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平成 28 年度 第 8 回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 29 年 1 月 24 日（火）13：00～17：50 

 

（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 8 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。中森委員さん

は、すぐに来られると思います。山村会長様は体調不良により欠席の申し出があり欠席さ

れます。清水委員さんからは所要により欠席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拍手や発言、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

布に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、本日の策定資料の一覧、事前に配布させていただきました「伊賀市水道

事業基本計画（水道ビジョン）の中間案についてのパブリックコメント（意見）と市の考

え方」、資料 1 策定委員からの事前質問と事前質問に関する説明資料、資料 2収支計画（水

道事業基本計画）と料金収入見込額、資料 3【参考試算】収支計画と料金収入見込額、資

料 4 負荷率、資料 5川上ダム利水撤退の場合の不足水量の算定、これに加えまして、「伊賀

市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）策定方針」、「伊賀市水道事業基本計画（水道事

業ビジョン）中間案」、「伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱」を添えさせていただい

ております。ご確認ください。 

 

1.あいさつ 

 

（事務局） それでは、事項書 1 の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。本日は、まず遅ればせながら、新年明けましておめでとう

ございます。発言をさせていただきたいと存じます。 

 委員の皆さまにはご家族おそろいで、穏やかにお正月をお過ごしいただけたこととご拝
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察申し上げます。昨日来、今期 2 番の寒気が日本列島を襲い、伊賀地方にも地域の差があ

れ相応の冠雪がございまして、私どもは水道管の破裂等も心配をしたところでございます

が、そういう報告もなく安堵をさせていただいているところでございます。 

 さて、本日は、第 8 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、大変ご多用のところご出席を賜り、お礼申し上げます。 

 今回の伊賀市水道事業基本計画策定委員会でございますが、去る 10 月 10 日の第 7 回策

定委員会で中間案が取りまとまりまして、11 月 1 日から 11 月 30 日までの間、パブリック

コメントを実施させていただきましたところ、124 名の方に達する多くのご意見を頂戴い

たしました。寄せられた意見数につきましては、速報として 12 月 8日付けで、ホームペー

ジへ掲出してご報告させていただいたところです。 

 その後、寄せていただきましたご意見に対する市の見解をお伝えすべく、精力的に作業

を行ってまいりましたが、その回答を委員さんへお届けできましたのは 1 月 17 日となりま

して、早いお届けを目指しておりましたが、大変時間を要することとなってしまいました

ことをお詫び申し上げます。 

 本日の策定委員会では、前回の委員会で、議長より「地域・団体を代表して委員さんの

発言も求めたい」と、そういった意向を確認させていただいておりますので、そのご意見、

そういった考えを、発言をしていただけるようにさせていただきましたこと、その後は、

中間案に対するパブリックコメントへの市の見解をあらためてご説明させていただいて、

中間案の修正点の取扱いについてご審議をお願いすることとし、中間案から成文化を図っ

ていただくようお願い申し上げまして、簡単ではございますがあいさつとさせていただき

ます。どうぞ、よろしくお願いします。 

 すみません。あいさつで第 7 回と申し上げましたが、10 月 10 日は第 6 回でございまし

た。大変、申し上げございません。 

 

（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行います。 

 伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱第 5 条第 3 項に基づき、会長を代理する副会長

の藤森委員に本日の議長をお願いいたします。 

 

（議長） それでは失礼します。ご苦労さまでございます。第 7 回に引き続きまして、山

村委員長さんがご病気のために、今日はご欠席ということで代理の藤森でございますが、

私が議長として進めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。座らせ

ていただいて、失礼します。 

 それではお手元の事務局の配布の事項書に基づきまして、進めさせていただきたいとい

うふうに思いますけれども、ご異議はございませんか。 

 それでは事項書に従いまして進めてまいります。本日の時間設定でございますけれども、

まず事項書にございますように、1 番で前回の策定委員会の最後に議長として提案させて

いただきました、各委員さんからの、それぞれの代表のご意見として、まず述べていただ

きたいというふうに思っております。 

 それから、ここで大体 1 時間ぐらいの目安としまして、そして続きまして、ごめんなさ
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い、その前に委員さんからの質問事項が出ておりますので、そのことについての市の見解

を説明をしていただきまして、ここまでを約 1 時間で進めていきます。 

 続きまして第 2 番目のパブリックコメントの意見の取扱いにつきまして、市からの意見

がございますので、それの説明を受けます。これも大体、30 分程度で膨大になりますけれ

ども、要点をまとめていただいて説明をしていただこうというふうに思っています。 

 そして 3 の事項につきましては、本中間案を最終案とするための修正箇所等についての

審議を行いたいと思います。その後に成文化するということでこの会を進めてまいりたい

というふうに思います。概ね 4 時間程度の長時間にわたりますけれども、皆さんのご審議

を、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 

2.審議事項 

（1）団体の代表者としての意見および質疑 

 

（議長） それでは早速、議事に入ります。 

 

（委員） その前に 1 点。 

 

（議長） 北川委員。 

 

（委員） 北川です。 

 

（議長） 手短にお願いします。 

 

（委員） はい。すみません。北川です。手短にということですので簡単に申します。私

は、一番よく発言していて、また今日もそうなるかもしれませんが、お許しください。今

日は、この事項書に沿って時間どおりにやられるわけですけれど、これは最終案というこ

とで、これが最後で私どもの任期は今日で終わるのでしょうかというところを、お聞きし

たいのですが。 

 

（議長） 今日はそのつもりで進めてまいりたいと、最終案の取りまとめということで進

めてまいりたいというふうに思っております。 

 

（委員） 水道部のどなたでも結構ですが、部長さんなり、管理者さん、それでそのとお

りでいいのですね。 

 

（管理者） そういう方向でお願いしたいと思います。 

 

（委員） 議会も間に合うように審議が終わるということを理解してよろしいのでしょう

か。 
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（事務局） 先月の 12 月の第 7 回の策定委員会の中で、2月末までの委嘱期間の延長とい

うふうなことをお願いさせていただいた中での、そういった取りまとめをお願いしたいと

いったふうなことです。 

 

（委員） 審議が十分に尽くされたら、それでよろしいのですが、今からいろいろ私ども

の質問なり、意見を言うわけなのですが、もしどうしても、もう一回、あと 1 度の策定委

員会が必要だという場合は、またそれで考えていただきたいと思うのですが、以上ですが。 

 

（議長） 北川委員からのご意見でございました。これまで 7 回の議論を進めてまいりま

して、今回は少し長時間を取っていただいて、パブリックコメントへの市の意見ですとか、

あるいは最終案についての委員間討議を最終的に行いたいと思っておりますので、その中

で皆さんのご意見で決めていけたらというふうに考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

（委員） 採決の仕方というのは、以前は非常に曖昧であったので誤解もあったし、私ど

もも異議があるのですが、今回はどのように。 

 

（議長） いろいろなご意見もありますので、最終的には挙手なりでお願いすることも考

えておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは次に、本題の方に進めてまいります。まずは第 1 番目の地域、ないしは公募委

員、学識経験者等からの代表でこの会は進められておりますけれども、それぞれの代表と

しての意見につきまして、特にその関係地域なり、関係団体で話し合っていただいた結論

等につきましての説明をしていただきたいというふうに思います。ということで順次とい

うことになりますけれども、まず・・・。 

 

（委員） すみません。 

 

（議長） はい、どうぞ。阪井さん。 

 

（委員） 阪井です。今、団体の代表者等からと言われて、私は自治会の会長をやらせて

もらっているわけなのですけれども、いろいろな選考の中で有識者の方、公募の方、我々

みたいに自治会代表の方、いろいろみえる中で、この団体の代表者の扱いなのですけれど

も、任命してくれるときにどんな状態できていただいかというのは各々こればらばらだと

思うんですよ。 

 私は、伊賀町のこと、手前味噌で言って申し訳ないのですけれども、いがまちの場合は、

3 まち協の代表が寄りまして、市のしかるべきこういう諮問委員会がある、今までもいろ

いろな賑わい創設の委員会だとか、いろいろなことがあって、悪いけれど順番回しに会長

さん、ご理解が得られたらそういうふうな方向で行きましょうというような暗黙の了解を

得てそういうふうにしてなっているので、私は来させてもらっているわけです。 

 その中で委員の中で、全然、ずぶの素人だし、みんな、何ていうのですか、この委員会
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に参画させていただいて、この議事録、もしくはいろいろなインターネットで発信されて

いるやつを含めて、いろいろないわゆる地域の中に反映していただいてもいいのですかと

聞いたら、そういうふうにしていただいたやつに対しては、インターネットを見ていただ

いたら、その地域の人でもよろしいですよ。代表と言いながらも、個人でもよろしいです

よというような、確か返答があったかに思うのです。そういうふうな方向で、私も勉強さ

せてもらいながらここへ来て、いろいろなそれぞれ委員さんの持ち分が違うと思うのです

けれども、かえって逆に、今、言いましたように代表としてどれだけ、いわゆる皆さんに

オーソライズしているか、個人だけでいろいろ勉強して知っている人に聞いて発言したり、

いろいろな勉強しているか、いろいろだと思うのです。だから、それを団体の代表だと言

うのだったら、もう少し具体的に水道部の方から、あなたは来ている代表者として、地域

にそれぞれ何度も言いますように、私はまちづくりの会長ですけれども、いがまち 3 代表

の委員、役員会の中に行って、いろいろな経過も説明して、それの総意として代表者の意

見としてまとめてきてくださいとか、いろいろそれぞれあると思うのです。 

 有識者の方はいろいろ勉強されているので非常に見識豊かな人なので問題ないと思うの

ですけれども、そういうふうな委員の中で、私はいろいろな意見を聞いてまた話をさせて

もらおうと思うのですけれども、個々に団体の代表者としての意見といっても、どうなの

ですか。藤森副会長、申し訳ないのですけれども、それぞれになると思うのですけれども、

基本的に自分が来ている立場の代表、みんなの意見をオーソライズしたやつを言うという

のか、あくまでそういうふうなものも含めて個人で言うというか、そこら辺を統一しても

らわないと、何か私が言った自身が、まち協の代表としてみんなのそれぞれの意見がある

中の総意だと言われると非常に難しいし、その辺を統一していただけませんか。 

 

（議長） 今の阪井委員さんからのご発言でございました。ちなみにそれぞれ、この委員

の任命の背景というのは、地域代表ということで出てきていただいておりますけれども、

今日は冒頭、地域としての、あるいはまとまった意見があるなら、それを代表として言っ

ていただくと、最終的に 3 の方では委員として最終委員間討議をすると、その中ではいろ

いろなことで自分の勉強していただいたこと等も出てくるのだと思いますけれども、取り

あえず地域としてどんな意見の取りまとめをしていただいかというのを、少しお話をして

いただけたらというふうに思っております。どうぞ、中森さん。 

 

（委員） すみません。私たちは商工会の女性部は、いろいろな市のこういう委員会、策

定委員会とかに出させていただいているのですけれども、それについては役員になった者

が順番に出ていくという感じなのです。私は、この水道部さんについては、はっきりと市

民関係団体の代表者として、ここに書いていただいておりますけれども、こういうふうに

は聞いていなかったのです。お受けするときに、だから伊賀市の女性のサンプルとして出

てくださいというようなことで、だから個人に委嘱されるから、女性部の者に資料を回覧

しなくてもいいですよと、それから召集も個人のところに行きますから、そうやって動い

てくださいと言われて、非常に大変だったのです。 

 伊賀市の女性のサンプルの意見はどうなのだろうという、商工会の中でも聞きましたし、

それから地域の婦人会とか、それからお葬式があったら聞いたりとかして、伊賀市の一般
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的な女性はどんなふうに思っているのかなというような意見を、なるべく作って言わせて

いただこうとしてきたのですけれども、この間から水道部さんの方が 2 回ほど商工会の方

に説明に来てくださいまして、その最後この間だったのですけれども、商工会としての意

見を出してくださいとおっしゃってくださったのです。もう女性部も飛び越えていますし、

商工会としての意見となりますと、商工会は知っていただいていると思うのですけれども、

理事会があって、そこでいろいろな行事を決めて、そこが執行部みたいな感じですので、

それから総代会で OK をもらわないと進められないというような組織になっていますので、

商工会としての意見を持ってこいと言われますと、とてもではないけど今日、何か結論を

申し上げるなどということはできませんので、そこらあたり委員の身分というと変ですけ

れども、もう少し明確にしていただきたいし、もし商工会としての意見を出すのでしたら、

私は合わないと思うのです。とても代表して言えるものではありませんので、女性部でし

たらある程度の意見はまとめていますので申し上げることはできるかと思いますけれども、

いずれにしても、そこら辺は非常に不明確です。大変、苦労させていただきましたし、ど

うなのでしょうかと思います。 

 

（議長） 最終的に 100％、その団体の総意の意識、意思というのはなかなか難しいと思

います。当面、最終案を作るに当たっての過程の中でそれぞれの代表で来ていただいてい

るというようなことですから、今、中森さんにいろいろな説明をしていただきましたけれ

ども、中森さんは中森さんの立場でこういう前提で意見を言わせてもらいますということ

の中で報告をしてもらったらいいのかと思いますし、今は商工会全体の意見ではないとい

うことをご説明をされましたので、それはそれで僕はいいのかと思います。 

 最終的には、先ほど言いましたように第 3 号議案の方で、最終案を作るための委員とし

ての討議をしたいというふうに思っていますので、そこで最終案が決まるということにな

ると思います。事務局、どうですか。 

 

（事務局） 一番当初に各団体の地域・市民団体の代表の方というような形の中で、個々

にお願いに上がらせていただいたといったふうなことです。その中で、各住民自治協会さ

んに関しましては、各支所ごとに 3 自治協あれば、それのまとまった組織といったふうな

ことであっていただきますので、その声を出させていただいて、例えば大山田地域であれ

ば大山田地域の 3 自治協の中から、お一人は水道事業基本計画の策定委員さんのご推薦を

お願いしたいといったことの中でお願いにお伺いして、各自治協さん単位の中でご推薦を

いただいたといったふうなことです。 

 それから、また商工会さんなり、商工会議所さんに関しましては、市民団体の一つとし

て特に商工業というふうな中で、水、水道といった関わりの中で、私どもが推薦をお願い

したいというふうなことでお伺いをさせていただいたところです。その中で一つ、こうい

った計画等の策定に当たりまして、女性の委員さんのご意見も出していただきたいという

ふうな中で、商工会さんなり、商工会議所さんに関しましては、できれば女性の委員さん

をご選出いただければありがたいといったふうな中でお願いに伺ったと、そして各団体さ

んからご推薦をいただいたと、経緯としましてはこういったところです。 
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（議長） 以上のようなことでございますが、北川さん何か、手短にお願いします。 

 

（委員） 藤森さん、2 回目の議長さんでご苦労さまです。前回、議長が言われたと先ほ

ど冒頭に説明がありましたけれど、今は確かにおっしゃったのは、何ページの最後のとこ

ろか、僕は記憶がないのですけれど、今、それを事項書の 1 番に挙げるというのはいかが

なものかというのは阪井委員と全く一緒なのですが、もう最終だとおっしゃる、このとき

になぜ地域のこと、これはもう今、部長からご説明があったことは第 1 回のときに明確に

しないといけなかった、僕は 3 回目からで誠に申し訳ないのですが、当時、こういうこと

は、皆さんの委員はどういう立場で来ているのだというのを明確にしなければいけなかっ

たのかと思います。今日は議事録に載ると思いますので、ここだけはきちんと言わせても

らいたいと思います。 

 それで今からの進め方は、時間が限られていますが、各それぞれ一人ずつ話せばいいの

ですか。そうですね。はい。 

 

（議長） 意見がございました。取りあえず最終的には、先ほども言いました、委員とし

ての議事に対する議決というようなことになるのですけれども、地域の代表として出てき

てもらったり、団体の代表として出てきていただいていますので、その地域、あるいは団

体の中でいろいろな議論をしていただいている経過なり、あるいは考え方なりを今は説明

していただいて、最終的な取りまとめのときの参考にしていただいたらということで考え

ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは進めてまいります。順次ということなのですけれども、まず地域代表からとい

うことなのですけれど、私はここに座っておりますので、私からまず先に説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 過日、昨年の 10 月 12 日と、それから今年に入って 1 月 18 日に大山田地域の住民自治協

議会連絡会というのがございまして、そこでいろいろな意見をお聞きして、こういった考

え方でまとめようかということで、私がここで意見として挙げさせていただきますという

ことですのでよろしくお願いしたいと思います。 

 まず川上ダム利水、それから暫定豊水水利、ゆめが丘浄水場の稼働等につきまして、一

体的な考え方をするべきかなということがございますので、それらを一体的に意見として

まとめております。既にゆめが丘は有償譲渡を受けた中で稼働中でありますと、最も信頼

性の高い施設を最大限有効に生かした計画にすべきであります。次に、既に旧上野市主要

浄水場でありました守田浄水場が老朽廃止され、その中で従前からの暫定豊水水利という

ものを包括的に継承するような形でゆめが丘が稼働中であります。暫定豊水水利権がなく

なれば、たちまち旧守田の浄水場の給水エリアが宙に浮いてしまう、困ってしまうという

ことになりますので、それでは駄目ではないかということです。 

 それからダムの利水を前提としない暫定水利権は国交省等から、不可ですと、それはあ

り得ませんというような話、見解が出ております。ただし木津川の中での水源とか、ある

いは代替水源を確保できるという前提であるならそういうこともあるのかということなの

ですけれども、私の経験からは過去に暫定豊水水利権がある中で、この伊賀広域水道をす

るときの状況なのですけれど、ダムありきではなくて、なしも考慮しながらということで
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進めていました。そういう検討もしました。既得農業用水の割愛ですとか、青蓮寺用水の

融通ですとか、あるいは名張市の余剰の融通ですとか、そういったものもいろいろな検討

を進めておりましたけれども、なかなかこれについては非常に困難という結論が出ていま

すし、それから新規水源開発が 1 万何千 t ができるかというと、これも非常に困難だとい

うことから、なかなか暫定水利を別の何かに変える、そして変える案があれば暫定水利を

そのまま継続するということの流れというのはなかなか作りにくいのではないかというこ

とです。それから伊賀市の将来の発展を担保する安定・安全給水のためには、どうしても

やはり、豊水水利権が必要ではないかということですので、ダムに乗っていく必要がある。

従って、ゆめが丘とダム利水というのはセットで考える必要がありますというような考え

方です。 

 それから 2 番目に、水源と浄水場の統廃合についてです。現在は、地区間の中では 21

の浄水場の中で順次廃止が 7、縮小が 3 というような計画になっております。パブリック

コメントの意見もたくさんございましたが、ゆめが丘に一極集中ということではなくて、

多くの残る健全な浄水場を含めた複数の浄水場で、これらのベストミックスの構成で安

全・安定給水を順次、計画的に進めていくというのがいいのではないかという考え方です。 

 それから老朽化更新、耐震対策、水量減少、水質悪化、あるいは管理の難易度とか、管

理コストなどからの諸費用で老朽している浄水場全てを稼働させるというのは合理的では

ないという考え方です。 

 それから水需要予測ですけれども、先ほども説明しました。伊賀市の将来にわたる住民

の安全・安心とか、生活基盤を支える産業振興や観光振興にも水の確保は生命線、水源の

確保は今がチャンスであると捉まえる必要があるということです。 

 続きまして、災害管理リスクについて、小規模分散型の浄水場配置は耐震強度とか、あ

るいは危機管理等から災害にも弱いのではないか、災害時の復旧対応などが多岐に亘って

非常に困難になるのではないかということです。それから施設面、管理面で災害対策の最

も充実したゆめが丘を中心にした強靱でかつ持続性のある施設整備がベストであるという

考え方になりました。 

 それから地域の課題として、緩速ろ過設備は管理の難易度や高濁対応の困難さなどもあ

りますけれども、おいしい水の確保には優れていると言えます。広瀬地区の水道としての

剣谷浄水場ですが、地域から信頼されてきた水源であります。統廃合がやむを得ないとし

たとしても、上流、高良城浄水場からの配水というのは水質的にはそんなに遜色はござい

ませんけれども、以前、馬野簡水からその代替水利を求めようとしたときに地域間でいろ

いろなトラブルがございました。そんなこともあったことから、それに際しましては上流

域の地域、あるいは当該広瀬地域の地元への十分な説明と地元合意を求めていただきたい

ということです。 

 以上のようなことから、本水道計画に従って着実に事業推進を図られたいということ、

以上のような意見を大山田の連絡協議会でまとめております。以上、大山田の意見です。

続きまして、八尾さんは、今、来られたばかりですので後にしましょうか。 

 

（委員） はい、後で。 
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（議長） そうしたら次に阪井さん。 

 

（委員） 私は先ほど言いましたようにいがまちの代表ということで来ているのですけれ

ども、先ほど藤森さんが言われましたように、藤森さんは現役のときにいろいろ専門的に

苦労されたというか、広域水道も参画しておられるし、専門的なことをよく知っておられ

ますので、こういうような地域の役員会でいろいろなことも説明されたと思うのですけれ

ど、私はそういうふうなことを一切タッチしておりませんので、あくまで地域の本当の女

の人も含めた地域の声ということで聞いてまいりました。 

 その中で進めております水道ビジョン、これにつきましては皆さんご存じのように給水

人口が非常に減ってきている中、また工業誘致が思うように進んでいない、柘植地域にお

いてサンガリアなり、プリマハムなりに来ていただいていますけれども、高いと言ったら

失礼かもしれませんけれど、水道水を買うより井戸を掘ると、しかるべき許可を取って井

戸を掘るということで判を押しておりまして、なかなか伊賀市の水道を使ってくれていな

いという企業の実態です。 

 そういう中で、こういうふうな策定委員会に参画させていただきましていろいろと聞い

ている中で、やはりだいぶ前に決められた議会で承認された、市長も判を押したというふ

うな中の川上ダムありき、広域水道ありきというふうなことを、もう 20 年もたっているの

ですか。何年たっているのですか。だいぶ前でしょう。という中で民主党政権になって、

脱ダム宣言でダムがなくなって、また自民党政権になってダムができるようになった、世

の中の動向もいろいろと変わってきます。隣の滋賀県の嘉田知事におきましては、脱ダム

ということで長いことやられましたけれども、そういうふうな中で首長なり、そのトップ

に立つ人によって相当行政も変わってきます。 

 そういう中で柘植の人は、これから今の方針で進んでいくのは、水道の方がいろいろな

資料を見せてくれておりますけれども、あまり素人、女の人が難しい計算の資料ばかりは

全然分からないというふうなことで、大きなダムを造り、広域水道は大きな金が掛かるの

はよく分かるのですけれど、これを自分らの生きている間ではなしに、子どもや孫の代ま

でずっと、どんなに時代が変わるか分からないと言っていても、絶対に時代は変わってく

るから、そんなにずっと借金を背負っていくのはもうこりごりだと。今の段階でいわゆる

朝古川の浄水場、おいしい水を蛇口をひねって飲んでいるのです。そういうふうなことか

ら、旧伊賀町は水源地の保護条例を作って水源地を守りましょう、そこへ有害物質を流す

ような工場は造りません、みんなで守していきましょう、きれいな水を取って飲んでいき

ましょうという、水源地保護条例を見ていただいた人はよくご存じだと思うのですけれど

も、こういうような水源地条例を作って、今までの水源地を守っていき、今までに一遍も

断水・節水は聞いたことがないです。 

 水道部の調べでは、一時、伊賀町の職員の人が大変なときに、一日か二日か一週間か知

りませんけれども、少し渇水のときにご努力していただいたということは知っている人は

知っているぐらいで、一般の住民の方はきれいな水を飲んでいます。私もそうですけれど

も、この間の委員会で言いましたように、悪いですけれども旧上野市の水よりも確かにお

いしいな、実際に日本茶を入れて飲んだときにはおいしかった。上野の親戚に行ってお茶

を飲んだときには何かこれはすごいカルキ臭い臭いがしたなという思いをしているような
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状態です。そういうふうなことから、非常に柘植の人はおいしい水を飲んでいるのに、川

