
受付 意見分類 ご意見 市の考え方

1
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

・伊賀市水道部さんが「2016年8月27日付け伊賀タウン情報YOU 31面」で回答しておられるように、「夏場や冬場の水枯れ
にも対応できる安定した水源を確保するため、川上ダム建設事業の一刻も早い着工を望む」という方針を堅持していただき
ますようお願いします。
・川上ダム建設反対のみを目的として活動する「プロ市民（その多くは伊賀市に居住していない）」の大きな声に惑わされる
ことなく、サイレントマジョリティである伊賀市民のため、また伊賀市の未来のため、大局的見地から川上ダムによる水資源
の確保を着実に進めていただきたいと思います。
・今回のパブリックコメントに対して、プロ市民団体から組織的に多数の意見が提出されることが想定されますが、そうした
偏ったダム反対意見に囚われることなく、川上ダムからの利水方針を固守してください。
・水はその地域の生死を分ける極めて重要な資源です。そのことは、過去の水争いの歴史が示しています。他地域からの
水の融通などは絵空事にすぎず、川上ダムに自前の水利権を確保することは伊賀市の将来にとっての生命線であると思い
ます。その重大なチャンスを逃さないよう、よろしくお願いします。

2
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水道事業についてですが、川上ダムからの水は必要ないという人もいますが、近年過去にない気象状況とかよく聞きます。
大雨も降る時もありますが、まったく雨が降らない時もあります。現在は、木津川から水をもらって取り入れることができてい
ますが、それがこの先大丈夫と言えるのでしょうか。水が木津川から取り入れる事ができない時はどうするのでしょうか。水
は、生活していく上でとても大切なものです。将来どうなるかわからない自然現象にやはり準備しておく必要があると思いま
す。あの時ダムから水を取れるように作っておけばよかったと思わないように、伊賀市民がこまらないように準備しておいて
ほしいと思います。

5
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

わが岡鼻区（柘植）住民は、木津川源流朝古川（柘植川）の水を伊賀町以来飲んできました。このおいしい水を川上ダムの
たまった水をカルキ（塩素）入れてまずい水にしてのみたくありません。又、経ひも今までの方が安くつきます。川上ダムの
水をもらわないで、おいしい水をのませて下さい。
川上ダムもつくる必要はありません！

6
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

ダムの役割は、利水面と治水面が兼ね備わっているのが当然であり、車の両輪としての考えで、より必要性があります。利
水面では、少子高齢化による人口減少による水需要の減少、も言われていますが人口流出による影響もあると思います。
将来に於いて伊賀市の活性化を図り、生きがいを体感できる魅力ある町作りを目指して、企業の誘致を推し進め、人口増
に結びつける施策に企った時、子々孫々に亘り、安定した生活用水の確保が絶対に必要です。日照りが長く続くと、ひどい
水不足がおこります。当然、生活や農業そして、工業関係にも大きな被害をもたらします。また防災面では初期消火用の防
火水槽が設置されているが、地区内すべての消火栓への安定した水圧の維持が必要です。
木津川流域で農業を営んでいますが、渇水期には水不足が頻繁に起こります。水稲、野菜類を栽培するにしても安定した
水の供給が必須です。
待ちに待って「やっと」川上ダムの本体着工が始まると聞き、心から喜んでいます。
一日も早く利水、治水面に於いて何の不安もなく安心して生活が営めるように、伊賀市水道事業基本計画＜中間案＞に
沿って事業を進めていただきますようお願いします。

8
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

伊賀市水道事業基本計画、中間案に反対します。ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合には、川上ダム
の完成と、地域の浄水場、水源の廃止が盛り込まれています。この計画に反対です。
人口減少社会にはいっていくことは、中間案でも示されています。現状でも水が足りているなかで、新たな巨大施設は必要
ありません。ダムにも寿命があり、メンテナンスや維持費も必要になります。現状で考えられる200億の負担プラス、未知の
負担が減少したこれからの世代の負担となります。
15年先までではなく、その先のことまで考えた計画を求めます。余った水の水利権は返すことができず、作ってしまったダム
は簡単に撤去することはできません。もう一度計画の練り直しを求めます。
ダムからの撤退はできないといいますが、民主党政権になったときは凍結されました。全国的にも撤退の例があります。こ
のような意見がでていることを踏まえて、検討しなおしてください。

◆川上ダム建設（利水）について
　川上ダムへの利水参画は、安定した水源の確保に苦慮していた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
たものであり、この計画に基づき平成11年1月に三重県企業庁が「伊賀水道用水供給事
業」に着手しました。そして平成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、平成21年4月から三重県企業庁による給水が開始され
ています。その翌年の平成22年4月には伊賀市がこれらの施設の譲渡を受け、取水から末
端給水までの一元管理のもと、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
繋がっています。
　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て、ダム完成時（毎秒最
大0.358㎥）の約60%（毎秒最大0.215㎥）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）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
と健全な水道事業運営に繋がっていくものです。
　このことから、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るところです。
　その為には、川上ダムを水源とする安定水利権の取得が必要で、川上ダム利水から撤
退することはできません。

◆川上ダム本体着工の見通しについて
　伊賀市としては、「安定した水源を確保するため、川上ダム建設事業の一刻も早い着工を
望む」という方針は変えておらず、関係機関に川上ダムの早期本体着工を要望していると
ころです。

◆暫定豊水水利権とダム利水について
　現在、ゆめが丘浄水場が取水する根拠の暫定豊水水利権は、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、現在供給している区域への給水が出来なくなり、大きな
混乱が発生します。
　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。
　なお、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。

◆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との意見につ
いて
　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全て使ったとしても約
15,400㎥もの水量が不足します。また、仮に合併後に取水を停止した10箇所の水源のうち
水利権を喪失している守田水源を除く9箇所の水源を、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、給水制限が発生したりして市民生活に混乱をきた
し、また、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のは
不可能です。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

9
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム建設に反対します。
理由１）川上ダムによる利水に一元化することはわれわれ伊賀市民に大きな負債を負わせることになります。
理由２）川上ダム建設から撤退することのほうが利水推進よりも費用的に伊賀市民にとって負担が少なくなります。
理由３）今後伊賀市の人口がどんどんと減少していくことが明白であるのだから川上ダムは必要ありません。。
理由４）各地にもともとある水源を廃止することは危機管理の面から考えても非常に危険なことです。そもそも各地にあった
水源を廃止せずに活用してこればじゅうぶんな水量を確保することができたことは明らかです。

12
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また川上ダムの建設負担や維持
費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。
今後の人口減少は確実であり、現在でも水は足りているのだから、川上ダムの利水への参加を続ける必要はない。すでに
川上ダムの利水から撤退した奈良県と西宮市に学び伊賀市もこどもたちに害のある遺産を残さない道を選んでいただきた
いと心から願っています。

13
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム建設には反対です。
将来、本当に水不足になるのでしょうか、伊賀市の人口が減っている中、若い人達に建設負担金等、借金を背負わす事に
なると思います。

16
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

２００億というたくさんのお金をかけてまでダムを作る必要がいらない。今でも水は足りているので別に建てなくてもいい！
ダム建設反対！！

17
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

今の状況でなぜ満足ができないのでしょうか。なぜ２００億もかけてリスクのある方向に進む必要があるのでしょうか。住民
の意見を聞き、なにが一番伊賀市民のために一番よいかよく考えてほしいです。今のままでも十分満足できる伊賀のおいし
い水をうばわないで下さい。
ダム建設反対！！

18
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

そもそもダムの建設に反対です。
水が足りないならともかく困っていない現状があるなら建設すべきではないと思います。

22
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

伊賀市■■■■には歯科医師の■■■■■さんは■■に住んでいた時に店頭に「ダムはムダ」という看板を店頭にだして
いました。■■■■はなくなってしまいましたが今日の講演の話でその主旨がよくわかりました。地域でこの見解をみんなに
伝いたいと思いました。

23
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上利水から撤退し現在有る表流水や地下水を水源とする水道施設を維持し伊賀のおいしい安全な水を守るべきです。

27
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

・水源の廃止について反対
・川上ダム建設反対
・現在の水源を維持していって欲しい
・まずい水道水にお金は払いたくない
・一度立ち止まって考え直して欲しい
・ダムへの一元化はリスクに弱い！以後の維持,管理,50年,100年後も大丈夫なの？

◆ダム負担金について

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
　ゆめが丘浄水場を始めとする三重県企業庁の伊賀水道用水供給事業により建設された
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。（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。）
　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。

◆ダム利水による施設の統廃合について

ア、施設の統廃合計画について
　伊賀市では、現在21箇所の浄水場と32箇所の水源（うち3箇所は予備水源）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、
水源の汚染リスクへの対応や、ゲリラ豪雨等による高濁度原水への対策、渇水の影響によ
る水源確保などを見据えたうえで、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、災害時のリスクについて
　災害によるリスクを考えるとき、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、伊賀市には21箇所の浄水場がありますが、その中には老朽
化したり、耐震性を有していない施設も含まれています。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で
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。
　ゆめが丘浄水場に全て一元化する考えではなく、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。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

29
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水道事業基本計画について反対致します。
11/22（水）PM7時～の中間案市民説明会に出席し、いくつかの疑問がありました。その中でも3点を挙げます。
①（P33)人口減少しているなか、ダムを建設する意味があるか。→現在使用している施設を更新すべきではないか。
②1本化する事によってデメリットもあるのではないか。→（例）震災が発生した時の対応などが遅れるのではないか。
③（P39～P45）おいしい水と強調しているが、本当に１本化することでおいしい水・安全な水が確保できるのか？
まだまだ疑問点がありますが、1本化することだけが目的となっている気がします。目的にこだわり過ぎて本来気づくべき事
や考える事が簡単に処理されている気がしました。もう少し市民との議論が必要ではないかと思います。

30
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水源の廃止が進んでおり、今後も耐震診断が必要等の問題点の指摘により浄水場廃止、ゆめが丘に一元化という方向が
示されていますが、非常時において水源の数は多い方が（分散されている方が）よいと思う。
災害、その他の理由でゆめが丘浄水場からの配水が止まってしまった時、リスクが大きいのではないか。
ダムの水はその他の水に比べて味が劣ると感じる。
ぜひ水源を守り継続して欲しいと思う。
施設が老朽化し、立て替えや補修工事が必要になるのはゆめが丘浄水場にもいえることだと思う。
各地域の水源があれば水は足りているし、新たな巨大水源（ダム）は不要ではないか。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

31
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

・薬剤処理の負担増が懸念され、それにより子どもたちへの健康に及ぼされる影響があるため
・浄水場の一本化による災害時のリスクは大きいと考えられるため
・行政の経済的負担増による、水道料金の値上げはただでさえ負担の多い子育て世代の暮らしを圧迫する恐れがあるた
め、子どもたちの将来に影響を及ぼしかねません
・豊富な水源を持つ伊賀で、大きな環境破壊をしてまでの新たなダムは必要ありません。七世代先まで考えた判断でしょう
か？
・賛成派、反対派で市民が対立するこの状況は非常に残念です。金より大切なものがあることを子どもたちに示してもらい
たいと願います。言行一致を願います。

33
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

県から有償譲渡を受けたゆめが丘浄水場の支払いもある上に川上ダムの利水や事業費等支出（利息等含む）の負担が大
きすぎると思う。
負の遺産になるダム利水からの撤退を望む。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

34
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダムからの利水ありきの水道事業計画に反対します。
給水人口の減少による浄水場・取水口の統廃合や施設の老朽化による設備の更新の必要性は理解できますが、なぜゆめ
が丘浄水場に機能を集中させる必要があるのか水道事業ビジョンを読んでも理解できません。
老朽化した施設を少しずつ更新・整備しながら使っていくのではだめなのですか。
私がゆめが丘浄水場への集中の問題点としてまず考えるのは、一ヶ所に機能を集中させると、災害などでゆめが丘浄水場
や川上ダムが被災した場合、その影響が広範囲に広がるということです。
いくら耐震とはいえ、どれだけの災害にも100％耐えられる、ということは言いきれません。
また、40年後、60年後には現在他の施設がそうであるようにゆめが丘浄水場も老朽化します。
広範囲を一ヶ所の浄水場にまかせるよりも、地域ごとに小さな施設でまかなった方が運用にも柔軟性があり、安心できると
思います。
もう一つ、川上ダム利水には多額の費用がかかり、経済面でも賢いとは言えません。これからさらに減少するであろう人
口、そして水道料金収入のために、なぜ今大型の水源を開発する必要があるのか、私には分かりません。

◆おいしい水について

　これからもおいしい水の供給を心がけていきます。そのために、まず第一は水源の渇水
期や台風などの流況悪化時、地震等の自然災害時にも「生きていくなかで必要不可欠であ
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。市民説明会では
「いついかなるときも命の水は止めないでほしい」といった意見がありました。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
と塩素注入を行い、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
ていきます。

◆水道料金、収支計画について

　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（平成31年度からは2.7億円）の支払いを開始し
ています。また、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、これまでの市内全域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
計画目標年次の平成43年度では、年間8.0億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。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

35
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

私は三重県伊賀市に住みはじめて今年の9月で20年になります。今では伊賀がわたしたち家族のふる里となりました。20年
という月日はあっという間に感じますが、それでもその間ずっと何とか高尾の自然がダムの下に沈まず、オオサンショウウオ
の住む豊かな水源が守られてきた事に感謝と誇りを感じています。
先日は岡本市長にも直接本来的意味での「持続的な事業運営」とは、より『オーガニックな街としての伊賀』を発信していくこ
とではないかと意見を聞いていただきました。人口減少を待つのではなく、この伊賀に住み続けたいと思うような豊かな暮ら
し環境を確立していく事こそ寛容と考えます。ムダなダムを廃止し、都会からもIターンUターンしてくる方々へアプローチして
いく為にも伊賀にしかない、伊賀だからこそできる、伊賀らしさとは何かを伊賀の個性を、より発信していけば良いのではな
いでしょうか!！
岡本市長以下水道部の皆さま、よろしくお願いします!!

36
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

伊賀市の人口増が見込まれていた時代に計画された川上ダム建設ありきの基本計画には反対です。
P10を見て、私の住む青山地区の水は、自然の表流水、地下水から来ていることをいて感激しました。全体でみても、ダム
に頼っているのは3％。なんと豊かな水の里でしょうか。
また、水源を1つに統合してしまうより、多様な水源に頼る方が、災害が起きた時などの、セキュリティーの度合いは高いは
ずです。私たちの税金を使って、自然を壊して、水源を閉鎖し、巨大なダムを建設するのではなく、伊賀の豊かな水源を支
える山を保全し、水源を持続的に利用していけるために、お金を使ってください。
またP79,表のような、収入見込み、これから人口が減っていくのですから、そのことをしっかり加味して、作り直してください。
お金の負担、多様な自然を失うことから受けとる、負の遺作、それは私たちや、未来の子どもたちにのしかかるものです。
ダムありきの水道事業基本計画の見直しを、市民として強く希望します。

37
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム利水から撤退すべきと考えます。
川上ダムの建設費および維持管理費を伊賀市が負担していくことは、市民への大きな負担になります。
川上ダム利水に参加せずとも、地域の今ある水源を活用することで水は十分足りますし、費用も小さく済みます。
川上ダム利水から撤退し、地域の豊かな水源を活用する方向へ、計画を作り直していただきたいです。

38
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダムの建築とゆめが丘浄水場への配水一元化に反対します。

39
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水道事業基本計画に反対します。
川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上伊賀市民にとって不利益だと思う。
川上ダムの建設負担や維持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来、我が子をはじめ市民が負担することを考えると負担が
大きすぎる。その負担を考えると川上ダム建設のメリットがまったく感じられない。

42
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水道事業基本計画に反対します。
現状で水は十分足りています
人口も減少に転じており、将来的にも水は足りると思います。
川上ダムそしてゆめが丘浄水場に配水を一本化する必要は全くないと思われます。
地域で現在使われている水源及び浄水場を活かし続ける計画を検討して頂きたい。
その方が水の質、地震などの災害対策等の面からも望ましいと思います。
先ずは川上ダムの見直しをお願いしたい。

46
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

伊賀市に住んでまだ７ヶ月ぐらいですが今のお水はとてもおいしいです
この〝お水〟があるからこそ伊賀に住み続けたいと思いますなので
ダムの建設反対

１～３頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

47
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダムがあることによって、いままでおいしく飲んでいた水がまずくなることが悲しくてたまらないです。なぜ今日本社会で
減少していて価値のある自然を破壊してまでダムを作らないとだめなのでしょうか？理由も全く納得できません。ダムを建設
してオオサンショウウオが住めなくなったり、水がまずくなるのはたえられません。震災が起こった場合、この計画通りにした
場合、水が止まる可能性が多いにあります。一ヶ所に集めてしまうとそうなってしまいます。そして水は今じゅう分に足りてい
ます。ダム建設に反対します。

49
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダム利水に一元化していくことを意味するので反対します。そもそも当所の伊
賀市の説明よりも大幅に建設負担金や利息金等がかかり、その額200億円にもおよぶ負債を負うことになります。人口減少
を予測しているにもかかわらず、その負担を後世にまで残したくありません。ますます人口が減ってしまうでしょう。近隣の市
町村の方が水道料金も安いので若者はどんどんでて行ってしまう。
②川上ダム利水撤退した場合、撤退負担金は10億円。これまでの水道部の説明より、利水推進の方が費用が安いというの
は全くの偽り。このまま偽りの計画を続け、市民をだますのはやめてもらいたいです。撤退しても暫定豊水水利権はうばわ
れません。その様な例は一度もありません。
④ゆめが丘浄水場に一元化し、次々とまだ使用できる浄水場を廃止して行くことに反対します。ゆめが丘浄水場に頼るのは
災害時等、その他で使えなくなった時のリスクが大きくなると懸念されます。また既存の浄水場について通常のメンテナンス
費用（が非効率とは言いきれないです。）とゆめが丘系統の費用の比較が全く示されていません。
⑤最後にこの中間案は、そもそも策定委員が納得せずして作られたものであり”中間案”とするのは間違っていると思いま
す。策定委員から抗議文が出されているにもかかわらず、地域説明会を行い、パブコメを募集していることに疑問を感じま
す。
以上のことから、私はこの水道事業基本計画に反対します。
伊賀市には、川上ダム利水からの撤退という勇気ある選択をして下さることを強く希望致します。

50
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

利水権からの撤退を求めます。人口減少もありますが、半世紀近く前の計画が見直しなくずっと続いていることが不思議で
す。現状、他県や海外ではダム廃止の流れもあります。三重県外の意見やアドバイスも聞いた方がいいのではないでしょう
か。まずは、利水が伊賀市に本当に必要なのか。立ち止まる賢さを示してほしいです。

51
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダムの建築及びゆめが丘浄水場への配水一元化に反対します。

53
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

ダムの建設は、利水面、治水面の両方必要です、最近の異常気象による水害干ばつが各地で報告されています。我が地
域もいつ来ても対応出来る川上ダムの事業の一日も早い着工を、伊賀市水道事業基本計画（中間案）に沿って事業を進め
て頂きますようお願いします。

54
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

伊賀市市水道部が、「2016年」8月16日付け伊賀タウン情報YOU31面の水道計画、ダム事業の利水から撤退決断を促す
NPO法人■■■■■■■■の表明に於いてなにをもって上記法人が言っているのか、市の人口が減少イコール給水減少
の比例及び、伊賀市に点在している浄水場廃止、減少、市の財政、水道会計圧迫などについてNPO法人の反論が紙面に
あるが、当法人のうつわが小さくおもえる。
市民の一員として国及び県、市のいち被害者（昭和42年発足旧上野遊水地委員会の一員）の立場から川上ダムは、旧上
野遊水地（旧上野市小田、新居、長田、木興）4地区面積280ヘクタール・東京ドーム60個分が、下流京阪神地区の治水を
確保する計画となっている。
したがって、この治水ダム計画は、当然ながら利水計画も伊賀市の人口増減有無にかかわらず市民のライフラインである。
20～30年後起こるであろう地震に於いて伊賀市現存浄水場の水脈が変化、崩壊した時にはライフラインとして必要である。
利水であればダム堰堤高さを低くし計画を見直す案に対する市民の意見には同意できない。
なぜならば、伊賀市4地区市民土地提供者が被害を受ける。
土地提供者の心情をさかなでする発信である。
農業土木のダム発想の設計基本は、発電、治水、利水利用を基本としているが、現在、発電に於いては（原子力発電）？火
力に移行しているが、将来的には水力発電も見直されるであろう、従って本計画は、実行しなければならない。

１～３頁の◆回答と同じ。
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58
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム建設には絶対反対です！
利益を得るのはゼネコンと国交省の完了と一部関係者だけです。
これから長い間、ダムの建設費や維持費を伊賀市民が負担するのはごめんです。
その負担のために伊賀市民の福祉が蔑ろにされるのは明白です。
ダムを作るのでなく、今ある水源の有効活用をしてください。

59
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

上記の箇所に反対します。
１．川上ダムの利水に反対です
１．各地の水源廃止に反対します
１．青山浄水場へのゆめが丘浄水場からの配水に反対します。

65
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川上ダム建設は必要ない。むしろ不利益になると言う地域住民の意思と共にこの計画に反対します。
この地に来て4年を経た私は、機会があると色々な会合に参加している。水道事業計画について、何回か聞かせていただ
いた。この計画はおよそ20年前にはじまったと聞いているが、本当に必要なら、とっくに出来ているはずだ。十年一昔、昔、
昔のことになる。
その後人口減少など状況が変って来ているのは確実である。いわゆる箱物、道路などの場合も含めて「計画・ダム」ありき、
で行政は動くのではないか。予算を立てたら使いきる、のか、又はその事にかかわる所で、お金が動いている？と疑いたく
なる。
どうして反対なのか必要ないと言うのかという立場になって、心を持って見直してはどうか。
原発の事でも、後始末も完了せず、困難な日常を強いられている人々を無視しての再稼動。考えられない。何でも、つくら
れたものは壊さなければならなく事も、作ると同時に考えておかねばならないと思う。「ダムネーション」を見て、恐ろしく無駄
を見せられた、考えさせられた。
撤退金10億円が無駄に思うかも知れないが、市民が不要と言う物を建設し、維持し続ける費用を考えれば、後の事は知ら
ないではすまされない。行政の立場があるのであろうが、心を持ってほしい、進む勇気ばかりでなく撤退する勇気を望む。

66
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

基本的に川上ダム建設による利水に反対します。諸経費、水質、危機管理、等からも適当とは考えられません。特に、既設
水源を大切に使用しない考え方には賛成できません。今まで長年活用してきたその地区ごとの大切な水源を今後も工夫し
て用いるべきです。経費的にも安くできると考えます。

68
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

現在既に暫定豊水水利権で、川上ダムで確保される量の半分程度を取水していると聞かせてもらっています。
暫定豊水水利権を調べると、水源手当をすることを前提にしているとありました。ダムからの取水を止めるということは、現
在取水している量も取れなくなると思います。直ちに市民生活に支障が出ることになると思いますので、早期に水源としての
ダムを完成させていただき、安定した水の供給ができますように計画を進めていただきたいと思います。

１～３頁の◆回答と同じ。
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73
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

現在既に暫定豊水水利権で、川上ダムで確保される量の半分程度を取水していると聞く。暫定豊水水利権を調べると、水
源手当てをすることを前提にしているとあった。ダムからの取水を止めるということは現在取水している量も取れなくなるとい
うことであり、直ちに市民生活に支障が出ることになるので、早期に水源としてのダムを完成させ、安定した水利権になるよ
うにするべきである。

