
 

  

伊賀市水道部の責任を問う 

2013 年 12 月市民説明会説明と水道事業基本計画中間案について 

 

NPO 法人「伊賀･水と緑の会」 代表 浜田不二子 

お問い合わせ先：080-5369－0148 

当会は、2016年 7月伊賀市水道部に対し、公開質問状を提出しました。

水道部からの回答は未だすべてではありませんが、これまでの公開資

料と回答を合わせ、解明できたことから意見をまとめました。 

この意見書を「水道事業基本計画」策定委員会事務局である伊賀市水

道部に提出いたします。 

平成 28年 11月 30日パブリックコメント添付意見書 

 別紙：３  



伊賀市水道部の責任を問う 

 

NPO法人「伊賀･水と緑の会」 代表 浜田 不二子 

 

Ⅰ．偽りだらけの 2013年 12月市民説明会 

≪利水継続の場合の建設負担金を少なく見積もった≫ 

１．建設利息 

 水道部は「ダムの建設負担は、1180 億円×11％×0.5＝64.9 億円」とした。さらに、それに加え

「建設借入金に対する利息 11.7億円を加えた 76.6 億円がダム負担金となります。」と書いている。 

 しかし、伊賀市水道部へ公開質問状を出したところ、その回答には 

「回答：市民説明会（H25.12.1）でお示しした建設利息 11.7億円は、一次精算時点における建設利

息 7.7億円に 1年当たり約 1億円の利息がかかるという見込みで試算したものです。」とある。 

一次精算とは、2010年（平成 22年）にダム利水から撤退した自治体の撤退負担金を精算した時の

ことで、建設費は約 560 億円（進捗率 50％）であった。つまり 11.7 億円が、2013 年（平成 25

年）時点での建設利息に過ぎない自覚は、水道部にはあったのだ。それを、全体事業費に対

する利息であるかのように説明したのは、明らかに誤りである。 

 

２．30年償還利息 

 水道部は、2013年 12月説明会資料で、 

「ダム負担金 76.6億円のうち、交付税措置 12.7億円を除くと 

51.1億円（水道事業会計）＋12.8億円（一般会計）＝63.9億円 

最終的には 63.9億円が伊賀市の負担総額となります。 

これを償還期間 30年間で返していくことになるため、 

毎年水道事業会計で 1.7億円、一般会計で 0.5億円を支出していくことになります。」 

と述べている。 

年間 1.7億円＋0.5億円＝2.2億円を 30年間で支払うなら、総額は 66億円である。66－63.9＝2.1

億円であり、水道部は 30年償還利息を 2.1億円と見込んで説明したことになる。 

 しかし 2010年の一次精算時に水道部は、何年で償還するか、元金を 5年据え置きするかしないか

により、細かく利率が設定されていることを説明されている。また一部撤退した時に、撤退分の負

担金に利息をかけられているので、30年償還利息が 2.1億円ですまないことは承知していた。実際、

建設中償還決定時には、約 1.7％の利息が課せられ、53.3 億円の元金に対し、30 年償還利

息は 16.6 億円となっている。今後、川上ダム完成時には残事業費を 30 年で償還し、さらに利息



を課せられることになる。 

 