上ダムの遠いところから、高いところをやめて、ポンプでまた回して、薬を入れて、カル

キ臭い水を飲むのはもうご免だと、そんなのは今まで先祖の代から何も断水も節水もした

ことのないような水を何で止めてしまうのですか。そんな広域化にするのですかというふ

うな意見が特に女の人から多かったです。 

 そんなことを含めて、朝古川の浄水場を市長さんも別の話ですけれども、リノベーショ

ン、リノベーションという言葉をご存じだと思うのですけれども、いわゆるしていこうと

いうふうなことをよく言っていると思うのです。だから、あくまで広域管理で人件費も減

らして、格好いいことです、リモコンで広域管理していくのは、本当にこれはこれからの

時代で大事だと思うのですけれども、現在も朝古川を見に行ったら鍵が掛かって、外から

しか見ることはできなかったのですけれども、外から写真を撮ってぐるっと回ったのです

けれども、きれいな水がぐるぐる回っていました。本当にきれいな水でした。言うわけで

はないけれど、ここを見せてもらったときには、活性炭か何か黒いので、素人考えで分か

らないですけど、真っ黒い水であれが白くなってきれいになるのだと思ったのですけれど

も、本当の直感として朝古川の水はきれいな水が回っていました。全然、違いました。 

 そういうふうなことも感じたわけで、そういう話もしています。非常時にどうしたらい

いかということで、水道部の方の北山さんにもちょっとお尋ねした中で解答があったので

すけれど、土地改良法で柘植地域の方に鴉山池をはじめ、大杣池、芭蕉池、大きなため池

があるのです。これは農水専用です。だけど、こういうことで役員さん、田を作っている

人に聞くと、もうほとんど田んぼも非常に作る人も減っていて、昔のように水を取り合い

することはないと、だからそういうふうな朝古川の水がもしも枯れるということになった

ら、何かそういうふうな大きなため池からパイプをつなぐようにしておいて、みんなで田

んぼを作って同じ住民だから、うちの水が大事だ、田んぼが大事だ、土地も大事だけど、

そういうことがあったら優先的に非常時に使われるようなことにはみんなの総意でできる

のではないかというふうなことも、田んぼを作っている土地改良区の役員さんからも聞い

てきました。 

 それから私も全然、知らなかったのですけれど、これは広域水道というのは伊賀町の上

柘植インターまで大きな管が来ているというふうに、初めてこの委員会で聞きました。い

ろいろ帰って聞きましたが、そんなことを昔の町長さんは言っていたけれども、果たして

できているということは誰も知らなかったのです。初めて聞いたのです。そういうふうな

ことで、できているものはしょうがないにしても、いまいちそれをつないで大きなタンク

を作って、またぐるぐる回す金は相当に掛かると思うのですけれども、そういうお金を掛

けるのだったら、朝古川の浄水場をいわゆる耐震の診断を素早くして、あとの浄水場のポ

ンプ等々の設備をいわゆるリノベーション、更新して使っていただきたいというのが素直

な声です。 

 それで、もう一つどうしても市の方は、伊賀町だけ、柘植だけ勝手なことばかり言って

いたら困るということになったら、いわゆる了解のできるような、どうしても規定方針ど

おりに進めていくというのであれば、現在ある今の水源地を、例えば柘植だったら朝古、

滝川を作るのにどういうふうに更新するお金が掛かるかということを、リアル的にきちん

と女の人にも分かるように、よく分かるような資料作り、金を比較して説明してください
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と、更新したらこれだけですよ。広域水道でこうやってしたらこれだけという大きな資料

をもらっているのですが、私も含めて大まかには分かるのですけれど、ちょっと分かりか

ねるような資料ばかりです。もう少し分かりやすく、いわゆる既設の水源を、現在ある水

源を最大限に活用する案ということも、費用や問題点も比較しながら、住民説明会等も含

めて、そういうふうな分かりやすい資料をぜひ作っていただきたいということで、現在、

私どもはそういうふうな勝手なお願いか分かりませんけれども、地域のみんなはそれだっ

たら一遍、市長宛に、委員長宛に署名をしようではないかというふうな声も盛り上がりま

して、現在の水源地をいわゆるリノベーションして使ってほしい、きれいな水を残してほ

しいという地域からの署名もやっていることを申し添えておきます。以上です。 

 

（議長） ありがとうございました。では続きまして、坂本さん、お願いします。 

 

（委員） 島ヶ原の代表で来ています。坂本です。まち協の中で運営委員の中で、私は奈

良市水道局で 42 年間、水道事業に携わってきたということで、おまえが行ってこいという

ことでお声が掛かりまして、責任をもって参加させていただいております。 

 島ヶ原は前にも言ったのですけれども、このゆめが丘の水が来なくなると 8 割の人の生

活用水がなくなります。代わりに水源というのは全くないわけでして、川は流れているの

ですけれども、あれは全て農業用水です。村時代は、その農業用水の余り水を取って飲料

水にしていたということで、平成 6 年には大渇水がありまして、農業用水を優先に取ると

いう約束はしていたのですけれども、飲料水がなくなるということで優先で飲料水に接続

したということがありました。田植え時期につきましては、その水を今度は田んぼの方へ

優先で回さなければならないということで、これは法的には違法だったと私は思うのです

けれども、木津川から消防団が出て何台ものポンプを並走して一番上まで水を上げて田ん

ぼへの水を配ったということがあります。それが何日間も続きまして、消防のポンプが何

台も故障したということがあります。 

 そういった島ヶ原は水源に苦労しているわけです。説明会の中でもきれいな水が流れて

いるのではないかという意見もありましたけれども、きれいな水が流れていますけれども、

全てあれは農業用水で取ることはできません。流れている量もかなり少ない状況でありま

す。従って、ゆめが丘からの送水がなくなりますと、もう完全に島ヶ原の 8 割が断水とい

うことで生活用水がなくなり、生活ができなくなるということになります。下水道も完備

しておりますので、トイレも使えない状況があります。もしも、そういうことになれば私

は島ヶ原を出ていかなければならないというような状況もありまして、何とかこの計画ど

おりに進めていただきたいというふうに思うわけです。 

 前の水道事業基本計画、今の 30年までの基本計画を見ていますと、もう既にゆめが丘の

水を広域水道として配水をしていこうという計画が、前回の基本計画の中でも言われてお

りまして、今の策定方針の中にも川上ダムのダム利水を基本方針として計画をしていこう

ということを言われております。私がこんなことを言うのは何ですけれども、今更この策

定委員会の中で、ダム利水運用が不要といいますか、こういう意見が出るというのは理解

できない状況であります。もしも、このダム利水の運用がこの意見の中で決められるので

あれば、これは前の基本計画の委員さんにもう一回返さないとならないような事態もある
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のではないかというふうに思います。まず島ヶ原の状況も考えていただいて、何とかこの

今の計画どおりに進めていただきたいというふうに強く申し上げたいと思います。 

 それから暫定豊水水利権というのは、ダム建設があってダム利水があるということが前

提なので、このダム利水撤回ということになれば全て水利権がなくなるということだと思

います。これは経験論を言わしていただいてもあれなのですけれども、そういうことでど

うかこの計画どおりに進めていただきたいというふうに強く申し上げて終わりたいという

ふうに思います。 

 

（議長） ありがとうございました。では続いて、北川さん。 

 

（委員） 簡単に申し上げます。こういう形で地域の意見を代表して述べよということで

あるのであれば、私どもの何らかのまとまった結果を今日は申さないといけないと思いま

して会議を続けておりました。それで今、私が持っていますのは、玉滝地域まちづくり協

議会の会長として、私どもの水源で生活をしている玉滝、槙山の、まず近くの区の区長さ

ん方の意見をまとめました。後で水道部の方にお渡ししてもいいのですが、槙山区から内

保、山生田、中之村、界下、鈴鹿、里出、川上、城出、そして水を全く飲んでいないにも

かかわらず、グリーンタウンという企業の水を飲んでいる方からも、区長さんから全て同

意書をもらっております。 

 それは、どういうことかというと簡単に申しますと、地域にある二つの槙山水源の最大

限活用と、玉滝浄水場の現状維持、結局、水道部の方が廃止にしようという 35 年度には、

廃止にするということに関して、それは困りますよということを言っているわけなのです。

まず素朴な区民の人の要望というのをまとめてもらっております。 

 そして、このまちづくり協議会は、そういうことであるから鞆田地区の協議会とも連携

してやってほしい、そしてまた他の水系で西米の川ダムのダム水系の水を飲んでいる丸柱

協議会の人とも協力してほしいのだと、それを市の方に要望してほしいと、こういう書類

を頂いておりましたので、現時点でちょうどタイムリーですので、まずそれを報告いたし

ます。 

 ということで、彼らは区民の人は、とにかく水道部さんが考えている川上ダムの水源か

ら一極集中で各地区に配ろうとしている案に対して、既存の水を飲みたいのだと、むしろ

その水を使って老朽化施設を直す方が安くつくのではないかと、自分の地元の水は地元で

飲みたい、よそからの水はもう要りません、結局そういうことになっております。ダム利

水うんぬんのことは、区民の方というのはそう詳しい情報もありませんので、そういうレ

ベルでの、まず話ではありません。地元の水は地元で飲みたい、こういうことで今は要望

書をもらっております。 

 そして今、藤森さん、今日、皆さん相当長くお話しされたので、もうちょっと話します

が、藤森さんは当然、県にいらっしゃった水のプロです。こちらに 87 億円で誘致をしよう

とした、そのときにいらっしゃったのですよね。 

 

（議長） 辞めているときです。 
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（委員） まず関わっていらっしゃった、あなたは同級生だからよく分かっているのです

けれど、そして隣の坂本さん、この方も水のプロでいらっしゃいます。私と阪井さん、後

で発言されるか分かりませんが、私どもは本当に純粋に充て職で順番が回ってきたのでこ

この席にいるわけです。そういうレベルの違う、実は人がいるわけです。藤森さんも坂本

さんもプロなので、プロというのはそれで飯を食っていた人なのですが、しかしお二人と

もかって食っていましたね。食っている方が、このように現在、副会長の席にいるからや

やこしいのですが、本来なら隣のお休みになっている会長さんが仕切ってもらう方も、実

はこのお二人よりもっと国のプロなのです。こういう方が交ざっていらっしゃって、私、

八尾さん、それから阪井さん、それから西さん、そしてまた別の団体の方、今日は休んで

いる清水さん、そして奥原先生、それから藪裏さんと廣島さんは手を挙げて志願してここ

のところにいらっしゃる、こういう方がいる中で、私どもは地域を代表していますので、

阪井さんのようにいろいろ話してくれました。ほとんど似ているのです。私どもは、地域

の水源は残してくれと、こういうことなのです。 

 そのレベルでお話をして、今、審議をもう一度、再度、もしこれで不十分ならやるべき

だと、市民の目線で考えながらやっているはずなのに、なぜこの最終のときにこういう議

題が出てくるのか、まず先ほども言いましたが、これが問題なのです。何か作られている

ような気がします。それで、まとめる前に皆さんの意見をもらって、ではこの意見、今、

出している意見をどのように反映するのか、ここを聞きたい、隣の坂本さんも「私は長年、

経験してきた」とおっしゃっています。「プロである」ともおっしゃっています。こういう

方のご意見は確かにいいのですが、まず僕はけんかを売っているわけではないのですが、

藤森さんとは友人でいるつもりでいるのですが、最初にあなたの地区の話を随分述べられ

ました。立派なことだと思います。まとめ方としては最高なのです。そういうまとめ方を

するぞという意見も、水道部さんからは全然、聞いていないのです。 

 問題は前回、そういう議長や副議長、議長さんが、そことの発言が、このような今話に

なっている、今はここが変なのです。僕らは、何で変かというと、もっと怒りにも近いの

ですが、もともと地域のことを、市民の、区民の意見を意識しながら話しているのを、あ

たかも北川が、あるいは阪井が、あるいは反対している数人の人は個人の意見で言ってい

るのではないかと、こういうふうに思われるのが大変悔しいし、これは事実ではないので

す。地域の意見を反映しながら言っている、今、坂本委員は隣にいらっしゃって大変言い

にくいのですが、21年でしたね、確か前回の、そのときの状況と現在では全く違うのです。

全くじゃない、かなり状況が変わっているということで、負荷率の話から、いろいろな問

題、課題を僕は今まで、3、4、5、6、7 の 5 回の中でいろいろなことを言ってきました。「お

まえは、よくしゃべる」とかいっていろいろ言われていますが、その中の記録を見てもら

ったら分かりますが、どうして坂本さんのように、では昔はもう決めたのだではなくて、

決まったことに対して、時間がたって状況が変わったので一つ一つ例を挙げていかがなも

のでしょうかと、もう少し見直す必要があるのではないでしょうか。 

 だから私どもと全くいがまちの住民が一緒のところは、今、ある設備を生かして直して、

そして今の水を安定的に供給する、これに対する費用を見積もってどれぐらい掛かるのか

比較しながら、今、考えていらっしゃる一極の水の供給の仕方とどうなのかということを

前回も言ったはずです。そういう抗議書の内容になっていたと思います。そこを、きちん
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と審査をしてもらわないと、なかなかこの審査終了、私どもは終わりではならない。私も

坂本さんも、先ほど言われましたけれど、「島ヶ原におられない」とおっしゃいました。そ

の気持ちはよく分かります。私ももういい年ですから、子どもの代、15 年は値上げしない

と言っても、私ももういい年でいるかどうか分かりません。でも、そのころにあの策定委

員で通してしまったねと言われるのが嫌だから、私は今市民の代表として頑張っているつ

もりなのです。 

 そして私も、この最終案の中に誰と誰がこういう意見を言って、何人採決して誰が反対

したかというのを明記してほしい、それぐらい思います。そうしないと私は、15年後、20

年後、あるいは 30 年後に、あのとき決めたじゃないかと言われるのが嫌ですから、賛成、

反対の意見がありますが、私は反対として、しっかりとこの策定委員会が機能しているな

らばしっかりと明記をして、最終案として出してほしい、そのように思います。ちょっと

長くなりましたが、もうあまり話したくありません。ほとんど話しましたので。 

 

（議長） ありがとうございました。それでは西さんの方からお願いします。 

 

（委員） 私も 3 回目から前委員さんの跡を継いで、自動的にもう出してもらっていると

いう状況で、旧の青山、今の支所のからですけれども、地域が自治協六つありまして、か

なり南の方からまた団地、阿保、それから山でも南ですけれども、だいぶ広く地域が分か

れていまして、水源も違いますし、今までもご存じのようにダムというものもいろいろ問

題もあって、それが長い間あってここにきていると。今日もちょっと重なってしまったの

ですけれども、自治協の連絡会が行われています。その中でお話しするぐらいで、私とし

ても全体の意見を把握したかということで十分ではないかもわかりませんけれども、いろ

いろな意見を聞いてきました。 

 初め自治協の会長さん等の話し合いの中では、概ねというか、大半の方がこの前の説明

会を受けて、認めていきたいと、そういう声が多かったようです。しかし、私のところで

今まで言わせてもらってきたようないろいろな意見があることも事実です。一つ目は、こ

の前も出ていましたけれども、本当に水道料金がこのままでいいのかなと。答えも伺いな

がらですけれども、それでもちょっとやはり不安感が残ると。工業団地のこととかいろい

ろ出ていましたけれども、本当にそうかなと。 

 それから、二つ目の災害時での対応と言われて強靱な施設と言いますけれども、やはり

そういう地震等が起こったときに本当に対応ができるのかと思っておられる方も多く見え

ていると思います。 

 それから、三点目に今の阿保の第 1水源、浅井戸の方、これから 35 年に廃止されますと

いうか、提案されていますけれども、ある地域の人は本当に地元で水を飲みたいというこ

とで、日々の排水等にも留意されて今まで生活をしてきたと。その実績もそのままみやの

うちなどの水源を大事にしてきたのに本当に残念ではないかという声も聞きます。 

 もう一つ、団地の桐ヶ丘ですけれども、ここも周知はされていたとは言いますものの、

やはり私たちも無関心だったか分かりませんが、本当に今までそうだったのかという、知

らなかった人が多いと。説明はあったかもわかりませんけれども、そういう中でやはりも

う少し言いたいことがあるという方もいると思います。 
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 今は一極集中の形でもう本当に進められてきているわけですから、これを基にというと、

本当にお金の面ももう一つはっきりしない面もありますが、やはり不安もあるし、掛かる

のではないか、また、今の機械設備を残してほしいというのも分かるものの、本当にお金

が財政上困難なのでそれもよく分かるのですけれども、やはりそういう思いを持っておら

れる方もたくさんいるということを、ぜひ伝えさせていただいて、それで初めに自治協の

代表としての意見と、それから個人としての意見、これもかなり私もぶれるというか、振

れるというか、ありますが、最初に言わせてもらったように、自治協の会長さんの意見で

はやはり認めていきたいというようなものが大きいということは報告させていただきます。

簡単ですけれども以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。清水委員さんはお休みでございますので、続

いて中森さん、お願いします。 

 

（委員） はい。それでは、商工会としての意見というのは、先ほど申し上げましたよう

に、理事会にも総代会にもかけていませんので申し上げることはできないのですけれども、

女性部の方でどうかなと言って、12 月の 21 日に水道部さんが女性部に向けて説明に来て

くださいましたので、そのときの意見を基に正副の部長会で話し合いをしまして、私たち

の意見としてはこのようにまとめようかなというものを聞いてまいりましたので、それを

言わせていただきたいと思います。書面で出させてもらおうかと思ったのですが、細かい

文言で事務局さんの方からとか、それから正副部長の方からちょっと変えた方がいいとい

うところがあったので、今日は書面が間に合いませんので口頭で言わせていただきます。 

 説明会のときに出た意見は 3 点ありまして、川上ダムの工事を早く始めてほしいという

ことと、浄水施設の老朽化は、ただ単に残しておくだけではなくて、すぐ使える状態で残

してほしいということ、それから人口減や工場誘致等については、若者が住みやすくて工

場が進出したくなるように水道部さんとしても努力してほしいということがあります。川

上ダム工事を早く進めてほしいというのは、伊賀市の商工業者にとってプラスになること

があるかもしれないという願いというのか、そういう思いで言っていただきました。 

 それで、まとめますと、正副部長会や事務局の方で会長さんや副会長さんともお話をさ

せてもらったのですけれども、一番強くお願いしたいのは、既存の浄水施設をすぐ使える

状態で残してほしい、そのことを計画に盛り込んでほしいということでした。結論を急が

ないで、検討、修正すべき点について時間をかけて十分に計画を練ってほしいということ

を要望したいということでした。この女性部もそうですけれども、私が個人的に伊賀市の

女性の意見を聞きましたら、共通する願いが、やはり子どもや孫のために安全でおいしい

水を安く提供し続けてほしいということに尽きるかなと思います。水道部の方々も伊賀市

に住んでみえる方が多くて、ご子息さんたちも伊賀市に住んでみえるのだろうと思います

けれども、そんな未来の伊賀市の担い手さんが胸を張って住めるような、誇れる伊賀市に

なるよう、水道計画になるように、くれぐれもお願いしたいということです。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。では、続きまして奥原委員さんの方からお願

いします。 
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（委員） 私は地域や団体を代表して来ているわけではないので、私の意見を言えばよろ

しいでしょうか。 

 

（議長） はい、結構です。 

 

（委員） はい。今の皆さんの意見を聞いていますと、地域によっては今の水で十分足り

ているというところと、ダムの水がないと困るのでダムを造ってほしいという地域があっ

たのですが、伊賀市全体として見ると、ダムがなくても水が足りるのか、ダムがないと水

が足りないのかということを水道部の方から説明してもらった方がいいと思いますが、こ

の資料 5 がその説明なのでしょうか。もう一度この資料 5 を見て水道部の方に説明してい

ただいた方がいいと思います。 

 また、災害があったときに使っていない設備もすぐ使えるように残しておいてほしいと

いう意見が多くあると思いますが、本当にそれが可能かどうかということを知りたいので、

これまでの伊賀市でもいいですし、よその地域でもいいのですが、止めてあった施設を災

害が起こったときにすぐ使えたというケースがどれだけあるのかということと、使おうと

思ったら使えなくて困ったというケースもあると思いますので、そういうケースがどのぐ

らいの量あるのかとか、具体例なども教えていただけたらいいと思います。私からは以上

です。 

 

（議長） はい。今の資料の見解等については、パブリックコメントへの意見の取りまと

めのところや、あるいは次の 3 項のところで時間を取ってございますので、そのときに説

明を求めたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは、籔裏さん、お願いします。 

 

