中を進めると、各地域の災害時のリスクが増大する 

 

４）生活排水、農業排水が入り込んだゆめが丘浄水場の高度処理では、美味しい水は作れ

ない。美味しい水とは、各地の微量成分が溶け込んだ微妙なうま味、甘味を感じる絶妙の

バランスを言う。ところが、ダム水を受け入れることを見込んでつくられたゆめが丘浄水

場の自慢の高度処理では、美味しい水を構成する微量成分が除去されるため、残留塩素臭

のみが際立つため、えぐみがあり、まずい水である。 

 

 

２．ダム利水参画ありき 

時代状況は変わりつつあるのに、はじめからダム利水参画ありきで、そのことへの疑問が

初めから今まで数えきれないほど提出されているにも拘わらず、一切考慮されていない。 

 

１）暫定豊水水利権をめぐるマヤカシ 

 

水道部の主張はいつもこうです。「ダムへの利水参画を取りやめると安定水利権が得られな

くなるばかりか今ある暫定水利権すら失ってしまい、ただちにゆめが丘浄水場への木津川

からの取水ができなくなり、伊賀市の 4 割の水を供給しているゆめが丘浄水場がストップ

してしまう。」 
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「今の暫定豊水水利権は、木津川の水が余っているときだけもらえるという豊水条項がつ

いていて、取水が不安定なので、豊水という条件のついていない安定水利権の確保が必要

である」 

 

しかし、水は余っていますので、追加の水利権は必要ありません。また、豊水という制限

はついていますが、実際に取水が制限されたことは一度もなく、実際には安定水利権と変

わりがありません。（ここでもいつも水道部はウソを言っています） 

 

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なので、国（国

交省）といえども奪うことはできません。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、証明されています。その実例

とは、徳島県の細川内（ほそごうち）ダムと新潟県の清津（きよつ）川ダムです。細川内

ダムは、脱ダム村長として有名になった藤田恵さんの下、2000年度に中止になりましたが、

暫定水利権は現在も継続使用しています。暫定水利権は毎年更新する必要があるのですが、

とくに問題なく、毎年更新することができています。清津川ダムは 2002年度に中止になり

ましたが、周辺 9 市町村の水道の暫定水利権は、ダム中止後も継続使用されました。ただ

し、その後の市町村合併により、水源の融通がされ、2006 年度までに清津川ダムの暫定水

利権は必要がなくなり、解消されています。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があるかですが、そのような事例はないようです。

なので、水道部の言っていることは根拠がありません。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実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ます。 

 

また、水道部が国交省と水資源機構の言いなりで、国交省の言う原則論（暫定水利権はダ

ム利水から撤退したら失うことになる）は鵜のみにしてそのまま信じてその主張を繰り返

し、それは違うでしょ、という市民や良識ある本物の専門家・有識者の声をまったく無視

しています。どっちを向いて、誰のために仕事をしているのか、ということを、はっきり

を明らかにしてしまっています。 

 

このように、暫定水利権は、伊賀市の水道基本計画案のマヤカシ、ゴマカシの中心の一つ

でもあり、伊賀市水道部が、市民のためではなく、誰か他の組織のために仕事をして、伊

賀市民に将来にわたって多大なる負担と犠牲を押しつけようとしているということをはっ

きり表す核心の一つともなっています。 
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３．このままでは水道料金の大幅な値上げは避けられない 

 

１）工業用水需要と収入見込みの過剰見積もり 

工場用水の今後の需要とそれによる収入見込みが明らかに過剰に見積もられている。見込

み通りの収入が得られない場合、15 年間水道料金を値上げしないですむとしている現行の

計画案は成り立たなくなる。 

 

２）短いスパンのみの収支計算 

ダム利水参画を前提とする場合、重い借金返済が平成 65 年度まで今後 37 年間に亘り主に

次世代の伊賀市民にのしかかって来るし、その後も長期に亘り多額な維持更新費等が見込

まれるにも拘わらず、今後 15年間分しか計画の収支見通しを立てていない。現案の将来収

支見通しには、ダム利水参画や広域水道の長期に亘る経費が、一部しか含まれていない。 

 

４．限りなく不正に近い不適切な計算方法 

水道基本計画を決める一番基本的な数値となる一日最大給水量の算出に必要な負荷率が限

りなく不正に近い不適切な方法によって算出されている。 