≪利水撤退の場合の撤退費用を高く見積もった≫ 

１．撤退負担金 

 水道部説明は「平成 24年度未支出済額 612.9億円 

うち利水負担割合が 11％、そのうち 50％が国庫補助金 

よって伊賀市としての負担は 5.5％＝33.7億円 

これに建設借入金に対する利息 11.7億円を加え、さらに 

周辺整備の残事業費を 0.3億円とすると 

33.7億円＋11.7億円＋0.3億円＝45.7億円 

撤退費用としてこの額が一般会計から支出されます。」としている。 

 しかし伊賀市は 2010年の一次精算時に、三重県に代わり、一部撤退のための負担金約 6.5億円を

支払っている。その内訳は、ダムの全体事業費に対し、撤退のために不要となった利水容量分を不

要支出として、おもに不要支出と不要支出に対する借入金利息が、撤退負担金となる。そのことを

水道部は認識している。平成 25年までの利水負担分の建設費用すべてを負担しなければならないと

いうのは、偽りであった。 

計算が複雑なので、奈良県の撤退利水容量が 0.3㎥／sであることから、利率が一次精算時とほぼ

同じと仮定して撤退負担金を割り出すと 

8億円（奈良県撤退負担金）×0.358㎥／s（現伊賀市利水容量）÷0.3㎥／s＝9.5億円とな

る。水道部には、この程度の推測はできたはずで、水資源機構に回答させることもできた。

そのどちらもせず、撤退した場合の費用をを大はばに大きく算定した。 

 

２．水資源機構主導で進められた水源の統廃合 

「利水参画者との協働による水道水源調査」（平成 24 年度近畿地方整備局研究発表会論文）によ

ると、平成 22 年 5 月伊賀市水道部と水資源機構職員が水源の現地調査を行なったと書かれている。

この論文では、伊賀市の水源のうち、表流水、浅井戸を水源として不利とし、施設の更新時期、耐

震調査の有無などを理由に水源を取水量低減、もしくは予備化、廃止を進めることを水道部に指導

したことがうかがえる。水源台帳をつくり、各水源についての情報を共有することも書かれている。 

平成 22年は、伊賀市が合併したことから三重県から水道事業が委譲され、ゆめが丘浄水場（総工

費 207 億円。うち三重県支払い分 59 億円、国補助 59 億円。残りは起債であった。伊賀市は、87 億

円の起債償還ごと引き受けた。）の運用と、川上ダム利水（0.358 ㎥／秒）を引き継いだ年である。

論文には、「統合後のピーク年（2013年度）における計画給水人口は 95808人、計画一日最



大給水量は 57461㎥」「川上ダムから 28750㎥／日を取水する計画」と書かれている。 

さて、一方で、伊賀市の既存の水源には枯渇したものもあり、取水能力が低下するものもあると

して「2016年度には、伊賀市が保有する既存の水道水源から安定して取水できる量は 30078

㎥／日となり、2010 年度と比較して 9757 ㎥／日減少すると予想されている。」と書かれ、

奇しくも、30078 ㎥／日と川上ダム水利権 28750 ㎥／日を合計すると 58828 ㎥／日となり、

ちょうど 2013 年度計画一日給水量 57461 ㎥／日を上回るのである。論文の作成者は、自らを

事務職であると記述しており、この水源計画が、専門家の綿密な調査により取水量の変化を予測し

たものではないことは明白である。取水量は自然に減るのではなく、意図的に廃止、予備化、

取水量低減することで、川上ダム水利権が加わっても大量に水が余らないように、コントロ

ールされたのだ。 

平成 22 年時点で、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権の引き換えに守田水源を手放した以外にも、

伊賀市はすでに鳥居出水源、西山水源、古郡水源、出屋敷水源、我山水源、西部第 1 水源、槇山 2

－1水源、島ヶ原第 3水源、中矢水源を廃止し、塚脇第 1水源、岡鼻水源、島ヶ原第 1水源を予備化

している。これらが元はいくら取水できたのかは、さらに調べる必要があるが、新水道事業基本計

画中間案（中間案ですらないかもしれない）の 78ページ（２）取水・浄水施設の問題点と将来計画

の現況取水量（平成 26年度実績）と比較したのが、次の表である。 



       

       