（委員） 私がこの委員会に公募委員として手を挙げさせていただいた理由は前回に話さ

せてもらいましたし、あとの内容は前回のとおりですので、それは置いておきまして、今

のそれぞれ地元の今使っている水源をできるだけ使いたい、それはもうどこの地区でも誰

しもそんなことだと思います。ただ、もう伊賀市が合併して 10 年を超えました。前々から

もその伊賀市がいろいろ持っている公共施設の統廃合をやかましく言っています。やはり

効率化や経済性を考えてのことだと思います。だから残したいという思いは私も理解でき

ますし、それは当然のことだと思いますけれども、今も少し話がありましたように、ただ

それによって経費がたくさん掛かって、いわゆる使用料に跳ね返ってくるのではどうかな

という部分をもう少し考えていく必要があるのかなと思います。 

 それから、次にちょっと話を変えまして、これから人口も減っていくので、水はあまり

必要ないかという、もうなくなるのではないかという意見も前に出ていました。工業団地

の件ですけれども、ここがゆめが丘の工業団地です。この工業団地の企業さんに入ってい

ただく最終年度ぐらいに私も仕事で関わらせてもらいました。私が関わらなくなってから、

きちんと全部 100％企業さんがこうして入っていただきました。ただ、この工業団地を、

業者さんを勧誘するに当たっての第一条件が、水がない、だからあまり水を使う企業には

勧誘しなかった。逆にそういう企業が来てもらっても、自分たちが企業活動ができないと
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いうことで、水を使わない企業さんを中心に勧誘して、ようやくそれぞれの意見、いろい

ろな協力を得てこうやって完成したということです。だから、工業団地うんぬんがどの程

度という意見もあるのですけれども、やはりその絶対条件としては水をいかに確保してい

るかということが企業を誘致する一つの条件ではないかなと思います。 

 それから、ここの試算のところで佐那具と南部が出ています。ただ、私は前々から個人

的に思っているのですけれども、もう早くから国に事業計画を要望しているようですが、

名神、新名神、それから名阪連絡道の早期設置というようなことで、この前も国の方に要

望したという話が載っていました。その沿線、特に阿山地区については、もともと首都機

能移転構想の部分にも入っていますし、もし近い将来この道が完成すれば、阿山地区には

かなりそういう工業誘致の条件がそろうのではないかなと。だからここには載っていない

のですけれども、そういうことも含めながらやはり水の計画をする必要があるのではない

か。 

 私は時々昔から個人的に水口の方へよく遊びに行くのですけれども、今の新名神の甲南

インターの手前に工業団地があります。あれは早くから造成されたのですけれども、なか

なか工場が入っていかなかった。ところが新名神の計画が出てインターができるとなった

らスッと工場が入りました。あれが実態です。だから本当に、私個人的に阿山がそういう

意味でものすごくこれから将来的に可能性があるのではないかなと思います。だからこれ

は私個人的な部分で具体的な構想も何もないので、計画を引き合いにというのは無理だけ

れども、やはり水の計画にはそういう部分も含めていく必要があるのではないかなと思い

ます。 

 それから、もう 1 点は観光です。今、あのダンディな市長さんが忍者服着て、国内外で

いろいろ忍者をアピールしていただいております。旧の市役所の跡地もそういう観光の部

分でということでいろいろあちこちトップセールスしてくれております。さらにこの前、

上野のだんじりが世界遺産にもなりました。今、聞くところによると芭蕉俳句をまた世界

遺産にというような運動もされつつあるようです。そうすると、人口は確かに減るかもし

れません。できるだけ減らないようにお願いしたいのですけれども、そこへそのような部

分での観光客の誘致、観光客による水の利用、その辺が基本的にはこの計画には入ってい

ないので、ただ観光という部分では経済効果はいろいろな計算の出し方があるようですけ

れども、どれだけ水を使うのだというのは推定しにくいので、当然ここへは入らないとい

うか、入れようがないのではないかなとは思います。でもやはりそういう今の伊賀市が可

能性があるということも含めて、この部分で検討していただけたらと思います。 

 私は公募委員で、地区は上野ですけれども、上野の方は八尾さんがいてくれるので、そ

こに任せているのですが、市全体の中で私が思うことは以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。それでは、もう一人の公募委員さん、お願い

します。廣島さん。 

 

（委員） 私は本当に一般市民で素人なので、全然分からなくて応募して、おいしい水が

できるように、安全に飲めるようになればと思って、それだけで応募しただけなのですけ

れども、何かダムの話などになって難しくなって、どうなのかなと思って何回も来させて
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いただいているうちにだんだんよく分かってきたのですが、でもやはり今進めていること

は進めた方がいいと思うので、このままの策定方針でいいと思います。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。最後になりましたけれども、では、八尾さん

の方からお願いします。 

 

（委員） 遅くなりまして申し訳ございませんでした。ここへ来る前にちょっとトイレの

問題で、西部地域におきまして今、ちょうど中心市街地のど真ん中に空き地があります。

ハイトピアの東側ですね。あそこの問題で、ちょっとトイレの問題があって、地域で話を

していたので遅れまして申し訳ございませんでした。 

 私は上野地区ですので、昔から、2 回ほど前にも申し上げたように、生まれたときから、

蛇口をひねったら水が出る。水というのはこれをひねったら出るものだと小さいときから

思っていますので、当たり前のように思っていたのですけれども、この委員にならせてい

ただいていろいろ勉強させていただきました。その中で、先般もちょっとおかしいなと言

って、ダムというよりも、阿山の方や、いわゆる柘植地区の方などのお話も聞いたときに、

なるほど、それもそうだねと思って、彼らとも話し合いの場を持たせていただきました。 

 しかし、最終的な結論的には、私は先般も上野地区のちょっと地域はあげさしていただ

かないですけど、自治協の代表者の方と話し合いを持ちまして、やはりダムは必要だった

と、上野地区の場合は高台です。だから川の水をどうしても上に上げるので理屈は一緒で

す。これが町の中にいる人間は川の使い方は知らないわけです。誰も教えてくれなかった

のです。いわゆる川は上澄みを引いて入れるのは農業用水だとばかり思ったり、あるいは

われわれは川の下の流れている水というのですか、たまっている水というのか、そういう

ものを吸い上げて上に揚げてもらっているということだけしか考えていなかったのです。

そうすると、それがいろいろな形で今お聞きすると、農業のところや、あるいは工業だと

か、いろいろ造っていくので、先般も話し合ったのですが、やはりダムの貯水が必要だと。

それにはやはりある程度確保できるのではないかという形で、そういう策定が、これはあ

る程度認めざるを得ないのではないかというような意見が私たちの中であったのです。 

 そうすることにおいて、僕はちょっと、「いや、ダムの建設というのはちょっとおかしい

のではないか」という形で、先般も皆さん方に要望書という形で判も押させてもらって頑

張って、それから後、一生懸命勉強もしました。その中で、ダムというのもある一面、飲

み水ばかりではなく、治水、あるいは災害になったときに必要な水の確保の源流にもなる

ということは多少分かってきたので、本日はえらいいろいろと、先般まではダムに対して

いろいろ異論を唱えながら、今日は変わったことを言うなと思うかもわかりませんけれど

も、私は私なりに勉強させていただいて、今日この中で、この方向もいいのではないのか

ねというような形ですが、最終的にはやはりいったん反旗を翻した人間ですので、今日の

ところは、ある程度はちょっとおかしいかなと思うところがあったらまた考えを直したい

という面も一面ありますので、ちょっと申し上げづらいと思っていますのでよろしくお願

いします。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。一とおり各委員さんの意見なり、あるいは団
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体・地域の意見を述べてもらいました。このことは議事録に残りますし、それぞれ委員さ

んの発言内容についてはホームページ等を通じて住民の方に知らせることになると思いま

すので、そのことについてよろしくご理解いただきたいと思います。 

 続きまして、先ほど来、北川委員さんの方から、委員さんとしてのご意見を市の方に寄

せられておりまして、そのことにつきまして、その質問の内容、それから質問に対する水

道部の見解の説明をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 失礼します。私は水道部長の谷口です。私の方から、北川委員さんから事前

に頂戴いたしました質問の内容なり、それに対する私どもの資料を持ってご説明などをさ

せていただきたいと思います。 

 お手元の資料の 1番の方に添付させていただいております質問書の方を 1月 19日に頂き

ました。それで、北川さんには、前日となったのですけれども、昨日ポストの方に投函さ

せていただいたところです。 

 それで、まず資料 1 をご覧いただきたいと思いますが、まず一つ目として、工場用水の

将来需要見込みの根拠と収入というようなことの中で、3 点ほどご質問を頂いています。

その中で、まず 1 点目の南部丘陵地の計画の予定時期について、明確に示していただきた

いというようなご質問がございますけれども、南部丘陵地の開発計画につきましては、民

間事業者による開発の計画が進められておりまして、水道部の方では平成 31年度から一部

水の需要を見込んでおります。なお、ご質問の事業化につきましては、今現在事業化に向

けた諸調整を進めておりますけれども、公表できる段階ではないと私どもは伺っておりま

すので、そういったことでご理解いただきたいと思います。 

 それから、2 番目の水道料金収入見込額の内訳というような中で、まず用途別の水量を

示してくださいといったことに対しましては、資料 1 の 2枚目の方に、「事前質問に関する

説明資料」ということで添付させていただいております。ここに給水量ということでご質

問を頂いているのですけれども、料金に対する部分ということで、計画期間内の計画の有

収水量、お金になる、収入として頂く分の水量を年度別、それから用途別にお知らせをさ

せていただいています。 

 まず、①番は年間の有収水量の総量、②番の方は 1 日の平均有収水量ということで、計

画の中ではこの 1 日の平均有収水量に 365 日、うるう年につきましては 366 日を掛けたも

のが年間の総有収水量といった中でこのように算定方法をしております。 

 それで、これによりますところの料金収入のご質問に対しましては、ちょっと資料が別

になるのですけれども、資料の 2 の方をご覧いただきたいと思います。この計画といいま

すか、この表につきましては、パブリックコメントに対する市の考え方を事前に送付させ

ていただいた折に、前回の 7 回目の委員会の中で委員さんの方からこの留保資金、積み上

がりというか、そういったものが分かる資料というようなことで、この 1 枚につきまして

は事前に送付をさせていただいているものです。 

 まず、この 2 枚目の方を見ていただきたいのですけれども、これにつきまして現在、水

道事業基本計画の中で示している、見込んでいる料金収入の内訳です。一番上の方に用途

別の単価、これは伊賀市の場合、使用水量が多くなるにつれて単価が上がるという逓増制

を採用しておりますので、生活、営業、工業、その他によって平均単価は変わってきてい
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るのですけれども、そういった形で、こういった実績をもって単価を設定させていただい

た上で、用途別にこの平均単価をもって将来の収入見込額を算定しているということです。 

 上段の方をまず税抜きで計算させていただきまして、下段の方で、下段というか、真ん

中の方になりますけれども、税込みの形に料金を変換させていただいたものを 1 枚目の収

支計画の中で計算しているということで、特に平成 31 年の 10月ですか、消費税の 10％改

定を見込んでおります。 

 それで、工場用水の社会増の分ですけれども、一番上には佐那具工業団地 1/2・南部丘

陵地 1/2 というようなことで表示をさせていただいております。この二つの社会増につき

ましては、佐那具につきましても、29 年、この 4 月から給水を開始するわけですけれども、

要は、現在は給水開始されていないが、将来に向けての見込みといったことですので、料

金を算定するに当たりましては、1/2 ということで、いわゆる 50％の金額をもって収支計

画を現在策定しているというところです。その内訳につきましては、上段の（工場用）、こ

れが水需要で見込んでおります総水量に単価を掛けました料金の調定額といったところ、

そこから佐那具なり南部の料金の 1/2 を減じて収入料として見込んでおります。 

 そのようなところで、1 枚目の収支計画の中の一番上の表、収益的収支の中の収入、水

道料金収入といったことで、これは 0.1 億円単位でまとめさせていただいておりますけれ

ども、こうした形で見込ませていただいた料金をもって収支計画を策定しているといった

ところです。それで、内部留保資金、現金としての一定の分かりやすい部分の中から、平

成 27 年決算額は 25.6 億円。これが 43 年度には 44.7 億円と一定積み上がっていけるであろ

うといったことで考えているところです。 

 それから、3 番目のご質問の方で、最悪のケースといったことでご質問を頂いておりま

して、その質問書の 2 枚目ですけれども、①15 年先の平成 43 年度においても南部丘陵地

で水需要が全く発生していない場合の収支計画をといったようなご質問で、これにつきま

しては、資料の 3 の方で参考に試算しましたということで入れております。この別紙の 2

枚目の方で、先ほどと同様に水道料金の見込みを積み上げさせていただいておりまして、

税抜きの中の工場用を見ていただきますと、佐那具は 29年度からもう給水も開始しますの

で、基本計画どおりの収入を計上させていただいていますけれども、南部につきましては

なしといったことの試算ですが、水道 0 の場合、水道が入る場合との差額を減じていまし

て計算をさせていただきました。 

 その結果の収支計画ですけれども、1 枚目の参考試算としております収支計画をご覧い

ただいたとおりです。一番下の内部留保資金で申し上げますと、27 年度 25.6 億円、43 年

で 36.4 億円ということで、先ほどの基本計画における計画に対しますと、約 8 億円程度は

収入が減るといった試算ではございますけれども、その場合におきましても一定留保資金

は確保していけるというような中で、万が一入らない場合においても事業の方は継続して

行えるといったような形で考えております。 

 最悪のケースの②です。その上段に、この 10 年間で工場用水需要がちょうど 20％減少

しておりますと。この減少している傾向に基づいて、今後 15 年間に 3割（30％）減少する

といったような想定もしておく必要があるのではないですかといったことに関しましては、

資料があちこちして申し訳ありませんが、資料 1 番の 2 枚目、説明資料をご覧いただきた

いのですけれども、この中の一番下の部分です。 
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 ②の工場用水の動向としまして、近年 5 年間の実績の方、これは工場用水だけの実績で

す。有収水量の推移を付けております。23 年、24 年に対しても若干減少、25 年にかけて

減少しておりますけれども、26 年、また 27 年といった形で、工場用水については伸びが

出てきております。現在 28年度はまだ年度途中ですので、これが幾らになるかというよう

なものは最終的にはつかめませんけれども、28 年度の 4 月から 12 月までの 9 ヶ月間の工

場用水の有収水量が前年の年間を通した工場用水の水量の 87％の使用実績になっており

まして、当然夏場より冬は需要が減るとか、そういった動向は異なるわけですが、見通し

としまして 28 年度につきましても前年度に対して伸びが見込まれるのではないかと見込

んでいるところです。以上が工場用水の将来需要見込みと根拠ということです。 

 すみません、ちょっと資料に記載の誤りがございまして申し訳ございません。資料 3 の

参考で試算した方です。資料の 3 番に参考で記載させていただいた南部丘陵地を 0 とした

場合の、計画から修正して計算しておりますので、税抜き、税込み共にですね（工場用）

の下、佐那具 1/2、これは南部 0 です。0というようなことで計算しているのですけれども、

ちょっと表示が税抜き・税込みとも 1/2 という形での記載になっております。申し訳ござ

いません。 

 

（委員） 収支計画のところの一番上ですね。資料 3 ですが、佐那具の 1/2 はこれでいい

のですよね。 

 

（事務局） はい、そうです。 

 

（委員） 今おっしゃっているのは下の部分ですね。 

 

（事務局） ええ。 

 

（委員） もう一度お願いします。 

 

（事務局） はい。まず上に税抜きの表がございまして、一番左側に（工場用）とござい

まして、その下、中段の、上から行きますと 3 段目に（工場用）というものがございまし

て、その下の（うち佐那具 1/2・南部 1/2）と書かせていただいております。これにつきま

しては、佐那具は 1/2 です。南部につきましては、1/2 ではなくて 0 といった表示をすべ

きところが 1/2 とちょっと誤って残っておりますので、申し訳ございません。それが税込

みのところの（工場用）の一番左側の 3 段目、これにつきましても同様の表示となってお

ります。それと、一番下の消費税率を計算するところですけれども、これも 4段目ですね。

これも南部 1/2 となっていますけれども、これも 0 ということで、大変申し訳ございませ

ん。訂正をお願いしたいと思います。 

 

（委員） すみません、質問者としてちょっと。負荷率に行く前にここまででちょっと、

私だけではなくて今いらっしゃる方の質問等を受けていただいてよろしいですか。 
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（議長） 随分時間がかかりますか、負荷率は。 

 

（事務局） 負荷率はそんなにあまり。 

 

（議長） 先にやってもらったらどうですか。そんなに時間がかからないし。 

 

（委員） では。 

 

（議長） 後でよろしいですか。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） はい。では、負荷率説明してください。 

 

（事務局） はい、すみません。負荷率についてです。まず負荷率とは何かというところ

を言わせていただきますけれども、負荷率は 1 日の平均給水量と 1 日の最大給水量の比を

表す数値になっておりまして、1日最大給水量は年間を通じて最も給水量が多かった日の 1

日給水量を指します。負荷率の計算式としましては、1 日平均給水量を 1 日最大給水量で

割ったものとなっております。年間を通じて日々水需要は変化しますので、水道事業者と

しましては最も水需要の多い日に不足を生じないよう備えるというのが原則になっており

ます。 

 負荷率につきましては、人口が多い地域では水の需要が平準化されますので高く算出さ

れるなど、生活形態によって大きく変わってきますし、また、地域によって人の集まりや

水の使用量が高くなる時期がございますので、地域特性によってもまた異なります。この

ように地域によって使用水量の変動は異なり、それは各地区の実績値からも把握すること

ができます。 

 本計画においては、支所単位での地区ごとに実績値を分析いたしまして負荷率を設定し、

地区ごとの 1 日最大給水量の合計を伊賀市の 1 日最大給水量として計算しております。こ

れは地区によって負荷率の傾向が全く異なるということと、地域の特性を反映させて安定

した給水を行うために行っているものです。地域間での水の融通が自由にできませんもの

で、仮に伊賀市全体の実績値から負荷率を算出した場合に、人口が少なくて負荷率が低い

地区が、一番人口が多くて水の使用量も多い上野地区に引っ張られまして、実際よりもか

なり高い負荷率になってしまうことがありますので、その場合、例えば伊賀や島ヶ原、大

山田は 60～70％の前半の負荷率となっているのですけれども、これが上野地区でしたら 80

の後半ぐらいになりますので、これを上野と同じように 80 の後半で水需要を計算した場合、

1日最大給水量を記録する日には水の不足が生じることがあるということです。 

 水道事業者としましては、常時水を供給する義務がありますので、各地区で断水の発生

しない安定した給水を行っていくために、地区ごとの実績値から将来負荷率を設定してお

ります。ちなみに各地区の負荷率につきましては、過去 5 年間で異常値を除いた実績最低

値を採用しております。 
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 資料としましては 4 番になるのですけれども、こちらは第 6 回の策定委員会のときに北

川委員さんから、負荷率をどうやって計算するのかという資料を頂きたいということで、

以前郵送で皆さまに 1 回送らせていただいたことがあるのですけれども、これも 3 ページ

になっておりますが、申し訳ないですが、以前にお配りしたものがちょっと間違っており

まして、3 ページ目の将来負荷率の上野の部分が、今お配りしたものは 87.7 となっている

のですけれども、以前お配りしたものではここが 88.7とちょっと数字を入れ間違えており

まして、これは 2 ページの方の真ん中あたりですが、上野地区につきましては、「近年 5

ヶ年実績最低値 87.7％（平成 22年度値）を採用する」と書かせていただいているのですけ

れども、3 ページの方に入力を間違えてそのまま配っていましたもので、本日お配りした

ものが正しい数値となっております。 

 負荷率につきましては、先ほども申しましたように、各地区ごとに過去 5 年間の中で実

績に基づいて決定しておりまして、上野地区でしたら 87.7％、一番低い島ヶ原でしたら

65.6％です。以上でございます。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。今、北川委員さんのご質問に対しまして説明

していただきました。工場用水の件、それから負荷率のことがございましたが、これに対

して何かご意見をお願いしたいと思います。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） 藤森さんが何か急げというような顔をしていますので簡単に言いますが、これ

は、1）上野南部丘陵地ということで、①～④については、要するに明確に書く予定がない

ように聞いておりますので、これはデベロッパーの選定時期が予定というぐらいしか聞い

ていないのですけれども、今のところ全く期待していたとおりには動いていないわけです

ね。そうすると、もうこの 1/2 ではなくて 0 ということで、参考などはやめて 0 で出され

る方がよろしいのではないでしょうかというのが一つなのですが、いかがでしょうか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） この南部丘陵地に関しましては、現在実現というようなことの中で、昨年（28

年）の 1 月でしたか、市の建設部の中に産業集積開発室を設けまして、それから取り組ん

でいるという中で、実施に向けて、その進捗の状況は水道部の方では先ほどのとおりです

けれども、こういった形で取り組んでおりますので、当然そういった新たな産業用地の開

発なり、それに向けた水の確保は水道局として必要なものですし、料金についても実施に

向けた取り組みの中で見込まれてくるといったもので考えています。 

 

（委員） 極端に 0 ではいかがでしょうか、これは格好がつきませんでしょうが、1/2 で

はなくてせめて 1/5 とか、0 では気の毒ですので、もっと低いのではないかなと思うので
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すが。いろいろな建設部等の関係もあるのでしょうけれども、これは今までの中間案の中

からこういう表現等は当然消えていくのだと思いますが、今日実は私だけはどうか分かり

ませんけれども、最終案なるものであれば、ここをこうしたよというものをきちんと明確

にして最終案としてほしいというようなものが出てくるのかなと思ったのですが、それは

もう出ないのですね。こういう参考資料等を提示するだけで。後のパブコメのことは別と

しまして。 

 

（事務局） この南部丘陵地のこれを 0 と見込む、これは私どもの基本計画の中では、料

金ですけれども、料金に関しては 1/2 を見込んでおりますので、それが私たちの基本計画

での収支計画ということですので。 

 

（委員） それで 8億円ほどですね。 

 

（事務局） ええ。あくまでその南部を 0 としたといいますのは、北川委員様なりパブコ

メの中でもそういったご意見を頂いておりましたので、参考に提示をさせていただいたと

いうものです。 

 

（委員） やはり参考なのですね。僕は今日は最終案というものがきちんとできてきて、

我々がこれをいい悪いを言うのかなと思っていたのですが、まだ参考ということでしたら、

またまた今日は最終にならないような気がします。私だけいっぱい時間を取りますので、

負荷率等も前も解説をしていただいて、どういうものかというのは素人なりに分かるので

すが、伊賀市独特のこの最高の水量というか、これを出してあるわけですけれども、他の

名張市さんや亀山市さん、あるいは甲賀市さんとは伊賀市は違うのですか。ここだけもう

一度。はい。最大の水量ですね。測っているのは各行政地域で分かれているのですが、伊

賀市独特なのですか。 

 

（事務局） 計算の仕方ですか。 

 