69
①　川上ダム建
設（利水）につい

て

水道の使命は、安心・安全な水を安定して安く供給することを前提に、今後100年先を見据えて計画しなければならなりませ
ん。
給水人口や企業の見込については、これからの伊賀市の発展・活性化のためには消極的な考えではなく、例えば今後、伊
賀市から第二名神に連絡する道路の建設が期待され、それによって企業誘致が大いに期待できます。
企業誘致ができればそれが人口増に繋がることになます。それには当然のことながら水の確保が絶対条件であり、余裕の
ない（余裕率の低い）地域には企業は来ません。企業がくるからといって直ちに水の確保はできません。供給量については
適正な余裕をもつことが必要であります。
三重県企業庁における伊賀市広域水道事業（第8次水道拡張事業）及び伊賀市における水道事業が順調に推移しており、
コストパフォーマンスの高い水源管理が求められる中で、伊賀市の水源には簡易水源が非常に多く、全体的に老朽化、水
質悪化、能力低下及び維持管理のコストが高く、なるべく早い時期に廃止すべきであると考えます。
川上ダム建設を前提とした現在のゆめが丘の新設浄水場を、100パーセント生かす努力をすることが最も必要です。

伊賀地域の住民は1854年の伊賀上野大地震以降、度重なる洪水から生命・財産を守るため、岩倉峡の開削を要望し続け
たが、国が下流への影響から岩倉峡を開削せず国が計画した遊水地・川上ダム・河道掘削のいわゆる「3点セット」を苦渋
の選択により受け入れ、今日に至っています。
川上ダムは伊賀地域において確実に流量を低減するものであり、上野遊水地への湛水も川上ダムによる流量低減を前提
として地域合意に至っていることと、また、近年の異常気象の発生状況などを踏まえ、早期に川上ダムを完成させるべきだ
と考えています。

ダム事業は通常数十年を要するが、川上ダムは既に約600億円の投資をし、関係住民の同意が必要な用地取得、水没家
屋の移転、生活再建工事はほぼ完了しており、ダム本体工事を残すのみであることを考慮すべきであります。また、ダム建
設により水没予定の住民は、長期に渡り親子、兄弟、隣人で言い争いをする日々を経て、下流域住民の方々を考え、ご先
祖様の眠る墓地を掘り起こすという苦渋の選択の決断をされた水没地住民の思いを無にすべきではありません。
伊賀市の水道事業は、ダム建設を前提として、暫定水利権を得るとともに、約220億円という巨費を投じた伊賀市広域水道
事業での、ゆめが丘浄水場や送水管が完了しており、これを無駄にすべきではありません。
最も、伊賀市の水道は、川上ダムに水源を求めることは既に決定されたことで、今更川上ダムに参加のするか否かについ
て議論する事柄ではない。

以上の理由から今後の伊賀市における水道事業には、川上ダムは絶対に必要であり早急に完成すべきです。

１～３頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

80
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

今は「ニューディール政策」や「黒部の太陽」の時代ではありません。
世界各地で既存ダムの撤去工事が進められている時代です。
今税金を無駄使いしてほしくないし、子孫に撤去工事費用まで押し付けることをしてほしくありません。
破壊された自然環境を元に取り戻すのにも長い時間がかかります。
一般市民の幸せを一番に考えた政策をすすめていただきたい。
前任者からどう引継ぎされたか存じませんが、「命の水」について地に足を着け地道な取り組みをお願いいたします。

81
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に参画していくことを意味し、伊賀市民は総額２００億円もの負債を
負うことになります。内訳は、ゆめが丘浄水場に残された企業債償還負担８７億円と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の
5.5％、64.9億円と水資源機構への利息約40億円）です。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は１０億円程度であり、利水撤退する方が既存施設の更新を含めても費用で
は安くなります。
③１５年後人口が１万人減少することから、水需要は明らかに減少していくはずです。現在、ゆめが丘浄水場が取水してい
る暫定豊水水利権１４４００ｍ3／日と各地域の水源で供給量は十分です。川上ダム利水を活用するために既設水源を廃
止するというのは理不尽であり、地域住民の意思に反します。
④川上ダム利水に一元化するのは得策ではありません。費用、水質、危機管理などの点において伊賀市民に不利益です。
また、川上ダムの建設負担や維持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となります。
⑤当面、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在、必要な推量に見合った水源確保を検討すべきでしょう。
さらに、川上ダム利水撤退した場合の水道事業基本計画を、伊賀市民に提示する事を切望します。

77
①　川上ダム建
設（利水）につい

て

これからの世界はオイルでは無く水の供給確保が一番心配される時代になると言われています。オイルが無くても生き物
は生きていけます。
しかし、飲料水が無くなると、生き物は空気同様に無くては生きられません。
その一番命にとって大切不可欠な安心して飲める水が、住む住民の地域にある事はどんなに貴重で掛け替えの無い事で
有るかを再認識して欲しいと切に思います。昔から守られ利用されて来た安心な水源をあえて廃止にする事の根拠が、あ
まりにも理不尽且つ無駄な川上ダム事業に伴う結果なら、尚一層に怒りを覚えます。
飲料水が足りないと言う理由は、ますます人口減少が続いている現状に全くならないはずです。
不足の原因を招いたのは、各地域の貴重な水源を廃止したが故で、全ての水源が活かされていれば何ら問題無いと聞い
て居ります。
それについては幾つかの資料も有りますので事実だと認識してます。
我々の未来のビジョンに見たい物は、大掛かりな自然破壊行為によるダムの建設では無く、一番安心でメンテも楽な地域水
源管理を続行して行く事と、豊かな自然が守られると言う事に他ならぬと思います。
川上ダムに関してのメリットを数える事は出来ませんが、デメリットはいくらでも数え上げられます。
先ず、ダム建設により、貴重な野生生物（天然記念物動物の大山椒魚を始めこの地域に生息する沢山の野生動物、鳥類、
etc.）が生きる場所を奪われます。
治水と言う名目にもかかわらず、ダム流域の失う自然環境によって、生態系のみならず、しいては辿り辿ると逆に災害を引
き起こす引き金になる事も。
今、世界はダムを廃止して元の自然環境を取り戻す方へとシフトしているのに、なぜ確実なメリットさえ無いダムを、推進し、
貴重な水源を、廃止するのでしょう！？！
まさに逆行しているとしか思えません。
川上ダム事業は、今の伊賀市にとって、ひたすら経費を無駄に費やし返って来る物の無い、失う物だけが増える事業としか
思えません。
それは、結局は、我々の税金が、そしておそらく上がるであろう水道料金になり、住民にとっては実に理不尽な結果にしかな
らないと断言出来るでしょう。
もしメリットが有るとすれば、それは住民では無く、工事を受注する側に、もっと露骨に言うとゼネコン業者とそこに何らかの
利権を持つ側だと想像致します。豊洲の問題一つ見ても推して知るべしと。
伊賀市が、そう言う利権問題と無関係である事を強く望みます。
そして何よりも、我々の住む自然環境を喜び、安心して地域の水道をこれからも守り、大切に利用させて貰える事を有難い
と心から感じながら、この地域に生きて行きたいです。
その為にも、どうぞ川上ダム事業と決別した道を歩く事を強く要望致します。
どうぞ、一市民の願いを受け止めて、今後の水道事業の在り方をより住民の利に叶う方向にご検討を宜しくお願い致しま
す。

１～３頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

84
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

川や海の水は流れているから腐りません、水は動きが止まると腐るのです。
せっかくの大地から与えられた貴重な水源を、わざわざダムでせき止め腐らし、薬で消毒した水を未来の子供達に飲ませ
無いで下さい。おいしい水を飲ませましょう。
世界中が自然に元に戻ろうとしている中で、逆行しないで下さい。
川上ダムは要りません。

89
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

反対です。とりわけ、川上ダムの建設に反対です。ダムは環境破壊です。ダム建設にかけるお金を地域の美味しい水を守
ることに使ってください。

90
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

水は足りている！ダムを建設すると、維持がどれだけ大変か！水がまずくなる！
消費税も上がり、生活がますます厳しくなるだろうというのに、ダムを建設してその多大な負担が市民にのしかかる政策は
絶対反対です！

106
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

いつもご苦労様です。
川上ダムからゆめが丘上水へと連なる決定は10年以上も前になされていて、首長のリーダーシップなくしては、手順を踏ん
だ撤回は難しいことを承知の上で、経済縮小、人口減少、ローカリゼーションの時代においては中央集権よりも小回りの効
く柔軟なシステム、対応、決定が決定的に重要になってくると思います。
何卒過去にしばられるより、未来を見据えた上で、ダムに依存することのない水道行政をお願いします。

114
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
桐ヶ丘中住宅は、川上ダムがとなりにあると言うことで大雨が続いたりしたときに本当に安全でいられるかとても心配です。
補償はあるのでしょうか？

115
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

今のようなウソ、デタラメ、マヤカシに満ちた計画案は伊賀市民は認めない。こんなウソ、デタラメ、マヤカシで伊賀市民を脅
迫するのは止めてほしい。
このままでは伊賀市水道部は、伊賀市を財政再建団体へと転落させる先頭を切ることになりますよ。すでに水道料金が高く
て、伊賀市を転出したという若い人がいることが、市民説明会でも報告されました。
水道事業管理者、そしてその上司で伊賀市の船頭である市長の責任と役割は重たいです。
利水撤退に向けて覚悟を決め、勇気ある撤退をお願いたします。しがらみのない市政をぜひ実現させましょう。

115
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

漏水、事故が多発しているのは、水道部が現場を疎かにしていることの現れではないでしょうか？意識がダム利水参画や
広域水道のフル稼働など、現場のニーズとはまったく関係のないところに行ってしまっていることの現れではないでしょう
か？

１～３頁の◆回答と同じ。

-9 -



受付 意見分類 ご意見 市の考え方

117
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

｢ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対します。
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場
に残された87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え、水資
源機構への利息約40億円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は10億円程度であり、これまで水道部が説明してきた、利水推進の方が費用
は安いとの説明は偽りであった。既存施設の更新を含めても、利水撤退の方が費用的に優位である。
③水道部の水需要予測は、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。もし川上ダム利水を
撤退して、現在ゆめが丘浄水場で取水している暫定豊水水利権14400㎥／日を取水できなくなっても、すでに既存の水源
の取水量を約14200㎥／日以上低減しており、既存水源の取水量を増加するだけで、今後、給水量は足りる。川上ダム利
水を推進するために既設水源を廃止するのは、地域住民の意思に背くものであり、本末転倒である。
④川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維
持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。
⑤川上ダム利水を撤退し、既存の水源を維持しつつ、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

115
①　川上ダム建
設（利水）につい

て

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、そ
の水を使わんがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
しかし、今現在使っている水源、浄水場を維持継続していくのが一番いいのではないでしょうか？川上ダムへの利水参画は
取り消した方がいいです。水はこれ以上必要ないからです。そして川上ダムへの利水参画を続けてしまうと、伊賀市の負担
が今後200億円にも300億円にもなってくるからです。必要のない利水参画を止めるだけで、ばく大な節約になります。公共
施設・インフラのリストラを進めている伊賀市です。なぜ今から川上ダム利水参画という巨大なインフラ整備を行わなければ
ならないのでしょうか？まったくの真逆の方向で、言っていることとやろうとしていることが矛盾しています。
折衷案として川上ダムへの利水参画を続けながら、各地の水源、浄水場をできる限り維持することもありえます。ただ、その
場合、たくさんの施設・設備を維持するためにもっとも経費がかさむ案となってしまいます。財政面から望ましいとは思えま
せん。
水道部案のメリットは

逆にデメリットは

料金を上げざるを得なくなる。

が危険にさらされる。

私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

逆にデメリットは

以上のように、財政、安全、健康、環境、自治・地域文化などの点で、私たちが望む案の方が有利ということになります。あ
とは、伊賀市民の意思次第です。
未来のためにより適切な選択を市民自らが行う。そのためのサポートをするのが、行政の役割ではないででしょうか？

１～３頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

82
①　川上ダム建
設（利水）につい
て

１１．市民説明会では「合併前の各市町村の同意の元で進めてきた計画です。」と度々述べられていますが、その計画が余
りにも過大過ぎこのままでは危ないからこそ、わざわざ策定委員会で議論しているものであります。「断じて数十年前に同意
があったから古い計画のままで良いのだ。」とするなら検討など不要なはずであります。P.70の検証評価→改善見直しを自
ら否定してはいけません。

１２．「伊賀市が川上ダムへの利水参画を取りやめると
①  安定水利権が得られなくなるばかりか
②  今ある暫定水利権すら失ってしまい、
③  ただちにゆめが丘浄水場への木津川からの取水ができなくなり、
④  賀市の4割の水を供給しているゆめが丘浄水場がストップしてしまう。
⑤伊賀市が川上ダムへの利水参画を取りやめた場合の撤退負担金は45.7億円である。
と、平成２５年１１月２０日の伊賀市議会全員協議会に、国交省近畿地方整備局が示した。」　と言っておりますが、国交省
近畿地方整備局に問い合わせましたところ、２は一般論であるが、それ以外は確認がとれないとのことであります。
「仮定の話にはお答え出来ない。」、「伊賀市の責任で試算、判断されたこと。」との以前の話も変わっていないようでありま
すので、再度国交省から公式文書をもらってください。

１３．関連法規の条文には「撤退にあたっては、不公正がないようにすること。」が明記されており、伊賀市の仮の試算、判
断とはかなり違うことになるものと存じます。

１１．
　川上ダム利水への参画水量については、平成11年1月の伊賀水道用水供給事業の着手
時には毎秒0.6㎥（計画一日最大給水量48,500㎥）で参画していましたが、その後の社会経
済情勢等の変化により、平成15年度には現在の毎秒0.358㎥（計画一日最大給水量28,750
㎥）に縮小して、見直しを図っています。水需要は社会経済情勢とともに変動が生じてきま
すが、将来にわたり安全で安定した水道水を供給し続けるため、この安定した水源による
効率的な供給体系を整えていく計画としています。

１２．
　①②は、川上ダムへの利水参画を取り止めた場合、再度水利権は取得できなくなりま
す。このことは、平成２５年７月１１日開催の伊賀市議会全員協議会において、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、許可する前提条件がなくなるため、認める訳にはいかない」と
いう見解が示されています。
③④は、①②を踏まえてのことです。
⑤は、平成25年12月の市民説明会時点での伊賀市の試算額です。

１３．１～３頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

1
②　暫定豊水水
利権について

・余裕のあるときしか取水できない暫定豊水水利権では、伊賀市民は水道水の供給に不安を持ち続けなければなりませ
ん。川上ダムからの安定した利水が不可欠です。

2
②　暫定豊水水
利権について

水道事業についてですが、川上ダムからの水は必要ないという人もいますが、近年過去にない気象状況とかよく聞きます。
大雨も降る時もありますが、まったく雨が降らない時もあります。現在は、木津川から水をもらって取り入れることができてい
ますが、それがこの先大丈夫と言えるのでしょうか。水が木津川から取り入れる事ができない時はどうするのでしょうか。水
は、生活していく上でとても大切なものです。将来どうなるかわからない自然現象にやはり準備しておく必要があると思いま
す。あの時ダムから水を取れるように作っておけばよかったと思わないように、伊賀市民がこまらないように準備しておいて
ほしいと思います。

49
②　暫定豊水水
利権について

撤退しても暫定豊水水利権はうばわれません。その様な例は一度もありません

68
②　暫定豊水水
利権について

現在既に暫定豊水水利権で、川上ダムで確保される量の半分程度を取水していると聞かせてもらっています。
暫定豊水水利権を調べると、水源手当をすることを前提にしているとありました。ダムからの取水を止めるということは、現
在取水している量も取れなくなると思います。直ちに市民生活に支障が出ることになると思いますので、早期に水源としての
ダムを完成させていただき、安定した水の供給ができますように計画を進めていただきたいと思います。

69
②　暫定豊水水
利権について

伊賀市の水道事業は、ダム建設を前提として、暫定水利権を得るとともに、約220億円という巨費を投じた伊賀市広域水道
事業での、ゆめが丘浄水場や送水管が完了しており、これを無駄にすべきではありません。
最も、伊賀市の水道は、川上ダムに水源を求めることは既に決定されたことで、今更川上ダムに参加のするか否かについ
て議論する事柄ではない。

以上の理由から今後の伊賀市における水道事業には、川上ダムは絶対に必要であり早急に完成すべきです。

73
②　暫定豊水水
利権について

現在既に暫定豊水水利権で、川上ダムで確保される量の半分程度を取水していると聞く。暫定豊水水利権を調べると、水
源手当てをすることを前提にしているとあった。ダムからの取水を止めるということは現在取水している量も取れなくなるとい
うことであり、直ちに市民生活に支障が出ることになるので、早期に水源としてのダムを完成させ、安定した水利権になるよ
うにするべきである。

81
②　暫定豊水水
利権について

⑤当面、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在、必要な推量に見合った水源確保を検討すべきでしょう。
さらに、川上ダム利水撤退した場合の水道事業基本計画を、伊賀市民に提示する事を切望します。

117
②　暫定豊水水
利権について

｢ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対します。
③水道部の水需要予測は、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。もし川上ダム利水を
撤退して、現在ゆめが丘浄水場で取水している暫定豊水水利権14400㎥／日を取水できなくなっても、すでに既存の水源
の取水量を約14200㎥／日以上低減しており、既存水源の取水量を増加するだけで、今後、給水量は足りる。川上ダム利
水を推進するために既設水源を廃止するのは、地域住民の意思に背くものであり、本末転倒である。

24
②　暫定豊水水
利権について 上水道の量は既存水源に確保により必量量は確保できるので水利権の見直しをすべきだ。

24
②　暫定豊水水
利権について

既設水源の有効利用のため対策の検討を計り、必要水道量を優先して既設水源に求め、木津川よりの取水を減らし水利
権に「わづらわされない」水量確保に市民と共に取り組まれたい。

48
②　暫定豊水水
利権について

②水道部の水需要予測には不審な点があるが、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。
現在ゆめが丘浄水場が取水している暫定豊水水利権14400㎥／日と各地域の水源を廃止するのは地域住民の意思に背く
ものである。
④ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

◆暫定豊水水利権について

ア、暫定豊水水利権の放棄について
　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による取水（最大毎秒0.215
㎥）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、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ず、現在供給している区域への給水が出来なくなります。
　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変な危機に陥れる
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。

イ、川上ダム利水から撤退しても暫定豊水水利権は奪われないとの意見について
　伊賀市が川上ダムから撤退しても暫定豊水水利権が奪われないとの意見ですが、平成25年7月
の伊賀市議会全員協議会において、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、将来において確保される水源がなくなることから、許可する前提条件
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。
　全国で河川の表流水を取水している水道事業者は、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。ただ、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撤退するということは河川からの取水が必要ではなくなったと
いうことの意思表示となるので、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、暫
定豊水水利権が許可されることはないと考えます。

ウ、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との意見について
　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全て稼動したとしても約15,400㎥もの水
量が不足します。また、仮に合併後に取水を停止した10箇所の水源のうち水利権を喪失している
守田水源を除く9箇所の水源を、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、断水や給水制限が発生したりして市民生活に混乱をきたし、また、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のは不可能です。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

71
②　暫定豊水水
利権について

市民説明会で、これからも水道の水はダムの水に頼らなくても、生存権があるので今のまま川から水を取れるという意見が
あったと聞きました。
そうでしょうか、私たち伊賀市で生活している市民がほしい量だけ、いつでも川から取れるのでしょうか、それを意見なさった
方たちは私たちにそれこそ絶対と保障出来るのでしょうか。それは空絵ごとではないでしょうか。この先市民が困ることにな
らないのでしょうか。
ですから確実にこれから先もずっと飲み水か確保できるように、安心して伊賀市で暮らせるように水源を確保して、安くて安
心できる水道を飲ませてください。また、水道部さんは、民間企業並みに不要な施設は持たないよう合理化を進めてくださ
い。民間で出来ることは民間へ任せて、余分な経費を掛けない水道としてください。

96
②　暫定豊水水
利権について

「上記の箇所に反対します。」
②水道部の水需要予測には不審な点はあるが、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。
現在ゆめが丘浄水場が取水している暫定豊水水利権14400㎥／日と各地域の水源で給水量は十分である。川上ダム利水
を活用するために、既設水源を廃止するのは地域住民の意思に背くものである。
④当面、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

112
②　暫定豊水水
利権について

・自分が口にする伊賀市の水が、大変なことになっていることに驚いた。
・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　④ダムについては利水、治水、環境の面から考えなければならないのは理解しているが、現状の利水では何故ダメなの
か？
　　まだまだ理解できない。

115
②　暫定豊水水
利権について

水道部の主張はいつもこうです。「ダムへの利水参画を取りやめると安定水利権が得られなくなるばかりか今ある暫定水利
権すら失ってしまい、ただちにゆめが丘浄水場への木津川からの取水ができなくなり、伊賀市の4割の水を供給しているゆ
めが丘浄水場がストップしてしまう。」
「今の暫定豊水水利権は、木津川の水が余っているときだけもらえるという豊水条項がついていて、取水が不安定なので、
豊水という条件のついていない安定水利権の確保が必要である」
しかし、水は余っていますので、追加の水利権は必要ありません。また、豊水という制限はついていますが、実際に取水が
制限されたことは一度もなく、実際には安定水利権と変わりがありません。（ここでもいつも水道部はウソを言っています）
今ある暫定水利権を奪うことは憲法の保証する国民の生存権に関わることなので、国（国交省）といえども奪うことはできま
せん。実際に、ダム利水から撤退しても、暫定水利権は奪われず、使い続けることができることは、実例があり、証明されて
います。その実例とは、徳島県の細川内（ほそごうち）ダムと新潟県の清津（きよつ）川ダムです。細川内ダムは、脱ダム村
長として有名になった藤田恵さんの下、2000年度に中止になりましたが、暫定水利権は現在も継続使用しています。暫定水
利権は毎年更新する必要があるのですが、とくに問題なく、毎年更新することができています。清津川ダムは2002年度に中
止になりましたが、周辺9市町村の水道の暫定水利権は、ダム中止後も継続使用されました。ただし、その後の市町村合併
により、水源の融通がされ、2006年度までに清津川ダムの暫定水利権は必要がなくなり、解消されています。逆に、ダム建
設中止ないしダム利水からの撤退によって暫定水利権を奪われた事例があるかですが、そのような事例はないようです。
なので、水道部の言っていることは根拠がありません。根拠がないのに、また暫定水利権をダム中止後も使い続けている実
例があることは知っているにも拘わらず、虚偽の説明を続け、伊賀市民を脅すネタにしています。
また、水道部が国交省と水資源機構の言いなりで、国交省の言う原則論（暫定水利権はダム利水から撤退したら失うことに
なる）は鵜のみにしてそのまま信じてその主張を繰り返し、それは違うでしょ、という市民や良識ある本物の専門家・有識者
の声をまったく無視しています。どっちを向いて、誰のために仕事をしているのか、ということを、はっきりを明らかにしてし
まっています。
このように、暫定水利権は、伊賀市の水道基本計画案のマヤカシ、ゴマカシの中心の一つでもあり、伊賀市水道部が、市民
のためではなく、誰か他の組織のために仕事をして、伊賀市民に将来にわたって多大なる負担と犠牲を押しつけようとして
いるということをはっきり表す核心の一つともなっています。
以上は、■■■■■■■■■■■■■■のパブコメの別紙として提出済みです。きちんと受理され、検討され、返事がもら
えるのであれば、重複して載せることはありません。

１２頁の◆回答と同じ。

-13 -



受付 意見分類 ご意見 市の考え方

82
②　暫定豊水水
利権について

１２．「伊賀市が川上ダムへの利水参画を取りやめると
①  安定水利権が得られなくなるばかりか
②  今ある暫定水利権すら失ってしまい、
③  ただちにゆめが丘浄水場への木津川からの取水ができなくなり、
④  賀市の4割の水を供給しているゆめが丘浄水場がストップしてしまう。
⑤伊賀市が川上ダムへの利水参画を取りやめた場合の撤退負担金は45.7億円である。
と、平成２５年１１月２０日の伊賀市議会全員協議会に、国交省近畿地方整備局が示した。」　と言っておりますが、国交省
近畿地方整備局に問い合わせましたところ、２は一般論であるが、それ以外は確認がとれないとのことであります。
「仮定の話にはお答え出来ない。」、「伊賀市の責任で試算、判断されたこと。」との以前の話も変わっていないようでありま
すので、再度国交省から公式文書をもらってください。