 浄水場名 水源名 種別 2010 年実績取水量 2014 年実績取水量 減少量 

上 

野 

小田 小田 表流水 801   

 小田 浅井戸 6830 

北川原 浅井戸 3300 

小田第 2 浅井戸 4770 

三田 浅井戸 1903 

計 17604 12478 5126 

上野西部 西部第 1 浅井戸 廃止   

井地川 井地川 浅井戸 500 廃止  

猪田 猪田第 1 浅井戸 353 156 197 

丸山 丸山第 1 浅井戸 662 193 469 

古郡 古郡 浅井戸 廃止   

出屋敷 出屋敷 浅井戸 廃止   

我山 我山 表流水 廃止   

上野西部 上野西部 深井戸 684 255 429 

比自岐高山 滝川ダム ダム水 500 230 270 

諏訪 諏訪 表流水 311 263 48 

比土 比土第 2、3  635 355 280 

伊

賀 

朝古川 朝古川水系木落川 表流水 1878 1498 380 

 岡鼻 表流水 予備   

滝川 塚脇第 1 浅井戸 予備   

 塚脇第２ 浅井戸    

 塚脇水源天道川 表流水 6227 3808 2419 

阿

山 

玉滝 槇山第 1 表流水 544   

槇山第 2－2 表流水 1265   

計 1809 637 1172 

丸柱 西米の川ダム ダム水 1165 1016 149 



 

この表によると、平成 22年の守田水源以外の実績取水量の合計は 39835㎥／日であり、新

水道事業基本計画中間案の平成 26 年度のゆめが丘暫定豊水水利権と廃止水源以外の現況取

水量の合計 25293㎥／日との差を求めると 14248㎥／日となる。これらの多くは、廃止や予備

化ではなく、施設はそのままで取水量だけを低減している。水道部は、「川上ダム利水から撤退し

た場合、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権が認められなくなり、既存の水源だけでは、水が

足りなくなる。」と説明してきた。しかし、平成 22年度からの低減量は、ゆめが丘の現況取

水量 14407㎥／日と同等の水量であり、万一、ゆめが丘の取水が認められなくても、既存の

水源と予備化水源の取水量を回復すれば、水は足りる。 

島 

ヶ 

原 

第 1 第１（桂谷） 表流水 予備   

 第３（大谷） 表流水 廃止   

第２ 第２ 表流水 480 258 222 

中矢 中矢 深井戸 廃止   

大

山

田 

山田 馬野川 表流水 900   

山田 浅井戸 1530   

計 2430 1518 912 

阿波 稲妻川 表流水 376   

高良城川 表流水 874   

計 1250 644 606 

剣谷 剣谷 表流水 131 廃止  

馬野 馬野 表流水 177 133 44 

青

山 

阿保 

桐ヶ丘 

阿保第１ 表流水 1032   

阿保第２ 浅井戸 429   

桐ヶ丘 浅井戸 731   

計 2192 1172 1020 

上津 滝 浅井戸 87 67 20 

南部 南部 表流水 760 475 285 

計 39835 25293 14248 



そもそも、これらの水源の廃止、予備化、取水量低減は、前水道事業基本計画には何も決められ

ておらず、この論文にある伊賀市水道部と水資源気候の水源調査により決定したものである。各地

域が大切に守ってきた水源を住民に同意を求めることなく、廃止、予備化を進めたことは、水資源

機構、水道部が住民の批判に対し責任を負わねばならない。いずれにせよ、水道部が 2013年（平

成 25 年）12 月に説明したような 86 億円もの新たな水源開発は不要であった。それは、水

源廃止、予備化、取水量低減を進めていた水道部は承知していたことであり、明らかに撤退

の場合の費用を多く見せかけるための偽りであった。 

必要なのは、基本計画中間案に廃止とされた水源の更新費用だけとなり、これを策定委員

会資料では、約 40億円と見ることができる。補助金を想定すれば、約 20億円である。地元

説明会で水道部が主張したように、撤退負担金約 10 億円でなく、建設中償還で決められた

費用 72.5億円（うち前払い分まで支払うことは理不尽であるので、15億円程度は軽減され

るべき）を支払わなくてはならないとしても、川上ダム利水を推進するより、撤退した方が、

費用は安くなる。 

 