（委員） はい。 

 

（事務局） 伊賀市独特というわけではなくて、こういう計算の仕方をしているところも

他にはございますし、伊賀市の場合には合併したという経緯がありましたので、もともと

の水道事業はそれぞれの旧市町村が持っておりましたので、その間が繋がっていなかった

ということもございましたので、地域ごとで水の融通がなかなか利かないもので、こうい

う計算の方法がいいのではないかということで採用しておりますが、これは特に伊賀市が、

独自にうちだけがやっているというわけではなく、よそでもこういう計算の仕方をしてい

るところはございます。 

 

（委員） とにかく一番高いところを取っているわけですから、それは当然でしょうけれ

ども、他のところはそういうやり方、市町村合併したからうんぬんではなくて、それが本
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当に正しいのでしょうか。隣の、はい。 

 

（委員） 負荷率の計算はそれで全国的に統一されていると思います。参考に奈良の場合、

日最大給水量がかなり多いですけれども、水源で言いますと 1 日 22万トンの水利権があり

まして、日平均なら多分その半分ぐらいかなと思います。平均給水量は。負荷率は伊賀市

ほど良くはないと思っています。 

 

（委員） 最大の給水量というのは本当に 1 年間で一番高いところだけで、それでいいで

すか。それは全国皆一緒なんですか。 

 

（議長） はい、どうですか。 

 

（委員） 私が事前に質問しましたのは、分かりやすく時間を効率的にということで出さ

せてもらったのですが、百上議員さんが発言をされていることに関して、映像等を見ます

と、部長さんが答えていらっしゃる。それで、この策定委員のときにお答えしますという

ことであったのですけれども、策定委員を尊重していただいたのだと思いますが、百上議

員が今もどこかにいらっしゃると思いますが、どうしてそのときにきちんと明確にされな

かったのか、お願いいたします。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） これは 12 月議会のことを言われているのかと思いますけれども、百上議員さ

んからも同様の質問を頂戴しました。それで、私がお答えさせていただいたのは、私ども

が計画しているそうした収支の条件とか、そういったものについてはまたお示しすること

はできますという答弁をさせていただいたと思います。それで、12 月の 7 回目の策定委員

会の中で、水道料金ということに関してどのように見込んでいるかということに関してグ

ラフ表示を、ダムの負担金なり、起債がこう下がります。料金はこうですよと。その中で

水道料金の方は個々の年度の見通し額を表していましたので、前回についてはそれでお示

しの方させていただきましたけれども、今回パブリックコメントなどの中でもご意見を頂

戴していますので、詳細を説明させていただきました。 

 

（委員） ええ。そのときにはこういうデータがそろっていなかったのですかね。 

 

（事務局） 南部丘陵地を全く見込まないという、そういったものは、そのときはこうい

った詳細なものはございませんでした。 

 

（委員） 今まで南部丘陵地はあるのだと、これから希望に満ちた工業団地ができるとい

うような表現でずっと聞いていましたもので、本当にそうなのかなと思って素朴な質問を

させてもらったのです。それは百上議員さんと同じですので、あえて重複した質問をさせ

てもらいました。これで少しは分かってきたのですが、要するに、これまで中間案として
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管理者さんがまとまったとおっしゃるのであれば、修正した部分はここを修正したという

ものをしっかり修正していただいて私どもの方に示してほしいのです。ですから、あの時

点でも、今でも思っているのですが、あれが通ったとおっしゃることは、本当に議論を尽

くされていたのかなと。今たまたま、手前味噌で申し訳ないのですが、こういう質問を事

前にさせてもらったということは、まだまだいろいろな疑問があるのですけれども、それ

をもう一度考えてみて、さらに正確な、確実な計画のようなものを作っていけばいいかな

と思っているのですが、私の質問などは、これはもう愚かなものなのでしょうか。ちょっ

と見解を聞かせてもらいたいのですが。 

 

（議長） そしたら、それで最後に。 

 

（委員） これで最後でいいです。 

 

（議長） はい。 

 

（事務局） ご質問が愚かというのはとんでもない話ですけれども、当然そういったこと

を計画の中で、こういった場合のことも考えておいた方がいいのではないかといったご心

配といった面の中で考えていただいていると思いますので、そのように受け取らせてもら

っています。それと、先ほどの修正といったことですけれども、収支見込みについて中間

案以降、私どもが修正をしたということではないということで、ご理解いただきたいと思

います。私どもは基本計画の中間案の中では、この佐那具 1/2・南部 1/2 の収支計画をも

って挙げさせていただいています。それが私どもの基本計画における収支計画ですので。 

 

（委員） だから 0は参考ということですか。 

 

（事務局） はい。 

 

（議長） はい、ありがとうございます。それでは、北川委員さんからのご意見に対する、

これは議決事項ではないので、質疑はこれで終わりたいと思います。次に移ります。 

 

（2）パブリックコメントの意見の取扱いについて 

 

（議長） それでは、議事事項の 2 番の「パブリックコメントの意見の取扱いについて」

を議題としたいと思います。時間も経過してきておりますが、事務局から要領よくこの見

解についての説明をしていただきたいと思います。20 項目ぐらいに分類をして整理されて

いるということですので、全部やってしまいますと非常に時間がかかります。だから要点

を踏まえて約 30 分ぐらいで説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員） 藤森さん、誠に申し訳ない。議長としての立場は分かるのだけれども、これか

らが一応議論のところで、パブリックコメントというのは市民の意見なのですから、ここ
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を 30 分で切り上げるというのはいかがなものかと思います。むしろ最初の背景等の各地域

の代表、これも大事ですけれども、この部分が大事だと思うので、あまり 30 分に切られる

と私は困るのです。すみません。 

 

（議長） 中身を多分もう読まれたと思います。質問は非常に多岐にわたっておりますが、

かなりダブっている部分もあるし、回答そのものも共通している項がたくさんございます

ので、そこを要領よく説明していただいて、あとはこのことに関連して委員間の報告も含

めた討議をさせていただきたいと思いますので、そこでいろいろご意見を頂けたらと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

（事務局） それではパブリックコメントについて、頂いた意見と市の考え方についての

ご説明をさせて頂きます。 

資料と致しましてはパブリックコメントを頂いているすべての意見とそれに対する市

の考え方を書いた A4 横になっております「パブリックコメント中間案についての市の考

え方」というものと、別紙でパブリックコメント別紙 1・2・3 とさせて頂いたものに対す

るご意見とそれに対する回答を作っております。 

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伊賀市水道事業基本計画（水

道事業ビジョン）中間案についての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ました。 

パブリックコメントとしていただいたご意見を内容に応じて 20 に分類いたしまして、水

道部としての考え方をお示ししたものを手元にお配りしております。なお、ご意見のボリ

ュームが多く、別紙とさせていただいたものについては、回答も別紙として作成しており

ます。 

別紙に記載した内容も含め、分類ごとにパブリックコメントの主なご意見と水道部の考

え方を説明させていただきます。できるだけ簡潔に説明させていただきますので、宜しく

お願い致します。 

 まず、最初に分類番号の① 川上ダム建設（利水）についてです。 

 これについては他の分類と関連しているものが非常に多く、それらを含めないと説明が

成り立ちませんので、こちらで分類②暫定豊水水利権、分類⑦おいしい水、分類⑧災害対

策、分類⑨施設の統廃合、分類⑯ダム負担金についても概ね併せて説明します。 

まずは、伊賀市として川上ダムへの利水参画は必要なのか、ダム利水から撤退した場合

に現在ゆめが丘浄水場が木津川から取水している暫定豊水水利権はどうなるのか、伊賀市

が負担するダムの負担金はということについてです。 

これに関して出されているパブリックコメントの主な意見としては、川上ダムによる水

資源の確保を着実に進めて欲しいというものや、現状水は足りているのでダムは必要ない

というもの。利水から撤退しても暫定豊水水利権は失われない。ダムを建設することで伊

賀市は大きな負債を負うことになる、といったものになるかと思われます。 

 これに対する水道部の回答は、1 頁の市の考え方「川上ダム建設（利水）について」「川

上ダム本体着工の見通しについて」「暫定豊水水利権とダム利水について」「暫定豊水水利

権で取水できなくなっても、既存水源の取水量増加で足りるとの意見について」、2頁の「ダ
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ム負担金について」、3 頁の「水道料金、収支計画について」にお示ししたとおりですが、

まとめて読み上げさせていただきます。 

まず１頁の上からですけれども、川上ダムへの利水参画は、合併前の伊賀地域自治体の

要請により、三重県が平成 10 年 3 月に策定した「西部広域圏広域的整備事業」に位置付け

られ、平成 11 年 1 月に三重県企業庁が「伊賀水道用水供給事業」として着手いたしました。

これにより平成 20年度にゆめが丘浄水場をはじめ、取水・導水施設や各地域への送水管の

整備が完了し、新たに未給水区域であった住宅団地への給水開始などに繋がりました。 

ゆめが丘浄水場からは、現在、川上ダムからの利水を前提とした、ダム完成時の約 60%

にあたる暫定豊水水利権で取水して各地域へ送水し、既に市内全域の配水量の約 40%（人

口換算で約 3 万 7 千人分）を賄っています。この伊賀水道用水供給事業による施設整備に

は約 204 億円の事業費が投じられていますが、伊賀市水道事業の経営基盤の強化のための

三重県の支援を得て、約 87.3億円で有償譲渡を受けたものであり、この先行投資済のゆめ

が丘浄水場をはじめとする最新の施設能力をしっかりと生かすことが、将来にわたり市内

全域への安定した水道水の供給と、低廉な水道料金、健全な水道事業運営に繋がっていく

ものと考えています。 

次に、１頁の３つ目の項についてですけれども、暫定豊水水利権の取り扱いについては、

平成 25年 7 月 11 日の伊賀市議会全員協議会において、国土交通省近畿地方整備局より「現

在の暫定豊水水利権は、伊賀市が川上ダムから撤退した場合、将来に確保される水源がな

くなることから、許可する前提がなくなるため、認める訳にはいかない」という見解が示

されています。 

このことからも、暫定豊水水利権は、川上ダム利水を前提として与えられているもので

あり、仮定としてダム利水から撤退した場合は、ダム完成後の安定水利権の取得はもとよ

り、暫定豊水水利権も自らが放棄することになり、ゆめが丘浄水場を稼動することが出来

なくなります。 

また、パブリックコメント別紙２の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、証明されているというご意見については、全

国で河川の表流水を取水している水道事業体は、河川法第 23条（流水の占用の許可）に基

づき水利権を取得しています。細川内ダムのように工業用水の利水が計画されていたが中

止となったダムがあることは承知しております。その背景や地域事情は分かりませんが、

細川内ダムは建設中止により暫定水利権の前提条件がなくなったものの、河川からの取水

は必要であったため、代替水源を探す間やむを得ず暫定水利権を認めていると聞いていま

す。しかし、川上ダムが事業を中止していないのに伊賀市が自ら利水撤退するということ

は、河川からの取水が必要なくなったということの意思表示となりますので、河川から取

水する暫定豊水水利権も必要ないということになり、水利権が許可されることはないと考

えます。 

続きまして、１頁の４つ目の項ですが、暫定豊水水利権で取水出来なくなっても、既存

水源の取水量増加で足りるのかについては、平成 27年度の、ゆめが丘浄水場の日最大取水

量は 17,618 ㎥でしたが、暫定豊水水利権による取水が出来なくなった場合、現在運用して

いる全ての水源を使ったとしても約 15,400 ㎥もの水量が不足します。また、仮定として合

併後に取水を停止いたしました 10 ヶ所の水源のうち水利権を喪失している守田水源を除
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く 9 ヶ所の水源を、廃止前と同様の状態に復活できたとしても、約 11,900 ㎥の水量が不足

し、ゆめが丘浄水場から給水している区域に給水制限が発生し、市民生活が混乱、企業活

動が出来なくなる事業所が発生するなど影響は計り知れません。川上ダム利水への参画を

せず、既存水源の取水量増加で暫定豊水水利権分の水量を賄うことは不可能です。 

不足水量についてはお配りした資料 5 をご覧ください。各地区で不足する水量と水源か

らの送水フロー図をお示ししています。 

ダム利水からの撤退は、水利権の喪失により、将来にわたって市民生活を大きな危機に

陥れることになるため、常に安定した水を供給する義務と責任を負っている水道事業者と

しては、選択できません。 

以上により、水道事業基本計画では策定方針に川上ダムを水源とする安定水利権を明確

に位置づけ、具体的な整備計画を策定しているところです。 

続きまして２頁の上からですけれども、川上ダム建設負担金と伊賀水道用水供給事業の

譲渡費用については、ゆめが丘浄水場を始めとする三重県企業庁により建設された施設の

譲渡費用は約 87.3 億円（償還利息を含め約 113億円）、川上ダム建設負担金は約 73億円（償

還利息を含め約 102 億円）を見込んでおり、総額では約 160 億円（利息を含め 215 億円）

を見込んでいます。これらの施設や権利は、水道事業者として必要な投資であり、現行の

水道料金体系で賄っていけると判断しています。なお、伊賀水道用水供給事業の譲渡費用

約 87.3 億円のうち、Ｈ28 年度までに約 16.4 億円、償還利息を含め約 27.7 億円は償還済み

となっています。 

続きまして３頁の２つ目の項になりますけれども、収支計画には、川上ダムに要する費

用を見込んでいます。ダム建設負担金については、その一部を平成 26 年度から、毎年 0.9

億円の支払いを開始しています。また、平成 31 年度からは 2.7 億円、平成 34 年度に川上

ダムが完成すると、平成 35 年度からの支払額は毎年 3.7億円を見込んでいます。このよう

にダム利水に参画していることによる費用は必要となりますが、経費の中で大きな割合を

占める、これまでの水道施設整備に要した起債借入金や、今後借入れを見込んでいる借入

金の償還額は、平成 27 年度決算額に対して計画目標年度の平成 43 年度では、年間 8 億円

程度減少するため、現行の水道料金体系での事業運営が可能であると見通しています。な

お、伊賀市が負担する川上ダム建設負担金総額の内訳についての試算は、パブリックコメ

ント別紙 1 に対する市の考え方に記載しています。 

また、パブリックコメント別紙 3 にもダム利水参画は必要なのかに関連するご意見があ

りますので市の考えをお示ししています。 

川上ダムへの利水参画は必要なのか、ダム利水から撤退した場合暫定豊水水利権はどう

なるのか、伊賀市の負担する負担金はについては以上です。 

次にダム利水による施設の統廃合についてと災害対策についてとおいしい水についてです。 

これに対して出されているパブリックコメントの主な意見としては、現在の水源と浄水場

を維持すべき。各地にある水源を廃止し、ゆめが丘浄水場に統合することは危機管理上危

険である。廃止予定の浄水場の水を飲んでいるが、引き続きこのおいしい水を飲み続けた

い。ダムの水は味が劣るというものです。 

 これに対する水道部の考え方は、2 頁の「ダム利水による施設の統廃合について」と 3

頁の「おいしい水について」にお示ししたとおりですが、まとめて読み上げさせていただ
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きます。 

まず、2 頁の 2 つ目の項、アでは、伊賀市では、現在 21 ヶ所の浄水場と 32 ヶ所の水源

（うち 3 ヶ所は予備水源）を有していますが、将来人口の増加を見込めない事業環境のな

か、水道施設の更新等にあたっては、事業規模に見合った施設整備を行っていく必要があ

り、財政基盤の見通しや水道事業に携わる人材の確保などの事業環境を予測し、安定した

水源による効率的な供給体系を整えていく必要があります。 

このため、施設の整備計画にあたっては、伊賀市の地形的な条件を判断しながら、隣接

する河川の影響により濁りが発生する浅井戸を水源とする簡易処理方式の浄水場や、天候

の影響や農業用水との共用取水により取水量の変動や制約を受ける表流水を水源とする浄

水場等を、既に送水管整備が整っているゆめが丘浄水場系統への統廃合を図っていく計画

としています。 

イでは、災害によるリスクを考えるとき、一番広範囲にわたる被害が想定されるのは大

規模地震による災害であると考えます。現在の浄水場の中には老朽化施設や、耐震性を有

していない施設も含まれており、もし大規模地震が発生し、これらの複数の施設が同時に

損傷を受けると、復旧のため多くの人員や時間を費やすことになります。伊賀市が保有す

る施設で最も新しく、導水施設から浄水施設、送水施設まで、最も震災に対して強靭であ

るゆめが丘浄水場系統を最大限活用することが、震災への備えに繋がるものと考えていま

す。 

 また、震災のみならず水源の水質事故や大雨などの風水害、渇水などへの備えも必要と

なります。ゆめが丘浄水場の取水施設は水源の監視機能を備えており、川上ダム完成後は

安定した浄水場の運転ができます。 

なお、ゆめが丘浄水場に全て一元化する考えではありませんが、伊賀市の地形などを考

慮して、水源水量の不安定化や老朽化等が進む浄水場については、統廃合させていただく

ことが、施設の強靭化に繋がると考えています。 

3 頁です、おいしい水については、これからも供給を心がけていきますが、まず第一に

水源の渇水期や台風などの流況悪化時、地震等の自然災害時にも「生きていくために必要

不可欠である水」を供給できる水道が構築されていることが大前提であると考えます。い

ついかなるときも命の水を止めないよう、川上ダムからの安定した取水を行い、伊賀水道

用水供給事業で整備された管路を有効活用し強靭な水道の構築を踏まえたうえで、さらに

おいしい水の供給に取り組んでいきたいと考えています。  

ゆめが丘浄水場で取水する水はダムから直接取水するのではなく、前深瀬川に放流され

た水を 12ｋｍ下流の木津川から取水します。また、ゆめが丘浄水場では、適切な浄水処理

と塩素注入により、十分に清浄な水道水を供給しています。残留塩素に関しては他の浄水

場と同等の値であり、トリハロメタンの含有量は他の浄水場に比べても低い値です。おい

しい水の供給に向け、塩素注入点を追加設置することで、塩素の初期注入量の低減を図り、

加えて、最適な注入量の検証をきめ細かく行い、誰もがおいしいと思える水の供給に努め

ていきたいと考えています。 

また、パブリックコメント別紙 2・3 にも施設の統廃合と災害対策とおいしい水に関連す

るご意見がありますので市の考えをお示ししています。ダム利水による施設の統廃合につ

いてと災害対策について、おいしい水については以上です。 
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個別に回答させていただいた 1 件については 11 頁に記載しているとおりとなります。分

類番号①については以上です。 

次に分類番号② 暫定豊水水利権についてですが、こちらには分類番号①に含めて同様

の内容を説明させていただきましたので省略させていただきます。 

個別に回答させていただいた 1 件については 14 頁に記載しているとおりです。 

続いて分類番号③ 水道事業基本計画（水道事業ビジョン）についてです。 

これに対して出されているパブリックコメントの主な意見としては、川上ダム利水から撤

退した場合の水道事業計画を示して欲しいです。 

これに対する市の考え方は、伊賀市にとって川上ダム利水は必要であり、撤退した場合

の想定はなく、水道事業基本計画では策定方針に川上ダム利水を明確に位置づけ、具体的

な整備計画を策定しています。となります。分類番号③については以上です。 

次に分類番号④ 経年管路についてです。 

これに対して出されているパブリックコメントとしては、耐震性を備えた新しい管路を

出来るだけ有効に活用し、安定した水の供給を行ってほしい。老朽管路の更新に早急に取

り掛かってほしい。伊賀市は漏水が多く、もっと対策取り組むべき。となっています。 

これに対する市の考え方は、限られた財源の中で、今までは施設の耐震化に力を入れてき

ましたが、今後も、他事業関連（道路改良・移設工事）計画と併せて計画的に老朽管路の

布設替を行っています。布設替においては耐震管を採用し管路の耐震化に努めていきます

としております。分類番号④については以上です。 

続いて、分類番号⑤ 水需要予測について、社会増についてです。 

これに対して出されているパブリックコメントの主な意見としては、伊賀市は大阪・名

古屋の中間にあり、かつ東日本大震災以降、価値が高まっている津波の心配がない内陸部

であるという優位性をもってすれば、今後ますます人の移住や企業の進出により、発展す

ることが期待できる。そのためにも安定した水量の確保は不可欠である。水道部は、負荷

率を“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”という誤った方法に基

づいて計算している。その結果、負荷率が本来より小さな値となっている。正しくは、6

地区毎ではなく、伊賀市全体としての一日最大給水量に基づいた計算とすべき。伊賀市の

工場用水は、近隣の都市より料金が高く、そんなところに工場が大量に進出してくるとは

思えない。この工場用水の社会増でいくらの増収を見込んでいるのか。といったものにな

ります。 

これに対して、水道部の回答は、21 頁の上から、伊賀市では、人口減少に歯止めをかけ、

将来にわたって活気ある伊賀市を維持していくため、平成 27 年 10 月に策定した「伊賀市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、雇用創出のため民間活力を導入して新たな

産業用地（南部丘陵地）の確保による企業誘致の取り組みを始めており、水道事業として

は、渇水期にも確実に水が確保でき安定供給を続ける水道施設整備への取り組みを進めて

いきますとしています。 

他には、24 頁の市の考え方「負荷率について」、21頁の「工場用水社会増について」、22

頁の「社会増の水量増加がなかった場合の収支見通しは」にお示ししたとおりですが、こ

ちらについては先ほど北川委員さんの事前質問でお答えした内容と被っていますので省略

させていただきます。 
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なお、パブリックコメント 24 頁の一番上のご意見に H27 年度の正しい負荷率 90.9％と