①②は、川上ダムへの利水参画を取り止めた場合、再度水利権は取得できなくなります。
このことは、平成２５年７月１１日開催の伊賀市議会全員協議会において、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、許可する前提条件がなくなるため、認める訳にはいかない」とい
う見解が示されています。
③④は、①②を踏まえてのことです。
⑤は、平成25年12月の市民説明会時点での伊賀市の試算額です。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

81

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

⑤当面、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在、必要な推量に見合った水源確保を検討すべきでしょう。
さらに、川上ダム利水撤退した場合の水道事業基本計画を、伊賀市民に提示する事を切望します。

◆川上ダム利水と水道事業基本計画
　川上ダムへの利水参画は、安定した水源の確保に苦慮していた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
たものであり、この計画に基づき平成11年1月に三重県企業庁が「伊賀水道用水供給事
業」に着手しました。そして平成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、平成21年4月から三重県企業庁による給水が開始され
ています。その翌年の平成22年4月には伊賀市がこれらの施設の譲渡を受け、取水から末
端給水までの一元管理のもと、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
繋がっています。
　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て、ダム完成時（毎秒最
大0.358㎥）の約60%（毎秒最大0.215㎥）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）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
と健全な水道事業運営に繋がっていくものです。
　このことから、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るところです。

3

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

伊賀市水道事業の姿勢を変えて下さるなら、何万かの伊賀市民は水道事業部の職員さんの後ろ楿になってくれる事はまち
がいないと思います。
安全で美味しい水は伊賀の宝デス。
水道部の事業を安定させるためにも伊賀の宝である「水」を利用すればと思います。忍者（ＮＩＮＪＡ）は世界に知られていま
す。忍者の里の水もきっと人気を呼ぶのではないかと思います。

これからもおいしい水の供給に努めてまいります。

10

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水道事業基本計画に反対です。

11

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水道事業基本計画に反対です。

20

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

私は水道事業基本計画に反対します。

32

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水道事業基本計画に反対します。
人口増加が見込めない将来には税収増加も当然あり得ません。増税はさらなる人口減を生むでしょう。普通の会社経営で
はあり得ない事が国政、県政、市政で行われるのは源資が税金だからです。
議会も市長も行政も「責任」の取り方が解らないのであれば、立候補すべきではありません。職を辞する事が「責任」を取る
事ではありません。

43

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

ダムの水は飲みたくありません。
既に伊賀、大山田支所管内を除く地域へゆめが丘浄水場から水道水を配水しています。
今後も安心、安全な水を安定的にお届けするよう努めてまいります。

　
　伊賀市水道事業では、現状と将来の見通しを分析・評価し、将来に向け持続的な事業運
営を行っていくため、計画期間内に取り組む具体的な整備計画や、事業の目指す将来像
の実現のための施策を示す「伊賀市水道事業基本計画（伊賀市水道事業ビジョン）」を策
定します。
　策定にあたっては、国の新水道ビジョンが示す「安全」「強靭」「持続」を取り組むべき方向
性としています。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

44

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水道事業基本計画に反対します。

　伊賀市水道事業では、現状と将来の見通しを分析・評価し、将来に向け持続的な事業運
営を行っていくため、計画期間内に取り組む具体的な整備計画や、事業の目指す将来像
の実現のための施策を示す「伊賀市水道事業基本計画（伊賀市水道事業ビジョン）」を策
定します。
　策定にあたっては、国の新水道ビジョンが示す「安全」「強靭」「持続」を取り組むべき方向
性としています。

60

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上記の箇所に反対します。

63

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上記の箇所に反対します。

70

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

市町村合併前に、関係市町村は各々上水道や簡易水道を将来見据え長期水道計画を検討したはずです。
その時点で、施設について不安定な水源や老朽した配水施設等は廃止検討、そして給水量について将来の不足水量は、
今後伊賀地域の広域水道事業として統一した安定水源を求め確保することと、関係市町村は検討したと思います。そんな
状況で、平成16年に上野市他5町村が合併した。そして平成20年に新しい伊賀市として「伊賀市水道事業計画」が策定さ
れ、現在まで各水道事業を進めて頂いていると解釈しております。
市町村合併され給水範囲が、拡大し複雑化になった。そのため取水水源は極力最小限にして出来れば大きな取水水源を
確保し、そして災害に強い又効率の良い高度な施設で配水することが、安価で効率の良い「水道水」が生産出来るのではと
思います。
人口の増減や、生活環境変化などによる一人当たりの給水量変化又各施設の効率化や施設改善検討は勿論適切に進め
るとしても、基本的には、現在の「伊賀市水道事業計画」に基づき事業推進し各施設整備を係ることが慣用と思います。
水道事業者は、「安全」で「安定」した「安価」な心から美味しい水、そんな水道の供給をして頂くことを希望期待します。

　合併前から現在までの水道事業の取り組んできた方針はご意見のとおりです。
　中間案の第5章に示させていただいている「安心・安定と信頼を未来につなげる伊賀の水
道」を基本理念とし、「安全」「強靭」「持続」の基本方針と第6章の実現方策に基づき、さま
ざまな課題に取り組んでまいります。

74

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

伊賀市の水道を安定的に供給していくためにはダムで一定水量を確保しなければ、常に安定した水道水を送水することが
出来ないことを考えると現水道部の計画を進めていくことが重要である。
各地区には合併前から独自の水源地を持ち、各戸に水道水として供給していたが、かなりの年数が経過しているところもあ
り、また、気象変動がめまぐるしくなる昨今においては水道水の安定的な給水も難しくなるように思える、故に、今後のことを
考え基本計画雅作成されたことを考えると、この計画を基本に進めていくことが良いのではないか。
人間生活において、一番基本になるインフラであることを考えればむやみに反対するのは考えるべきである。

　中間案の第6章 実現方策に示しているとおり、川上ダム利水と伊賀水道用水供給事業に
よるゆめが丘浄水場と送水管路を有効活用しつつ、老朽化してくる水源の統廃合を行いま
がら、安定した取水と供給を図っていく計画としています。

76

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上の計画に反対します。
子育て支援をしている私は、水道事業計画の根本に間違いを指摘します。伊賀市の子育て支援事業を、行政自らやらない
でNPOに押し付けてくるところに、行政の理念を疑うのです。水道のことも同じ根っこだという事です。水は山が作ります。伊
賀の山々の荒廃を観ないで、方針を考えているところに、行政の方々の机上の空論をみてしまうのです。

１５頁の◆回答と同じ。

今後も市民の皆様のことを第一に考えた行政運営に取り組みたいと考えています。引き続
き、ふるさとの山や森を守る政策を地域の皆様と共に考えてまいります。

１５頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

85

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水道部職員の皆さんも、私たちと同じ伊賀市民であり、人間です。私を含め、現在の川上ダム利水前提の施策に対して反
対の意見をもっている市民が、議論の過程で水道部職員の方々に厳しい意見を言うのは、国土交通省河川局の一部の権
限者に対してのものと理解してください。
公平かつ公正な業務推進の原点に立ち戻って、前回分も含めたパブリックコメント及び、策定委員会での委員の意見に真
摯に耳を傾け、川上ダム利水ありき、ゆめが丘浄水場の最大限活用ありき、各地域の水源を廃止してまでダム利水が不要
になることを防ぐ計画策定ありきの施策を進めることのみから一旦冷静になり、固定観念を外して、将来を見据えた水道事
業を市民と一緒につくる仕事に邁進するため、策定委員の意見を十分聞きながら、市民・委員・専門的知識者による、ダム
利水から撤退した計画と現行の計画を比較対象する論議の場を保障して頂きたいと思います。

102

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上記のことについて反対します。

107

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限活用した水源施設の統廃合および、この方針に基づいたP67-68事業計画
中間計画案は反対です。

110

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上記の箇所に反対します。

114

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

｢水源の安定化①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、収支の
見通し、水源計画、施設の現況と計画、収支計画
上記の箇所に反対します。

115

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

伊賀市水道部の方々と策定委員会のこの一連の過程でお話しをしていて、現場の職員と上層部との間に大きなギャップが
あることを感じます。
現場の職員は、自分が担当している浄水場や水源が、廃止される計画であることしら知らないです。浄水場や水源の廃止
は、現場のニーズや状況から上がって来た解決策ではないからではないでしょうか？え、そんな計画なんですか？と水道
部の現場の職員に私が聞かれる始末でした。
これが何を意味しているかというと、現場の状況を踏まえて、適切な水道計画を作ろうという策定プロセスにまったくなって
いないということです。どこかで決まったダム利水参画、広域水道のフル稼働という方針に沿って、それを実現するために上
から下におろしてきた計画案になっています。
そんな計画のあり方、計画策定のあり方なので、水道部の上層部と現場との間で、意識の大きなギャップが生じてしまって
いるようです。
がんばっている現場の水道部の職員には、ひきつづきがんばってほしいです。現場の声に耳を傾けてこその水道行政では
ないでしょうか？
パブコメで出た意見、市民説明会で出た意見は、水道部の上層部や総務課の担当者だけで処理するのではなく、水道部の
全職員に見てもらい、聞いてもらいたいです。

　計画の策定にあたっては、水道部内各課の係長を中心に組織しているプロジェクトチー
ムにおいて、現状分析や課題の検討に取り組んでまいりました。水道事業基本計画は今後
の水道事業が目指す計画を示すものであることから、水道部内においても様々な課題に対
して職員が一丸となって取り組んでいきます。

115

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

パブコメ募集に関する水道部からの案内情報はまったくおかしいです。
概要のところで、「人口減少社会を迎える中、水道事業が抱える様々な課題を克服し、将来に向けて持続的な事業運営を
行っていくための計画を策定しています」とありますが、これがまったくのうそっぱちだということが、11月26日阿山での市民
説明会でも、■■さんをはじめとする市民からの指摘で明らかになりました。人口減少社会を迎える中、将来に向けて持続
的な事業運営を行うために、本来であれば、住民を巻き込んで、住民と行政が一緒に智慧を出し合い、協働しながら、施設
や行政サービスを少しずつ縮小していく道筋をつける、というのが今の水道事業基本計画づくりで一番求められることでは
ないでしょうか？今から巨大な水源開発をする。それを絶対とし、どんなに市民や策定委員が一生懸命疑問に思うことを伝
えても、一切考慮しない、というのですから、時代錯誤もいいところです。

　水道事業基本計画の策定にあたっては、策定委員会として住民自治協議会や、商工関
係団体の代表者、市民公募委員の皆様方、学識経験者に入っていただき中間案を取りま
とめてきました。市民の皆様からはパブリックコメントに加えて市民説明会でも多様なご意
見を頂いてきました。寄せられたご意見は市の考え方を示させていただいたうえで、策定委
員会に伝えさせていただきます。

１５頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

115

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

上野地区での市民説明会では、若い男性から、「今日は学校の授業よりも眠かった。なぜそんなに眠いのか。これは水道
基本計画案に理念がないから。理念は冒頭でなく、39ページにようやく少しでてくる。何のためにやるのかという理念があっ
てこそ計画がある。これはおかしいのでは」といった発言があった。まさにそのとおり。
現在の「中間案」は、ダム利水参画ありき、広域水道ありきになってしまっている。理念はお飾りであり、計画の裏付けとな
る、収支計画は粉飾によるゴマカシ、取水・浄水施設の整備計画の根拠は根拠としての正当性がない。
理念が単なるお飾りだから、39ページと40ページで、異なる基本理念が書かれていても、水道部は気づかない。阿山での
説明会で市民から指摘されて、あわてて修正するお粗末さ。
現在の「中間案」は、まったく、『「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀の水道』（「中間案」で示された基本理念）と
なっていない。水も水道行政も安心できるようなものでなく、財政面や災害時のことを考えても安定したものではなく、策定
に携わった伊賀市民の代表者や説明会に来た一般市民など地域住民との信頼関係をズタズタに壊している。こんなやり方
ではダメなんじゃないですか？
市民の意見は既定の方針に反するから、すべて排除します、ではなく、ここまでたくさん水道部案への異議が出ているのだ
から、既定の方針も含め、抜本的に見直すことが必要ではないか。

１５頁の◆回答と同じ。

　水道事業基本計画の構成は、まず「現状分析と課題」の抽出」から「今後の事業環境」を
分析したうえで、今後の「施策の体系」「実現方策」をお示しする構成としているため、「基本
理念」は水道事業がおかれている状況を整理したうえでお示ししています。
　ご指摘の40ページでは、「安心・安定」とすべきところを、「安心・安全」と誤って記載してい
ましたので、修正させていただくと共に、文章の校正には十分に注意を払ってまいります。

115

③　水道事業基
本計画（水道事
業ビジョン）につ
いて

青山での市民説明会でも市民から「この報告会自体の正当性が疑問である。策定委員の半数が中間案として認めていな
いのだから」。抜本的に検討しなおし、「本当の中間案の説明会をしてほしい、今回のようなごまかしと脅しの中でやる説明
会は無効だと思う」という意見があった。
今回の一連の説明会は、中間案に対する説明会ではなく、中間案を作るための説明会であり、これから本当の中間案を作
るべきである。
本当の中間案では、伊賀市民が未来を選択できるようにすべきではないか。現在水道部が作ったダム利水参画を前提とす
る計画案と、ダム利水参画を前提としない（利水撤退する場合）の計画案を両方立て、そのうえでメリット・デメリットをきちん
と検証し、どちらの道を選びますか？と提起する。
その上でさらに市民説明会やパブコメを行ったらいい。
それを踏まえてどちらを選ぶのかを再度丁寧に審議し、最終案を取りまとめればいい。

１５頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

73
④　経年管路に
ついて

全国的に水道施設の老朽化、及び　経年劣化が問題になってきている中伊賀市もいずれはそうなると思う。最近　濁り水が
出て給水車が出動していることが多い。つい先日も、火事で消火栓を使ったときに周辺に濁り水が出たとの報道があった。
耐震性を備えた新しい管路が出来ているなら、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。

　毎年水道部の計画と他事業関連（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。
　また、布設替においては耐震管を採用し管路の耐震化を進めています。さらに、濁水対
策の取り組みとして濁水頻度の高い管路について管路内面洗浄を実施していますので、今
後も引き続き管路の耐震化と濁水対策等に取り組んで参ります。

80
④　経年管路に
ついて

老朽化の更新が遅れていることなどは、必要な予算が手当てされてこなかったことによるのであろうし、川上ダム建設など
と比較しようもないほどわずかな費用をどうして計上してこなかったのか疑問です。すぐにでも取り掛かかっていただきた
い。新しい技術も取り入れて。

　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。今後も、効果的な
管路の更新を進めていく計画です。
　また、管路については最新の耐震管の採用を検討していきます。

55
④　経年管路に
ついて

上野市街地の中には布設年度の不明管があるようですが、創設当時の管が更新されずに残っているように思いますが、60
年越えの管は存在しないのですか。

　上野市街地の創設当時の管路は更新済みで、60年を超える管路は残っていません。50
年を超える管路は存在していますが、管内面の更生工事による延命対策を施してありま
す。

115
④　経年管路に

ついて

この夏、伊賀市の水道で濁り水の事故が頻発しました。下記の新聞記事が同市の水道の濁り水は７月以降５件目であると
伝えてくれています。
伊賀市の水道でまた濁り水　毎日新聞地方版　2016．8.10
記事からの引用「伊賀市は８日夜、同市希望ケ丘地区の水道で濁り水が発生し、約１００戸に影響があったと発表した。水
道部によると、８日午後７時２０分ごろ、同市希望ケ丘東１の市道の地下約９０センチの水道管（直径約７・５センチ）が破裂。
断水はなかったが、濁り水が発生した。水道部は給水車を出すと共に、水道管を取り換え、同１０時に解消した。水道管は
設置から約４０年がたち、老朽化が原因とみている。同市の水道の濁り水は７月以降５件目。」
伊賀市は近隣市町村と比べても漏水率がとても高く、せっかくの水が漏水によって大量にムダになっています。この夏のよ
うに事故が多いと、市民の暮らしにも支障が出ます。これから巨大な水源開発をするのは止めて、そのお金があったら、漏
水対策を地道に行うべきではないでしょうか？それで水は充分足りますし、市民の暮らしが脅かされることもなくなるでしょ
う。

漏水、事故が多発しているのは、水道部が現場を疎かにしていることの現れではないでしょうか？意識がダム利水参画や
広域水道のフル稼働など、現場のニーズとはまったく関係のないところに行ってしまっていることの現れではないでしょう
か？
以下、5つの濁り水事故の簡単なメモを
http://e-waterlab.seesaa.net/article/440922729.html
から紹介します。
「７月１４日
機器の故障で野北部地区にある三田地区と府中地区の全域と中瀬と東高倉の両地区一部で7月14日夜の発生から復旧が
完了するまでの約50時間、断水や水圧低下、濁り水が発生し2460世帯に影響が出た。
７月２１日
伊賀市緑ケ丘東町にある旧上野商業高校跡地の新消防庁舎敷地で、構内道路工事のため樹木の撤去中に誤って水道管
を破損させ、濁り水が発生した。
７月２３日
伊賀市出後で行われていた下水道工事現場で、掘削中に水道管を誤って破損し、濁り水が発生した。
８月　２日
伊賀市千歳で水道水の濁り水が発生。管に特定の破損箇所はないことから、一時的な水量の変化などでさびなどが剥離
し、濁水が発生した。
８月　８日
伊賀市希望が丘地区　管路の老朽化による破裂漏水
７月に発生した濁り水の原因は、機器の故障、工事中の管路の破損と主として人的な原因でした。８月に発生した濁り水の
原因は、管路施設の老朽化によるものです。」

　毎年有収率の低い配水区域を重点的に漏水調査を実施し、漏水発見箇所においては即
時修繕に努めておりますが、地形的な要因から高低差が大きく、高水圧による管路の破裂
等の漏水が頻発している状況であるため、漏水頻度の高い管路や経年管路を優先的に布
設替え等を実施し、漏水率の低減に努めてまいります。
　また、漏水事故等への対応について事故状況を統計的に整理し公表していくとともにそ
れを活用して今後も計画的な管路更新に努めます。
　また、水道部では、市内現場間移動時には常に管路の異常有無確認を行い、発見時に
は迅速な対応に努めています。
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87
④　経年管路に
ついて

老朽化した施設や管路の更新も同様,施設の機能が低下する前に早めの対応が必要だと思います。（有収率の向上につな
げる）水道水の安定供給のために計画を迅速に進めて頂くことを希望します。

　伊賀市では浄水場２１箇所、管路延長1,370キロメートルに及ぶ施設を保有しており、ゆ
めが丘浄水場を基幹として安定した水道水の供給ができるよう、計画的に施設整備を進め
ます。

-20 -



受付 意見分類 ご意見 市の考え方

1
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

「また別途、社会増（住宅、工業団地、工場等への新規水量）を加算することで将来の値を予測しています。」の記述を補強
するために、次の内容を追記してはどうでしょうか。
【追記案】
　「社会増を見込むのは、伊賀市が大阪・名古屋の中間という国土軸上にあって、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、縮小均衡に陥ることなく、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されるためです。そのためにも安定した水源の確保は不可欠です。」

6
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

ダムの役割は、利水面と治水面が兼ね備わっているのが当然であり、車の両輪としての考えで、より必要性があります。利
水面では、少子高齢化による人口減少による水需要の減少、も言われていますが人口流出による影響もあると思います。
将来に於いて伊賀市の活性化を図り、生きがいを体感できる魅力ある町作りを目指して、企業の誘致を推し進め、人口増
に結びつける施策に企った時、子々孫々に亘り、安定した生活用水の確保が絶対に必要です。日照りが長く続くと、ひどい
水不足がおこります。当然、生活や農業そして、工業関係にも大きな被害をもたらします。また防災面では初期消火用の防
火水槽が設置されているが、地区内すべての消火栓への安定した水圧の維持が必要です。

69
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

水道の使命は、安心・安全な水を安定して安く供給することを前提に、今後100年先を見据えて計画しなければならなりませ
ん。
給水人口や企業の見込については、これからの伊賀市の発展・活性化のためには消極的な考えではなく、例えば今後、伊
賀市から第二名神に連絡する道路の建設が期待され、それによって企業誘致が大いに期待できます。
企業誘致ができればそれが人口増に繋がることになます。それには当然のことながら水の確保が絶対条件であり、余裕の
ない（余裕率の低い）地域には企業は来ません。企業がくるからといって直ちに水の確保はできません。供給量については
適正な余裕をもつことが必要です。

32
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

P35（工業用水の増加を見込んでいるかもしれないが不確定要素が多く厳しいのではないか。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

42
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

水道事業基本計画に反対します。
現状で水は十分足りています
人口も減少に転じており、将来的にも水は足りると思います。

49
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

③収支計画について来年度から水道料金収入が増額する予測をされているが、人口減少のなか、工業用水道もなく、桑名
市、四日市、鈴鹿市など近隣の都市より水道代が従量料金で76倍、１社あたり1～4億円の負担となる状況で大量の水道水
を使う大規模な工業開発をするという非現実的な想定はするべきではありません。

89
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

給水人口は減少しています。しかし、工業用水量はそれをカバーするかのように増加しています。根拠が具体的に示されて
おりません。今後、このように工業用水が増加する見込みはないと思われます。

　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、『来たい・住みたい・住み続けたい‘伊賀づくり’』をテーマに掲げ、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います。水
道事業として、渇水期にも確実に水が確保でき安定供給を続けるにはダム利水が必要で、
これを基に市民生活を支え続ける水道施設整備への取り組みを進めていきます。

◆工業用水社会増について
　水需要の中に社会増として工場用水の増加を見込んでいます。具体的には、既存企業
からの聞き取りによる増加水量と、既存工業団地への上水道供給開始による予定水量、
新たな産業用地への企業誘致による社会増を見込んでいます。
　既存工業団地の佐那具工業団地では、従来から井戸水を使用していましたが、水質の
問題や水量の低下から上水道の供給要望があり、平成29年度からの給水開始に伴い、各
社からの給水申し込みによる予定水量を積み上げています。また、工業団地内の空き区
画に将来企業が張り付いたときに供給できるよう、既存企業の予定数量を勘案したうえで
供給可能な水量を段階的に見込んでいます。
　新たな産業用地として民間デベロッパーによる開発を計画している南部丘陵地について
は、伊賀市として産業集積開発課を設置し、新たな雇用の創出による人口減少への歯止
めや、税収などの財源確保のための重要施策として企業誘致に取り組んでいるなかで、ど
のような企業が来ても支援できるよう、現在の配水施設の供給能力の範囲内で必要水量
を見込んでいるものです。
　

-21 -



受付 意見分類 ご意見 市の考え方

82
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

３．工業用水量は緩やかに増加するので水道料金収入は余り減らないとの想定で、計画全体がなされていますが、佐那具
工業団地や南部丘陵で計画されている工業団地の工場は、工業用水道のある他市に較べ、年間１～４億円の水代が余分
に必要になります。そのような条件で今後工場進出が増えるとの根拠をお示しください。

４．特に根拠がないようでしたら、今後工業誘致には地下水利用を進め、水を大量に必要としない工場を誘致することとし、
水道水使用による水需要の激増を予測するべきではありません。そうでないと計画全体が破綻を来す可能性が高いもので
す。
例えば、日量約1,200㎥の水を使う工場が、桑名市、四日市市、鈴鹿市にあった場合と伊賀市にあった場合では、月額で、
伊賀市の方が１千100万円高くなり、年間では約１億3千万円高くなります。桑名、四日市、鈴鹿市では工業用水道という安
い水道水を使えるからです。従量料金で、工業用水道の場合4円／㎥、伊賀市は302.4円／㎥で76倍高くなります。
地下水を使えばもちろん０です。それでも伊賀市の水道水を主に使う工場を造るという経営判断ができる企業は相当に資
金に余裕のある企業で、そうは多くないでしょう。
桑名、四日市、鈴鹿市でも郊外に行けば、地価は伊賀市とあまり変わりません。年間１億3千万円出せるのなら、土地代の
差など全く問題にならなくなるでしょう。