３．水需要予測 

 2013年時点、水道部は計画 1日最大給水量を、平成 26年度予測 47616㎥／日、35年度予測 45738

㎥／日としている。伊賀市の人口予測が、94009人から 86251人へ、10000人近く減少するのに、水

需要がさほど減少しないのは、おもに社会増として、工業用水の増加を見込んでいるからである。 

 しかし、伊賀市の工業用水は上水と分けておらず、非常に割高である。たとえば尼崎市の場合上

水とは分けてあり、一日使用量を 300㎥とした場合１㎥ 27円程度である。たとえ工場誘致に成功し

ても、多くの事業者は井戸を掘ったり、リサイクルを進めたりして、水使用量をできるだけ抑える

であろう。工業用水の社会増は、現実には困難である。また、人口減とともに業務営業用水も減少

させるべきであり、まったく減少しないのは不自然である。 

 事実、2014年度の実績の一日最大給水量は 44669㎥／日であり、予測値に対して約 3000㎥も少

ない。基本計画中間案での 2015年度の予測値も約 46000㎥／日（元データが書かれていない）であ

ったが、実績値は、43045㎥／日であった。またも約 3000㎥／日乖離したのである。 

わずか一年で実績値と乖離する水需要予測を算出した中日本コンサルタントには、大きな

責任がある。 

水道部の川上ダム利水継続へ誘導する恣意的な説明により、伊賀市は利水撤退の機会を逃

した。それは、2013年 12月当時の水道部職員に責任がある。 

 

 

※ 伊賀市情報公開条例第７条第１項第３項に

該当すると判断しましたので非公開とします。 



 

 

2013年 12月水道部説明がゆがめた伊賀市水道の未来 

≪伊賀市水道事業策定委員会の設置で見えた水道部の方針≫ 

１．川上ダム建設負担金（利水）の建設中償還 

 水道部は、わずか 9 ヵ月後に「川上ダム建設負担金（利水）の建設中償還を行なうと、議会に理

解を求めた。まだ本体工事に入っておらず、進捗率 52％ほどであるのに、建設利息、30年償還

利息を含めた負担金は 72.5 億円であり、12 月説明の全体事業費予測 76.6 億円にせまって

いた。なぜ、このようなことになったのか、前述のように、主な原因は建設利息、30 年償還利

息を低く見積もりすぎたためである。水道部は「償還開始の交渉は 2014 年に入ってから」と回

答しているが、2013年 12月説明時に、すでに予定されていたのではないか。 

 ダムの建設負担金は、完成時に支払い義務が発生する。水道部は「消費税が 5％のうちに支払って、

負担を軽くしたかった」と述べているが、ゆめが丘浄水場の起債償還と重なるために、元金 5 年据

え置きという、もっとも利息の高い支払い方法を取っている。消費税より、利息のほうが高くつく。 

建設中償還を急いだ真の理由は、説明されていない。 

 

２．なお多い水需要予測 

2016年 9月 7日に配布された「伊賀市水道事業基本計画」中間案には、 

「計画給水量は、水需要が最も高い値にも対応できるよう施設の整備を図っていく必要があるため、

一日最大給水量から設定します。一日最大給水量は、以下の式で算出します。 

一日最大給水量（㎥／日）＝一日平均給水量（㎥／日）÷負荷率（％） 

負荷率は地域の性格や年間を通じての気象条件、季節的な需要変動によって大きく影響を受けま

す。断水のない安定した水道事業の構築を目指すことから、特異値を除いた実績最低値を設定して

います。」と書いている。 

つまり計画水量の根拠となる一日最大給水量を左右する負荷率は、「特異値（都合の悪い数値）」

を除いて、都合のよい数値を採用している。このため、2014 年度までの実績値が減少傾向であ

るのに、2015 年度の予測値は、2014 年度の実績値を上回っている。これは、設定した負荷

率が適切でないせいだ。2015 年度の実績値は、再び予測値と乖離することは必至である。水道部

は、2014年度の実績値を無視し、2016年度の一日最大給水量予測値を約 46000㎥／日とすることで、

予測の出発値を引き上げ水需要予測をなお過大に見積もっている。本来 2014年度実績 44669

㎥／日を出発値として予測を行ない、新たな水源が必要ないことを示すべきであった。事実、

実績値は、地元説明会で 43045㎥／日と説明された。 



 