書かれていますが、これは正確には 80.9％です。 

また、パブリックコメント別紙 2・3 にも負荷率と社会増に関連するご意見がありますの

で市の考えをお示ししています。分類番号⑤については以上です。 

次に、分類番号⑥ 公営原則についてです。 

これに対して出されているパブリックコメントは、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

思を表明してくださいというものです。 

これに対して、水道部の考え方は、伊賀市の水道事業は「水道事業の公営原則」に則り、

今後も事業を継続していきますが、効率的な経営のため一部業務においては既に平成 27

年度から民間委託を導入しております。民間活力や最新の経営ノウハウを導入できる分野

については、今後も可能な限り民間委託することを検討し、さらに健全な事業運営に努め

てまいります。としております。分類番号⑥については以上です。 

続いて、分類番号⑦ おいしい水についてですが、こちらは分類番号①に含めて同様の

内容を説明させていただきましたので省略させていただきます。 

個別に回答させていただいた件については 29、30 頁に記載しているとおりです。分類番

号⑦については以上です。 

次に、分類番号⑧ 災害対策についてですが、これに対して出されているパブリックコ

メントの主な意見としては、各地にある水源を廃止し、ゆめが丘浄水場に一極集中すると

災害時のダメージが広範囲に長期に亘る可能性があるといったものであり、水道部の考え

方は、分類番号①に含めて概ね説明させていただきましたが、加えて、31 頁で、ゆめが丘

浄水場の施設能力は伊賀市全体の給水量の約 65%に相当し、施設の統合で水源や浄水場を

ゆめが丘浄水場に全て一元化する考えではありません。 

伊賀市の地形などを考慮して、夏場や冬場の水枯れによる水源水量の不安定化や、老朽

化等が進む浄水場等について整理させていただく計画としており、このことが災害に対す

る施設の強靭化に繋がると考えています。 

また、整理させていただく水源や施設については、大規模な災害等に備え、非常時に活

用することも可能な予備施設として引き続き保有していきますとさせていただきました。 

個別に回答させていただいた 2 件については 33、34頁に記載しているとおりです。分類

番号⑧については以上です。 

続いて、分類番号⑨ 施設の統廃合についてですが、こちらは分類番号①に含めて同様

の内容を説明させていただきましたが、他にこれまでの既存水源の廃止について、35 頁 3

つ目の項で、平成 20 年 3 月に策定した現在の「伊賀市水道事業基本計画（地域水道ビジョ

ン）」に基づき、これまで 10 箇所の水源の廃止を行ってきました。これは、小規模で老朽

化した簡易水道から上水道事業への統合や、取水量・水質の問題、また災害により取水施

設が被災し復旧が不可能となったことなどによるものですというものと、地域の水源の存

続について、36 頁 3つ目の項で、地域の水源を残してほしいというご意見は、水道部とし

ても受け止めさせていただいています。しかしながら、中間案や策定委員会でお示しさせ

ていただいているとおり、今後、運用を廃止していこうとしている施設や、規模縮小を計

画している施設は、老朽化や耐震性の問題や、取水量の制約や水量の変動、水質等の問題
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を抱えていますので、既に先行投資済みの伊賀水道用水供給事業で整備されたゆめが丘浄

水場をしっかりと活用することで、安定した水道水の供給と健全な水道事業運営に繋げて

いきたいと考えており、各地域のみなさまのご理解を得て、進めてまいりたいと考えてい

ますという考え方を追加しています。 

個別に回答させていただいた件については 37～40、42、44～48 頁に記載しているとおり

です。分類番号⑨については以上です。 

 次に、分類番号⑩ 広域連携についてですが、これに対して出されているパブリックコ

メントは、阿山は甲賀市の水を買う方が、青山や古山、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ご意見です。 

 これに対して、水道部の考え方は、比較した水道料金の格差どおり安い料金で水を受け

取ることが出来るかは疑問です。隣接市の水源の余力確認と浄水場から新たに口径の太い

管路を伊賀市まで布設することとなり、そのためには相当な経費が必要で、その結果水道

料金の上昇につながると考えられ、不確実で現実的でないと考えますとしております。分

類番号⑩については以上です。 

 続いて、分類番号⑪ 省エネについてですが、これに対して出されているパブリックコ

メントの主なご意見としては、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するため、電力消費量と二酸化炭素排出量が高く

なっている。ソーラーパネルは問題点が非常に多く、省エネにはならない可能性が高いの

で、進めるべきではないといったものになります。 

これに対して、水道部の考え方は、50頁 2 つ目になりますが、伊賀市の配水量１㎥当た

りの電力消費量及び二酸化炭素排出量は同規模事業体に比べ高い値となっています。これ

は伊賀市の高低差が多い地形的な要因もあり、やむを得ないものもあると考えていますが、

施設の統廃合による配水ブロックの再編や施設規模の縮小を考慮しながら、総エネルギー

量を抑制できる配水形態の検討と、ポンプ設備の更新にあたってはインバーター制御の採

用や小水力発電の検討など、広域的な送水に伴う増加の削減に努めていく計画です。 

ゆめが丘浄水場の太陽光発電設備につきましては、平成 27 年度は年間で 165,200ｋＷｈ

の発電をしており、これはゆめが丘浄水場の年間使用電力の 11.6％に当たります。また、

太陽光発電設備は沈殿池での藻の発生を抑える覆いの役目もはたしており、大変有効に使

用しておりますとなっております。個別に回答させていただいた 1 件については 50 頁に記

載しているとおりです。分類番号⑪については以上です。 

 次に、分類番号⑫ 環境についてですが、様々な意見が出されており、水資源機構が実

施している環境保全対策の紹介及び伊賀市としても川上ダム建設工事が環境面で適切に実

施されるよう要望していくといったことを回答しております。 

 続いて、分類番号⑬ 民間委託についてですが、休日、夜間の水道管修理業者の当番制

での対応に絡め民間委託の問題を指摘する意見と、具体的にこういった業務を民間委託で

きるのではないかといった意見が出されております。 

 これに対して、事故には迅速な対応を行っています。水道事業の公営原則に則りつつ、

民間の経営ノウハウを導入できる分野についても検討していくという回答となっておりま

す。 
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 次に、分類番号⑭ 職員の育成、技術の継承について、経費の削減に主眼を置き水道施

設の維持管理体制が疎かになっているのではないか、技術の蓄積、継承は大丈夫かといっ

た意見と、水道技術管理者を担える人材を育成、ビジョンの理念に基づく目的、目標を持

って行動できる人材の育成をという意見が出されております。 

 これに対しては、各水道施設はゆめが丘浄水場から集中管理体制を敷いており、また、

小規模な浄水場は地域雇用者による管理体制と担当職員による施設の運転状況、水質の確

認など日常巡視を組み合わせた管理体制を敷いています。一方で、担当職員の年齢が上昇

しつつありますので、今後、人材の確保を図ることとしていますという回答です。 

続いて、分類番号⑮ 収支計画について、水道料金について、これに対して出されてい

るパブリックコメントの主な意見としては、15 年間は水道料金を値上げしないですむとい

う根拠である料金収入の見通しが甘いのではないか。社会増でいくらの増収を見込んでい

るのか。川上ダムは建設負担金や利息金等には 200 億円必要であり、川上ダム利水撤退し

た場合、撤退負担金は 10 億円。利水推進の方が費用が安いというのは偽りである。川上ダ

ムへの利水参画で、建設費の償還が終わるのが 37 年後なら、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。伊賀市の水道料金は高い。水道法の第一条に、低廉な水の

供給は、水道事業者が目指すべき方向性であり、水道事業者の義務であると定められてい

る。ダムはいずれ撤去するのは間違いないのだから、撤去費用がいくらかは、ダム本体工

事前あるいは利水参画を継続する前に、見積もっておく必要があるのではないかといった

ものであり、水道部の考え方は、56 頁になりますが、収支計画については、営業活動に関

わる収益的収支として、水道料金収入は減少していきますが、減価償却費及び企業債の支

払い利息も減少するため、収支の黒字が維持できるものと見込んでいます。また、施設の

建設事業等に関わる資本的収支としては、平成 31 年度よりダム建設中負担金の元金償還が

始まり、平成 35年度からはダム完成による建設負担金の支出も必要となりますが、一方で

これまでの水道施設整備に要した企業債借入金や、今後借入れを見込んでいる借入金の元

金償還金はそれ以上に減少します。このような状況により、水道事業会計は健全に運営し

ていけるものと見通しており、計画目標年度である平成 43 年度まで現行の水道料金での事

業運営が可能であると見通しています。 

水道料金収入の算定については、生活用水、業務営業用、工場用水など用途別に区分し

て水需要予測に基づき算出しています。但し工場用水のうち、佐那具工業団地と南部丘陵

地の社会増分については、今後の新たな需要であることから、料金算定にあたっては、今

後予定している施設整備を着実に実施していくため、また、予期しない費用が必要となっ

た場合等においても対応できる健全な事業運営を行っていくために、料金収入に関しては

50%の収入金額で算定しています。算定内訳についてはお配りした資料２をご覧ください。 

川上ダム建設負担金は約 73 億円（償還利息を含め約 102億円）を見込んでいます。これら

の施設や権利は、水道事業に必要な投資であり、現行の水道料金体系で賄っていけると判

断しています。一方、ご意見の中で川上ダム利水から撤退した場合 10 億円程度とされてい

る撤退負担金については、費用負担の算定に関してしっかりとした根拠を関係機関等に確

認されたうえでの額であるのか不明です。仮に撤退した場合は、ダム完成後の安定水利権

の取得はもとより、現在の暫定豊水水利権も放棄することになり、ゆめが丘浄水場は稼動

することが出来なくなるため、事業譲渡に要した費用 87.3億円（償還利息を含め約 113 億
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円）や、支払いを開始しているダム建設負担金 53.2 億円（償還利息を含め 72.5 億円）、撤

退に要する新たな負担などが積み重なって、伊賀市は大きな負債の償還義務だけが残りま

す、更に、既存水源で不足する 15,400 ㎥もの新たな水源を求める必要があり、伊賀市の水

道の経営は成り立ちません。ダム利水のための負担金は必要不可欠であり、施設統廃合等

による合理化を図ることにより、現在の料金体系を維持したいと考えます。 

15 年以降の収支計画については、出来るだけ長期間に亘る計画を策定することは理想で

すが、これまでの水道事業基本計画では、概ね 10 年スパンでの計画としていたものを、今

回は 15年間という見通しのなかで、できるだけ実態に即した計画策定を行っています。 

58 頁ですが、低廉な水道料金について、厚生労働省は、水道法第 1 条に定められている「低

廉」とは、安全な水と災害に対して対応し得る強靭な施設を確保し、持続可能な形で経営

することを前提にしたうえで、適正な価格という意味で解釈すべきという見解を示してお

り、伊賀市としては前提条件を踏まえた上での、適正な価格設定を行っていると考えてい

ます。 

ダムの撤去費用については、ダムは適切な管理により永続的に使用できることから、洪

水調節、水道水源として機能する川上ダムが不要になるとは考えておらず、撤去費用は想

定し得ないものと考えていますとしました。個別に回答させていただいた件については 57

～60頁に記載しているとおりです。分類番号⑮については以上です。 

続いて、分類番号⑯ ダム負担金についてですが、こちらは分類番号①に含めて同様の

内容を説明させていただきましたので省略させていただきます。 

個別に回答させていただいた費用削減効果については 63頁に記載しているとおりです。分

類番号⑯については以上です。 

分類番号⑰ 策定委員会と中間案の取りまとめについてです。ブリックコメントの主旨

としては、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のに、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。中間案としてまとまっていない状態で、説明会を行う

ことは、まったく意味をなしておらず中間案策定のやりなおしを求めるといったものにな

ります。 

これに対して、水道部の考え方は、64頁になりますが、第 6回策定委員会の審議で中間

案の取りまとめに至ったことは、ホームページで公表させていただいている議事録で確認

いただくことができ、中間案の合意形成と、パブリックコメントの募集に至る過程は問題

ないと考えております。また、第７回策定委員会で中間案の取りまとめの経緯を策定委員

に説明させていただきましたとさせていただきました。 

 個別に回答させていただいた 2件については 66 頁に記載しているとおりです。また、パ

ブリックコメント別紙 2 にも中間案に関するご意見がありますので市の考えをお示しして

います。分類番号⑰については以上です。 

 続いて分類番号⑱ 市民説明会についてと、分類番号⑲ パブリックコメントについて

です。 

 市民説明会に対する回答は 67頁に記載しているとおりです。 

パブリックコメントについて出された意見の主旨は、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
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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。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。しかも反映するとした一つの意見すら、本当に反映されているか

疑問である。 

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、猛省に値するといったものになります。 

 これに対する水道部の考え方は、66頁で、第１回目のパブリックコメントは、伊賀市水

道事業基本計画の策定方針（案）について、市民の意見を求めたものでした。これに対し

て 31名の方から 96件の貴重なご意見を頂きましたが、計画に反映するとした 1件以外は、

ご意見として頂戴しましたが、策定方針には反映させていただくことは出来ませんでした。 

このパブリックコメントのご意見は、市の施策方針に照らして慎重に検討させていただき、

策定委員の委嘱にあたっては、この策定方針をお示ししています。 

計画に反映するとした水道事業の公営原則については基本理念の制定のところでお示しし

ています。 

68 頁では、パブリックコメントの取りやめについて、当初の策定スケジュールでは、第

1 回策定委員会の後に、水需要予測等についてのパブリックコメントを予定していました

が、水需要予測のみの時点でパブリックコメントを求めるよりも、水源計画や整備計画、

方策等、総合的な水道事業の方向性を示したうえでパブリックコメントを求めた方がより

効果的であるとの判断により実施しなかったもので、今回のパブリックコメントのなかで

ご意見を寄せて頂いていますとさせていただきました。 

 個別に回答させていただいた 4件については 68、69頁に記載しているとおりです。また、

パブリックコメント別紙 2 にもパブリックコメントに関するご意見がありますので市の考

えをお示ししています。分類番号⑱⑲については以上です。 

 最後に分類番号⑳ その他については、71 頁と 72 頁に全て個別に回答しておりますの

でご覧ください。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。 

かなり時間も経過してまいりましたが、始まってから 1 時間半以上経ちました。ここで委

員間討議を行いたいのですけども、休憩をはさんでやりますので、10分間休憩しますので

45 分から再開ということでお願いいたします。 

 

― 休 憩 ― 

 

（議長） はい、それでは揃われたようでございます。時間もまいりましたので、次の項

になりますけども 3 番の伊賀市水道事業計画最終案取りまとめということで、今パブリッ

クコメントに対する市の見解の説明がございました。その項の中で委員間討議を進めたい

と思いますが、その前に水道部の方から部分修正についての資料が出されましたので、こ

の水道基本計画についての部分修正の説明を受けたいと思います。よろしくお願いします。 
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（事務局） 失礼します。水道事業基本計画中間案ですが、一部文言の間違い等が見つか

りましたのと、表現の方法についてこうした方が分かりやすいのではないかというのがご

ざいましたので、修正をいたしたいと思います。それについてのご説明をさせていただき

ます。 

今お配りさせていただいた資料に基づくのですが、まず 28 ページですけれども、環境

対策における課題ということで、下の部分ですが、こちらの方に以前は CO2 と書かせて

いただいておりましたが、他の箇所に二酸化炭素という表現がありますので、統一して

CO2を二酸化炭素という表現に修正したいと思います。 

次に 31 ページですが、官民連携の状況について、本市では民間企業の経営手法や管理

運営のノウハウを「活用による」となっていたのですが、これは文章的におかしいので「活

用し」に修正させていただきたいと思います。 

続きまして、34ページですけれども給水量の減少ということで、水量の見込みのところ、

二行目の最後の方ですが、別途社会増を加算することでとなっているのですが、この社会

増の後ろのカッコの中が住宅、工業団地、工場等への新規水量となっていますが、伊賀市

の計画の中では社会増に住宅は見込んでおりませんので、これも誤りということで住宅と

いう部分を削除したいと思います。 

続きまして 38ページですけれども、こちらの環境対策のところも CO2となっておりま

すので、二酸化炭素に修正させていただきたいと思います。 

次に 40 ページですけれども、これは変更前と変更後で 2 ページにしてお配りさせてい

ただいています。実現方策を後ろで詳しく説明しているのですが、そちらの番号とこちら

のページの部分は通し番号となっており、合っていませんでしたので、後ろに合わさせて

いただきまして、また基本方針のところについても番号が付いていませんでしたが、こち

らの方についても安全・強靭・持続それぞれ１から通し番号をカッコでつけさせていただ

いて、それぞれについて実現方策に 1，2 と付けさせていただいています。それと一番大

事なところなんですけれども、基本理念で安心・安全となっていますが、本当は安心・安

定でして、阿山の住民説明会でご指摘を受けるまで気付きませんでした。本当に申し訳ご

ざいませんでした。こちらの方も安心・安定が正しいので修正させていただきます。それ

から実現方策の良好な水質の確保のところで配水池や管路の洗管作業の促進となっていま

すが、洗管としてしまうと管路だけになってしまいますので、洗浄と直させていただきた

いと思います。40ページについては以上です。 

41ページですけれども、こちらの方も先ほどの説明と同じで中身の表現と合わさせてい

ただくということで、カッコの番号を付けさせていただいております。42 ページも同様で

ございます。46 ページについても同様でございます。 

52ページですけれども、一行目ですが、自然災害や「事故時」によりとなっていますが、

これも文言的におかしいので「事故等」によりに変更させていただきます。 

54ページですけれども、これも先ほどと同じで番号を説明に合わせて振り直させていた

だいております。 

59ページですけれども、今後は、現在、有効利用されていない浄水発生土や配管工事に

おける再生材となっていますが、浄水発生土をどうするのかということが書かれておりま

せんでしたので、浄水発生土「の利用促進」と利用促進という言葉を足させていただいて
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おります。 

65ページですけれども、こちらは啓発活動の推進で、本市では水道週間や月間に、とな

っていますが、水道週間はありますが水道月間はありませんので、月間を削除させていた

だきます。 

次に 73 ページですけども、こちらは 12 月 20 日に開催させていただいた第 7 回の策定

委員会の事項を追加させていただいております。 

76ページですが各地の水源計画の整備に関するところですが、本文の方の整備計画で阿

保の浄水場については 34 年からゆめが丘の水を供給するように改修工事を行うと書いて

いますが、参考資料では年度が 1 年間違っておりましたので、修正させていただきたいと

思います。以上でございます。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。今の事務局の部分修正についてご意見、ご質

問はありますか。 

 

しばらく待つ 

 

（議長） 無いようですので、修正案どおりに修正したいと思います。よろしくお願いし

ます。それでは委員間討議ということで先ほど申しましたようにまいりたいと思います。 

 

（委員） 何討議ですか。 

 

（議長） 委員間討議です。 

 

（委員） 委員の間でってことですか。 

 

（議長） 委員の間です。 

 

（委員） 藤森さん、私知っている人で誠に言いにくいのですが、委員の間で討議をする

ということは、我々で意見交換をするということですか。もう最後なんだから水道部の人

に聞きたいことがいっぱいあるんですけど。このパブコメのところは終わったんですか。 

 

（議長） パブコメを今からして、項目ごとに議論をする中で必要に応じて・・・ 

 

（委員） パブコメのことでやるんですね。 

 

（議長） そうです。 

 

（委員） 今の修正案の説明で 5 分くらいかかっています。本来なら修正したものは我々

が直すのではなく、紙で欲しいです。伊賀市さん最終とおっしゃるのですから。ごめんな

さい。どうぞ。 
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（議長） では、進めてまいります。パブコメを見させていただいて、20 項目の分類があ

りましたが、この中で特に意見の多い項目としまして、川上ダムの利水、暫定水利権の問

題、それから施設の統廃合による地域の水源の整備の問題、それから水需要、社会増に対

する工場用水の考え方の問題、あるいは収支計画、水道料金の問題、これらの３つないし

４つにつきまして、それぞれ区切りまして協議をさせていただいて、そして本案に対して

の最終的な意見を皆でさせていただき、最終的に事務局からのご回答もいただいて進めて

まいりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

まずは、一番大きな論点で川上ダム利水と暫定豊水水利権に関しまして、いろいろ委員

さんの意見もございますでしょうし、それらについての議論を進めたいと思います。委員

さんの中で自由に発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、阪井さん。 

 

（委員） 阪井です。暫定豊水水利権についてお尋ねします。先般も委員会の中でお尋ね

して北山さんの方から国土交通省のネットの打ち出した資料をいただきました。概ね合点

したんですけれども暫定豊水水利権、いわゆる余っている基準以上に暫定でそれを下回ら

ない時に限ってもらえますよということで今、貰っている訳ですね。それはダムが出来る

条件ですよということで、今までに豊水暫定水利権を下回った基準を豊水ですので、ある

程度基準線を下回ったことがあるのですかと尋ねたら、今までに一度もないと。そういう

ふうな中で、なぜ川上ダムからもらうのですか、単純な質問なんですけども、ようは余っ

ている、最初いただいたダムを使いますよ、みんな将来増えてくるから水をいただきます

よということで、豊水暫定水利権として国交省の方から許可しますよということで貰って

ますが、今まで一度も基準線を超えたことがない、少なくなって余ってる余ってるという

水を、貰っているのに、まだなおかつ川上ダムを作ってようけ貰うということに、本当に

単純に疑問を持つわけなんです。それにここに国交省のインターネットのページをいただ

きましたが、それじゃそれに対して暫定豊水水利権はいろいろな事情があって、将来工場

も増えてくる、人も増えてくる、水が絶対必要だというふうなことがよく分かる上でいた

だきたいということで思っていたんですけど、ずっとこれから人口減少社会、工場もお願

いしても中々いい工場は来てくれない、そういうふうな中でですね、やはり大きな工場需

要ですもので、10 年サイクルで見直していくことが必要。議員さん、市長さんも含めまし

て、いろんな方が努力されて、そうだそうだ、確かに将来伊賀市を発展させなければいけ

ない、ここで籔裏さんも先般言われましたように、そういうふうなことで作った情報がで

すね、そのままありきで進んでいく、特にこの策定委員会で議論する是非も問われるんで

すけれども、誰やらの委員さん言われましたけれど、これは行政判断だと、極端なことも

言われましたけれど、個人的に知り合いに聞いたんですが、これに対する罰則はないんで

すよね。あくまで伊賀市と約束した紳士協定、いわゆる伊賀市が責任をもってするだけの

メンツだけですよという、将来伊賀市が水資源開発機構、国交省、県全ての行政機関に対

してのメンツというだけで、河川法第 32 条と言いましたが、河川法に書いてあるけれど

も、普通法律だったら違反したら、やめたって言ったら罰則があるもんですが、罰則はあ

りません。あくまで紳士協定、こういうことです。一般にダム撤退といったら利水も治水
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もごっちゃにしてダム撤退というけど、利水と治水は別って皆さん、私も勉強しました。