◆社会増の水量増加がなかった場合の収支見通しは
　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%の収入金額としています。

14
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反
対します。
理由２：伊賀市水道事業基本計画〈中間案〉のP３４にある工場水用量にある工場用水の増加は「特殊需要」だのみで計画
性のあるものではなく水道料金の高くなる伊賀に工場を呼ぶことは不可能である。けっきょくは市民がその負担をおうことに
なる。

28
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

②収支計画について、人口減少のなか、水道料金の収入は増えるとされているが、工業用水の増加とされている。しかし、
その根拠があまりに不透明である。にもかかわらず、水道料金の値上げはしないと宣言してしまうのはあまりにリスクが大
きいのではないか？ダム利水をやめて、今ある浄水場を活用していく場合の収支計画も含め、工業用水増加がなかった場
合の収支計画も考えるべきだと思います。
以上のことから、私は今回の水道事業基本計画中間案に反対します。まだまだ、議論のひつようがあると感じます。市民の
声をきく、議論する時をさらにもうけていただくことを強く求めます。

72
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

工場用水量は開発計画等の特殊需要が存在するため、聞き取り調査等により別途水量を見込んでいますとありますが、こ
れ程不確かなことはないと思います。既存の工場でも井戸水を使う等、伊賀の水を使っていないのに、来るか来ないかわ
からない、来ても伊賀の水を使うかどうかわからないのに、希望的観測で、計画を立てるとは無責任ではないでしょうか。想
定外とは言えないと思います。その場合は誰が責任をとられるのですか？

78
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対をします。
私はまだ、伊賀市の水道について勉強し始めたところですので、正直詳しいことは、はっきりとはわかりません。
でも、川上ダムに関して、利水の面で、将来の水道使用量の見込みか、多すぎたり、治水の面でも、災害時の河川の増水と
浸水の因果関係が、辻褄が合わなかったり、本当に必要なのか疑問を持ち始めました。
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113
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

水道部の中間案には、信憑性に欠けると感じますので反対します。
例えば、地域説明会資料のＰ２０にある　「２）給水量の減少グラフ」です。
平成２７年を境に実測と予測が分かれて有るものです。
実測値は何を素にした数値かと水道部へお尋ねしたところ、
「旧市町村の最高実績値を合計したもの。日付はバラバラだが。ここの実測値は何処にも発表していません」との答えを得
ました。
（記録として残せる資料では無いと言うこと）
このことから伊賀市は、実測を出来るだけ多く見せたい意図を見ます。
伊賀市民に対して、他に発表できないグラフを使っていかにも水道需要が高い事を示したことは事実です。量にして約１，０
００トン/年　の差がありました。
かかとをスッと上げて、柱に付ける印をごまかして高く見せたい背比べのちいさい子の浅知恵と同じでしたね。
説明会で「美味しい水か？」と問うたら、　「安全な水です」とすり替えた答えを力説しておられた場面もありました。
この様な直ぐばれるウソを付かねばならないほどに、伊賀市の事業計画は行き詰まって居るのです。
素直にそれを認めたらいかがでしょうか？
今までの水道部さんの、伊賀市民へ給水するご努力には感謝して居ます。
ところが事業計画のごまかしや大切な基本理念に、市民からハッキリと突きつけられた反対や疑念の声は信憑性に乏しい
ことを現しており、市民の為の計画だと言われる管理者の言葉をそのまま受け取ることが大変に難しいです。
この様な意見を持つ多くの市民を水道部は味方に付けてはいかがですか？
そして伊賀市独自の水道事業計画を、市民と共にうち立てましょう。
 伊賀市水道部さんは終戦間際の日本軍に似ています。
一刻も早く降伏したらいかがですか？
わたしたち市民がこれ以上の巻き添えを喰うのは勘弁してもらいたいのです。

115
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

縮小、廃止しなければならない理由など本当はないのに、無理くり地域の大事な水源、浄水場を縮小、廃止させられては、
たまったものではありません。地域の人たちが怒るのは当然なのです。こんな不当な計画案をのむべきではありません。
逆立ちしてしまっている計画案をなんとか正当化するために、水道部が根拠とするのは、主に以下の三つです。
３）企業による工業用水の需要増が見込まれる

しかし、真実はまったく異なります。
３）については、水道部は根拠を示すことがまったくできず、架空の数字を当て込んでいるだけです。現実をもっとしっかり見
据える必要があるのではないでしょうか。

115
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

現時点での水道基本計画案は、15年間は水道料金を値上げしないで済む見通し、などとあいまいな表現に終始している。
工場用水需要が15年後には現在の2倍近くになるなどと、誰が信じるだろうか？しかも、伊賀市の工場用水は、桑名市、四
日市、鈴鹿市など近隣の都市より水道代が従量料金で76倍も高い！そんな高いお金を払って、工場が大量に伊賀に進出
してくるとする根拠を、示してほしい。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？こちらの試算では34億
円になる。この収入増は絵に描いた餅に終わる可能性が極めて高い。これだけで34億円もの減収である。伊賀市水道事業
が一生懸命蓄えてきた内部留保資金25億円（平成27年度決算）が、全部吹っ飛んでしまう。人口減少に関する見通しも甘
いので、水道料金収入は、さらに減る可能性がある。15年間、水道料金を値上げしないで済むとしている根拠は、架空計上
による粉飾見積もりによるもので、あっという間にウソがばれるようなものではないか。工場用水の社会増が水道部の見込
み通りに増えない場合、社会情勢や景気が思ったほど良くならなかったので、などと言い訳をしてすますつもりだろうか？

２１～２２頁の◆回答と同じ。
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116
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

第１回策定委員会での水需要予測説明資料p.50（表25）において水道部は平成４３年度の伊賀市の負荷率を83.0% として
いますが、これは恣意的に誤った計算法に基づくもので、正しくは90% 程度とすべきです。この場合、平成４３年度の一日最
大給水量は水道部の示す値42,628m3より3,300m3も少なくなります。
（以下に詳述）
市民への開示資料によれば、水道部は三重県から広域水道を譲り受けた平成２２年度以降も、“地区毎の年間最大給水量
を一日最大給水量として計上する”という全く誤った方法に基づいて負荷率を計算しています。これでは一日最大給水量が
大きく膨らみ、その結果、負荷率が本来より小さな値となってしまいます。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（→正確には「一日最大配水量」）に基づいた計算とすべきであり、これを行えば、近年の伊賀市の負荷率
は次の通りです。（比較参考までに、水道部提示の負荷率、名張市の負荷率も表示します）

　　　　　　　　　（正しい負荷率）　（水道部提示）　（名張市）
　　　Ｈ２２年度　　　   　 86.4　　　 　 　85.2            89.6
　　　Ｈ２３年度     　   　82.7            81.4            88.4
　　　Ｈ２４年度    　   　 88.6            86.6            88.0
　　　Ｈ２５年度    　　    88.5            82.3            88.4
　　　Ｈ２６年度      　　  89.2            86.2            90.0
　　　Ｈ２７年度       　 　90.9             ―　　　　　　　―

このように、伊賀市の負荷率は名張市同様、既に90%台に載っており、今から１５年先の平成４３年においてはそれ以上の
値となっている可能性が高いと思われますが、90%とした場合でも前述のように一日最大給水量は水道部予測より3,300m3
も下がります。
水道部は川上ダム水利権や、これに合わせて造ったゆめが丘浄水場の規模を正当化するために一日最大給水量を大きく
する必要に迫られ、このために負荷率を膨らませたと批判されても仕方ないでしょう。これは伊賀市民に対する背信行為と
も言えます。
因みに、私達は水道部予測においては、平成４３年度の「工場用水量」が約2,000m3過大に見積もられていると考えており、
この場合は一日最大給水量が3,300m3ではなく、6,000m3も少なくなります。

◆負荷率について
　負荷率は、一日平均給水量に対する一日最大給水量の比率です。一日最大給水量と
は、年間を通じて給水量が最も多かった日の一日給水量です。
　計画における一日最大給水量の算出にあたっては、地区（支所単位）ごとに実績値を分
析して負荷率を設定し、地区ごとの一日最大給水量の合計を伊賀市の一日最大給水量と
しています。これは、地区によって負荷率は全く異なった傾向を示しており、地域の特性を
反映させ安定した給水を行うためのものです。もし、負荷率を伊賀市全体の実績値で設定
した場合、地区によっては実績値より高い値が採用されることになり、想定される一日最大
給水量の発生日に水量不足が発生する恐れがあります。
　水道事業者としては、常時水を給水する義務があり、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、各地区の実績値から将来負荷率を設定しています。なお、極端
に低い将来値の採用を行わないために、大規模漏水等の影響による特異値は除外したう
えでの設定を行っています。

116
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

“工場用水量は開発計画等の特殊需要が存在する”とありますが、予測水量が最大の上野南部丘陵地は現状、市道（工事
中）の両サイドの丘陵が全く手付かずの“山林状態”のままです。にも拘らず、第１回策定委員会の資料（表１６）(上野地区・
社会増)では、今から僅か３年後の平成３１年度からここでの水需要が発生するとしており、これは逆立ちしても無理な話で
す。しかも建設部産業集積開発課によれば、現在デベロッパーもまだ決まっておらず、造成工事の完成時期も未定と言い
ますから、１５年先の平成４３年度においても一軒の工場も操業していない可能性が高いと思われます。従って
イ）この最悪の場合の収支計画を作成し、市民に示して下さい。
ロ）もしこの可能性を否定されるのであれば、南部丘陵地で水需要が発生する年度とその根拠を明らかにし、その場合の収
支計画を示して下さい。

２１～２２頁の◆回答と同じ。

116
⑤　水需要予
測、社会増につ
いて

p.79 の表の「水道料金収入」は次のようになっています。
　　　　　　　H27 決算額　　 　　26.3億円
　　　　　　　H29～H33 前期　　26.6億円
　　　　　　　H34～H38 中期　　26.7億円
　　　　　　　H39～H43 後期　　26.2億円
伊賀市の人口は今後の１５年間、どんどん減少していくため、水道料金収入も並行して減少していくことになります。ただし
水道部の予測では「工場用水」だけは例外で、第１回策定委員会資料（表１６）によれば平成３４年度までは使用水量が顕
著に増加することになっていますから、上記の「前期」の金額が「H27」の決算額とほぼ同額なのは分からないでもありませ
ん。しかしH34以降の「中期」「後期」においてもほぼ同額となっているのは理解できません。もっと減少する筈です。その理
由を説明して下さい。

　生活用水については人口減少に比例して料金収入は減少していきますが、料金体系は
使用水量が増すほど料金単価が上がる逓従量制を採用しているため、使用水量の比較的
多い工業用の料金収入が増すことにより、お示ししている料金収入を見込んでいます。
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85 ⑥　公営原則に
ついて

１．「水道事業の公営原則※に則り、伊賀市が強靭で災害にも耐えられる水道施設を維持し、未来にわたって安全でおいし
い水を安定的に供給し続ける必要があります。」にも示され、2015年6月に募集された、前回のパブリックコメントの番号３７
の回答に示された「ご意見のとおり、水道事業の公営原則は崩してはならないと考えており、基本計画に明示したいと考え
ます。」との方針に賛同します。
　この水道事業の公営原則は、ｐ86に水道法第6条第２項が示されており、「水道事業は、原則として市町村が経営するもの
とし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営するこ
とができるものとする。」との条文です。後段には例外適用の場合が留保的に示されていますが、この際、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。

　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料金徴収業務、休日夜間における浄水場運転管理業務等において
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。
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5
⑦　おいしい水
について

わが岡鼻区（柘植）住民は、木津川源流朝古川（柘植川）の水を伊賀町以来飲んできました。このおいしい水を川上ダムのたまった水をカル
キ（塩素）入れてまずい水にしてのみたくありません。又、経ひも今までの方が安くつきます。川上ダムの水をもらわないで、おいしい水をのま
せて下さい。
川上ダムもつくる必要はありません！

17
⑦　おいしい水
について

今の状況でなぜ満足ができないのでしょうか。なぜ２００億もかけてリスクのある方向に進む必要があるのでしょうか。住民の意見を聞き、な
にが一番伊賀市民のために一番よいかよく考えてほしいです。今のままでも十分満足できる伊賀のおいしい水をうばわないで下さい。
ダム建設反対！！

27
⑦　おいしい水
について

・水源の廃止について反対
・川上ダム建設反対
・現在の水源を維持していって欲しい
・まずい水道水にお金は払いたくない
・一度立ち止まって考え直して欲しい
・ダムへの一元化はリスクに弱い！以後の維持,管理,50年,100年後も大丈夫なの？

29
⑦　おいしい水
について

水道事業基本計画について反対致します。
11/22（水）PM7時～の中間案市民説明会に出席し、いくつかの疑問がありました。その中でも3点を挙げます。
③（P39～P45）おいしい水と強調しているが、本当に１本化することでおいしい水・安全な水が確保できるのか？
まだまだ疑問点がありますが、1本化することだけが目的となっている気がします。目的にこだわり過ぎて本来気づくべき事や考える事が簡
単に処理されている気がしました。もう少し市民との議論が必要ではないかと思います。

31
⑦　おいしい水
について

・薬剤処理の負担増が懸念され、それにより子どもたちへの健康に及ぼされる影響があるため

46
⑦　おいしい水
について

伊賀市に住んでまだ７ヶ月ぐらいですが今のお水はとてもおいしいです
この〝お水〟があるからこそ伊賀に住み続けたいと思いますなので
ダムの建設反対

47
⑦　おいしい水
について

川上ダムがあることによって、いままでおいしく飲んでいた水がまずくなることが悲しくてたまらないです。なぜ今日本社会で減少していて価
値のある自然を破壊してまでダムを作らないとだめなのでしょうか？理由も全く納得できません。ダムを建設してオオサンショウウオが住めな
くなったり、水がまずくなるのはたえられません。ダム建設に反対します。

84
⑦　おいしい水
について

川や海の水は流れているから腐りません、水は動きが止まると腐るのです。
せっかくの大地から与えられた貴重な水源を、わざわざダムでせき止め腐らし、薬で消毒した水を未来の子供達に飲ませ無いで下さい。おい
しい水を飲ませましょう。
世界中が自然に元に戻ろうとしている中で、逆行しないで下さい。
川上ダムは要りません。

89
⑦　おいしい水
について

反対です。とりわけ、川上ダムの建設に反対です。ダムは環境破壊です。ダム建設にかけるお金を地域の美味しい水を守ることに使ってくだ
さい。

◆おいしい水について
　これからもおいしい水の供給を心がけていきます。そのために、まず第
一は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
「生きていくなかで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。市民説明会では「いついかなるときも
命の水は止めないでほしい」といった意見がありました。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を行い、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ます。

　ゆめが丘浄水場は、平成21年度より配水を開始しており、現在、伊賀市
の上水道利用者の約4割（約3万7千人）の方にお届けしています。

◆水源の一本化の考え方について
　
　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%に相当して
いますが、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施設として引き続き予備施設として保
有していきます。
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115
⑦　おいしい水
について

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、その水を使わんがた
めに、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。

デメリットは

私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

112
⑦　おいしい水
について

・自分が口にする伊賀市の水が、大変なことになっていることに驚いた。
・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　⑥環境面の話しは「おいしい水」としか説明にはなかったがその他の環境面についても教えて欲しい。
最後に、私は大阪から引っ越してきているが、「阿山の水はおいしい。」が最初の印象でした。やはり水には皆さん特別な思いがある事をしっ
かりと受け止め計画にあたってください。
解りやすい納得のできる回答を期待しています。

72
⑦　おいしい水
について

有機物が多い水源を中心に塩素注入量を増加させなければなりませんとのことです。その有機物が多い水源にゆめが丘が入っているとの
事でした。有機物が多い水源の水を水道管で私たちのいる遠方まで届けるとますます塩素注入量を増やさなくてはなりません。当然、発が
ん性物質といわれているトリハロメタンの濃度も高くなるでしょう。これで、安全、安心、おいしい水と言えるでしょうか。以上の点より地域の朝
古川浄水場、滝川浄水場の運用廃止、規模縮小の計画に反対いたします。その他の地域の浄水場については、地域住民の声をよく聞いて
下さい。

78
⑦　おいしい水
について

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反対をします。
私はまだ、伊賀市の水道について勉強し始めたところですので、正直詳しいことは、はっきりとはわかりません。
伊賀の水は、伊賀の要、生命、財産のひとつです。一度は都会に暮らした方ならきっと安全面、美味しさ、匂いなど、その違いを 明らかにご
存知だと思います。それは、決して感情論ではなく、何年、何十年後かに、きっと今の反対意見に耳を傾けてよかったと思える時がくると、思
います。東京の築地移転問題などが、例であるように、疑問を感じる人が何人かいる場合、一度立ち止まる、見直す勇気、判断が、後々の負
担を減らすことになるのではないでしょうか。
歴史から学ぶと、警戒に素直に向き合うことが、行政として過ちを避けることだと思います。どうか、伊賀の本当によいものを無くさないでくだ
さい。ぎりぎりの生活をしている市民の負担をこれ以上増やさないでください。よろしくお願いします。

3
⑦　おいしい水
について

現状で美味しい水が摂れる浄水場を幾つも持っているのに莫大なお金をかけて、高い水道料金でマズイ水を飲まなくていけないのはずい
分、おかしな話です。

7
⑦　おいしい水
について

２．ゆめが丘浄水場を最大限活用に伴い下記のとおり弊害が発生する。
②川上ダムに貯留した水を利水するため、おいしい水の供給および良好な水質の確保とはならない。（40年程前からの、日本の常識であり、
ダムから利水する弊害である。）

4
⑦　おいしい水
について

私は２年半前に大阪の枚方市より転入しました。枚方の水に比べ大変おいしい水でリフォームの際も浄水器の必要はないと判断しました。ち
なみに大阪では台所に浄水器をつけてました。
せっかくおいしい水を毎日飲ませていただいているのに、川上ダムの水にしなければならないのでしょうか？水でよく関西線が止まっている
のを見ると水が不足しているように思えません。
どうかこのままでお願いします。
大阪よりもうんと高い水道代もおいしければと納得しています。

２６頁の◆回答と同じ。
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19
⑦　おいしい水
について

伊賀市が従来から使われていた様々な水源を使い続けることに何の問題も感じません。ダムの水をわざわざゆめが丘の浄水場に集め、薬
を使ったおいしくない水を飲むことの意味がわかりません。水道事業基本計画は見直すべきだと思います。大きな浄水場より小さな地元の水
源を大切にした方が時代に合っていると思いますし、ひとつの大きな水源に頼ることはリスクが大きいと考えます。

22
⑦　おいしい水
について

去る11月23日の伊賀市水道事業の市民説明会に出席し水道事業ビジョン中間案の説明を聞きに行きましたが、伊賀地方のおいしい水が生
かされず、伊賀市の多くの浄水場を廃止して川上ダムの唯一の水源で伊賀市全体の水道水をまかなうと言う一方的説明で伊賀のおいしい
水が生かされない政策ではありませんか。伊賀市民の意見を広く聞かないで余りにも官僚的な政策では市民の支持に得られません。やめ
て下さい。「高くてまずい水でがまんせよ」の水道政策は余りにも非市民政策です。やめて下さい。考え直して下さい。
追伸、もし地震・台風などの災害が起たとき一水源では市民生活に大被害を及ぼします。

25
⑦　おいしい水
について

川上ダムによる水の悪化を薬品でごまかさないで下さい。

57
⑦　おいしい水
について

日々のお勤めご苦労さまです。
以下、中間案に対する意見を述べさせてもらいます。
わたしは大阪から伊賀に住みたいと思い３年前に引っ越してきました。
伊賀の自然を大切にしたいと思っていますし、今後のよりよい暮らしをしていきたいと思っています。
そのため、今回の中間案には反対です。
いまあるもの資源を上手に生かすことが大切だと思います。
お金を無駄に使うようなことはしないでください。
これから、そして子供たちの未来のためにおいしい水とここにある自然をちゃんと残してほしい。
平和な暮らし方をもっとみんなで考えられると信じています。
よろしくお願いします。
*Peace, Love & Soil be with us...