 

３．伊賀市既設水源の給水量 

 2008年（平成 20年）策定の前水道事業基本計画によれば、2005年の一日最大給水量の実

績値は、簡易水道を含めば、48976㎥／日である。簡易水道を除いても 38744㎥／日である。簡

易水道を上水道に統合しなければ、2005年時点でもダムの水利権はもはや必要なかった。もっとも、

この当時は、右肩上がりの水需要増を夢見ていたので、2016 年には、56982 ㎥／日まで増加する計

画になっている。せっかく 2013年に右肩上がりの水需要予測をあきらめ、水需要の減少傾向を受け

入れたのに、なお川上ダムの利水に固執したのは大いに悔やまれる。 

 

４．新たな水源開発は必要ない 

前述のように、水道部は、水資源機構の意向を受け、守田水源以外にも多くの水源を廃止、予備

化してきた。また取水量も低減している。伊賀市の既設水源を更新し続けるだけで、川上ダム

利水だけでなく、木津川の暫定豊水水利権も新たな水源も不用である。 

川上ダム完成予定は 2023年であるから、利水を推進した場合、ゆめが丘浄水場に 87億円

（利息含まず）、川上ダム負担金建設中償還のために 72.5億円、残事業費のために（本体工

事にかかるとその費用がどんどん膨らむこともあり得る）最低でも 20 億円（交付税措置額

を含む）が追加される。すべての償還がすむのは、40 年近く先である。またダムの維持費

年間 0.6億円が半永久的に伊賀市の経営を圧迫する。 

 

４．建設中償還が既設水源廃止を決定させた（収支計画から） 

 第五回策定委員会で配布された「伊賀市水道事業基本計画」中間案によると、主な施設等の整備

年度計画表（P68）に、諏訪浄水場の更新がない。諏訪浄水場は、築 45年。今後 15年以内に更新が

必要である。実際、前水道事業計画には、諏訪浄水場などの更新計画は存在する。なぜ、方針が変

わったのか。新たな「水道事業基本計画」は、現在説明されている 10水源の廃止に止まらず、各地

区 1施設を残し、他の水源も更新時期が来れば廃止する道筋をつけるためのものである。 

 問題はその廃止理由である。2013 年 12 月時点では、水道部は、比土、剣谷浄水場を廃止、猪田、

丸山、朝古川、玉滝浄水場を予備水源化することにしていた。わずか、2年でなぜ方針が変わったの

か。策定委員会では、流況や耐震診断の必要性などを理由としているが、それらは 2013年時点でも

同様であった。 

 真の理由は、収支計画（P76～77）から推察できる。水道事業は単年度の事業、収益的収支と過年

度の事業や施設に関わる資本的収支に分けられる。資本的収支は、平成 27年度決算、短期･中期･



長期計画、いずれにおいても 10 数億の赤字である。これを「損益勘定留保資金等により財

源補填が可能です。」と説明している。損益勘定留保資金とは、減価償却費などの資本的収

支に貯えられる内部留保の資金である。収益的収支で確保する減価償却費が 15 億円前後、

ほぼ同額の赤字を資本的収支で補填するなら、当然、水源の更新費用が不足する。 

 

ゆめが丘浄水場の償還とダムの建設費用のために、既設の水源を維持できなくなったのだ。

さらに、ゆめが丘浄水場の更新費用も貯えられないので、更新の際は、再び起債（借金）

で総工費 200 億円以上の施設を建て替えなくてはならない。水道料金収入が減るなか、半

永久的に借金体質の事業となる。 

ダムの水利権を手に入れるために、伊賀市民の資産が失われ、市民サービスのための予

算が減っていく。 

 