いろんなことが絡んでいる。単純に上部機関との約束で伊賀市が将来そんなことしたら困

るっていうだけ。なんか基準線が合って暫定豊水、余っているからこれだけくださいと貰

ってて、ずっと一度も減ったことがない。それなら今の状態だけ貰っておけば、今、ゆめ

が丘の稼働率 65％、先ほど言われました島ヶ原とかどうしても水が足らないというところ

はやむを得ないと思いますよ、でも、少なくともいがまち・阿山に至っては今まで何にも

不自由なこともなく飲んでいたのに、高い水に上がったな、伊賀町の時は安かったのに伊

賀市になって仕方ないということで飲んでいるわけです。それをまた遠いところからポン

プで上げたり下げたりして、当然不味くなるに決まってますよ誰が見ても。カルキ臭くな

りますよ。ポンプの動力費も食いますよ、何でそんな遠いところから上げたり下げたりし

て、そりゃ広域管理で一元管理、大災害の時にリスクを考えてとか言いますけど、やはり

そういう時の為にこそ残しておいた方がいいと思います。そういう意見もあるということ

を踏まえてする方がいいですよ。色々な委員さんが決めた 10 年前か 20年前に決めたこと

で公共事業を進めていくってことに対して、やはりいろいろな疑問点がある。全然形が違

いますが東京の問題もそうですが、大きな公共事業をトップで決めてそれをある程度の年

数で考え直していくことも必要ではないでしょうか。 

それともう一つ、全部広域でするのでなしに、地元は勝手なことばかり言いますが、修

繕して残していただいて。これ広域の水道管が上柘植で止まっているって言いますけど。

これから水道の管を引いて大きなタンクを付けてものすごくお金がかかると思います。そ

のお金があるのなら今の朝古の浄水場、滝川の浄水場、何度も同じこと言いますが、そこ

にお金をかけていただいて、直していただいて、耐震設計していただいて、みんなが安心

してこれで大丈夫だよ、先ほども言ったように 5 年サイクル、10年サイクルで、パイプが

来て上柘植で止まっているんだったら、ここからも将来引けるんだよ、ため池もたくさん

あるし、農水の絡みで烏山池の水は使えないんですよ、だけど地元の土地改良の地元の者

ばっかりだから、地元のために作ったんだから、ある程度融通はきくんじゃないかという

回答も貰ってますし、そんなことで中間案にある長期計画の修正、いがまちについてはも

う少し精査していただいて、できることなら修正していただくなり、どうしても管理する

なら、冒頭にも言いまいたが、皆さんに分かるように具体的な資料を作っていただいて、

こういう理由だから、いがまちだけ勝手なことを言ってはいかんよというのを是非説明し

ていただきたいと思います。 

 

（議長） ありがとうございます。次の議論の部分も入りましたが、それはそれで、そこ

も含めての議論になるかと思います。 

 

（委員） 時間が足らないんじゃない、これ。 

 

（議長） はい、どうぞ。 

 

（委員） 誠に、本議長さんじゃなくて、代理さんに悪いんですけど、これ時間が来たら

通しちゃっていいのかなと思う。 
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今、阪井さんがおっしゃられました、議員さんが 25 年 7 月でしたか、全員協議会で賛

成されました。その時に今も説明がありましたけど、近畿の国交省の整備局の人たちがそ

ういう話をされたと、でも、それの文書の公開がないと本当にそうだったかどうか分から

ないです。特に全員協議会というのは、どこにも出てこないですから、実はそれを知りた

いんです。本当にそういうものがあったのかどうか、実際そういう文書が残っていると思

いますが、発表して欲しいんです。まずそれが一つ知りたいです。ここが肝ですね、一番

大事なことだと思います。そうでなかったら信用できないですよ。なんでうちだけ公表し

ないのか、伊賀市は。そこが僕は納得できないです。 

短い時間でしたけど本当にパブコメに関して質問したいのですが、我々の討議ではなく

水道部の方に言いたいです。ということで他にもございますが、本当に今の点についてご

回答いただけたらと思いますが、お願いします。 

 

（議長） はい、今の阪井さんの暫定豊水下回ってないのになぜかというご質問、北川さ

んの公式見解がないかということでございます。 

 

（委員） 北山管理管か部長に。 

 

（議長） ご質問について事務局回答をお願いします。明確な回答を。 

 

（委員） 出なかったら次回でも、私はもう少し時間を取って欲しいです。この部分は大

事だと思いますので。 

 

（管理者） それでは、阪井委員さんからご質問いただきました、河川法に関わる暫定取

水についての罰則の件とかルールを言っていただきました。 

まず、パブリックコメントの市の考え方にも書かせていただいておりますが、今ゆめが

丘で取水をさせていただいている暫定取水につきましては、単純に豊水水利があるから取

水をさせていただいているというものではなしにですね、川上ダム利水を前提として、そ

の水源の担保があるということでダム完成の前であっても、私どもがお願いをして許可い

ただいて暫定取水をさせていただいているものでございまして。これは毎年更新で、1 年

更新で許可を得てやってますので、許可が切れた時点で取水が出来なくなると、そういう

ふうに繋がってまいります。その仕組みをご理解いただきたいと思います。河川法第 23

条で、表流水の取水をさせていただいています。その関連では全ての水道事業者、表流水

を取っているところについては、その許可をいただいて取っておりますので、私どもも同

じ仕組みだとご理解いただきたいと思います。罰則については勝手に水利を取水するとい

うことは、この付近ではないと思っているので、そういう事態があれば整備局の方に呼び

出しがかかる、あるいは国の出先機関に呼び出しがかかって、取水の停止をただちに指導

されるものと考えております。 

朝古川水源、滝川水源に関しては、市民説明会でも経済比較をお示しさせていただいて

おりまして、その中での考え方を提示させていただいておりますので、単にすべて投資す

るのではなく、そのお金をもって浄水場の整備をとお話もいただいておりますが、その経
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済比較をした上での今回の水道事業の基本計画であるという考え方をご理解いただけたら

と思います。それから根本にあるのは伊賀水道用水供給事業で平成 10 年度から事業を始

めていただいた中で、ゆめが丘浄水場も完成しましたし、そのゆめが丘浄水場から各支所

管内へまわしていってる管路の整備もさせていただいたもので、こうした大きな事業を伴

うもの、あるいは長期の計画で進めていくものについては時間がかかります。予想や想定

をさせていただきながら事業を努めているわけでございますので、ご理解いただきますよ

うに、また当然時点修正もやっておりますので、今回もその線上にあるものということで、

回答とさせていただきます。 

 

（委員） 今現在ゆめが丘で 65％使っているんですよね。暫定豊水水利権をいただいてゆ

めが丘浄水場の稼働率が 65％というのをどこか資料で見たのです。 

 

（事務局） 稼働率は約 60％です。 

 

（委員） それを伊賀市全体で、川上ダムが出来た暁には 100％稼動する予定ですね。 

 

（事務局） そういうことです。活用したいと思っています。 

 

（委員） 私は 60％でいいんじゃないかと思うんです。これ以上稼動すればまた電気代も

かかるし。何度も自分の地域のことばっかりで申し訳ないですけど、きれいな水を飲んで

いる、今まで何の問題もないのに修繕して欲しいよと、飲まして欲しいよと、遠いところ

から汚いと言ったらよその人から怒られるけど、遠いところから動力かけてまわしてもら

わなくても、飲まして欲しいよというのは切実な願いなんですよ。それを、中間案一発に

入れんと、今後修正してくれるという可能性はあるんですか。 

 

（議長） 事務局 

 

（事務局） これまでも説明もさせてきていただいておりまして、パブリックコメントに

おける市の考え方にもお示しさせていただいているとおり、ゆめが丘浄水場、すでに送水

管路等の先行投資もされておりますので、それを有効に 100％活用していくことが事業の

効率化でもありますし、将来の水圧等も含めた安定した水、また将来の経営的な料金等に

も関わってくることだと思っておりますので、そういった計画で進めていきたいと思いま

す。 

 

（委員） 平行線だからこんなこと言ってもしょうがないですけど、現に上柘植でいがま

ちの場合は止まっているんですよ。誰も知らない間に出来て、止まっているって初めて聞

いたんです。実際いがまちは使っていないのに。これから大きな給水タンクつけて、土掘

って大きな管入れないといけないじゃないですか。その金がかかるじゃないですか、それ

を整備にかけてくれと、いがまちだけ勝手なこと言ってはいかんですけども、川上ダムは

ムダだと、今の水で充分だというのが、ざっくばらんな大多数の意見なんです。 
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（議長） 他にございますか。 

 

（委員） 私の質問に答えていただいていない。国土交通省の。 

 

（議長） 国交省の公式文書の。 

 

（委員） 文書が残っているはずですよね。そこまで言うんでしたら、それを見せていた

だきたいということですね。そうでないと納得できないですよ。口頭でおっしゃられてい

るだけですから。お願いします。 

 

（事務局） 今、手元に議事録の方は持っているんですけども、少し読ませていただきま

す。平成 25 年の 

 

（委員） 7 月でしょ。 

 

（事務局） 7 月ですね。市議会全員協議会の中で近畿地方整備局の方がお見えになった

おりですが、伊賀市の議員から、暫定水利で取っている水がありますよね、現在これは当

然ダム利水ということを前提としての取水と思いますが、これが万が一、仮に撤退した場

合の取水の在り方については今後どういう見通しになるんだろうかということを聞かせて

いただきたいという質問の中で、整備局の方から、まず 1点目のご質問、川上ダムから伊

賀市さんが撤退した場合、暫定の水利権の扱いはどうなるのかという点でございますけれ

ども、結論から申し上げますとこれはお認めするわけにはいかないというふうに考えてお

ります。現在取水されております暫定水利権は、議員もおっしゃられたとおり、将来に必

要な水源措置が確実になった案件に対して、許可をさせていただいているというところで

ございます。伊賀市さんの現在の暫定水利権に関しては、昨年 12 月に川上ダムが将来の

水源として位置づけられた申請をいただいたことを受けまして、平成 25 年 4 月 1 日から

許可をさせていただいているという代物でございます。従いまして川上ダムを水源としな

いのであれば、将来に確保される水源がなくなるということから許可をさせていただいた

前提条件がなくなるということです。 

 そういった説明でございます。 

 

（委員） はい、私は議員でもなんでもありませんので、そういうことがあったという、

今、初めて詳しいご説明がありまして、これがですね、流れていればいいんですよ、我々

のような策定委員の記録として、出ていれば分かるんですけどまったく分からない。正に

闇ですね。ですからそういうことも、じゃあそれは本当でしょうかと問い合わせることも、

近畿整備局の方にですね、問い合わせることもでき、本当に他の地方の他のダムではそう

いうこともあり得るんではないかという、応答が、まぁ、議員さんがやってくれれば一番

良いんですが、そういうことに関してですね、当策定委員会の中で十分これまで議論して

くればいいですが、ここはですね、全然今のような説明もないということで、ちょっと残
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念に、いや、大変残念に思っております。 

 パブコメが出て、それに回答するということで、他にもいろいろあるんですけども、こ

ういう大事なところを、市民の目線が、我々策定委員の半分ぐらいが、いろんな疑問を投

げかけていることと一致するところがあると思うんです。今まで私もパブコメに対してよ

く知らなかったのですが、ちょっと調べてみますとですね、大体伊賀市の自治基本条例に

よりますと、このパブコメで反映するとかしないとかいった欄がどこか右の方にあったと

思うのですが、これが今ないんですが、あまりにも多いパブコメだから省略されたのか、

それとも何か意図があってやられたのか、お聞きしたいです。いかがでしょうか。 

他の委員の皆さんも意見があったらお願いします。 

 

（議長） 水道部いかがですか。 

 

（事務局） 今回市のパブコメに対する考え方を公表させていただきました。まずは、市

の考え方を公表させていただいたということでございます。策定委員会を開催いただいて

いる訳ですが、この中でこの部分は反映させるべきではないか、といった議論等いただき

まして、するところは反映するといった流れになっていくわけでございます。 

 

（委員） そういう欄がないということは、全て反映しないということなんだろうと考え

ざるを得ないのです。その場合でも、自治基本条例によれば、反映しない理由をもうちょ

っと明確に書かないといけないと思うのですが、いかがですか。 

他の委員の皆様のご意見もいただきたいと思います。 

 

（議長） パブリックコメントの議論となっておりますが、今の北川委員さんの意見を含

めて、他の委員の皆様いかがでしょうか。 

 特にない様ですので、事務局、もう一度見解を説明してください。 

 

（事務局） 今回お示しするにあたりましては、頂戴しました意見を慎重に検討させてい

ただき、結果この様に市の考えとしてお示しをさせていただいたところですが、できる限

り市の考えというものを明確に伝えさせていただいていると考えております。 

 

（委員） 参考にさせていただきますといつも書かれますが、そういうことも書いてない

し、前回の委員会で件数について言いましたが、今までこれだけたくさんのパブコメがあ

ったことは前代未門だと思うのですが、トップでしょうか。 

 

（事務局） ちょっとこれまでのパブリックコメントの制度の中で、いろんな計画等でパ

ブリックコメントを求めてきていると思うのですが、件数的に今までで一番多いのかとか

件数的なことは承知しておりません。 

 

（委員） 短い時間でしたが、パブコメに対して非常によく調べてくれる人がうちのチー

ムにおります。申し上げますが、断然トップなんですよ。このパブコメの量、質等もう少
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し重く受け止めないと、なんのためにパブコメを行っているのか。形だけ行ったらそれで

よいのかということです。確かにやったよ、自治条例に違反していないですよというもん

ではないと思うんですが、もう一度最後にこの件についてはお答えいただきたいと思いま

す。 

 

（議長） どうですか、パブコメの基本計画への反映のことだと思います。 

 

（事務局） たくさんのご意見を頂戴しております。私どもも全て意見としてこのような

形で整理させていただいた上で、何回も申し上げますけども、いただいたご意見に水道部

としまして、今後の水道事業を考えていく中で、必要な施策として計画をさせていただい

ている。そういった形を市の考えとして示させていただいたところです。 

 

（議長） はい。以上のような事務局の見解でございます。 

 

（委員） いいですか。藤森さん。 

 

（議長） どうぞ、手短にお願いします。 

 

（委員） 今回 357 件の意見がありまして 118 人です。第 2 位は、多いと思われていたの

が、184件の伊賀市総合計画の中間案、156 件伊賀市の庁舎の基本計画の案、このあたりが

1、2、3 位なんですよ。今回の意見がダントツに多いことを、委員の皆さん、傍聴の皆さ

ん、ここはしっかりと聞いていただきたいと思います。以上です。 

 

（議長） それでは、他にこのことについて、このことと申しますと、川上ダム利水の事、

暫定水利に関わってですけども、他に何か意見ございますか。 

それではここにつきましては、議論を打ち切りたいと思います。 

基本的に最終また皆様の考え方を全体として決めていきたいと思います。 

このことにつきまして、今の基本的な部分の方針は、利水参画、暫定水利につきまして

は、利水を離れるということで放棄しなければならないということですので、現在のダム

参画を続けていって、最終的には本水利権にしていくというこういう考え方になると思い

ます。このことに関連しまして皆さんの考え方をまとめておきたいと思うのですが、ここ

で一応挙手をしていただいて賛否を採りたいと、以降のことにつきましても、こうやって

ひとつずつ決めていけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、私の今申し上げましたような意見に関して・・・ 

 

（委員） ちょっと待ってください。 

 そういう場合ですね、今日欠席されてた人から、清水さんですか。私あてに委任状とい

うのを頂いています。中は、封はしておりませんので、すぐ見てもらえますか。これを預

かっていますので、議長さんにお渡しします。読み上げていただいて。 
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（管理者） 議長、ちょっとよろしいでしょうか。 

 

（議長） はい。 

 

（管理者） 管理者です。本基本計画策定委員会の要綱の中では、委任状の項はございま

せんので、そこだけ事務局側として発言させていただきたいと思います。 

 

（議長） 内容は委任状で、北川さんに全権限を委任するという内容でございます。 

 設置要綱等の中では、出席者の過半数で議事を決するということになっておりますので、

この委任状は、頂いたという事実はございますが、この賛否には参加していただけないと

いうことで判断したいと思います。 

 それでは、今、申し上げました、ダムと暫定水利に関わって、今の基本計画の概要に沿

って進めていくということに賛成の方は、お手をお挙げください。 

 

（委員） どちらでもないというのはあるの。 

 

（議長） それはありますよ。はい、５人ということです。それでは賛成多数ということ

で、そのように決していきたいというふうに思います。 

 

（委員） ちょっと待ってください。 

 

（議長） はい。阪井さん。 

 

（委員） こういうふうな委員会、今も北川さんが言われましたとおり、いろんな市でや

っておられると思いますが、こういうふうな賛否両論がある場合に、先ほど言いました第

何条か、出席委員の過半数でというようなことで挙手して決めた委員会が分かっている限

りあるのですか。こういうことをすると、後々までしこりが残りますよ。だからこの中で

私はこの会議で地元代表としていろいろな意見を言わせてもらいましたけれども、ある程

度決着というか、玉虫色といったらおかしいですけど、そういうふうな案で出して、議会

へ答申して、意見が分かれました委員会の中で、しかしまあ、総体としてこういう事です

というようなことでですね、役所の皆さんご存知だと思いますが、いわゆる玉虫色の決着

というかこっちの意見もあったけど、こういうふうなパターンでどっちから見たらこうい

うふうな書き方になったというような感じで答申して、これは議会なり市長なりが決める

ということにはならないですか。このやつが最終答申というのは、非常に後にしこりが残

ると思うのですが、いかがでしょうか。欠席委員の方も３名みえるんですか、２名みえる

んですか。 

 

（議長） 答申用の取りまとめは最終的に、もう一度皆さんにご意見頂戴いたしますけれ

ども。そういった意見も復帰することも考えられますので、そのときにまた意見いただい

たらと思います。今僕数を間違えましたけれども。 
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（委員） もう一度取り直してみては。両方にも挙げない人もいるかもしれないし、きっ

ちりこれは、議長さん申し訳ないですが。 

 

（議長） それではもう一度お手を挙げていただきたいと思います。賛成の方挙手をお願

いします。 

賛成の方は、1、２、３、４、５、６名ということでございますので、基本計画の方向に

沿って進めてまいりたいと思います。 

 

（委員） ちょっと待ってください。私は策定委員ですので。じゃあ、反対の人を明確に

してください。先ほど私の意見の中で、本当に自分の立場というか、私ども最初地域を代

表して来ている、地域を代表してとおっしゃるので本当に地域を反映した意見を言ったつ

もりなんです。それでこの策定委員会が、最終案が通ったって言うと私はずっと反対して

おりましたし、納得がいきません。名前まで書いてもらわなくても結構ですから、まず反

対が何人いたのかだけはきちんと明確にして欲しい。そして、今のところどちらかわから

ないという意見も含めて私は出されていいと思うのですが、委員の皆様のご発言をお願い

したい。この委員のなかでいかがでしょう。私の言っていることはおかしいのでしょうか。 

 

（議長） はい、中森さん。 

 

（委員） 私は団体としてと言われたので、今の段階では賛成とも反対とも言えないです。 

こんな状態でしたということを持ち帰って、で賛成ですか反対ですかとか、あるいは最終

案が出た段階でそれをみんなに見てもらって意見をまとめるとかの作業をしないといけな

いと思う。中森個人に委嘱されているのでなければ。はい。 

私としては採決を採っていただくのはいいのかもわかりませんけれども、もっと十分に

審議していただいて、皆さんの意見をしっかり出していただいてした方がよいのではと思

います。どっちもいえませんから。私の立場では。 

 

（議長） 審議につきましては、こういった委員会の進め方の中では、かなり長期にわた

り、今日は８回目ということになっております。今までいろんな意味で、市の考え方、あ

いは委員さんの協議を続けてまいりました、一定我々の責任としましては、この決められ

た期間のなかで、委員会の意志は決めていくということが必要であろうかというふうに思

われます。 

では、ご意見は多々いろんなところからこれからもあるかとは思いますが、この委員会

で決したことが全て決まりではありません。これから市の方で最終的な案をつくり、それ

を議会に提案して、それで最終的には認められるということになりますので、そういった

過程のなかでいろんな手続きなりご意見をいただく機会もまたあるのではないかというふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、反対の人の確認をするんですか。 
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（委員） ちょっとすみません。 

 

（議長） はい。 

 

（委員） 立っても座っても同じ様な高さなのですが、立たせて言わせていただきます。 

以前お約束してもらったと思うんですが。ご挨拶というページが確かあったはずですが、 

それは後日ということだったので、今日僕が一番言いたいのは、何処をみてもご挨拶がな 

いのです。物事全て、新水道ビジョンの国の方でもそうでしょうが、まずご挨拶、責任者 

の人からご挨拶というのがあって、今後のビジョンはこうだよっていうのが明確になって 

いないとおかしいんです。今までこの７回、８回目つい今まで一度もご挨拶の一文が無い。 

これひとつだけでもどうなっているんやと言いたいんです。あえて立って言わせていただ 

きます。ですからこれは認められないと思います。 

 

（議長） 事務局、そのことはいかがですか。 

 

（委員） 市長なのか、管理者の方か。 

 

（事務局） 最終的にこの計画につきましては、議会に上程をしてお認めいただきました

ら、市民の皆様であるとか、当然策定委員さんへ向けてもですけど、冊子として製本の方

させていただいて、お配りしてまた周知もさせていただきたいと考えております。 

ご挨拶については、水道事業ですので、管理者の挨拶をこのなかに記載させていただく

と、いうふうになると思いますけれども、それにつきましては、計画がまとまり議会で議

決を得たのちに、冊子として製本し、まとめさせて頂くときに記載させていただくといっ

た形になると考えております。 

 

（委員） 部長さん、私は、文書でご挨拶がないのはどうかと 10 月か 11 月ぐらいにご質

問したことがあるのですが、今日までいつかあるだろうと思っていたのですが、そういう

回答というのは、普通どうなんでしょうかね。策定委員会を軽くみていらっしゃいません

か。我々はその挨拶文そのものがですね、大変大事だと思っております。これは市長さん

でしょうか、北山管理者さんなんでしょうか。 

 

（事務局） 水道事業管理者です。 

 

（委員） そうですか。ですからここにいらっしゃるんですから、やはりこの部分は皆さ

んにお諮りしたいと、この頭の一番最初のご挨拶ですからね、市民に対して我々はこうい

うために新しい計画を立てたんだというのを、恐らくここはきちっとしないといけないと

思いますが。この件に関してどうなんでしょうか。他の委員さん。ご意見をいただきたい

んですが。もうこれ以上はありません。それが最終の私の疑問です。大事なところはそこ

だと思うんですが、いろいろ水道等の委員、他の委員会にも出ていらっしゃる先輩の方い

らっしゃるのでご意見を頂きたいと思うのですが。 
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（議長） このことについては、皆さんいかがでしょうか。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） 坂本さん。 

 

（委員） 前回の伊賀市の水道事業基本計画は、水道事業管理者 濱さんという方の挨拶

となっております。今回は多分管理者だと思います。 

 