61
⑦　おいしい水
について

伊賀はおいしい水のある所、既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから引くことのムダ、ひとたびその大元が事故や災害他で
支障を来たしたときの被害は伊賀市全域に及んでしまう。

62
⑦　おいしい水
について

伊賀はおいしい水があるところです。
既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから水を引くことのムダ、ひとたびその大元が事故や災害等で支障を来たした時の被害
は伊賀市全域に及んでしまう。

67
⑦おいしい水に
ついて

幸いにも、今現在、残念ながら廃止された水源があるとは言え、各地域に湧水池・貯水池などが分散しています。水道部実施の“水道事業ビ
ジョン”各地域説明会に於いても、地域住民の方々から「現在の水を飲み続けたい・使っていたい・・・」という力強い要望の声がありました。
孫子の代まで伝えられる伊賀市の“おいしい水”、又それ故人口増となる伊賀市の将来を見据えて、再考を強く願います。

86
⑦　おいしい水
について

廃止・縮小される地域の水質と、ゆめが丘浄水場の水質、決して数字では表せない差があります。美味しいか美味しくないかは舌で感じるも
のです。既存の水源からゆめが丘浄水場に移行することで水質が落ちることは確定的です。

91
⑦　おいしい水
について

ゆめが丘浄水場を最大限活用する水道部計画は、今より水質が悪化します。

94
⑦　おいしい水
について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
水質も今以上に悪くなると思います。

98
⑦　おいしい水
について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
桐ヶ丘はすでに、美味しくない水を飲まされています。
住民に対して説明もなかった。
伊賀市はそれぞれの地域で、美味しい水をのむことが出来ているのです。
量も充分に足りています。

２６頁の◆回答と同じ。
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111
⑦　おいしい水
について

①私が住んでいる地域の上水道は、前深瀬川の上流の清流から取水されている。この水は高尾の山にがある限り、枯れることはないであろ
う。この水源を捨てて、わざわざ下流の汚染された水を浄化、消毒してこの地までもってくるというは、まことに不合理な暴挙である。

青山南部浄水場の水源を廃止する予定はありません。

115
⑦　おいしい水
について

おいしい水とは何か？市民説明会での水道部の説明は、まことにお粗末だった。
水道部の職員は「胸を張って、自信をもって、ゆめが丘浄水場からの水道水は安全・安心で、おいしい水です」と言う。そしてその根拠とし
て、「ダム水を受け入れることを前提としてつくられたので、活性炭処理など高度浄水施設を完備しています」ということを挙げた。
しかし、それは間違っているのではないか？
上野地区の市民説明会でもこういう発言があった。
「桐ヶ丘に住んでいるが、水道水の利き水をすると、舌の奥にさすようなえぐみがある。おいしい水ではない。そのことは自分が日々の暮らし
の中で確かめてきたので、保証できる。水道部の示す数値では、朝古川浄水場の水と変わらないというが、実際に朝古川浄水場の水を飲ん
でみるとおいしい。うまみがある。
これはゆめが丘浄水場は高度浄水処理をしているために、うまみまで活性炭で除去してしまっているから。高度浄水処理をして、安全なのか
もしれないが、けっしておいしい水ではない。」
残留塩素、トリハロメタン量が同一規模自治体の2倍近いので、決して安全な水ともいえない。
高度処理をしてうまみも何もかも取り除いてしまった後に、塩素をぶち込むのだから、たとえ残留塩素が数値的に少なく出ても、塩素臭が強く
出てしまう。うまみを生み出す微量成分がなく、塩素だけが入っている水が、おいしいわけがない。
人間の味覚を水道部はわかっていないのではないか？
美味しい水とは何か？顔を洗って、出直してほしい。
もともと伊賀は水の郷。伊賀の山水、井戸水はとてもおいしい。このおいしい水こそ日本に、世界にアピールして活用すべきではないか。

　ゆめが丘浄水場では、適切な浄水処理と塩素注入を行い水道水を供給
しています。このため、有機物もしっかりと除去できること、トリハロメタンの
含有量も他の浄水場に比べても低い値となっています。

115
⑦　おいしい水

について

残留塩素、トリハロメタン含量が増大してしまうため、発がん率や流産率が高まる危険があります。
伊賀市の水道は、一部の地域ではすでにゆめが丘浄水場からの広域水道の配管を使っているために、配水距離が長くなっています。そのため、塩素注
入量を増加させなければなりません。水道基本計画によれば、伊賀市の水道の残留塩素量、トリハロメタン含量は、以下のように、同規模の自治体(7～
12万人)の2倍近くになっています。また、残留塩素量が多いと塩素臭（いわゆるカルキ臭）がして、水がまずくなります。残留塩素量からみたおいしい水
達成率は、残留塩素量の多さに反比例して、同規模の自治体と比べて半分近くという低い数値になっています。
おいしくて安全な水の項目（平成26年度実績値）

　　　　　　　　　　　　　伊賀市　同規模自治体　　指標値の見方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算出式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の平均値

塩素臭から見た　　　　　25　　　　39.9　　　　　　残留塩素量に基づいて計算する。　　　　　　 (1-(年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標値）
おいしい水達成率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　低ければ残留塩素が多いということになる。　　／残留塩素水質管理目標値）×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100%であることが望ましい。
　
総トリハロメタン　　　　　50　　　　32.4　　　　　　この値は低いほうがいい。　　　　　　　　　　　　(総トリハロメタン最大濃度
濃度水質基準比(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／総トリハロメタン濃度水質基準値)×100

塩素は、塩素は大腸菌や各種病原菌などの生き物を軒並み殺すぐらいの強い殺菌効果があります（殺せない菌も中にはいます）。殺菌された「安全・安
心な」水を届けるために、各家庭に配水されるときに残留塩素を一定濃度以上にすることが、日本の法律で水道事業者に義務付けられています。しか
し、水道水はそのまま金魚の水槽に入れると、金魚が弱ってしまうことが知られています。塩素は細胞膜や細胞壁を破壊し、内部の蛋白質や核酸を変性
させることで殺菌消毒の効果を発揮します。塩素は強い酸化力があるので、肌や髪が傷むそうです。子どもが水泳教室に通うようになったら、肌が荒れ
だした、といったケースが目立つことから、残留塩素が肌に悪影響を与えるのではないかということが以前から指摘されているそうです。アトピーの原因
の一つとも言われているので、健康への被害は私たちが認識している以上に大きいのかもしれません。
このように、塩素は必要悪として水道水に現在投入されていますが、塩素濃度が高まることは、水が美味しくなくなるということだけでなく、健康被害が増
大することを意味します。これ以上、残留塩素量が高まらないような水道計画である必要があるのではないでしょうか。

　配水距離が長くなるとその分塩素注入量を多くしなければなりません。そ
のため本計画では、家庭での塩素濃度の法定基準値を守りつつ、なるべ
く低くなるように、管路の途中で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、残留塩素濃度を改善する計画を進めてまいります。
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115
⑦　おいしい水
について

伊賀の水はおいしい！とよく聞きます。もちろん、ゆめが丘浄水場からの水道水のことではありません。その水はまずいとよく聞きます。
このおいしいという伊賀の水のことを、もっとよく調べてみると面白いのではないでしょうか？各地の山水、井戸水、緩速ろ過の小さな浄水場
の水、もう少し大きな浄水場の表流水と浅井戸水、いろいろ飲み比べる利き水大会を開催しませんか？水道部の協力が得られるとうれしい
です。

これからも安心・安全でおいしい水道水の供給に努めます。

115
⑦　おいしい水
について

「伊賀の水の案内人」という制度をつくってはどうでしょうか？各地域が誇りに思っている自分の地域の水の水自慢。その美味しい水をいか
に地域の人たちが守ってきたか。その水のために森や川をいかに大切にしてきたか。水は命の源であり、地域文化の源泉、そして地域自治
の要です。
大水のときにどうするか。そこに先人たちの苦心、苦労、技、智慧があります。そんな地域で育まれてきた智慧と技を発掘してはどうでしょ
う？

水源地域（森林）等の保全のためにも地域と協力してそうした制度を創設
できればと考えます。

115
⑦　おいしい水

について

水道部から残留塩素とトリハロメタンは、法定濃度を下回っているから安全だという説明があった。しかし、残留塩素やトリハロメタンは、強い
毒性を持っている。消費者が飲む水は残留塩素やトリハロメタンの濃度は少なければ少ないほど毒性が少ないのではないだろうか？法定濃
度を下回っているから良いというものではないのではないか？
策定委員会でも、■■■が、これ以上、残留塩素やトリハロメタンの濃度が増えないような水道基本計画であるべきだと発言していた。その
とおりだと思う。
トリハロメタンは、水道水の消毒のため塩素を投入すると、水中の有機物と反応して生成する。健康への害としては、
・肝障害、腎障害を起こす
・発がん性がある
・流産率が高まる
・催奇形性も疑われている
・アトピー性皮膚炎や喘息の悪化、集中力の低下、疲労感、イライラ　など特定できない症状があらわれる　など。
揮発性が高く、水道水のシャワーを浴びると、トリハロメタンが肺から粘膜吸収される。飲むよりもシャワーを浴びる方が1000倍も危険という
説もある。
http://tenkabutu01.com/toriharometan　から
日本の水道水は、大腸菌の数とかは少ないのでしょうが、安心を謳いながら実は日本人の体や心の病気の原因の一つになっているのかも
しれない。
水道水にもいろいろあり、浄水場からの距離が近い、嘉田元知事がいう「近い水」だと残留塩素やトリハロメタンが少なくてすむ、逆に距離が
遠い「遠い水」だと、残留塩素やトリハロメタンが多くなるといえるのではないか。もっとも、状況はもう少し複雑だ。浄水場からの距離が遠い
と、投入した塩素は蒸発するので、末端では少なくなる。だから遠いところに送水する浄水場の水をその途中で飲むと塩素濃度は高くなる。
いずれにしても、健康の面からも身近な水源、浄水場が大事だと言える。
第4回策定委員会で、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■委員が、消毒のために塩素は入れるが、各家庭に届くころには分
解されてほとんどないという発言をされていて、思わず、「そんなんうそや～　いいかげんなことを・・・」とつぶやいた。
塩素は、むしろすぐには分解せず、水道管の末端まで効果が持続しやすい（塩素が水道水の配管の中で残留する。これを残留塩素という）と
いう特性があるために、用いられている。
塩素は大腸菌や各種病原菌などの生き物をのきなみ殺すぐらいの強い殺菌効果があり（殺せない菌も中にはいます）、残留塩素があるから
水道水はそのまま金魚の水槽に入れると金魚が弱ってしまう。細胞膜や細胞壁を破壊し、内部の蛋白質や核酸を変性させることで殺菌消毒
の効果を発揮する。
そんな水を飲んでいいのか？と素朴に思う。
塩素は強い酸化力があるので、肌や髪が傷む。子どもが水泳教室に通うようになったら、肌が荒れだした、といったケースが目立つことか
ら、残留塩素が肌に悪影響を与えるのではないかということが以前から指摘されている。アトピーの原因の一つとも言われているので、健康
への被害は私たちが認識している以上に大きいのかもしれない。
尚、水道水に塩素を強制的に入れる仕組みは、GHQが導入したそうである。昔から陰謀説のネタの一つにされてきた。真偽は如何に？？

　伊賀市の水道水は、国の定めた水質基準値を満たしており、さらに安全
側の数値となる水質管理を心掛けています。おいしい水の指標からは、残
留塩素は極力少なくした方が良いため、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、最適な注入量となるようき
め細かく管理を行い、おいしい水の供給に努めたいと思います。
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6
⑧　災害対策に
ついて

ダムの役割は、利水面と治水面が兼ね備わっているのが当然であり、車の両輪としての考えで、より必要性があります。
治水面では、近年、異常気象によるゲリラ豪雨が頻繁に発生し壊滅的な被害を受け、経済的な損失も毎年起こっていま
す。先人達から今の私達まで受けた苦痛も数多くあります。「この度は大変でしたね」と世間話で済ませる事が出来るような
生易しい経験ではなかった。この事業に異論を唱える人達は、何の苦痛も受けてないように思います。机上論だけでは済ま
されないのが今起こっている事実なのです。
待ちに待って「やっと」川上ダムの本体着工が始まると聞き、心から喜んでいます。
一日も早く利水、治水面に於いて何の不安もなく安心して生活が営めるように、伊賀市水道事業基本計画＜中間案＞に
沿って事業を進めていただきますようお願いします。

13
⑧　災害対策に
ついて

川上ダム建設には反対です。
ゆめが丘浄水場からの配水のみになることは、災害時等、１ヶ所からの配水に頼るのは良くないと思います。今まであった
水源を活用しながら、利水を考えて下さい。

29
⑧　災害対策に
ついて

水道事業基本計画について反対致します。
11/22（水）PM7時～の中間案市民説明会に出席し、いくつかの疑問がありました。その中でも3点を挙げます。
②1本化する事によってデメリットもあるのではないか。→（例）震災が発生した時の対応などが遅れるのではないか。
まだまだ疑問点がありますが、1本化することだけが目的となっている気がします。目的にこだわり過ぎて本来気づくべき事
や考える事が簡単に処理されている気がしました。もう少し市民との議論が必要ではないかと思います。

30
⑧　災害対策に
ついて

水源の廃止が進んでおり、今後も耐震診断が必要等の問題点の指摘により浄水場廃止、ゆめが丘に一元化という方向が
示されていますが、非常時において水源の数は多い方が（分散されている方が）よいと思う。
災害、その他の理由でゆめが丘浄水場からの配水が止まってしまった時、リスクが大きいのではないか。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

31
⑧　災害対策に
ついて

・浄水場の一本化による災害時のリスクは大きいと考えられるため

34
⑧　災害対策に
ついて

川上ダムからの利水ありきの水道事業計画に反対します。
給水人口の減少による浄水場・取水口の統廃合や施設の老朽化による設備の更新の必要性は理解できますが、なぜゆめ
が丘浄水場に機能を集中させる必要があるのか水道事業ビジョンを読んでも理解できません。
私がゆめが丘浄水場への集中の問題点としてまず考えるのは、一ヶ所に機能を集中させると、災害などでゆめが丘浄水場
や川上ダムが被災した場合、その影響が広範囲に広がるということです。
いくら耐震とはいえ、どれだけの災害にも100％耐えられる、ということは言いきれません。
また、40年後、60年後には現在他の施設がそうであるようにゆめが丘浄水場も老朽化します。
広範囲を一ヶ所の浄水場にまかせるよりも、地域ごとに小さな施設でまかなった方が運用にも柔軟性があり、安心できると
思います。

36
⑧　災害対策に
ついて

伊賀市の人口増が見込まれていた時代に計画された川上ダム建設ありきの基本計画には反対です。
また、水源を1つに統合してしまうより、多様な水源に頼る方が、災害が起きた時などの、セキュリティーの度合いは高いは
ずです。私たちの税金を使って、自然を壊して、水源を閉鎖し、巨大なダムを建設するのではなく、伊賀の豊かな水源を支
える山を保全し、水源を持続的に利用していけるために、お金を使ってください。

42
⑧　災害対策に
ついて

水道事業基本計画に反対します。
地域で現在使われている水源及び浄水場を活かし続ける計画を検討して頂きたい。
その方が水の質、地震などの災害対策等の面からも望ましいと思います。

47
⑧　災害対策に
ついて

川上ダムがあることによって、いままでおいしく飲んでいた水がまずくなることが悲しくてたまらないです。なぜ今日本社会で
減少していて価値のある自然を破壊してまでダムを作らないとだめなのでしょうか？理由も全く納得できません。ダムを建設
してオオサンショウウオが住めなくなったり、水がまずくなるのはたえられません。震災が起こった場合、この計画通りにした
場合、水が止まる可能性が多いにあります。一ヶ所に集めてしまうとそうなってしまいます。そして水は今じゅう分に足りてい
ます。ダム建設に反対します。

◆ゆめが丘浄水場を最大限に活用した施設の統廃合について

　水道部は、「災害時にも安全で強靭な水道の構築」「持続的な水道事業の経営」を目標と
しています。施設の整備計画にあたっては、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が進む浄水場等について整理させていただ
き、伊賀水道用水供給事業の計画に基づき、各地域へ配水を行うこととし、浄水場の集約
によって経費の節減を図る計画です。現状の施設を全て稼動し続けることは、更新費用が
積み重なり将来持続的な水道の運営が困難となります。
　災害によるリスクを考えるとき、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、伊賀市には21箇所の浄水場がありますが、その中には老朽
化したり、耐震性を有していない施設も含まれています。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で
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。

　　参考：伊賀水道用水供給事業の合併前の自治体別計画給水量（㎥／日）

　　　　　　上野市　　１９，４００　　　　　　　　伊賀町　　　２，８５０
　
　　　　　　島ヶ原村　　　　６５０　　　　　　　　阿山町　　　２，９００

　　　　　　大山田村        ５００　　　    　　　青山町　　　２，４５０

 

◆水源の一元化についての考え方について
　
　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
することも可能な施設として引き続き予備施設として保有していきます。
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49
⑧　災害対策に
ついて

④ゆめが丘浄水場に一元化し、次々とまだ使用できる浄水場を廃止して行くことに反対します。ゆめが丘浄水場に頼るのは
災害時等、その他で使えなくなった時のリスクが大きくなると懸念されます。また既存の浄水場について通常のメンテナンス
費用（が非効率とは言いきれないです。）とゆめが丘系統の費用の比較が全く示されていません。

54
⑧　災害対策に
ついて

市民の一員として国及び県、市のいち被害者（昭和42年発足旧上野遊水地委員会の一員）の立場から川上ダムは、旧上
野遊水地（旧上野市小田、新居、長田、木興）4地区面積280ヘクタール・東京ドーム60個分が、下流京阪神地区の治水を
確保する計画となっている。
したがって、この治水ダム計画は、当然ながら利水計画も伊賀市の人口増減有無にかかわらず市民のライフラインである。
20～30年後起こるであろう地震に於いて伊賀市現存浄水場の水脈が変化、崩壊した時にはライフラインとして必要である。
利水であればダム堰堤高さを低くし計画を見直す案に対する市民の意見には同意できない。
なぜならば、伊賀市4地区市民土地提供者が被害を受ける。
土地提供者の心情をさかなでする発信である。

80
⑧　災害対策に
ついて

今、地震などの天災に関して日本中に安全な場所はないということがはっきり示されています。
したがって一極集中ではなく、リスクを分散し、地域の力を高めることがますます大切になってきました。
にもかかわらず、水源・浄水場の縮小が進んでいることを知り、驚愕しました。
これは市民生活の安全・安定・安心を損なう暴挙ともいえるでしょう。

115
⑧　災害対策に
ついて

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、そ
の水を使わんがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
水道部案のデメリットは

が危険にさらされる。
私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

82
⑧　災害対策に
ついて

７．災害時には浄水場の一極集中システムは危険で、多数分散型の方が有利であります。

87
⑧　災害対策に
ついて

水は我々の生活にとって必要不可欠です。
最近では異常気象、地震等の自然災害などが川の水量や地下水の状況に大きな影響を与えています。そういう点で多様
な水の確保が必要だと考えます。その意味で水道施設の広域化を行い伊賀全域を一つの管路でつなぐことは有効だと思
いますので是非、今後も進めて頂きたい。

14
⑧　災害対策に
ついて

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反
対します。
理由１：現在使用されている水源施設を廃止し、ゆめが丘浄水場への水道の単一化を行うことは、災害などによりゆめが丘
浄水場が被災し使用が不可能になった場合、水道の補完能力を持たなくなった伊賀市は災害時水不足に陥るリスクが大き
くなることが懸念される。ライフラインである水道の補完的機能をもつであろう現在使用されている水源施設の廃止は防災
機能の強化に逆行することになる。現在使用している水源施設の耐震化するべきであってゆめが丘浄水場への水道単一
化をするべきではない。

78
⑧　災害対策に
ついて

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対をします。
私はまだ、伊賀市の水道について勉強し始めたところですので、正直詳しいことは、はっきりとはわかりません。
でも、川上ダムに関して、利水の面で、将来の水道使用量の見込みか、多すぎたり、治水の面でも、災害時の河川の増水と
浸水の因果関係が、辻褄が合わなかったり、本当に必要なのか疑問を持ち始めました。
伊賀市の各浄水場を廃止して、ゆめが丘の一ヶ所に集中させることに関しては、災害時や事故事件などを想定した場合、
問題が生じると思います。

3
⑧　災害対策に
ついて

人口が年々、減少して行というのに大規模な浄水場は将来の水余も増幅させ、維持etc.等を考えると、現在の各地区の浄
水場をメンテナンスしながら、使って行く方が経済的です。ゆめが丘１箇所だけの浄水場は災害時に不安を感じます。数台
の小さな給水車で事足りるのでしょうか。

３１頁の◆回答と同じ。
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ア．管路継ぎ手の耐震性について

　基幹管路に求められている耐震性能については、「①レベル２地震動（震度6強以上）や
液状化・津波等で被害が無い。」「②複数回の大地震に耐えることができる。」「③材質・性
能に長期耐久性を有する。」ことが求められており、継ぎ手が「伸縮・屈曲し、かつ抜け出さ
ない」特性を有していることです。
　現在伊賀市では、φ 75ｍｍ以上の管路の新設や更新には、全てこの耐震性を有した管
材料を採用しています。

イ、道路が損壊した場合の対応について

　管路が露出したケースでは、漏水の有無を調査したうえで、浄水場にストックしている材
料を用いて復旧工事や応急工事を実施します。また、道路や管路が損壊し配水が出来なく
なった場合には、断水区域を特定して損壊管路の止水措置を速やかに講じるとともに、仮
設給水計画を立てて応急給水に必要な措置を講じたうえで、道路復旧計画との整合を図
り、管路の本復旧工事を実施します。
　なお、万が一、熊本地震のような大規模な震災により、市内全域に被害が及んだ場合等
は、全国の水道事業体への応援を要請して復旧にあたることになります。

ウ、剣谷浄水場の廃止に伴う送水管路の増大について
　剣谷浄水場は、伊賀市のなかで最も小規模な浄水場で、集落から林道を1km程山間部に
入った所にある浄水場です。電力の供給はなく管理や監視は全て現地対応が必要となって
おり、大雨時には林道が通行不能となり徒歩による管理を強いられるなど、災害時の運転
管理や復旧に対するリスクを抱えており、運用効率の面からも配水区域が隣接する阿波浄
水場からの配水に切り替えを計画しています。

22
⑧　災害対策に
ついて

去る11月23日の伊賀市水道事業の市民説明会に出席し水道事業ビジョン中間案の説明を聞きに行きましたが、伊賀地方
のおいしい水が生かされず、伊賀市の多くの浄水場を廃止して川上ダムの唯一の水源で伊賀市全体の水道水をまかなうと
言う一方的説明で伊賀のおいしい水が生かされない政策ではありませんか。伊賀市民の意見を広く聞かないで余りにも官
僚的な政策では市民の支持に得られません。やめて下さい。「高くてまずい水でがまんせよ」の水道政策は余りにも非市民
政策です。やめて下さい。考え直して下さい。
追伸、もし地震・台風などの災害が起たとき一水源では市民生活に大被害を及ぼします。

61
⑧　災害対策に
ついて

伊賀はおいしい水のある所、既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから引くことのムダ、ひとたびその大元が
事故や災害他で支障を来たしたときの被害は伊賀市全域に及んでしまう。

水源から各戸蛇口が近い方がコストも安く安心安全だ

62
⑧　災害対策に
ついて

伊賀はおいしい水があるところです。
既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから水を引くことのムダ、ひとたびその大元が事故や災害等で支障を
来たした時の被害は伊賀市全域に及んでしまう。

水源から各戸の蛇口が近い方がコストが安くなり安全です。

7
⑧　災害対策に

ついて

２．ゆめが丘浄水場を最大限活用に伴い下記のとおり弊害が発生する。
③浄水場へ一括集中させることに伴い、送水管路の延長が増大する。このため、地震時や災害時でのリスクが増大するば
かりではなく、給水不能に陥る頻度が増大する。
　ア、管路の継ぎ手の耐震性能を明記すること。
　イ、管路は、道路下へ敷設することになるが、道路が大きく損壊し管路が露出した場合と道路と共に損壊した場合、どう対
応するのか明記せよ。

川北の近くには、頓宮断層（甲賀市土山町から青山町に至る活断層）が走っている。過去の歴史から東海地震は起こって
おらず、近い将来起こると想定されている。剣谷浄水場の廃止に伴う送水管路の増大によるリスクの心配と、浄水場を維持
だけにしておくのに不安と疑問を抱く。

３１頁の◆回答と同じ。
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67
⑧　災害対策に
ついて

経済危機に際しては“資産分配を”と、よく言われます。それと同じく、地震などの天災に際しても、水資源など生命・日々の
暮らしになくてはならないものに対して“一ヶ所集中”ではなく、地域ごとに分散されている方が、私たちの生命・日々の暮ら
しを守るには、より得策ではないでしょうか！
幸いにも、今現在、残念ながら廃止された水源があるとは言え、各地域に湧水池・貯水池などが分散しています。
ゆめが丘浄水場からの「長～い送水管」「一ヶ所集中の施設」では、地震（2016年の地震を付記）など天災によるダムの被
害（過去の被害例を付記）は免れません。
付記［被害例］2008年岩手・宮城内陸地震（「ダム工学18（1）4-9、2008」より）：石淵ダム・胆沢ダム・荒砥沢ダム・栗駒ダム・
衣川1号ダム（2016年5月13日毎日新聞より）熊本地震：大切畑ダム・立野ダム
　　［2016年地震］4／14熊本地方震源M6.5・4/16熊本地震M7.3・6/16北海道内浦湾震源M5.3・10/21鳥取中部震源M6.6・
11/22福島沖震源M7.4
調査不足の感あり。お調べ下さいますようお願い致します。

15
⑧　災害対策に
ついて

川上ダム利水に一元化するのは費用、水質、危機管理上、伊賀市民にとって不利益である。
大震災等が来ることを考えても、１つの水源にまとめるよりも複数の既設水源を活用していく方がよいと思われる。よって水
道事業基本計画に反対する。

26
⑧　災害対策に
ついて

自然災害について考えると、水源が一つというのはリスクが大きい、水がないのは生活に直結する、リスク分散のために必
ず水源はいくつかおいてほしい。

41
⑧　災害対策に
ついて

水道事業基本計画の中間案に反対いたします。
水源の安定化を図るためにゆめが丘浄水場を最大限に活用し、小規模な水源施設を廃止するとありますが、南海トラフ含
め震災が予想されるこの地で、市の水源を大きくまとめてしまうのはあまりにも危険でリスクの高いことだとおもいます。災
害に強い街づくりは小規模な単位で水源やエネルギーを確保していくことだと思うので、時代に逆行した考えだと思います。

52
⑧　災害対策に
ついて

「ゆめが丘浄水場」への一元化を中心とした水道施設の統廃合に反対致します。それに関連する事業計画、水源計画、収
支計画について合わせて反対致します。
理由：川上ダムからの利水を前提としたこの計画は、伊賀市民に多額の負担を後生に強いることになります。今ある各地域
の施設を充分活用していくことこそ災害面や危機管理上でもリスクが低くなると考えます。再考下さい。