今一度、伊賀の水道の未来を考えるべき 

≪50年後の水道事業≫ 

伊賀市の水道問題は、水道事業基本計画の 15 年後だけでなく、50 年後、100 年後も視野に入れ、

考えるべきである。たとえば、50 年後、伊賀市の人口はつるべ落としに減り続け、水需要もダム利

水容量約 30000 ㎥／日よりも減少してしまう。維持されてきた平成に入ってつくられた既設浄水場

も、ゆめが丘浄水場も更新しなくてはならない。水道部は、ゆめが丘を残し、他の水源を廃止

していく方針だ。しかし、ゆめが丘浄水場は、総工費 200億円を超える大型施設である。そ

の時の伊賀市には、更新費用は大きな負担になるだろう。小規模な既設水源ならば、水需要の

減少に伴って少しずつ廃止していける。しかしダムの利水は、いったん乗れば水需要が減少し

ても撤退は許されない。下流の自治体の多くは 30%～50%も水利権を余らせ、それでもダム

利水から撤退することができず、ダムの維持費が大きな負担になっている。 

 伊賀市は、現在でも木津川の暫定豊水水利権だけで水需要はまかなえている。さらにダムの水利

権を上乗せする必要はない。15 年後までに、木津川の水利権でさえ必要なくなる。もはや必要のな

いダムの水利権のために、既設の水源を犠牲にしながら、多額の建設費用を支払い続けるのか。 

 ダムの水利権から撤退し、取水量を減らした水源や予備化した水源からの取水増を検討す

ることにすれば、木津川の暫定豊水水利権は失われず、安定した供給を続けることができる。

「ゆめが丘の取水を認めないなら、これまで支払った費用を国が弁済しろ」とでも言う度胸

を、水道部は持つべきだ。。 

伊賀市水道部は、多くの嘘をつき、川上ダム利水推進へ、市長、市議会、市民を誘導した。

今、東京都議会において、築地市場の移転問題で過去の担当者が糾弾されている。伊賀市も



過去の担当者にさかのぼって責任を追及すべきではないか。嘘でかためた説明によって、ダ

ム利水推進の費用を低く見せかけ、撤退の費用を過大に見せかけた責任者は誰なのか。市長

には、この問題をおざなりにせぬことを望む。そして、今一度、ダム利水の必要性が本当に

あるのかを検討してほしい。 

 一方で、水道部の現職員の方々には、市民の幸せより、前職の計画を引き継ぐことを優先

するのをやめてほしい。ダム利水ありきの水道事業を進めることが、市民のためになるのか

を真剣に考えてほしい。 

水道水は、単に量さえ供給できればよいのではない。親は子どものために、発がん性物質

が含まれない安全な水を飲ませたいと願っているし、子どもたちは、大人より敏感な舌で「ダ

ム湖下流の水より、伊賀の渓流から供給される水道水の方がおいしい」と言う。今、考え直

さなくては、将来の伊賀市民に大きなツケを残すことになる。ダム湖の水は必ず富栄養化し、

アオコなどが発生するようになる。高いダム建設負担を背負い、わざわざまずい水を手に入

れるのか？大事なのは、市民の意思ではないのか？ 

 伊賀市の多くの人が誤解しているが、治水上ダムが必要なことと、利水の負担を負うこと

とは別問題である。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ない。国と都

道府県が建設費を負担するのである。ダムの水利権を得る市町村だけが、その利水容量に応

じて建設費を負担せねばならなくなる。利水がなくなっても、ダムの治水目的が消えるわけ

ではないし、治水上必要ならば、ダムは建設しなくてはならない。 

今、伊賀市民は、先祖が少しずつ切り開いてきたおいしい水源か、ダム湖下流の水か、ど

ちらを選ぶかの分かれ道にいるのだ。伊賀の豊かな水源は、伊賀の宝である。それが失われ

てもいいのかを、一人ひとりが考えて、水道事業基本計画の抜本的な見直しを求めてほしい。

水道部の説明の偽りを知った以上、それを、とことん市民に伝えるのが、当会の使命と考え

る。 

 

 

以上 