（委員） ですから、先輩すいません。ここに書いてあることは中身の全てまとまったこ

とが書いてあるのですよね。代表としてきっちりと。そこを言っているのです。私は。そ

この内容すらも明確にされずに、議会が通ってから印刷製本のときに出しますわ、これじ

ゃね、全然軽視ですよ、策定委員を。皆さんいかがでしょうか。 

 

（議長） 他にいかがですか、このことについて。 

 

（委員） 僕だけだったらもういいです。他の方、ご意見よく分かりませんが。私はそう

いうふうに信じております。 

 

（委員） 何でも冊子作ったら挨拶が大事やないですか。一番責任のある人の。だから北

山さんに言うていただくということで、できたら案が示していただいて、こういうことで

皆さんありがとうございますとこうしていただいたら一番いいんですけど、なかなか今ま

でまとめていただいてないようでしたら、早急に考えていただくということでいいんじゃ

ないですか。 

 

（委員） 次回の策定委員会でお願いしたい。 

 

（議長） 次回開催するかどうかは、まだ決まっていませんので、それはその際にまた考

えてみますけども、とりあえずそのことについてはよろしいですか。特に他の意見はない

ですよね。 

 それでは次に進めてまいります。 

 続きまして、次に意見の多かった施設の統廃合、またおいしい水、あるいは災害対策に

着目しまして、このパブリックコメント等への伊賀市の考え方も含めての皆さんのご意見

をお聞かせいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

はい。奥原さん。 

 

（委員） では、はじめの方お聞きしたんですが、災害が起こったときに、今止めてある

施設を使うという時の話で、過去の例で、止めてある施設をうまく使えて良かったという

例と、使おうとしたらうまく使えずに困ったという例があると思いますが、それがどのく
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らいのあるのかということと、使えなかったときの原因を教えていただきたいのと、原因

を踏まえて伊賀市ではどういう対策をしているのかを教えていただきたいと思います。 

 

（議長） はい。災害対策に関連しての奥原さんの意見でございます。いかがですか。事

務局。 

 

（事務局） 施設課の上窪と申します。よろしくお願いします。 

まず、他の市町村の例ですが、私どもの方で確認できておりませんので、そういう事例

は聞いておりません。また、うちの浄水場の管内におきましては、廃止したものを直ぐに

使ったという事例がございませんので、復帰のための作業の量によるかと、具体的な例は

お示しできません。 

 

（委員） 調べたけどなかったということでしょうか。 

 

（事務局） 調べてはおりませんが、近くのところで、そういった事例があるということ

は聞いたことがありません。 

 

（委員） 計画のなかで、停止していたものを災害の時に使うといったことでしたから、

その辺を調べておく必要があると思います。 

 

（議長） その前の意見の中でも、ため池があるよねとか、いろんなご意見がありました

けれども、そのことも含めて危機管理対応にみたいなものをどう考えているかという、奥

原さんの意見だと思いますけど、そこどうですかね。 

 

（委員） 発言していいでしょうか。まだ委員ですので。 

 

（議長） じゃあ、北川さん 

 

（委員） 藤森さん、まったく申し訳ないんだけれども、先ほど賛否を採られてから、奥

原先生がご意見をされたり、答えたりする。これその前にやって最後に賛否を採るのが本

来でしょう。時間は 4 時過ぎてます 42 分ですから。これもう折角ご意見出されたのに、賛

否採っちゃってるわけですよ。おかしいと思いませんか。 

 

（議長） やり方としてね、たくさんのパブリックコメント、たくさんの伊賀市の回答が

あったので、何もかも一緒にやってしまうと、ぐちゃぐちゃになるんじゃないかというこ

とで、項目をあげて絞り込んで順次やっていこうかいうふうに、私はさせていただいたん

です。 

 

（委員） さっき賛否とったじゃないですか。 
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（議長） それは部分的に、こういう考えでいかがでしょうかということで。こういうふ

うにさせていただきたいと思っているのですけど。 

最終的にはトータルとしての、皆さんのお考えを聞いたうえでしたいと思いますけれど

も。部分的にそれぞれ違う意見を持っておられる方もおられるかもしれませんので、そう

いうやり方にさせていただいたと。 

 

（委員） そうなんですか。 

 

（議長） はい、どうぞ。 

 

（事務局） 施設課の上窪です。先ほどの廃止施設の復帰ということですけれども、実績

は伊賀市にはございませんので、先ほど言いました作業時は、機械がもう止まっておりま

すので、電気の復旧、機械の整備、すぐに動いたとしても、その中を洗浄しなければなり

ませんので、洗浄。その後、配水池を洗浄という形で、数日かかるかなと思いますが、そ

ういったものを、これから我々のところで立案し、災害時でもすぐに対応できるように、

検討していきたいと考えております。以上です。 

 

（議長） どうですかね。阪井さん。 

 

（委員） 今言われた先生に関連してですけども、災害対策、一応広域管理をやっていく

という前提の下でですね、2、3 日前に名古屋の NHK で名古屋市水道が TV 放映されたの

をご存知の方もいるかと思うんですけど、要はこれから想定される大規模災害、主に地震

において、今、日進月歩でそういうふうな、ダクタイル鋳鉄管って言うんですか、フレキ

シブルな震災対応のそれが新しく出てきているんだって。ここ伊賀市においては、広域水

道を敷設殆どしている中で、7 年前だから大きな災害にも耐えるということです。確認な

んですが、今、私が言いましたとおり、名古屋市は動脈のメインの管から最新の管に優先

してやっていくと、そうすることによって、個々の家の断水は起こるかも知れないけど、

早くそういうふうな、専門の人がいなくても、ここにこういう動脈が入っているんだから、

枝から来なくても、すぐ繋げるよというふうな方策を徹底していると、だから早く、もし

も災害があったら、そういうふうな対応できるという話が、TV 放送されていたんですが、

伊賀市においては、7 年か前に広域水道のメイン管もしくは、他に水道管を入れてあると

いうのは、そういうふうな最新の管なのですか。ちょっとお尋ねします。 

 

（議長） 事務局 

 

（事務局） 失礼します。施設課の堀山といいます。今、阪井委員の方から言われたとお

り、伊賀市においても老朽管の敷設替ということで当然進めさせていただいております。 

 それについては全て耐震管、その名古屋で採用させていただいているのと同等品の管路

を採用させていただいております。企業庁において送水管路として敷設させていただいた

のも当然そういった先進的な耐震管路を敷設させていただいておりますので、名古屋市さ
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ん同様伊賀市でも各戸の断水はあるかと思いますが、耐震管を採用させていただいており

ますので、それからの供給ということで、同じスタイルで動かしているということで、ご

理解ください。 

 

（委員） わかりました。 

 

（議長） はい、中森さん。 

 

（委員） 私たちの意見の中で、予備化される浄水施設をすぐ使えるような状態で残して

欲しいという意見が、一番強い意見だったんです。災害のときに、ただ置いておくだけだ

ったらすぐに使えないので、そこのところを考えていただいて、計画の中に具体的に盛り

込んでもらいたいという要望なんです。今、奥原先生が質問していただいたようなところ

も大事な事だと思うし、今日帰ってみんなに報告したいと思うのですけども。どうでしょ

うか。大きなゆめが丘からの耐震性のある管があるからそれで問題ないよっておっしゃて

くれますけれども、予備化するというのは災害の時の為に置いておくという意味ですから、

何もせずに置いておくだけなら全然使えないと思うので、そのあたりまた方法を教えてい

ただいたらと思います。 

 

（議長） はい、そのことについての事務局の意見を・・・ 

あ、西さん。はい。 

 

（委員） 初めにも言わせていただいたし、青山の場合は修正版の資料を見てても 15 年

は面倒見るわけだからという気がするんですが、その先は分からないのと、基本的に変え

るっていうのが、ゆめが丘一極集中でも管が強く防げるんだというのは分かるんですけれ

ども、先ほど修正案を説明いただいたんですが、あんまり意見が反映されているっていう

のは正直ない。細かいところや表現で、そういうのではなしに、先ほど中森委員さんも言

われたように、話し合われたことが生かされる部分もあっていいんじゃないかなと思いま

す。パブコメも同じかも分かりませんけれども。そういう意味では、私は、青山はこれで

いいかなと正直思うんですけども。そういうもので何かこう修正はあってもいいのかなと

本音ではあります。 

 

（議長） 今、特に災害対策について予備施設についての記述、あるいは市の考え方につ

いてご質問がございますので、そのことについて事務局の方から回答してください。 

 

（事務局） 先ほど委員さんからご質問いただきました廃止というか運転をいわば停止す

る施設をいつでもすぐに使えるように残しておいて欲しいといったご意見でございます。

それを計画に入れて欲しいといったご意見でございますけれども、私ども水源、施設の統

廃合によって運転の方を停止する施設、これはもう以前から申し上げておりますように、

施設については、存置させまして、撤去等すぐに行っていくというふうな計画は一切定め

ておりません。 
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それで維持ですが、どのレベルまで維持をしていくのかといった部分については、たと

えば電気を通電したまま、維持していくといったことになりますと、やはり経費的なもの

も二重にかかってくるということでございますので、行っていくことはやはりこれはでき

ないかなと考えていますが、通常の維持費の中でどのレベルまで維持していくことが出来

るのかは検討というか、維持の中で行っていきたいと考えております。 

 

（議長） どうですか。 

 

（委員） ごめんなさい理解が悪いもので。奥原先生もおっしゃてくださったように、使

えたのか使えなかったのか、何％くらい使えたのか、使えなかった原因は何だったんだろ

うかとか、伊賀市はどうするのか、このあたり具体的なことを調べて具体的な答えを教え

ていただけると嬉しいなと思うんですが、どうですか。調べていただけるのでしょうかこ

れから。 

 

（議長） 管理者 

 

（管理者） 日本水道協会というのがございまして、それに私どもも加入させていただい

ておりますので、そういう実態についてはお調べさせていただいて、取得できる情報につ

いては、また皆さんにお届けさせていただきたいと思います。 

また、合併以降伊賀市でも休止させていただいた施設もございますが、再稼動させてい

ただいたものはございませんので、おそらく全国でも稀だと思います。たとえば井戸を水

源としているところでございますと、休止させていただく場合はだいたい水量をくみ上げ

られなくなってきて、必要量が確保できなくなって運用を停止しているとか、そういった

ものがございます。表流水の部分については、島ヶ原では例えば第一水源でしたか、止め

ておりますけれども、管理は当然、人の侵入や動物の侵入とかございますので、維持管理

の中でしっかりやっていきたいと。ただ、再稼動させるとか、そういったことを何れする

必要があるか、地震とか大災害もあるので、どのレベルで維持をすべきかは、まだ踏み込

んでおりませんが、経費見込みの関係もございますので、今後の課題となっていくのかな

と思わせていただいております。 

ですので、施設を引き続いて保有していくことについて、電気機械いろんな設備がござ

いますので、電気を入れていくということになると電気代がかかってまいります。いつで

も動くような状態にしようとしますと、運転というものが伴わないと機械の状態が判断で

きないと思いますので、休止という事態が長らえていくと施設も錆びてくるかも分かりま

せんし、そういったところについては、もし先行する自治体があればしっかり問い合わせ

ていきたいということで、大変申し訳ないですが回答とさせていただきます。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） もう終わったから帰ろうかなと実際思ったくらいなんですが、まだ続くという

ので、関連しているから言います。 
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いいですか、今この部分だけ声を大きく北山管理官はおっしゃたわけですけれども、ご

挨拶のことは一言も触れてもらってません。質疑があればまた出てくると思っていますが、

それは置いといてもうひとつ、4 回目か 5 回目、4 回目くらいかに予備化とはどういう定

義かと聞かせてもらいました。その時に明確な答えはあまりなかったんですが、実はそれ

を言いたかったんです。私どもは槙山第 2 水源、2-2 というやつを既にゆめが丘の水が入

ってくると同時に廃止されております。間違いないです。平成 26 年の 6 月かに廃止して

おります。それ以後 50％の水がうちの配水池に入っています。それで 2 年ちょっと経つわ

けです。その時に廃止したままになっているのを予備化ですかと聞いたのですが、私は見

ています。この中でも見てもらった委員さんもいますけど、実際動いていない場合、大久

保さんですか、復帰するのはこれくらいでできますと言ってくれましたが、中々大変だと

思います。ですから第 1 も第 2も動かして、水量の実績は出ているわけだから、実際の実

績値を示してもらわないとここにこれだけですよってのは、何の根拠もありません。実際

の実績値を教えてもらったら、水は足りているはずなんです。二つ合わせて動かして、ゆ

めが丘の水が今 50 入っていますが、20 くらいで止めておいて二つ動かしてくださいと。

企業がよそで増えたらうちは要りませんのでどうぞ向こうに使ってください。こういう融

通し合ったら、阪井委員さんがおっしゃたように今の水で足りているわけだ。たくさん水

要らないんです。 

そういったことをきちっと話しながらもう一回やりたいんですが、これで終わるという

なら非常に市民をバカにしている。もう何度も言ったから言いたくないのですが、記録に

残るからキレイな言葉で言いますと、策定委員を軽視、パブコメもこれだけの量、質が出

ているのにそのことにもほとんど答えずに、最初の計画どおりのことで終わろうとしてい

る。大変残念に思います。 

ですから、これからまた次にお示ししますと言われるけど、この策定委員会はもうない

わけです。委任状がなくなった時に後で個人的に中森さんや北川に連絡貰ったって仕方な

いんです。ですからもう一度やって、きちっと策定委員会の中で、3 日後でも 4 日後でも

いいですよ、やる気があるならできると思うんです。私らもやる気があるからやっている

んですから。そういうところをもう一度考えてもらえませんか議長さんと言いたいわけで

す。 

 

（議長） 今、北川さんから意見をいただきました。予備化についての意見ということで、

予備化の考え方についてのお考え、考える必要ないかということでした。そこについては

このパブコメの議論にもあったと思いますが、それはまた事務局の方から示していただけ

たらと思います。 

僕自身は、７つの浄水場の廃止ということに関しては、順次やられるんでしょうけども、

完全に老朽化で廃止する部分と休止し施設は残していく部分があるんだろうと思います。

ただし、管理はちゃんとして欲しいと思います。対応としては、電気がないからといって

も予備発電で電気は得られることはできるし、簡易浄水設備なんかも今はいっぱいできて

おります。緊急対応というのは市がそういう設備を持つだけで出来ると思います。 

ただし、大規模な災害になると、脆弱な浄水場は殆どやられるであろうと、ましてや耐

震化していないものについてはそういうふうに考えられます。そう考えると、各地にあり
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ます配水池 10 時間くらいの容量をもっていますけども、災害時一人当たり 1 日 3 リット

ル必要と考えると 1 ヶ月くらいのかなりの水になると思いますが、こういったものを有効

に活用しながらその間に復旧工事をしていくとなって、それで一番信頼をおけるものが今

のゆめが丘系統の施設だと思いますので、もっと給水車を増やそうとか、緊急対応で水が

すぐ届けられるような手立てはないとか、また、その時に残っている管を有効に使うんだ

とか、そういうことが考えられるわけで、そういう災害対応の見方というのを是非伊賀市

さんの方でもしていただきたいなと思います。 

 

（委員） 藤森さん、そういう意見が今まで 6 回、7 回で出てくれば僕たちは問題にして

いないの。そういう具体的な市民目線の意見がなかったから、もう一度、二度くらいやっ

てもいいじゃないですかと言っているんです。 

藤森さんの意見は確かにそのとおりで、あなたはそういうことをで飯を食ってきた、や

ってらしたし色々な知見を持ってらっしゃるのだから、今まで何で出てこなかったのか、

隣の阪井さん、えー、坂本さんもそうです、ごめんなさい。だからもう 1 度、2 度きちん

と市民が納得して、このパブコメの人たちがよく頑張ってくれたなとそういう策定委員会

にして欲しいんです。もう同じこと言うことになりますが、そこで最後に賛否を採られる

なら、どうされるのか、もう一度賛否を採って最終賛否を採るなら、やれば結構ですが、

要するにそういうことをきちっとやっておかないと後世我々は困ることになるんです。私

は嫌です。 

それともう１つ、水道部の悪いことばっかり言っているわけじゃないんです。関連する

ことだから言いますけど、私どもにグリーンタウンという自治会があります。手元にメモ

してきたんですが、１週間ほど前から水がこなくなった。詳しくはまた後で言いますけど、

原因は浅い 60 メートルほどの井戸を掘って、途中のパイプにピンホールができたんだろ

う。あるいはモーターが悪いから替えます、しかし替えたけど水が出ない、何でだろうと

思ったら井戸が枯れていた。そういう事実があって部長さんでしたかにすぐ自治会長さん

と話をしてもらって、仮の配水池に水を送りましょうということを早急にやってもらった。

大変自治会長としては感謝を申し上げます。そういうことで水も KRG でしたか、そうで

すね KRG さんの水を飲んでいる人が大変困っていて、今朝も自治会長が明日から手術を

されるので、代理の方がいらっしゃいました。オオクラさんという方、その方が大変感謝

していると、大変対応を早くしていただきましたと言っていました。一言お礼申し上げま

す。そういう災害の時に、あれも災害なんです。結局 30 数戸の家ですが、伊賀市の水を

大いにセールスしてそういう所に配っていただきたい。そして水源を確保すればいいんで

す。その人たちは不安な水よりも安定した伊賀市の水を望んでおりますので。代わりにお

礼と大変よく頑張っていただいていることに感謝申し上げます。以上です。 

 

（議長） 何か、はい、どうぞ。 

 

（事務局） 施設課の上窪です。先ほど北川委員の方から玉滝浄水場の水が余っていると

いうのをお伺いしましたが、現状を見ていただいたとおり、槙山 2-2 というのは完全に砂

に埋まっております。復旧するのはほぼ不可能かと考えています。 
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それで今玉滝の方では一日 1,200～1,300 トンくらいの水を使っているんですけれども、

槙山第 1は滝谷の水源を使わせていただいております。こちらは一日に 1,000トンまでと、

夏場の潅漑期は一日 500トンというのが地元の滝谷の土地改良区との契約で決まっており

ます。夏場では 800トンくらい水が足らなくなっている。現状でも水が足らないという状

況が続いている。ですので、ゆめが丘から補水をさせていただいているという状況ですの

で、2-2 はやっぱり復活しないという状況では、玉滝の地区としては全然水が足りないと

いうのをご確認しておいて欲しいと思います。 

 

（委員） ありがとうございます。では、今までの実績値とか見せてもらわないと分かり

ませんね。それはよろしくお願いします。今じゃなくていいです、明日でいいです。郵送

してくれれば結構です。まだ策定委員の期間中ですので。それで明日何か会議をしていた

だける。部長さんもいらっしゃる。私も明日同席します。より良い会合お願いします。 

 

（事務局） 先ほどの資料の方は前回の市民説明会の資料に載っていますので、またご確

認ください。 

 

（委員） 実績値とか載っていますか。 

 

（事務局） 載ってます。載ってます。阿山の市民説明会の資料の 43 ページに載ってま

す。 

 

（委員） 何月はどれだけ、何月はどれだけとか。何年分載ってます？ 

 

（事務局） 20 年から。また、後で見ていただければと思います。 

 

（委員） 月々の数量とか載ってますか。 

 

（事務局） 細かな数字ではなく、棒グラフで載ってます。 

 

（管理者） 後で見ていただくようにしますので。 

 

（事務局） 明日の槙山の打合せの件なんですけど、私は施設課長の赤尾ですが、私と今、

質問に回答しました上窪と堀山という者、この 3 名が出席予定で、部長は今のところ出席

予定ではないので、申し訳ないですがよろしくお願いします。 

 

（委員） わかりました。 

 

（議長） はい、議論も進んでまいりましたけれども、他にございますでしょうかね。施

設の統廃合、おいしい水、災害対策につきまして、資料提供の話もございましたので、そ

れは後日また、委員さんに資料を提供いただくということで、ご理解していただいたらと
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思います。 

私の経験として、きじが台は専用水道で、専用水道の会社が料金か何かの問題で水を止

めると言い出しまして・・・ 

 

（委員） 同じところでしょ。 

 

（議長） グリーンタウンもそうですか。 

 

（委員） ノシアスか何かの後のだったと思いますが。 

 

（議長） 違ったね、固有名称は忘れましたが。 

 

（管理者） 権利を継承していって、最終 KRG さんと同じ会社になってます。 

 

（議長） そうなんですか。何かそういうこともあって今は広域水道というか伊賀市水道

から供給してもらっているということで、そういう意味では安定給水を図るためにエリア

拡大も含めてこれから検討していかなければいけない。 

 

（委員） それはもういいでしょう。 

 

（議長） はい。それでは今の項目につきまして、再度部分的な判断になりますけれども、

施設の統廃合、おいしい水、災害対策につきまして、伊賀市の基本計画のとおりにお認め

いただく方については挙手をお願いしたいと思います。 

 

― 挙 手 ― 

 

（議長） 1，2・・・5 人ということです。9 人ですから 4 人の方が別の意見ということ

でございます。 

 

（委員） これって部分的にそういうふうに手を挙げていくってことでいいのかな。 

 

（議長） 時間をうまく使おうと思ってこういう形にさせていただきました。 

 

（委員） いや、阪井さんが言ったように、こういうやり方って実際あるのかな。要綱に

は書いてないから。これで本当にいいのかな、藤森さん。これが間違ってたら大変ですよ。

ですから、そこは慎重にしていただきたいなと思うんですが。分けてやればその項目に関

しては反対、賛成と分かれる。これはいいかも知れませんけど。もう、これは記録に残ら

なくてもいいんですけど。とにかくこのやり方が本当にいいのかどうか。 

 

（議長） 分かりました。それについてはそういう意見もありますので、あと残ったもの
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を議論していただいて、全体に最終的な皆さんのご意見を聞くということにしたいと思い

ます。残る課題の中では、水需要予測、社会増の話と収支計画と水道料金の話がございま

すので、このことについて皆さんのご意見を頂戴したいと思います。 

はい、阪井さん。 

 

（委員） 水道料金の件なんですけれども、色々資料を見せていただきまして 15 年間は

水道料金を上げないよということを皆さんに話をしているわけなんですけれども、ダム、

自然の岩を割って土をきってやるわけで、現在も地滑りが出ているということもちらっと

地元の人から聞いているんですけども、いろんなダムをやっている中で自然を破壊してい

るわけですから、必ずいろんなアクシデントが出てきます。特に多いのが地滑り、取り付

け道路での地滑りが多いかと思うんですけども、それを直してもらっても、自然というも

のには中々勝てない。ということで 36 年を目安に水資源機構がやっていて、大手のゼネ

コン業者さんが引き受けて責任持ってやるのでしょうけど、言いたいのは自然のアクシデ

ントがあった場合非常に増額になってくるということで、それは全然含んでいないと思う

んですが、そういうことになってアクシデントでもって、三割増、五割増と建設費が何百

億増えてきた場合、そういう場合にアロケーションの負担割合が増えてきて、水道料金が

増えても自然のことだからしょうがないじゃないですか、ということになるのか、そこら

辺の考え方を水道部さん、そりゃ水資源機構がやるんだけど、そこら辺は今までの打合せ

記録か何かあるんですか。お答えください。 

 