64
⑧　災害対策に
ついて

防災時にも水源が何ヶ所にある方が安心につながると考えます。
計画の見直しを希望します。

108
⑧　災害対策に
ついて

３．大地震が起きて、ゆめが丘浄水場がダメになれば、水道を一本化にした場合、伊賀市全体がダメになる。
各地の小さな浄水場を残しましょう。

115
⑧　災害対策に
ついて

伊賀市はプレート境界型地震（南海トラフ地震など）においてはプレート境界からの距離があって、比較的安全と言われて
いますが、活断層が伊賀市北部域の東西（木津川断層）、そして柘植地区から青山地区にかけて（頓宮断層を含む近江伊
賀大断層）走っており、地震への備えが不可欠です。水道部の計画案でも、「プレート境界型地震における理論上最大震度
の南海トラフ地震では、伊賀市の大半で震度６弱、局所的に震度６強、また、内陸直下型地震（頓宮断層）では、伊賀市の
約20%で震度６強が想定されています」とされています。
その対策として、水道部の水道基本計画案では、「基幹管路の耐震対策の強化が重要」とし、ゆめが丘浄水場からの広域
水道の管路は耐震化ができているので、地震には比較的耐えられるとしています。
しかし、基幹施設が一極集中していると、災害時のダメージが広範囲に長期に亘って及ぶ可能性が増すために、リスクが高
くなります。したがって、災害のリスク低減のために、できるだけ小規模分散型の方が望ましいというのが、昨今の常識であ
り、また厚労省の新水道ビジョンが求める方向性でもあります。
ところが、水道部の水道基本計画案では、このような常識、国の示す方針とは真逆の方向である一極集中化を進める案と
なっています。
実は今までの伊賀市の努力により、伊賀市の浄水施設耐震率、配水池耐震施設率は、同規模自治体（7～12万人）平均値
と比べて、高くなっています。

　　　　　　　　　　　　　　　伊賀市　　同規模自治体平均値
浄水施設耐震率(%) 　　　72.9　　　　20.9
配水池耐震施設率(%)　　82.4　　　　43.0

このように高い耐震率を誇る伊賀市の各施設を、大切に今後も守っていくことこそ、災害時のリスクを低減し、人命を守るこ
とになるのではないでしょうか。

３１頁の◆回答と同じ。

◆施設の耐震性について

　伊賀市では、これまで施設の耐震化を進めてきたところ、伊賀市全体としての浄水能力、
配水池能力に対する耐震化率は、同規模事業体に比較して高い値となっています。特にゆ
めが丘浄水場を始め今後も運用を行っていく浄水場の多くは耐震性を有しています。。
　一方、施設統合により運転停止を予定している浄水場については、耐震補強が済んでい
ないか、耐震診断が必要な施設であり、建設年次から判断するとほぼ全ての施設が耐震
性を有していないと判断しています。水源水量の不安定化や老朽化が進んでいる施設を稼
動し続けることは、更新費用等が積み重なり、持続的な水道の運営が出来なくなります。

３１頁の◆回答と同じ。
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8
⑨　施設の統廃
合について

伊賀市水道事業基本計画、中間案に反対します。ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合には、川上ダム
の完成と、地域の浄水場、水源の廃止が盛り込まれています。この計画に反対です。

9
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム建設に反対します。
理由４）各地にもともとある水源を廃止することは危機管理の面から考えても非常に危険なことです。そもそも各地にあった
水源を廃止せずに活用してこればじゅうぶんな水量を確保することができたことは明らかです。

13
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム建設には反対です。
ゆめが丘浄水場からの配水のみになることは、災害時等、１ヶ所からの配水に頼るのは良くないと思います。今まであった
水源を活用しながら、利水を考えて下さい。

23
⑨　施設の統廃
合について

川上利水から撤退し現在有る表流水や地下水を水源とする水道施設を維持し伊賀のおいしい安全な水を守るべきです。

27
⑨　施設の統廃
合について

・水源の廃止について反対
・川上ダム建設反対
・現在の水源を維持していって欲しい
・まずい水道水にお金は払いたくない
・一度立ち止まって考え直して欲しい
・ダムへの一元化はリスクに弱い！以後の維持,管理,50年,100年後も大丈夫なの？

29
⑨　施設の統廃
合について

水道事業基本計画について反対致します。
11/22（水）PM7時～の中間案市民説明会に出席し、いくつかの疑問がありました。その中でも3点を挙げます。
①（P33)人口減少しているなか、ダムを建設する意味があるか。→現在使用している施設を更新すべきではないか。
②1本化する事によってデメリットもあるのではないか。→（例）震災が発生した時の対応などが遅れるのではないか。
まだまだ疑問点がありますが、1本化することだけが目的となっている気がします。目的にこだわり過ぎて本来気づくべき事
や考える事が簡単に処理されている気がしました。もう少し市民との議論が必要ではないかと思います。

30
⑨　施設の統廃
合について

水源の廃止が進んでおり、今後も耐震診断が必要等の問題点の指摘により浄水場廃止、ゆめが丘に一元化という方向が
示されていますが、非常時において水源の数は多い方が（分散されている方が）よいと思う。
災害、その他の理由でゆめが丘浄水場からの配水が止まってしまった時、リスクが大きいのではないか。
ぜひ水源を守り継続して欲しいと思う。
施設が老朽化し、立て替えや補修工事が必要になるのはゆめが丘浄水場にもいえることだと思う。
各地域の水源があれば水は足りているし、新たな巨大水源（ダム）は不要ではないか。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

◆川上ダム建設（利水）について
川上ダムへの利水参画は、安定した水源の確保に苦慮していた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」に位置付けられたも
のであり、この計画に基づき平成11年1月に三重県企業庁が「伊賀水道用水供給事業」に
着手しました。そして平成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、平成21年4月から三重県企業庁による給水が開始されていま
す。その翌年の平成22年4月には伊賀市がこれらの施設の譲渡を受け、取水から末端給水
までの一元管理のもと、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って
います。
　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て、ダム完成時（毎秒最大
0.358㎥）の約60%（毎秒最大0.215㎥）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）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、低廉な水道料金と健
全な水道事業運営に繋がっていくものです。
　その為には、川上ダムを水源とする安定水利権の取得が必要で、川上ダム利水から撤退
することはできません。

◆施設の統廃合計画について
　伊賀市では、現在21箇所の浄水場と32箇所の水源（うち3箇所は予備水源）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、
水源の汚染リスクへの対応や、ゲリラ豪雨等による高濁度原水への対策、渇水の影響によ
る水源確保などを見据えたうえで、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。

◆これまでの既存水源の廃止について
　水道事業では、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。

◆ダム利水によらない既存水源での取水について
　現在、市内全域の約40%の水を賄っているゆめが丘浄水場が水源としている木津川の暫
定豊水水利権は、川上ダム建設を前提とした利水を受ける条件のもと与えられているもの
で、仮定としてダム利水から撤退した場合、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は出来なくなり
ます。
　この水源を既存水源で賄おうとしても、平成27年度のゆめが丘浄水場の一日最大取水量
は17,618㎥でしたが、現在運用している全ての水源を廃止せずに取水しても、約15,400㎥も
の水量が不足します。また、仮に合併後に廃止した10箇所の水源のうち水利権の喪失して
いる守田水源を除く9箇所の水源を、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、断水や給水制限が発生し、市民生活に大きな混乱をきたすことになり
ます。また、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まかなうの
は不可能です。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

34
⑨　施設の統廃
合について

川上ダムからの利水ありきの水道事業計画に反対します。
給水人口の減少による浄水場・取水口の統廃合や施設の老朽化による設備の更新の必要性は理解できますが、なぜゆめ
が丘浄水場に機能を集中させる必要があるのか水道事業ビジョンを読んでも理解できません。
老朽化した施設を少しずつ更新・整備しながら使っていくのではだめなのですか。
私がゆめが丘浄水場への集中の問題点としてまず考えるのは、一ヶ所に機能を集中させると、災害などでゆめが丘浄水場
や川上ダムが被災した場合、その影響が広範囲に広がるということです。
いくら耐震とはいえ、どれだけの災害にも100％耐えられる、ということは言いきれません。
また、40年後、60年後には現在他の施設がそうであるようにゆめが丘浄水場も老朽化します。
広範囲を一ヶ所の浄水場にまかせるよりも、地域ごとに小さな施設でまかなった方が運用にも柔軟性があり、安心できると
思います。

36
⑨　施設の統廃
合について

伊賀市の人口増が見込まれていた時代に計画された川上ダム建設ありきの基本計画には反対です。
また、水源を1つに統合してしまうより、多様な水源に頼る方が、災害が起きた時などの、セキュリティーの度合いは高いは
ずです。私たちの税金を使って、自然を壊して、水源を閉鎖し、巨大なダムを建設するのではなく、伊賀の豊かな水源を支
える山を保全し、水源を持続的に利用していけるために、お金を使ってください。

37
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム利水から撤退すべきと考えます。
川上ダム利水に参加せずとも、地域の今ある水源を活用することで水は十分足りますし、費用も小さく済みます。
川上ダム利水から撤退し、地域の豊かな水源を活用する方向へ、計画を作り直していただきたいです。

39
⑨　施設の統廃
合について

水道事業基本計画に反対します。
川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上伊賀市民にとって不利益だと思う。

42
⑨　施設の統廃
合について

水道事業基本計画に反対します。
川上ダムそしてゆめが丘浄水場に配水を一本化する必要は全くないと思われます。
地域で現在使われている水源及び浄水場を活かし続ける計画を検討して頂きたい。
その方が水の質、地震などの災害対策等の面からも望ましいと思います。

47
⑨　施設の統廃
合について

震災が起こった場合、この計画通りにした場合、水が止まる可能性が多いにあります。一ヶ所に集めてしまうとそうなってし
まいます。そして水は今じゅう分に足りています。

58
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム建設には絶対反対です！
ダムを作るのでなく、今ある水源の有効活用をしてください。

◆災害時のリスクについて
　災害によるリスクを考えるとき、まず、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、伊賀市には21箇所の浄水場がありますが、その中に
は老朽化したり、耐震性を有していない施設も含まれています。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で
すが、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。
　水源水量の安定度や老朽化等が問題とされ非効率な浄水場については、統廃合すること
が、リスク面からも全体としてバランス良く運営できるものと考えています。

◆おいしい水の供給について
　これからもおいしい水の供給に心掛けます。そのために、まず第一は水源の渇水期や台
風などの流況悪化時、地震等の自然災害時にも「生きていくなかで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。市民説明会では「いつい
かなるときも命の水は止めないでほしい」といった意見がありました。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
と塩素注入を行い、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
いきます。

◆地域の水源の存続について
　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、水質等に関して抱えている問題に対して、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。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

66
⑨　施設の統廃
合について

基本的に川上ダム建設による利水に反対します。諸経費、水質、危機管理、等からも適当とは考えられません。特に、既設
水源を大切に使用しない考え方には賛成できません。今まで長年活用してきたその地区ごとの大切な水源を今後も工夫し
て用いるべきです。経費的にも安くできると考えます。

69
⑨　施設の統廃
合について

三重県企業庁における伊賀市広域水道事業（第8次水道拡張事業）及び伊賀市における水道事業が順調に推移しており、
コストパフォーマンスの高い水源管理が求められる中で、伊賀市の水源には簡易水源が非常に多く、全体的に老朽化、水
質悪化、能力低下及び維持管理のコストが高く、なるべく早い時期に廃止すべきであると考えます。
川上ダム建設を前提とした現在のゆめが丘の新設浄水場を、100パーセント生かす努力をすることが最も必要です。

77
⑨　施設の統廃
合について

先ず始めに日頃の地域住民の水道事業に従事されて居られます事に感謝を述べます。
しかしながら、今現在の水道事業計画と実情に対しての正直な気持ちをお伝えしたく思います。
第一に、伊賀の各地域の水源を大切に管理利用する事の大切さがないがしろにされて、既に12箇所の水源（約16000㎥/
日）の安心で豊かな水源を廃止した事に、大きな失望と怒りを感じてます。
その上、新たに今私どもの住む阿山地区玉滝浄水場水源も廃止の計画にある事に、強く反対致します。
これからの世界はオイルでは無く水の供給確保が一番心配される時代になると言われています。オイルが無くても生き物
は生きていけます。
しかし、飲料水が無くなると、生き物は空気同様に無くては生きられません。
その一番命にとって大切不可欠な安心して飲める水が、住む住民の地域にある事はどんなに貴重で掛け替えの無い事で
有るかを再認識して欲しいと切に思います。昔から守られ利用されて来た安心な水源をあえて廃止にする事の根拠が、あ
まりにも理不尽且つ無駄な川上ダム事業に伴う結果なら、尚一層に怒りを覚えます。
飲料水が足りないと言う理由は、ますます人口減少が続いている現状に全くならないはずです。
不足の原因を招いたのは、各地域の貴重な水源を廃止したが故で、全ての水源が活かされていれば何ら問題無いと聞い
て居ります。
それについては幾つかの資料も有りますので事実だと認識してます。

３５～３６ページの◆回答と同じ。

◆玉滝浄水場の施設更新について
　玉滝浄水場の水源である槙山2-2水源は、平成25年9月の台風被害により大量の土砂に
より埋没し取水が不可能となっています。唯一の水源である槙山第1水源は、農業用のため
池の水源である渓流から取水しているため、取水できる水量に制限があり、年間平均すると
浄水能力の50%を切る稼働率であり、浄水量は給水区域全域を賄えない状況にあります。
また、この水源は他の水源に比べアルカリ度が低く濁りの凝集沈殿が難しく、運転管理に大
変苦慮しています。こうしたことから、併設する玉滝配水池へ平成26年9月よりゆめが丘浄
水場から補給給水を開始し、地域のお客様に水道水を供給している状況です。
　加えて、浄水場の機械電気施設の更新時期を迎えつつありますが、ゆめが丘浄水場から
の送水管路が整っているため、将来ゆめが丘浄水場から全量を地域のお客様に供給する
計画としています。

３５～３６ページの◆回答と同じ。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

　阿保浄水場区域へのゆめが丘浄水場からの給水については、合併前の伊賀地域の自治
体からの要請により、三重県企業庁が整備を行った伊賀水道用水供給事業計画において
送水施設が整備され、予定されていたものです。そして、老朽化が進んでいる阿保浄水場
のろ過施設の負荷の軽減を図り、安定した給水を行うため、平成22年4月から桐ヶ丘団地・
青山工業団地、奥鹿野への給水の切り替えを行っています。
　阿保浄水場については更新時期が近づいていることから、改築にあたっては、ゆめが丘
浄水場の能力と阿保浄水場の水利権を活かしながら、適正規模での更新計画を予定して
います。

上記の箇所に反対します。
１．川上ダムの利水に反対です
１．各地の水源廃止に反対します
１．青山浄水場へのゆめが丘浄水場からの配水に反対します。

⑨　施設の統廃
合について

59
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81
⑨　施設の統廃
合について

③１５年後人口が１万人減少することから、水需要は明らかに減少していくはずです。現在、ゆめが丘浄水場が取水してい
る暫定豊水水利権１４４００ｍ3／日と各地域の水源で供給量は十分です。川上ダム利水を活用するために既設水源を廃
止するというのは理不尽であり、地域住民の意思に反します。
④川上ダム利水に一元化するのは得策ではありません。費用、水質、危機管理などの点において伊賀市民に不利益です。
また、川上ダムの建設負担や維持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となります。

３５～３６ページの◆回答と同じ。

117
⑨　施設の統廃
合について

｢ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対します。
理由：
④川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維
持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。
⑤川上ダム利水を撤退し、既存の水源を維持しつつ、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

　水道部として目指すべきは、「常時・災害時にも安全で強靭な水道の構築」「持続的な水道
事業の経営」と考えています。各地区に点在した老朽化した施設を、災害時にも水が供給で
きるように更新や耐震化を進めていくことは非常に費用がかかり、持続的な水道の運営が
困難となります。
　水道部としては、有償譲渡済みであり耐震性を有している伊賀広域水道時の管路を有効
活用していくことで、災害時にも強く、管理対象の少なく維持管理性の良い水道を構築する
ことを計画としています。

115
⑨　施設の統廃

合について

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、そ
の水を使わんがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
しかし、今現在使っている水源、浄水場を維持継続していくのが一番いいのではないでしょうか？川上ダムへの利水参画は
取り消した方がいいです。水はこれ以上必要ないからです。そして川上ダムへの利水参画を続けてしまうと、伊賀市の負担
が今後200億円にも300億円にもなってくるからです。必要のない利水参画を止めるだけで、ばく大な節約になります。公共
施設・インフラのリストラを進めている伊賀市です。なぜ今から川上ダム利水参画という巨大なインフラ整備を行わなければ
ならないのでしょうか？まったくの真逆の方向で、言っていることとやろうとしていることが矛盾しています。
折衷案として川上ダムへの利水参画を続けながら、各地の水源、浄水場をできる限り維持することもありえます。ただ、その
場合、たくさんの施設・設備を維持するためにもっとも経費がかさむ案となってしまいます。財政面から望ましいとは思えま
せん。
水道部案のメリットは

逆にデメリットは

料金を上げざるを得なくなる。

が危険にさらされる。
私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

逆にデメリットは

以上のように、財政、安全、健康、環境、自治・地域文化などの点で、私たちが望む案の方が有利ということになります。あ
とは、伊賀市民の意思次第です。
未来のためにより適切な選択を市民自らが行う。そのためのサポートをするのが、行政の役割ではないででしょうか？

３５～３６ページの◆回答と同じ。

　ご意見の中にもあるように、多くの施設・設備を維持するためには、多くの更新費用、維持
管理費が必要となります。伊賀広域水道（伊賀水道用水供給事業）で整備された最も新しく
耐震性を有する施設の有効利用によりそれら費用の削減を図ります。
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82
⑨　施設の統廃
合について

５．通常のメイテナンスや更新を非効率で困難とするのは無理があります。それらの費用と、ゆめが丘上水道からの系統の
将来的なメイテナンスや更新の費用の比較を詳しく示す必要があります。ゆめが丘浄水場からの大規模な系統の維持管理
費用の方がはるかに大きくなる可能性が高いものと存じます。
６．ゆめが丘浄水場以外の既存の浄水場の能力を全て足すと将来的にも水不足はないものと考えられます。
９．剣谷浄水場は浄化能力100㎥のところ、135も供給可能な優れた浄水場で、緩速濾過という美味しい水を作るのに最も
良いとされている浄化方法で運営されていますので、より活用するべきであります。
１０．阿保浄水場も工程の工夫で全ての施設の更新は可能と考えられます。全国的に浄水場の更新のため浄水場の規模
を半分近くにしなくてはならない浄水場は見当たりません。
１１．市民説明会では「合併前の各市町村の同意の元で進めてきた計画です。」と度々述べられていますが、その計画が余
りにも過大過ぎこのままでは危ないからこそ、わざわざ策定委員会で議論しているものであります。「断じて数十年前に同意
があったから古い計画のままで良いのだ。」とするなら検討など不要なはずであります。P.70の検証評価→改善見直しを自
ら否定してはいけません。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

５．ゆめが丘浄水場とそこから伸びる耐震性を備えた管路は水道部にとって最新の施設で
維持管理に要す費用は最も安価と考えています。

９．剣谷浄水場は、緩速ろ過方式の浄水場であり、通常時は薬品使用や電力使用の観点
からは優れていますが、大雨等により原水の濁りの大きい時の浄水処理に難があります。
また、集落から林道を1km程山間部に入った所にある浄水場で、電力の供給はなく管理や
監視は全て現地対応が必要となっており、大雨時には林道が通行不能となり徒歩による管
理を強いられるなど、災害時の管理や復旧に対するリスクを抱えており、配水区域が隣接
する阿波浄水場から、耐震性を有した連絡管による整備を計画しています。

10．阿保浄水場区域へのゆめが丘浄水場からの給水については、合併前の伊賀地域の自
治体からの要請により、三重県企業庁が整備を行った伊賀水道用水供給事業計画におい
て送水施設が整備され、予定されていたものです。そして、老朽化が進んでいる阿保浄水
場のろ過施設の浄水量の軽減を図り、安定した給水を行うため、平成22年4月から桐ヶ丘団
地・青山工業団地、奥鹿野への給水の切り替えを行っています。
　阿保浄水場については更新時期が近づいていることから、改築にあたっては、ゆめが丘
浄水場の能力と阿保浄水場の水利権を活かしながら、適正規模での更新計画を予定して
います。

11.　川上ダム利水への参画水量については、平成11年1月の伊賀水道用水供給事業の着
手時には毎秒0.6㎥（計画一日最大給水量48,500㎥）で参画していましたが、その後の社会
経済情勢等の変化により、平成15年度には現在の毎秒0.358㎥（計画一日最大給水量
28,750㎥）に縮小しています。水需要は社会経済情勢とともに変動が生じてきますが、将来
にわたり安全で安定した水道水を供給し続けるため、この安定した水源による効率的な供
給体系を整えていく計画としています。

24
⑨　施設の統廃
合について

既設水源の廃止に反対します。
既設水源の廃止は市民の納得いく方法で対処されたい。
既設水源の有効利用のため対策の検討を計り、必要水道量を優先して既設水源に求め、木津川よりの取水を減らし水利
権に「わづらわされない」水量確保に市民と共に取り組まれたい。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

48
⑨　施設の統廃
合について

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対します。
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場
に残された87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え水資源
機構への利息約40億円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は10億円程度であり、これまで水道部が説明してきた、利水推進の方が費用
は安いとの説明は偽りであった。既存施設の更新を含めても利水撤退の方が費用的に優位である。
②水道部の水需要予測には不審な点があるが、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。
現在ゆめが丘浄水場が取水している暫定豊水水利権14400㎥／日と各地域の水源を廃止するのは地域住民の意思に背く
ものである。
③川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維
持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。
④ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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71
⑨　施設の統廃
合について

市民説明会で、これからも水道の水はダムの水に頼らなくても、生存権があるので今のまま川から水を取れるという意見が
あったと聞きました。
そうでしょうか、私たち伊賀市で生活している市民がほしい量だけ、いつでも川から取れるのでしょうか、それを意見なさった
方たちは私たちにそれこそ絶対と保障出来るのでしょうか。それは空絵ごとではないでしょうか。この先市民が困ることにな
らないのでしょうか。
ですから確実にこれから先もずっと飲み水か確保できるように、安心して伊賀市で暮らせるように水源を確保して、安くて安
心できる水道を飲ませてください。また、水道部さんは、民間企業並みに不要な施設は持たないよう合理化を進めてくださ
い。民間で出来ることは民間へ任せて、余分な経費を掛けない水道としてください。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

　伊賀市の水道事業は「水道事業の公営原則」に則り、今後も直営を継続していきますが、
効率的な経営のため料金徴収業務、休日夜間における浄水場運転管理業務等においては
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。

96
⑨　施設の統廃
合について

「上記の箇所に反対します。」
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場
に残された87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え、水資
源機構への利息約40億円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②水道部の水需要予測には不審な点はあるが、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。
現在ゆめが丘浄水場が取水している暫定豊水水利権14400㎥／日と各地域の水源で給水量は十分である。川上ダム利水
を活用するために、既設水源を廃止するのは地域住民の意思に背くものである。
③川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維
持費、ゆめが丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。
④当面、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権を維持し、現在必要な水量に見合った水源確保を検討すべきである。

112
⑨　施設の統廃
合について

・自分が口にする伊賀市の水が、大変なことになっていることに驚いた。
・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　②何故ゆめが丘浄水場の一本化に拘るのか？現状の点在する浄水場ではどうしてダメなのか？
　③建設後のランニングコストを考えるとかなり伊賀市（市民）の負担が大きすぎる。建設、撤退にしても税金が投入される
のだ
　　から、もっと市民に積極的に明確に説明をしなければならない。このまま伊賀市は押し切るつもりなのか？
　④ダムについては利水、治水、環境の面から考えなければならないのは理解しているが、現状の利水では何故ダメなの
か？
　　まだまだ理解できない。