（議長） はい、水道部 

 

（事務局） 川上ダム事業に関しましては、今、詳しい日はあれですけども第 3回の事業

実施計画の変更が国の方で認められたという中で、ダムにつきましては 1,180億円という

ことで計画されておりまして、その事業規模の範囲内ということで水資源機構さんの方で

事業が進められていると聞かせていただいています。私ども伊賀市といたしましても、ダ

ム事業に関しては、更なるコストダウンを図っていただける部分は、そういった取り組み

もお願いしたいということで要請もさせていただいているところでございます。 

 

（委員） 跳ね返ってくるという部分に関してはね、アクシデントでさっきも言ったよう

に、ダムやった余計なところで、特に取り付け道路の地滑りが起きたって私も聞いていま

す。把握しています。そういうアクシデントが起きた時のリスクと言うか、跳ね返ってく

るのかということが、話し合いの中で出ておるのか、どういうふうに対応するのかという

ことをお尋ねしたい。 

 

（事務局） そういった突発的なというか、予期しないところの話というのは聞いており

ませんし、そういった話はいたしておりません。 

 

（議長） 阪井さん、いかがですか。 
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（委員） はい。まあ、分かりませんってこともあるでしょうが、多少はそういうことも

考えられるということで、いろんな話し合いの場がありましたら是非。あまりいい話では

ないので聞きにくいとは思いますが。 

 

（議長） はい、こちらとしては当然のことながら事業主に要求していかなければならな

いと思います。他にございますか。 

 先ほど社会増についての説明もございましたが、収支計画と水道料金についても説明は

あったのですが。いかがでしょうか。 

 はい、奥原さんどうぞ。 

 

（委員） 今と同じような質問になるんですが、確認させていただきたいんですが、ダム

の事業計画が 1,180億円となっておりまして、コスト削減を目指すというお話でしたけれ

ども、コストより多くかかってしまう場合、どこが負担するのかは決まっているのでしょ

うか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） ダム事業全体の事業費が今現在 1,180億円ですけれども、これが、もし超え

るということになりますと、川上ダム建設事業の事業実施計画の変更というものが必要に

なってくると思います。その中での協議という形になってくると思いますので、現時点の

中では確認とかはさせていただいておりませんので、今のところはそういった協議はして

おりません。ただ川上ダム事業につきましては、実施者としての伊賀市の負担、アロケ率

は 11％であると、これは変わらないというふうに思います。ですので、付け加えさせいた

だきますと、当然そういった事業計画の変更が出てきますと、事業主体と私ども利水者と

の協議等も出てまいりますので、そんな中での手続きになると思います。 

 

（委員） では、今の時点ではもう 1,180 億円より上がるということは全然ない、想定は

していないということでしょうか。 

 

（事務局） 私どもの水道事業基本計画の中では 1,180億円といったことで計画させてい

ただいております。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） 他にございますか。奥原先生どうです。 

 

（委員） じゃ、もう一つ質問させていただきたいですが、収支計画を見ますと、収益的

収支は平均で 3 から 4 ぐらい、4 億円ぐらいプラスで、資本的収支がマイナス 10 億円ぐ

らいありまして、その下の方の計算で、現金支出を伴わない減価償却費をプラスすること

で、合計としてはプラスの期が多いと計算されていますが、理想としては、減価償却費は
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その金額分だけ留保しておいて、今の設備が使えなくなって、新しい設備を買うという時

にそれを使えばいいと思うのですが、この計画だとそうはなっていないので、今の設備が

使えなくなって、新しい設備を使うとなった時の資金はどのようになっているのかという

のと、もし、新しく国から借り入れをするとなった場合に、本当に借り入れをできる見込

みがあるのかということを教えていただきたい。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） 失礼します。経理係の古川です。 

奥原先生からのご質問ですが、毎年の減価償却費を、下の方で現金を伴わない支出、つ

まり内部留保するというお金で見込まさせていただいておりまして、中段の資本的収支の

支出ところでは、今の基本計画で示させていただいている事業の経費は見積もらせていた

だいております。尚且つ一番下段で内部留保資金が増えていっているということになって

おりますので、そういった部分で突発的な何か修繕等が必要になっても、それなりの対応

はできるものと考えております。 

 

（議長） はい。 

 

（委員） じゃあ、確かに下の内部留保資金残高は増えているので、新しい設備を次に買

うときに資金は問題ないということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局） また、その時点において、国の方から補助をいただけるメニューを模索させ

ていただいて、より良いメリットのある効率の良い事業運営をさせていただきたいと考え

ております。 

 

（委員） たぶん、おそらく、そんな大きな設備を買うときは、国から借り入れなどをす

ることになると思うのですが、それはもう絶対借りれるといった保証はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 例えば浄水場の改修とかいったことだと思いますが、現在、国の補助事業の

採択を頂きながら事業を行っておりまして、国からの補助金、それに対する伊賀市からの

出資金、それと水道事業の方で起債を借り入れさせていただいて事業をしているという状

況でございまして、今後もそういった形の中で、先ほども申し上げましたけれども、でき

るだけ有利な方法で事業を取り組んで行きたいと考えております。 

 

（委員） これも、実際に過去に国からの補助とか企業債の貸し出しを断られたケースは

あるのでしょうか。また、断られたとしたらその原因はどういうことなのでしょうか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） 企業債を断られるということはないですけれども、ただ、企業債につきまし
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ても対象の事業と対象外の事業というものがございますもので、そういった分類の中で、

対象内の企業債については、国庫補助メニューも活用し、内部留保も見ながらですけれど

もお借りさせていただく部分がありましたら、企業債として活用させていただきたいと考

えております。 

 

（委員） 他の地域でも断られるケースは、まずないのでしょうか。 

 

（事務局） その補助事業に関して、例えば、こちらの方が、この年度はこれだけ要望し

ている額に対しまして、100％付く年もあれば、若干、例えば一割とか国の補助の枠が少

なくなる年など、そういった変動がございますけれども、そういったことでございます。 

 

（委員） 例えば、経営状態がすごく悪いとしても、断られることはないということでし

ょうか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） それは、累積欠損金が多いとかいう場合ですと、国の方から貸していただく

に当たって、事前審査という形で協議の方が行われることはございますけれども、今の現

状の水道事業についてはその対象にはなっておりません。 

 

（委員） 伊賀市のこれからの予定といいますか、予想でもそこまで赤字が積み重なると

か、経営状態がひどくなるということはないから借りられるということでよろしいでしょ

うか。 

 

（事務局） 現在も必要最小限の起債の借り入れをさせていただいておりますので、何で

もかんでも借り入れるということはさせていただいておりませんし、対象事業費という形

の中でさせていただいております。 

 

（議長） こんなん私答えたらあかんのか分からんけれども、適正な内部留保資金という

ものは、事業体によって色々あると思うんですよね。で、今の料金収入は年間 20 数億、

それの一点何倍かの内部留保資金がこれから増えていくということになります。基本的に、

根幹的に施設というのは、補助事業か起債事業の採択要件がありますけれども、それに拾

っていただけるようになりますので、事業を 10 億するから 10 億すぐ減っていく訳ではな

くて、起債の元金償還等で有効にバランスを見ながら、水道事業の経営をしていくという

のが実態であります。ただし、単費を使うというのは、そういった補助事業、起債事業に

係らないような小規模な修繕とか、あるいは緊急の何がしかの必要性に対して用います。

ただ、緊急の時に、例えば大規模災害があった時にどうするのかという問題があるんです

が、とりあえず緊急の分としてどのくらいの留保資金があったらよいのかというのが一つ

の目安となりますので、今のこういう 30 数億円の内部留保資金ができるということは、

非常に健全な経営になるのではないかと思います。 
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（委員） 担保がね 

 

（議長） あといかがですか。 

 

（委員） あと一つ。別の質問ではなくて関連質問です。 

 

（議長） はい。 

 

（委員） 僕は、数字は強くない方ですが、資料 2でも 3 でも結構です。気になるところ

です。支出の中で人件費、どちらを見てもらってもいいのですが、平成 32 年で 2.8、次

33年で 3.3、5 千万円ぐらい増えてるのかな。次 35年は 2.7 から 3.2 に増えてます。これ

も 5 千万円。この 5千万円が何で増えてるのかなと思うんですが、これは単なる 5 年経っ

たからした訳でもないだろうけど。例えばですね、人をたくさん雇うということであれば

ずっと増えていかないといけないけれども、32年、33 年に増えて、2年後の 35 年にまた

減って増えてるんです。何か人をここで減らして、ここで退職金を払ってということであ

るのか、よく分からない。色んな想像ができるんですが、ここだけ、多くの中の 5 千万円

ですが説明していただけますか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） 経理係の古川です。失礼します。こちらの人件費の積算につきましては、1

年度遡るのですが、平成 27 年度現在の職員を基に算定させていただいておりまして、当

然、今後も人事異動がありますので、誤差が出てくると思いますが、平成 27 年度の人員

を基に今後の退職金等を仮算定させていただいておりますもので、先ほど北川委員さんが

おっしゃっていただきました 5千万円の突出する部分は、退職金を基に算定させていただ

いております。 

 

（委員） じゃあ、誰かいなくなって退職金を払うんだという風に僕は解釈してたんです

が、そのようでよろしいですね。 

 

（事務局） 退職金ですね。 

 

（委員） 民間委託をするから公務員の職員を辞めさせるといった発想なのでしょうか。 

あと 2.7、2.9とよく似た数字がきてますよね。まあ、何だかよく分からない。ここだけ 2

年間で 5 千万円で、その訳をもうちょっと知りたい。まあ時間がありませんので、そうい

うことも何となく分かってくるんで、ここはダブりますので、マイク要らないです。 

 

（事務局） 一点だけすいません。退職につきましては、平成 27 年現在の職員が定年退

職を迎える時の退職金を試算させていただいております。 
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（委員） 大量に辞めさせる訳ではないのですね。 

 

（事務局） そういう訳ではございません。 

 

（委員） ですね。辞めさせる訳ではないのですね。 

 

（事務局） 定年退職で年齢が迎える部分で退職金を計算させていただいております。 

 

（委員） 技術者の人はですね、継承してですね、技術は繋いでいってもらいたいのです

よ。だから、この辺で人を切るのかと一瞬思ったのですが、そうではないということです

ね。はい、ありがとうございます。 

 

（議長） はい、時間もちょっと超過もしておりますけれども、もう少し意見交換をして

いけたらと思います。今ある程度のところまで、大きな課題についての意見交換をしても

らいました。あと、残りの課題全般についても、最終的な意見交換をしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

はい、阪井さん。 

 

（委員） この水道ビジョン中間案を修正したのを、ここにおいてくれてあったの、1 部

ありますけれども、これが、単純な話で申し訳ないですけど、我々策定委員が策定した中

間案として議会に提出されるのでしょうか。 

 

（議長） はい、事務局。 

 

（事務局） 取りまとめいただきましたものは、最終案として。 

 

（委員） ああ、中間案を最終案として。 

 

（事務局） 最終案として、最終的には議会の議決を求めていくという方向でございます。 

 

（委員） すると、何度もいいますように、議長さんが区分区分で採決を採っておられま

すけれども、一応反対意見があっても多数決ということで、これをまとめとして、修正は

していただけないんでしょう。 

 

（議長） 事務局、どうですか。 

 

（事務局） 一部修正とか、そういったものは、この策定委員会のなかでご協議をいただ

いて、最終案としてとりまとめをしていただければと思います。 
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（委員） その賛否採ってしまえば、修正も少数意見として抹殺されるような感じを受け

るんですけれども。 

 

（委員） だから、私がさっき言った。 

 

（議長） はい、どうぞ。 

 

（委員） ですから、先ほど途中で採決採られましたので、びっくりしたんですけれども、

小出しにいいですかどうですかとかじゃなくて、これ今、阪井さんもおっしゃたように、

きちっとね、僕は挨拶もないのになにが最後案ですかと申し上げました。 

今日の議論、奥原先生からもさすが専門家の意見をいただきました。会長さんもいろん

な知見を申し述べられました。正にこのあたりのところで、きっちりと水道部案に対して

意見をいって、修正するところは修正、そして付け加えるところは付け加える、これをで

すね、作っていって、そして、今後のビジョン、計画を策定していく、これようやく動い

てきたんじゃないかと思うんですが。ここでですね、先程の追加がございます、ちょっと

直してください、そういうもんじゃないと思うんですが。意見交換、意見を討議するとい

うことですので、どうぞこの件について討議をお願いしたいと思います。 

 

（議長） 今の北川さんの意見について、どうでしょうね、皆さん。 

 

（委員） 私はこの案は案として、採決で通ったんやったら止むを得ないと思んですが。

これに付随してこういう反対もありました、こういう意見もありましたというもんぐらい

付けていただいてね、議事録もとってあるんだからさ。なんでしたら、いろんな意見言う

たのをもう一遍書き出してもいいですけども。そういうふうな方法はもうとってくれない

んですか。 

まあ、これは案として纏まるというのは、最後に議長も言われましたように多数決で決

めるというのはやむを得ないと思うんですけど。いろんな意見言って、一人じゃなしにパ

ブコメも含めて、いろんな意見があるやつを別冊でこんな意見ありましたって付けて答申

してくれたらどうですか。いかがですか。 

 

（議長） 答申案はこの委員会としての意見となりますので、このことについては、皆さ

んの最終的な意見をお聞かせいただいて、答申案とするとなります。今、阪井さんがおっ

しゃったようなやり方もございますので、そこはまた最終的に皆さんの意見を聞いて決め

たいと思っております。 

基本計画そのものの議論につきましては、中間案の成文化ということになるんですけれ

ども、いろんな議論が出てまいりましたけれども、今日の間の中で一応決めてしまいたい

なと思っておりますが、そういうやり方でよろしゅうございますかね。 

はい、北川さん。 

 

（委員） ですから、前半にも申しましたように、これで本当に、暗くなって疲れきった
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ところで多数決でいいのかということで、今の話も阪井さんの話も確かにそうなんです。

我々の、さっきとダブりますから言いたくないんですが、反対してる意見はこうだよ、だ

からこういう意見もあったと当然書かないといけないと思うし、この時間帯で決めるのは

難しいよ、みんなもう疲労困憊だと思います。 

もう一回の策定委員会を改めてお願いいたします。このことに関して議論して、採決採

ってください。先程から部分部分で採決採ってますから。 

あの、実際ご意見を言っていただいて、私の意見に反対の方はご意見を言っていただけ

たらと思います。 

 

（議長） 今の北川さんの意見でございますが、答申案の作成あるいは管理者のご挨拶の

文面について最終的にもう一度委員会で議論したらどうかということでございますが、委

員の皆様いかがでしょうかね。 

 

（委員） まあ、折角議長さんを副会長さん代わりにやってくれているんですけれども、

会長さんが不在ということで、長期療養ですか。 

 

（議長） ちょっと私には分かりません。 

 

（委員） 聞いているところ、折角これ立ち上げて、いろいろ会長さんから話聞かせてい

ただいて、病状にもよりますけれども、最後ぐらい皆さんと一緒にありがとうございまし

たというふうな策定委員会にしたいと思うんですけれども。そこら辺も北川委員も言いま

したけれども、なんか市の方は、どういう段取りがあるのか分かりませんけれども、急い

で急いで急いで急いで、型にはまったようなことで進めていくので、我々も出てくるの大

変忙しいですけど、事前に日にち言っていただければ調整して、こんな大事な話を聞かせ

ていただいて勉強したいと思っておりますので、是非お願いします。 

 

（議長） はい、阪井さんのご意見、以上でございますが、他の委員さん、どうですか。 

はい、中森さん。 

 

（委員） 私も、もう一回でも開いていただいて、さっきのその災害対策のところの具体

的な対策について教えていただいて、またその結果を持ち帰ってみんなに聞いてもらって、

そんでいいかどうかを。採決に至らないんですよ、私。立場的に。 

しっかり聞いて帰って、みんなの意見を聞かないといけないので、具体的な資料がない

と聞けませんから、最終案を最終案としてこういう形にしていただいたら、持って帰って

検討してもらえると思います。そこら辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 

（議長） はい、という中森さんのご意見でございます。冒頭のお話でもさせていただき

ましたけれども、今日は一応事務局の提案している基本計画についての結論だけは、この

議題に対する結論だけは出したいと思っております。ただし、ということで、ご挨拶の文

面どうしようかとか、あるいは災害対策等の情報提供をもっとして欲しいとか、いうこと
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がございますし、答申文案というのがございますので、もう一回できるだけ早急にすると

いう方向で整理をしたいと思うんですが、そういう前提でこの基本計画についての最終的

な賛否だけ採っておきたいというふうに思います。 

はい、それでは、今提案していただいている、基本計画について、賛成の方について挙

手をお願いします。 

7 名賛成ということでございます。ということで、今日この委員会の中では、原案の基

本計画について、承認をしていただいた。ただし、ということで、先程申しましたような

ものについて、再度もう一度そこの部分だけ、切り取って議論したいというふうに思いま

す。 

 

（委員） 今、私手を挙げたのは、再度委員会をやるということに関して手を挙げたので

すが。今、藤森さんがおっしゃった、基本的にこれを認めて、尚且つというのでは、僕は

下ろします。 

 

（議長） わかりました。6 名の方の賛成をいただいたということで、今日の結論といた

したいと思います。 

 

（委員） それだけ再度やるんですか。 

 

（議長） だから、今言っている挨拶文ですとか、あるいは残る資料のご説明とか、ある

いはもうひとつ答申案文について、阪井さんが言われたようなご意見をそこで反映してい

くということで、素案をお示ししてというふうになると思います。 

 

（委員） 藤森さん、誠に申し訳ないんですが、順序が違うんじゃないかと思うんです。

今度もう一度、再度改めて言います。再度もう一度やりたいという意見が多いんであれば、

議論を尽くして、そしてそこで賛否を採るべきだ。そうしないと市民の人に説明できませ

ん。ですから、我々は税金で日当 5,500 円頂きたくないんです、ないんですよ、本当に。

もっと早く終わりたいんです。予定通り 6 回で終わりたかったんですが、審議をしないと

我々代表で来てますので、いろんな人達に説明がつかない。だからもう少しかけようとな

ったんだったら、これを通さなくって、明日、明後日でもいいですよ。設定してもらって、

その時に決めるべきだと思うんです。だから、挨拶文をまず聞いて、きちっとした挨拶文

であるかどうか、そこが問題なんです。と私は思うんですが、どうなんでしょうね。 

 

（議長） 管理者どうぞ。 

 

（管理者） こういった策定についての一般的な作業ということでお示しをさせていただ

きたいと思います。こうした策定をしていただいて、決まりました。答申を受けていくん

ですけれども、前文についてまいります挨拶という分については、今回のケースですと、

水道事業管理者の挨拶となってまいりますが、これについては私どもの作業のなかでさせ

ていただくものでございまして、委員会さんのなかで採決を取っていただくとかといった
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部分では、今までそういう事例は無い様でございます。それだけ申し添えだけさせていた

だきます。 

 

（議長） という管理者の話でございます。 

 

（委員） 私は以前にないんですかという質問をしました。今までないです。だから北山

管理者には、ここは腹を割って、すまんこれはほんまは、皆様には諮らなあかんかったん

やって、そう言って欲しいんですよ。要するに表、冒頭に管理者の大事な挨拶文を僕らが

全く知らずに通すわけにいかない。これ、おそらく、誰に聞いてもらっても、このことだ

け聞いてもらっても、市民の人、納得してくれないと思いますが。再度申します。まあ、

謝罪をしろと言っている訳ではなく、これは落ち度だったと、次お願いしますと、今度か

けますとこのような回答をいただきたいと思うわけなんですが、再度管理者の北山さん、

いかがでしょうか。これはやりとりですので、意見の間違いもあってもいいと思うんです。

はい、どうぞ。 

 

（議長） はい、藪裏さん。 

 

（委員） 私さっきからずっと悩んでますねんけども、元市の職員ですので、こういう委

員会、審議会いろいろ関わってきたんですけれども、今、北川さんが言われている挨拶文

を審議会で議論したことあるんかないんか、もう 10 年以上前の話で、記憶がどちらかよ

く分からないもので、あんまりよう発言せんときたんですけれども、ただ挨拶文まで審議

会や委員会のなかで検討してもらったという記憶は、出てこないかなという感じです。ま

あ、これが正解とか正当とかそういう問題ではないとは思うんですけれども、私の実感で

は。はっきりとしたことは分かりません。記憶の話ですので。 

 

（委員） 市長と相談していただいたらと思います。 

 

（議長） あとの方、はい。 

 

（委員） すみません、もう６時前です。市長さんというのは管理者の北山さんの上にい

らっしゃいます。このことに関してはご相談なさって、これはかけるべきだよ北山さんと

言われたらやればいいし、ここを市長さんに聞いてみてください。私は、市長は正しい判

断をしてくれると思います。以上です。 

 

（議長） はい、ということでございますが。ご挨拶は管理者の思いを書くんだと思いま

す。そういうことでは、市民代表っていうのは馴染まないかなという感じはしますけれど

も、どういうことを書かれるのかということは、それなりにはそれぞれの委員さんの思い

がありますからね。何かお示しいただくとありがたいかなとは思いますが、それをどうこ

うせいという話にはならないというふうに思いますけどね。 

はい、それでは時間も経過してまいりましたので、先ほどのご審議の中で、基本計画に
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ついては、9 名中 6 名の委員さんの賛成ということで、この基本計画案を本委員会として

認めるという方向で整理をさせていただきたいと思います。そして皆様には、大変ご苦労

ではございますけれども、もう一度今度は答申案の内容について、皆さんでご審議をして

いただくということで、また日程調整を事務局の方にしていただいて、進めたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

はい、それでは長時間にわたりましたけれども、今日の議事についてはは終わらせてい

ただきます。 

あと事務局の方からお願いします。 

 

（事務局） それでは藤森副会長様大変お疲れ様でした。本日皆様にご審議いただいた内

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。本

日はお疲れさまでした。ありがとうございました。 