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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70
⑨　施設の統廃
合について

市町村合併前に、関係市町村は各々上水道や簡易水道を将来見据え長期水道計画を検討したはずです。
その時点で、施設について不安定な水源や老朽した配水施設等は廃止検討、そして給水量について将来の不足水量は、
今後伊賀地域の広域水道事業として統一した安定水源を求め確保することと、関係市町村は検討したと思います。そんな
状況で、平成16年に上野市他5町村が合併した。そして平成20年に新しい伊賀市として「伊賀市水道事業計画」が策定さ
れ、現在まで各水道事業を進めて頂いていると解釈しております。
市町村合併され給水範囲が、拡大し複雑化になった。そのため取水水源は極力最小限にして出来れば大きな取水水源を
確保し、そして災害に強い又効率の良い高度な施設で配水することが、安価で効率の良い「水道水」が生産出来るのではと
思います。
人口の増減や、生活環境変化などによる一人当たりの給水量変化又各施設の効率化や施設改善検討は勿論適切に進め
るとしても、基本的には、現在の「伊賀市水道事業計画」に基づき事業推進し各施設整備を係ることが慣用と思います。
水道事業者は、「安全」で「安定」した「安価」な心から美味しい水、そんな水道の供給をして頂くことを希望期待します。

55
⑨　施設の統廃
合について

将来に亘って、安心・安全な水を供給し続けるためには、水源計画をもとに、施設の統廃合が必要である。合併以来、旧市
町村の施設を稼動しながら最小の経費で運転管理されてきたが、老朽化が進んだ施設の更新よりも、川上ダムを水源とし
た安定取水が約束された、ゆめが丘浄水場を基幹施設に据え旧施設で補完する配水計画を進めて事業計画を策定してほ
しい。

87
⑨　施設の統廃
合について

水は我々の生活にとって必要不可欠です。
最近では異常気象、地震等の自然災害などが川の水量や地下水の状況に大きな影響を与えています。そういう点で多様
な水の確保が必要だと考えます。その意味で水道施設の広域化を行い伊賀全域を一つの管路でつなぐことは有効だと思
いますので是非、今後も進めて頂きたい。

14
⑨　施設の統廃
合について

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」およびこの方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反
対します。
理由１：現在使用されている水源施設を廃止し、ゆめが丘浄水場への水道の単一化を行うことは、災害などによりゆめが丘
浄水場が被災し使用が不可能になった場合、水道の補完能力を持たなくなった伊賀市は災害時水不足に陥るリスクが大き
くなることが懸念される。ライフラインである水道の補完的機能をもつであろう現在使用されている水源施設の廃止は防災
機能の強化に逆行することになる。現在使用している水源施設の耐震化するべきであってゆめが丘浄水場への水道単一
化をするべきではない。

28
⑨　施設の統廃
合について

③ゆめが丘浄水場への一元化は、なにか問題がおきた時のリスクをより高めてしまうと思います。小さな単位で、リスクを分
散させることが大切だと思います。
以上のことから、私は今回の水道事業基本計画中間案に反対します。まだまだ、議論のひつようがあると感じます。市民の
声をきく、議論する時をさらにもうけていただくことを強く求めます。

72
⑨　施設の統廃
合について

有機物が多い水源を中心に塩素注入量を増加させなければなりませんとのことです。その有機物が多い水源にゆめが丘
が入っているとの事でした。有機物が多い水源の水を水道管で私たちのいる遠方まで届けるとますます塩素注入量を増や
さなくてはなりません。当然、発がん性物質といわれているトリハロメタンの濃度も高くなるでしょう。これで、安全、安心、お
いしい水と言えるでしょうか。以上の点より地域の朝古川浄水場、滝川浄水場の運用廃止、規模縮小の計画に反対いたし
ます。その他の地域の浄水場については、地域住民の声をよく聞いて下さい。

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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78
⑨　施設の統廃
合について

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対をします。
私はまだ、伊賀市の水道について勉強し始めたところですので、正直詳しいことは、はっきりとはわかりません。
伊賀市の各浄水場を廃止して、ゆめが丘の一ヶ所に集中させることに関しては、災害時や事故事件などを想定した場合、
問題が生じると思います。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

3
⑨　施設の統廃
合について

人口が年々、減少して行というのに大規模な浄水場は将来の水余も増幅させ、維持etc.等を考えると、現在の各地区の浄
水場をメンテナンスしながら、使って行く方が経済的です。ゆめが丘１箇所だけの浄水場は災害時に不安を感じます。数台
の小さな給水車で事足りるのでしょうか。

最後に、桐ヶ丘住民は個々に水道事業部から「案内文」も配布されず、水道が切り変っているのは不愉快です。事を為す前
に意見を聴き、承諾を取るべきではないでしょうか？

３５～３６頁の◆回答と同じ。

　桐ヶ丘団地へのゆめが丘浄水場からの給水開始については、合併前の伊賀地域の自治
体からの要請により三重県企業庁が整備を行った伊賀水道用水供給事業計画において、
青山地域への送水が予定されていました。また、老朽化が進んでいる阿保浄水場のろ過施
設の浄水量の負荷軽減を図り、安定した給水を行うため、平成22年4月からゆめが丘浄水
場からの給水に切り替えを行ったものです。
　このことについては、給水開始前の平成22年3月の伊賀市議会第2回定例会の市長施政
方針と、給水開始後の平成22年6月の伊賀市議会第4回定例会の市長所信表明において
述べさせていただいていますが、当時の水道部の対応は不充分であり、今後は、住民のみ
なさまへのきめ細かな説明とお知らせに努めていきます。

115
⑨　施設の統廃

合について

計画案の最大の問題点、矛盾は、この図に現れています。

「取水量の低減」「浄水場規模の縮小」「廃止」。
これら検討が必要な浄水場に対して・・・
　　　　　↓対応策
・三重県企業庁が整備した伊賀広域水道時の管路
・安定的に取水可能なゆめが丘浄水場系統の水の有効活用

伊賀各地の浄水場の取水量が低下し、浄水場規模の縮小か廃止が必要になっている。だからまだ十分活用しきれていな
い広域水道管やゆめが丘浄水場系統の水を有効に活用するのだ、という図式です。
ところが、伊賀各地の浄水場は、今まで長年、とくに大きな問題もなくしっかりと運用されてきており、規模の縮小や廃止を
迫られているわけではありません。水源や浄水場には、縮小しなければならない、あるいは廃止しなければならない理由は
ないのです。
理由があるとすれば、それは、十分活用しきれていない広域水道管やゆめが丘浄水場系統の水を有効に活用するためで
す。
つまり、伊賀市水道部の計画案は、本当は以下の図式なのです。

・三重県企業庁が整備した伊賀広域水道時の管路
・安定的に取水可能なゆめが丘浄水場系統の水の有効活用
　　　　　↓対応策
浄水場の「取水量の低減」「浄水場規模の縮小」「廃止」。

縮小、廃止しなければならない理由など本当はないのに、無理くり地域の大事な水源、浄水場を縮小、廃止させられては、
たまったものではありません。地域の人たちが怒るのは当然なのです。こんな不当な計画案をのむべきではありません。
逆立ちしてしまっている計画案をなんとか正当化するために、水道部が根拠とするのは、主に以下の三つです。
１）水源、浄水場に問題があり、縮小または廃止をせざるを得ない。
２）ゆめが丘浄水場への一極集中を進めることで、経費が約33％節減できる

しかし、真実はまったく異なります。
１）については、伊賀市の水源と浄水場について、住民に尋ね、現場を何度も確認し、過去の運用状況を調べた結果、まっ
たく根拠がないことがわかりました。
２）については、巨額のコストが隠されています。本当のコストを足すと、経費の節減どころか、100億円以上も負担増になり
ます。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

　各地域への送水能力を持つゆめが丘浄水場は既に整備済みで、現在の稼働能力は６
０％に止まっていますので、この投資済みの施設を有効活用することが水道事業の経営の
安定と低廉な水道料金につながることをご理解ください。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

7
⑨　施設の統廃
合について

Ｈ26年時の１日最大給水量は、38518m3。かりに朝6時～22時の16時間の給水量に換算すれば、960分で0.67ｔ/ｓ。これは
コンクリート水路の大きさにすると約0.7×0.7ｍ程の大きさ。
既存水源を維持しながら活用していくのが良策と考える。

19
⑨　施設の統廃
合について

伊賀市が従来から使われていた様々な水源を使い続けることに何の問題も感じません。ダムの水をわざわざゆめが丘の
浄水場に集め、薬を使ったおいしくない水を飲むことの意味がわかりません。水道事業基本計画は見直すべきだと思いま
す。大きな浄水場より小さな地元の水源を大切にした方が時代に合っていると思いますし、ひとつの大きな水源に頼ること
はリスクが大きいと考えます。

22
⑨　施設の統廃
合について

去る11月23日の伊賀市水道事業の市民説明会に出席し水道事業ビジョン中間案の説明を聞きに行きましたが、伊賀地方
のおいしい水が生かされず、伊賀市の多くの浄水場を廃止して川上ダムの唯一の水源で伊賀市全体の水道水をまかなうと
言う一方的説明で伊賀のおいしい水が生かされない政策ではありませんか。伊賀市民の意見を広く聞かないで余りにも官
僚的な政策では市民の支持に得られません。やめて下さい。「高くてまずい水でがまんせよ」の水道政策は余りにも非市民
政策です。やめて下さい。考え直して下さい。
追伸、もし地震・台風などの災害が起たとき一水源では市民生活に大被害を及ぼします。

57
⑨　施設の統廃
合について

日々のお勤めご苦労さまです。
以下、中間案に対する意見を述べさせてもらいます。
わたしは大阪から伊賀に住みたいと思い３年前に引っ越してきました。
伊賀の自然を大切にしたいと思っていますし、今後のよりよい暮らしをしていきたいと思っています。
そのため、今回の中間案には反対です。
いまあるもの資源を上手に生かすことが大切だと思います。
お金を無駄に使うようなことはしないでください。
これから、そして子供たちの未来のためにおいしい水とここにある自然をちゃんと残してほしい。
平和な暮らし方をもっとみんなで考えられると信じています。
よろしくお願いします。
*Peace, Love & Soil be with us...

61
⑨　施設の統廃
合について

伊賀はおいしい水のある所、既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから引くことのムダ、ひとたびその大元が
事故や災害他で支障を来たしたときの被害は伊賀市全域に及んでしまう。

水源から各戸蛇口が近い方がコストも安く安心安全だ

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

62
⑨　施設の統廃
合について

伊賀はおいしい水があるところです。
既に今あるおいしい水の飲めるところを廃止して遠くから水を引くことのムダ、ひとたびその大元が事故や災害等で支障を
来たした時の被害は伊賀市全域に及んでしまう。

水源から各戸の蛇口が近い方がコストが安くなり安全です。

94
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
伊賀のもともとの水源がありながら、ゆめが丘浄水場を最大限活用していくという事が理解出来ません。
川上ダムの件ですが、移転された方には申し訳ありませんが、私達伊賀へ移転して12年になりますが川上ダムの問題で全
く進展がありません。別に必要ないのでは、、、。

98
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
伊賀市はそれぞれの地域で、美味しい水をのむことが出来ているのです。
量も充分に足りています。

15
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム利水に一元化するのは費用、水質、危機管理上、伊賀市民にとって不利益である。
大震災等が来ることを考えても、１つの水源にまとめるよりも複数の既設水源を活用していく方がよいと思われる。よって水
道事業基本計画に反対する。

26
⑨　施設の統廃
合について

水源が一つというのはリスクが大きい、水がないのは生活に直結する、リスク分散のために必ず水源はいくつかおいてほし
い。

52
⑨　施設の統廃
合について

「ゆめが丘浄水場」への一元化を中心とした水道施設の統廃合に反対致します。それに関連する事業計画、水源計画、収
支計画について合わせて反対致します。
理由：費用比較についても疑問を感じます。具体的には柘植地区の朝古川浄水場についてですが、現施設の継続利用費
用の建設費の金額が１５億３５００万円に対してゆめが丘からの送水については送水管への接続費用のみの計上で２億９２
００万円となってます。本体のゆめが丘浄水場に要した建設費やその後の維持費、減価償却費は計上されていないのはど
うしてでしょうか？各積算の根拠が信頼できません。まず、川上ダムありきからら開放されることを願います。

　費用比較については今後必要となる費用の予測であり、ゆめが丘浄水場は既に建設され
運用されているものであるため、建設費は比較対象には入らないことをご理解ください。

64
⑨　施設の統廃
合について

柘植地区に住んでいます。
朝古川の水源は地形的にたまり込む砂を取り除き、使用し続けることは困難だと説明を受けていた様に思います。しかし10
年后にはこの地区の人口が半分、空き家も倍になると考えられます。現代の技術で朝古川の水源が守れないとは考えられ
ません。十分においしい水が供給されています。何キロメートルも離れた地区から水道管を通って来る水がおいしい訳があ
りません。

平成10年度から事業着手した伊賀水道用水供給事業は、合併前の各自治体の要請に基づ
いており、伊賀地域にも日量2,850㎥の供給が計画され送水施設の整備が進められてきま
した。朝古川浄水場の主水源である木落川水源は、降雨の状況等、天候によっては取水量
が激減し、大雨時には濁りで取水を停止しなければならない時もあります。また、浄水場で
は設備が耐用年数を超え、施設自体も計画期間内には更新時期を迎えることから、既に上
柘植ＩＣ付近まで埋設されている送水管を活用し、将来、地区内配水管の接続整備によっ
て、ゆめが丘浄水からの全量配水に切り替えをすることにより、安定した水道水を皆様にお
届けする予定です。

3
⑨　施設の統廃
合について

十分な水量が得られるのに、水源を一極化するのは残念で理解が出来かねます。豊富な水源から美味しい水を安価に市
民に提供できる様、智恵を絞って下さい。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

21
⑨　施設の統廃
合について

該当箇所に当たる内容について
事業計画、収支の見通し、水源計画などに対し、私は反対しています。このまま、伊賀市水道部が進めている基本計画を
進めていっても、伊賀市のこれから先の未来にとって、良いものにならないと思えて仕方ないからです。いかに大きな出費
をせず、今ある資源を最大限いかしながら未来を描いていくかが、最も大事なことで計画をただ計画通り、現実にそぐわな
い形で進めていくことは必ず、のちの負担を大きくしていくだけだと思います。私は、伊賀市水道事業基本計画に反対しま
す。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

26
⑨　施設の統廃
合について

水道計画案では、阿保の浄水場も縮小されるとのことでした。
かつて愛知県にいたころ、渇水で取水制限がかかった地域に住んでいました。
その時は朝と夕方の決まった時間にしか水が出ず、水のやりくりに苦労したことを思います。
災害や気候変動、また何等かの原因で水道の送水量が少なくなった時のことを考えると、今の水源をできるだけ活用してい
く方向のほうが、いいように思います。

阿保の浄水場のコンクリート塀は、今にも倒れそうです。
その補修もついでにお願いします。
貴重な水源をわざわざ廃止して、新しいものを作るよりも、既存の水源でどうにかなるようにしていただきたいです。
浄水場の道路側の塀の修繕も、合わせてお願いします。

　
　阿保浄水場区域へのゆめが丘浄水場からの給水については、合併前の伊賀地域の自治
体からの要請により、三重県企業庁が整備を行った伊賀水道用水供給事業計画において
送水施設が整備され、予定されていたものです。そして、老朽化が進んでいる阿保浄水場
のろ過施設の負荷の軽減を図り、安定した給水を行うため、平成22年4月から桐ヶ丘団地・
青山工業団地、奥鹿野への給水の切り替えを行っています。
　阿保浄水場については更新時期が近づいていることから、改築にあたっては、ゆめが丘
浄水場の能力と阿保浄水場の水利権を活かしながら、適正規模での更新計画を予定して
います。

　阿保浄水場のコンクリート塀に関してのご意見をいただき、ありがとうございます。
　ご指摘の、阿保浄水場入り口門扉付近、道路沿いのコンクリート塀は道路側に倒れること
はありませんが、浄水場側に傾いています。当面は青山事業所で日々安全を確認しながら
管理行い、浄水場の改修時に修繕を行いたいと考えています。

27
⑨　施設の統廃
合について

この事業計画中間に反対です。
川上ダムの利水利用、ゆめが丘浄水場への一元化は費用面、リスク面、水質面において、伊賀市民に不利益と考えます。
実際、伊賀市民の大多数が、この問題について認識してないように感じます。（特に旧上野市）
このような状況で強引に進めていく事には強い疑問を感じざるをえません。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

40
⑨　施設の統廃
合について

伊賀市の各地に設置されている浄水場施設の老朽化により、施設を更新する必要があるとのこただが、新しく大きな施設を
一からつくるよりも、現在ある施設をリフォームし、再利用したほうが経費がかからないのではないでしょうか。また、私たち
が使用する水の安全・安心について、市民アンケートをみると８０％以上の人が満足しているとの回答結果が出ているよう
に思います。サービスの向上や広報の充実は全く別問題であって、ダムや浄水場の建設とは一緒に考えるべきではありま
せん。８０％の人が満足を回答している今の水を、わざわざ新しくダムや浄水施設を大金を使ってつくり、ダムの水にかえる
必要があるのか疑問です。

　平成１０年度から着手した伊賀水道用水供給事業では、現在運転している浄水場の老朽
化などを見越してゆめが丘浄水場を完成させ、平成２１年４月から各地域へ給水を開始して
いるもので、これから新規施設を造ろうとするものではありません。既存施設のうち、老朽
化、耐震性不足、源水の不安定などの既存浄水場を更新し続けることは更新費用等が積
み重なり、将来持続的な水道の運営が困難となります。

56
⑨　施設の統廃
合について

水道使用者として、安心・安全・安価な水道供給を望む
イ．浄水場はゆめが丘浄水場を中心に伊賀広域水道施設を一体として捉え、旧市町村の基幹となる浄水場に、補完機能を
持たせ、他の老朽化した施設を廃止することにより健全な運営を望みます。
ロ．施設数を少なくし、施設の維持管理費の削減を図る
ハ．気候変動によるゲリラ豪雨等で水源が表流水の小規模な浄水施設に高濁度の原水の流入により浄水処理能力不足が
生じ安全な水の確保ができない。
ニ．配水管材料が旧来のものに比べると耐久性・耐震性が格段と向上来ている為、小規模の簡易水道施設を廃止し広域
化するほうが経済的である。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

75
⑨　施設の統廃
合について

朝古水源・浄水場の廃止に反対します。
伊賀の新水道計画は、朝古水源に浄水場を始めとする各地の水源浄水場廃止を計画していますが、廃止理由が（取水量
が低下した、枯渇した時期があった）等、行政としての対策や改善計画を示さずゆめヶ丘浄水場のフル可動を川上ダム利
水ありきの計画を策定委員の意見を無視し進め様とする水道部のやり方は、犯罪としか言い様がありません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

　平成10年度から事業着手した伊賀水道用水供給事業は、合併前の各自治体の要請に基
づいており、伊賀地域にも日量2,850㎥の供給が計画され送水施設の整備が進められてき
ました。朝古川浄水場の主水源である木落川水源は、降雨の状況等、天候によっては取水
量が激減し、大雨時には濁りで取水を停止しなければならない時もあります。また、浄水場
では設備が耐用年数を超え、施設自体も計画期間内には更新時期を迎えることから、既に
上柘植ＩＣ付近まで埋設されている送水管を活用し、将来、地区内配水管の接続整備によっ
て、ゆめが丘浄水からの全量配水に切り替えをすることにより、安定した水道水を皆様にお
届けする予定です。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

83
⑨　施設の統廃
合について

先日の説明会に参加しました。
私はどの団体にも所属しているものではありません。これら将来のこととして説明をお聞きしました。
みなさんの質疑や水道関係者さまの応答を聞く限りでは、納得のいかない説明会でした。もし、あの場をＴＶ公開などを行
い、市民に見てもらったらどうだったでしょうか。
先日、ＮＥＷＳでも今月の厚生労働省の分析で水道事業が継続できなくなる地方自治体が日本全国にあるとのことでした。
水道関係に携わる人員も足りなくなるということで広域計画を推進されるのだろうと思います。しかし、この先、１５年まで
は？見えたとしても更にその先は誰もわかりません。この判断を間違えば大きな負を抱えるのは確実です。現水源を使用
することは決して後ろ向きなことではなく、同じような課題をもつ自治体にもアピールできるはずです。
大きな力は動かしようのないことなのかもしれませんが、本当に大切なのはなにかをもう一度立ち戻って考えてください。
伊賀から出ていく人が増えないように。自然を愛するこころも消えないように。

　水道部として目指すべきは、「常時・災害時にも安全で強靭な水道の構築」「持続的な水道
事業の経営」と考えています。各地区に点在した老朽化した施設を、災害時にも水が供給で
きるように更新や耐震化を進めていくことは非常に費用がかかり、持続的な水道の運営が
困難となります。
　つきまして水道部としては、有償譲渡済みであり耐震性を有している伊賀広域水道時の管
路を有効活用していくことで、災害時にも強く、管理対象の少なく維持管理性の良い水道を
構築することを計画としています。

92
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
水道料金が急に高くなって、困ってます。

93
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対しま
ムダな事業工事に感じて、仕方有りません。ダムの水を飲みたくありません。我が子にダムの水を飲ませたくありません。

95
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用した水源施設の統廃合に反対します。

97
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
水道料金に上乗せされるのはイヤだ！！
きれいな美味しい水はどこへ？

99
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。
阿保を流れる川は木津川の源流と言われています。
目の前に安全で豊かな水があるのに、遠路離れたゆめが丘からの導水計画には賛成できません。

100
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。

101
⑨　施設の統廃
合について

ゆめが丘浄水場を最大限活用を目指す水道部案に、反対します。

103
⑨　施設の統廃
合について

地産地消
命の元となる一番大事な水は、それぞれの地域で守っていく。豊かな水とそれを守ってきた先人たちの知恵が息づく伊賀の
水をどうかなくさないで下さい。経済的、文化的、将来の子供たちが何を負担することになるのか、本当に価値ある事を残し
て下さい。

105
⑨　施設の統廃
合について

川上ダム利水を一元化するのは、費用、危機管理上反対です。

３５～３６頁の◆回答と同じ。
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115
⑨　施設の統廃
合について

上野地区では、猪田浄水場、丸山浄水場、比土浄水場の廃止、小田浄水場の取水量低減。
伊賀地区では、朝古川浄水場の廃止、滝川浄水場の取水量低減。
島ヶ原地区では、島ヶ原第1浄水場の廃止。
阿山地区では、玉滝浄水場の廃止。
大山田地区では、剣谷浄水場の廃止、山田浄水場の取水量低減。
青山地区では、阿保浄水場の取水量低減。
合計で、7つの浄水場が廃止、4つが縮小を迫られる計画案となっています。
各地区での水の確保の努力は今まで、並大抵のものではありませんでした。水不足は即、命に係わることであり、農業生産
にも係わることでもあったため、多様な水源を開発・確保することで、地域の人が水で困窮することがないように、先人たち
は努力してきましたし、その努力が受け継がれて、現在の各地の水源、浄水場があります。
その歴史を無視し、大切な水源、浄水場をよく調べもしないで廃止、縮小するというのは、何という暴挙なんでしょうか。
水は住民の命、生存を支える不可欠のものであり、水源、浄水場を各地域で持つということは、生存権に係わることです。
地域で育まれてきた水源涵養林などとも一体となって、地域の宝として、未来に継承していくべきものです。
実際、御用コンサルタントである中日本計画コンサルタントですら、2013年度の「伊賀市水道事業基本計画見直し基礎資
料」p5-15で、ダム利水を水源としない案（現有水源を最大限活用）の場合もメリットとして、「小規模水源が分散して存在す
ることによる他系統化が図られ、災害、事故等の影響の低減及び範囲の縮小が可能となり、比較的早期復旧が可能とな
る」としています。

３５～３６頁の◆回答と同じ。

◆災害時のリスクについて
　災害によるリスクを考えるとき、まず、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、伊賀市には21箇所の浄水場がありますが、その中に
は老朽化したり、耐震性を有していない施設も含まれています。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、リスク回避の観点からは、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ですが、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。
　水源水量の安定度や老朽化等が問題とされ非効率な浄水場については、統廃合すること
が、リスク面からも全体としてバランス良く運営できるものと考えています。

115
⑨　施設の統廃
合について

緩速ろ過の方式の浄水場は「原始的で、大雨のときなどに、にごりがよくとれないことがある」、というのが大山田での市民
説明会で、剣谷浄水場の廃止理由として水道部施設課職員によって説明されました。しかし、緩速ろ過は、微生物の浄化
能力を使った浄化法。とても優れた面があります。薬品処理も、電気も使わずに浄化できます！
水道部によれば、伊賀市には現在、4か所の浄水場で緩速ろ過を行っているとのこと。大山田の剣谷と上野の諏訪浄水場
は緩速ろ過のみで浄水。上野の比自岐高山浄水場は、ろか器を通したうえで緩速ろ過。大山田の阿波浄水場の高良城（こ
おろぎ）水源は、前処理として緩速ろ過を行い、他の方式を併用だそうです。
このうち、現在の「中間案」で廃止予定なのは剣谷浄水場。
大山田での市民説明会では、この浄水場の水のすばらしさについて大山田の人がお話ししてくれました。地域の人はこの
水をとても美味しいと思って飲んでいて、そこに自信と誇りを感じていると言っていました。この浄水場は私も行ってみました
が、たしかに森林の中のせせらぎから取水していて、浄水場のまわりも地域の人が世話をしているのか、荒れた感じもなく、
こざっぱりとしていて、とても清らかな場所であると感じました。
剣谷は伊賀で一番小さな浄水場だそうですが、山の中のこういう浄水場、水源こそ守りたいです。
剣谷浄水場は伊賀市の水道ビジョン78ページによれば、最大能力100㎥のところを135㎥も供給している優秀な浄水場で
す。しかも、漏水があってもこれだけの供給が出来ているということです。こんな浄水場を活かさない手はありません。
水道部によると「電気がなく、林道が倒木で行けなくなることもある。」とのことですが、集落からわずか1kmの山中にある施
設に電気を引いて、林道の倒木をどけるくらいのことは、施設自体を廃止するほどの困難な事情とは思われません。
緩速ろ過という優れた浄水法のこの山間の小さな浄水場を廃止しないでください。

　剣谷浄水場は、緩速ろ過方式の浄水場であり、通常時は薬品使用や電力使用の観点か
らは優れていますが、大雨等により原水の濁りの大きい時の浄水処理に難があります。ま
た、集落から林道を1km程山間部に入った所にある浄水場です。電力の供給はなく管理や
監視は全て現地対応が必要となっており、大雨時には林道が通行不能となり徒歩による管
理を強いられるなど、災害時の管理や復旧に対するリスクを抱えており、運用効率の面から
も配水区域が隣接する阿波浄水場から、耐震性を有した連絡管による整備を計画していま
す。また、浄水能力を超える処理を行わなければならない時には、ろ過砂の閉塞が早く、人
力による回復作業が多く必要となります。
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115
⑨　施設の統廃
合について

平成２８年７月１４日午後８時３０分頃、三田配水池の全給水区域２，４６０世帯で水圧低下や断水が発生し、その影響で水
道の濁りが発生。 事故の原因は、配水池～中継ポンプ場間のテレメーターの通信機能喪失で配水池貯水位の低下に気付
けず、断水発生から濁水処理完了まで５０時間３０分を要したという。
水道部によるレポート
http://www.city.iga.lg.jp/kbn/Files/1/65773/attach/jikohoukoku.pdf
これはゆめが丘浄水場に一極集中して、コンピュータで各地の配水池も中央管理・制御するというシステム自体の脆弱さが
出たということではないのでしょうか？
ゆめが丘浄水場への一極集中と中央管理体制を進め、現場でがんばっている職員を減らすというのは、伊賀市の水道の
将来にとって、望ましいことだとは思えません。

市内各地域に点在する水道施設の運転管理には、中央集中監視体制は欠かせないもので
す。
水道部では、平成28年7月に発生した三田配水池給水区域における濁水事故を受け、中央
監視体制の強化、改善と、日常現場管理体制の強化を図っています。また、事故発生時の
職員の非常召集体制や、初動体制、広報活動の見直しに取り組んでいます。
　今後もより一層監視体制の強化を図り、事故の再発防止と迅速な対応に努めていきま
す。
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82
⑩　広域連携に
ついて

８．国では、隣接市町村の水道の接続、連携を推奨しています。例えば、一般家庭で2ヶ月で56㎥水を使用した場合の水道
料金は
　伊賀市　１０，６７０円
　名張市　７，２５６円
　甲賀市　９，７４１円
です。つまり、伊賀市阿山町は甲賀市の水を買う方が、伊賀市青山町や古山、神戸など南部は名張市から水を買う方が大
幅に安いと言えます。災害時にも役立つこうした広域連系を進めるべきであります。

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敷設することとな
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。
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34
⑪　省エネにつ
いて

川上ダムからの利水ありきの水道事業計画に反対します。
最後に、小水力発電の導入について、これは是非やるべきだと思います。
どうか環境にも市民にも優しい水道でありつづけて下さい。

ダム利水は必要です。
伊賀市の地形の形状を生かし、高低差を利用して小水力発電の導入の研究を始めていま
す。

115
⑪　省エネにつ
いて

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、そ
の水を使わんがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
水道部案のデメリットは

私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

82
⑪　省エネにつ
いて

２．太陽光発電では、ソーラーパネルの寿命は長いもののインバーターは半年～数年で交換が必要となる例が多く、ソー
ラーパネルも清掃しないと効率が低下し、鳥の糞や落ちのこびり付きが元でホットスポットが発生して出火する。火災が起き
た場合は炎で発電するため消火が困難など、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
はありません。
８．ゆめが丘浄水場から青山地区、大山田地区、伊賀地区、阿山地区など上流に送水することが、最もエネルギー消費が
大きい仕組みですので、それを止めることが、最もエネルギー消費の少ない水道の構築となり、小水力発電などするよりは
るかにエネルギー消費が少なくなります。

7
⑪　省エネにつ
いて

２．ゆめが丘浄水場を最大限活用に伴い下記のとおり弊害が発生する。
①ポンプアップする必要が生じるので、これにかかる費用と維持費が増大し、省エネルギーにはならず高額な料金となり、
時代に逆行する愚行である。（水は上から下へ流すのが自然の法則）

41
⑪　省エネにつ
いて

水道事業基本計画の中間案に反対いたします。
小規模で水源を確保するのはエネルギーの節約にもなります。インバータ制御を導入するとはいえ、ゆめが丘（下流）から
無理矢理上流へ水を引き上げ全域へ供給するのは無駄なエネルギーを使い続けることになります。以上の点に関して計画
に強引さを感じ、川上ダムとゆめが丘浄水場の活用ありきで、この中間案が作られているのではないかと思ってしまいま
す。

115
⑪　省エネにつ
いて

森井堰、ゆめが丘浄水場、上野南ポンプ場、青山ポンプ場、青山調整池、桐ヶ丘高区配水池、奥鹿野配水池の正確な標高
を示してください。
森井堰から青山調整池にまでくみ上げる一日あたりの年平均水量とそれにかかるエネルギー量、そのエネルギーのための
経費を示してください。
森井堰の標高を140ｍ、青山調整池の標高を380ｍとすると、標高差が240mもあります。水は高きから低きに流れるのが自
然の理なのに、桐ヶ丘団地の全消費水量というばく大な水量を日常的にこれだけの標高差をくみ上げるのは、自然の理に
まったく反しているのではないでしょうか？だから配水量あたりのエネルギー消費量や二酸化炭素排出量が高くなってしま
うのではないでしょうか？
しかも、まだ十分使えるのに、阿保第2水源を廃止して、その分の水量を、生活排水、農業排水が流れ込んだ下流である森
井堰で取水し、ゆめが丘浄水場を経由して青山調整池までくみ上げ、桐ヶ丘を経て阿保浄水場まで送水してから配水する
というのは、意味がよくわかりません。豊富で清浄な浅井戸水源が阿保浄水場にあるのに、下流の汚れた水とたくさんのエ
ネルギーを使い、お金をたくさんかけ、地球環境に悪影響のある二酸化炭素をたくさん排出して、高いところまでくみ上げて
から阿保浄水場に送水するなどというのは、あまりにも愚かな計画ではないでしょうか？

◆省エネについて
　ゆめが丘浄水場からの各地域への送水は、水源状況が不安定な施設、老朽化した施
設、耐震補強が必要な施設、小規模であり運用効率が悪い施設、事業所から遠く維持管
理に人件費等の費用を有する施設などについて、運用廃止若しくは縮小更新を検討し、伊
賀広域水道時の施設・管路を有効利用することで廃止・縮小による配水量の不足分をバッ
クアップします。これにより年間を通して安定的に取水が可能であり、地震災害にも強く、事
業効率の良い水道システムの構築を目指しています。

　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
べ高い数値となっています。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では、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。

　標高について、森井堰140.3ｍ、ゆめが丘浄水場178.0ｍ、上野南送水ポンプ所175.0ｍ、
青山送水ポンプ所287.5ｍ、青山調整池375.0ｍ、桐ヶ丘高区配水池320.0ｍ、奥鹿野配水
池360.0ｍです。
青山調整池日平均送水量は1,297㎥、日平均電力量2,047ｋＷｈ、日平均電気料金37,724円
となります。
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115
⑪　省エネにつ
いて

伊賀市の配水量1m3あたりの電力消費量及び二酸化炭素排出量は、同規模自治体(7-12万人)の平均値と比べて、約2倍
の高さとなっています。

使用電力量と二酸化炭素排出量の現状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊　　賀　　市　　　　　　　　　　同規模自治体平均値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　H24　　　　H25　　　　H26
配水量1m3あたり電力消費量　　　　　　　kWh/m3　　　　 0.77　　　 0.78　　 　 0.78　　　　　   　　　　0.37
配水量1m3あたり二酸化炭素排出量　　g-Co2/m3　　262.63　　363.88　　 291.48　　　　   　　　　　176

水道部の計画案では、その第一原因として、ゆめが丘浄水場からの広域的な送水への切り替えを進めていることが挙げら
れています。ゆめが丘浄水場からの広域的送水は、木津川の河川から高台にあるゆめが丘浄水場へのポンプアップに加
え、さらに木津川上流部の浄水場よりも高度の高い配水池へポンプアップを繰り返しながら送水しているため、電力消費量
と二酸化炭素排出量が高くなってしまっています。水は高いところから低いところに流れるのが自然の摂理であるのに、そ
の摂理に反し、低いところから高いところに長い距離に亘って配水しているのです。詳しくは、第2章第2節「伊賀市の配水計
画の不自然さ」を参照いただきたい。
水道部の計画案では、ゆめが丘浄水場への一極集中を進め、高度の低いところから高いところにより大量の水をくみ上げ
て配水する計画となっています。伊賀市の配水量1m3あたりの電力消費量及び二酸化炭素排出量は、この計画ではさらに
悪化することが避けられません。地球環境の観点からも、水道部の計画案は、状況を改悪させるものとなっていると言わざ
るを得ません。

５０頁の◆回答と同じ
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35
⑫　環境につい
て

私は三重県伊賀市に住みはじめて今年の9月で20年になります。今では伊賀がわたしたち家族のふる里となりました。20年
という月日はあっという間に感じますが、それでもその間ずっと何とか高尾の自然がダムの下に沈まず、オオサンショウウオ
の住む豊かな水源が守られてきた事に感謝と誇りを感じています。
先日は岡本市長にも直接本来的意味での「持続的な事業運営」とは、より『オーガニックな街としての伊賀』を発信していくこ
とではないかと意見を聞いていただきました。人口減少を待つのではなく、この伊賀に住み続けたいと思うような豊かな暮ら
し環境を確立していく事こそ寛容と考えます。ムダなダムを廃止し、都会からもIターンUターンしてくる方々へアプローチして
いく為にも伊賀にしかない、伊賀だからこそできる、伊賀らしさとは何かを伊賀の個性を、より発信していけば良いのではな
いでしょうか!！
岡本市長以下水道部の皆さま、よろしくお願いします!!

川上ダム建設工事が環境面においても適切に実施されるよう水資源機構に要望してまいり
ます。

47
⑫　環境につい
て

川上ダムがあることによって、いままでおいしく飲んでいた水がまずくなることが悲しくてたまらないです。なぜ今日本社会で
減少していて価値のある自然を破壊してまでダムを作らないとだめなのでしょうか？理由も全く納得できません。ダムを建設
してオオサンショウウオが住めなくなったり、水がまずくなるのはたえられません。ダム建設に反対します。

　確かにダムが完成するとオオサンショウウオの生息環境は一部減少します。しかし、上流
域にはオオサンショウウオの生息に適した環境の存在を確認していることから、学識者の
指導・助言を得ながら上流域へオオサンショウウオを移転、その後もモニタリング調査を実
施するなど、保全対策が既に一部実施されていると伺っております。

77
⑫　環境につい
て

我々の未来のビジョンに見たい物は、大掛かりな自然破壊行為によるダムの建設では無く、一番安心でメンテも楽な地域水
源管理を続行して行く事と、豊かな自然が守られると言う事に他ならぬと思います。
川上ダムに関してのメリットを数える事は出来ませんが、デメリットはいくらでも数え上げられます。
先ず、ダム建設により、貴重な野生生物（天然記念物動物の大山椒魚を始めこの地域に生息する沢山の野生動物、鳥類、
etc.）が生きる場所を奪われます。
治水と言う名目にもかかわらず、ダム流域の失う自然環境によって、生態系のみならず、しいては辿り辿ると逆に災害を引
き起こす引き金になる事も。
今、世界はダムを廃止して元の自然環境を取り戻す方へとシフトしているのに、なぜ確実なメリットさえ無いダムを、推進し、
貴重な水源を、廃止するのでしょう！？！
まさに逆行しているとしか思えません。

そして何よりも、我々の住む自然環境を喜び、安心して地域の水道をこれからも守り、大切に利用させて貰える事を有難い
と心から感じながら、この地域に生きて行きたいです。
その為にも、どうぞ川上ダム事業と決別した道を歩く事を強く要望致します。
どうぞ、一市民の願いを受け止めて、今後の水道事業の在り方をより住民の利に叶う方向にご検討を宜しくお願い致しま
す。

　川上ダムでは、ダムの工事による環境（大気環境、水環境、土壌に係る環境・その他の環
境、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等）への影響
予測・評価が行われています。
　検討の結果、事業の実施に伴い動植物の一部の種については、生息・生育地の消失又
は改変の影響を受けるなどすることから、環境保全措置が実施されることとなっており、そ
れにより実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されると判断されています。
なお、環境保全措置の実施にあたっては、学識者の指導・助言を得ながら、環境保全に努
めていくこととされています。
　これらの環境影響予測・評価、環境保全措置についてまとめた「川上ダム建設事業にお
ける環境保全への取り組み」（環境レポート）が川上ダムホームページの「環境レポート」に
掲載されております。

112
⑫　環境につい
て

・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　④ダムについては利水、治水、環境の面から考えなければならないのは理解しているが、現状の利水では何故ダメなの
か？
　　まだまだ理解できない。
　⑥環境面の話しは「おいしい水」としか説明にはなかったがその他の環境面についても教えて欲しい。

　水道施設を運営するためには、取水施設から配水施設の多岐に亘ってさまざまな機械設
備及び電気計装設備を稼動させ、多くの電力を使用しお客様に水道水を安定供給していま
す。各種機器類を稼動させると使用電力が多くなるばかりでなく、二酸化炭素が排出される
ことになります。伊賀市では電力使用料及び二酸化炭素排出量は、他の同規模事業体に
比べ高い値になっています。
　これは、ゆめが丘浄水場からの広域的な送水へ切り替えを進めている段階であり、ゆめ
が丘浄水場と今後廃止予定の施設を並行して運用していることや、ポンプ設備等の経年化
により運転効率が悪くなっていることが要因と考えられます。今後、設備更新時には高効率
機器や省エネルギー機器の採用等により電力使用量、二酸化炭素使用量の抑制に努め
ていく必要があります。
　なお、ゆめが丘浄水場には太陽光発電設備が設置済みで、再生可能エネルギー利用率
は同規模事業体に比べ高い値となっています。
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78
⑫　環境につい
て

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に
反対をします。
私はまだ、伊賀市の水道について勉強し始めたところですので、正直詳しいことは、はっきりとはわかりません。
利害関係の見直し、環境問題の専門化の意見に更に耳を傾けること、伊賀市が損な役回りになった経緯を関係者全てが把
握すること、いろいろな課題にまず時間と労力を惜しまずしてからの再考をお願いしたいと思います。
歴史から学ぶと、警戒に素直に向き合うことが、行政として過ちを避けることだと思います。どうか、伊賀の本当によいもの
を無くさないでください。ぎりぎりの生活をしている市民の負担をこれ以上増やさないでください。よろしくお願いします。

57
⑫　環境につい
て

日々のお勤めご苦労さまです。
以下、中間案に対する意見を述べさせてもらいます。
わたしは大阪から伊賀に住みたいと思い３年前に引っ越してきました。
伊賀の自然を大切にしたいと思っていますし、今後のよりよい暮らしをしていきたいと思っています。
そのため、今回の中間案には反対です。
いまあるもの資源を上手に生かすことが大切だと思います。
お金を無駄に使うようなことはしないでください。
これから、そして子供たちの未来のためにおいしい水とここにある自然をちゃんと残してほしい。
平和な暮らし方をもっとみんなで考えられると信じています。
よろしくお願いします。
*Peace, Love & Soil be with us...

111
⑫　環境につい
て

③国も地方自治体も借金まみれの今の行政を改めて、子や孫たちが安心してくらせる社会をめざすには、ダムのような不
要なものにお金を投じるのではなく、今ある自然やインフラを大切に保全、活用しながら、農林業や、水、食を大事にする社
会をめざすべきである。そうすれば若者が定着し、人口減少も緩和され、世の中から注目される『伊賀市』になるであろう。

109
⑫　環境につい
て

現在の計画では無駄が多すぎて賛成できません。未来につけを残さないため再検討を強く望みます。
特にダムに頼る水管理は流域全体の環境を傷め、子孫のとっても重大なつけを残すと考えています。

　川上ダムの目的の１つに「流水の正常な機能の維持」があり、これにより、前深瀬川及び
木津川の既得用水を安定的に確保するとともに、河川維持に必要な用水を確保することに
よって、動植物の保護、流水の清潔の保持等、河川環境の維持を図り流水の正常な機能
の維持と増進を図るものとされています。

88
⑫　環境につい
て

伊賀市は生物多様性に恵まれた里山の文化があります。
お水は暮らしや文化、経済の原点で財産です。
生きものや水は生物多様性の保全なしでは守れません。

引き続き環境保全の視点で水道事業経営を行ってまいりたいと考えます。

　伊賀水道用水供給事業において各支所区域へ配水する前提で整備されたゆめが丘浄
水場の能力を最大限活用することで、一番経費が低く、低廉な水道料金とすることにつな
がります。
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115
⑬　民間委託に
ついて

また、事故のときに、管理体制に民間委託を導入していると、逆に対応がなおざりになったり遅れたりすることがあります。
実際、希望ヶ丘での漏水事故対応で、民間委託の問題点を指摘する声が出ていたかと思います。

　平成28年8月8日の夜に発生した事故に関することかと存じます。また、休日、夜間の水
道管修理業者の当番制のことを仰っているのかと存じますが、ご指摘の件では事故発生後
30分程度で現場に駆けつけ適切な対応を行っています。今後も迅速な対応と情報の提供
に心がけますのでご理解をお願いします。

56
⑬　民間委託に
ついて

民間機関への委託等による職員の負担軽減及び人件費の削減
イ．建設的な部分として職員が行っている請負工事等において、材料検収、段階確認、通断水作業を民間機関に委託す
る。
ロ．管理的な部分として、漏水の現地確認、修理、それに伴う対外的な処理又濁水の確認及びその処理等を民間機関に委
託する。
ハ．道路掘削による水道管埋設位置の立会業務の委託。

　厚生労働省では、「新水道ビジョン」において、水道を取り巻く厳しい社会環境などを踏ま
え、健全かつ安定的な事業運営の持続のための重点的な実現方策の一つとして、「官民
連携の推進」を掲げています。これを踏まえ平成26年3月には「水道事業における官民連
携に関する手引き」が公表されました。
　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料金徴収業務、休日夜間における浄水場運転管理業務等において
は既に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。
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80
⑭　職員の育
成、技術の継承
について

水道部は経費を削減していていると誇らしげに説明しておられましたが、そうだとしたらそのために水道施設の維持管理体
制がおろそかになってきていないでしょうか。
個々の現場に即した技術の蓄積の継承は大丈夫なのか、不安です。

56
⑭　職員の育
成、技術の継承
について

イ．水道技術管理者の育成等により、トータル的な知識と経験を有する人材を数多く育成する。
ロ．“「安心・安全」と「信頼」を未来につなげる伊賀の水”を基本理念とする職員の育成する。
　この理念に基ずく目的・目標を持てる、又行動する職員の育成する。

　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います。また、小規模な浄水
場は地域雇用者による管理体制により施設の運転管理に努めており、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。
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31
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

・薬剤処理の負担増が懸念され、それにより子どもたちへの健康に及ぼされる影響があるため
・行政の経済的負担増による、水道料金の値上げはただでさえ負担の多い子育て世代の暮らしを圧迫する恐れがあるた
め、子どもたちの将来に影響を及ぼしかねません。

33
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

資本的収支は毎年10億円以上の赤字になっている。
これに対し「収益的収支から発生する利益と内部留保資金により財源補填が可能」としているが、P80の収益的収支をみる
と利益は３～４億である。また人口は減少するのに水道料金収入が変化していない。
P35（工業用水の増加を見込んでいるかもしれないが不確定要素が多く厳しいのではないか。）
（P33．１万人程減少）
このため実際収益的収支から利益が出るかどうかも分からない。
また、内部留保資金は「管路の更新費用（中略）などに充てていく」としている。
どの程度その資金があるのか不透明である。
県から有償譲渡を受けたゆめが丘浄水場の支払いもある上に川上ダムの利水や事業費等支出（利息等含む）の負担が大
きすぎると思う。
負の遺産になるダム利水からの撤退を望む。
以上のことから水道事業ビジョン（中間案）に反対する。

36
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

伊賀市の人口増が見込まれていた時代に計画された川上ダム建設ありきの基本計画には反対です。
またP79,表のような、収入見込み、これから人口が減っていくのですから、そのことをしっかり加味して、作り直してください。
お金の負担、多様な自然を失うことから受けとる、負の遺作、それは私たちや、未来の子どもたちにのしかかるものです。
ダムありきの水道事業基本計画の見直しを、市民として強く希望します。

49
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダム利水に一元化していくことを意味するので反対します。そもそも当所の伊
賀市の説明よりも大幅に建設負担金や利息金等がかかり、その額200億円にもおよぶ負債を負うことになります。人口減少
を予測しているにもかかわらず、その負担を後世にまで残したくありません。ますます人口が減ってしまうでしょう。近隣の市
町村の方が水道料金も安いので若者はどんどんでて行ってしまう。
②川上ダム利水撤退した場合、撤退負担金は10億円。これまでの水道部の説明より、利水推進の方が費用が安いというの
は全くの偽り。このまま偽りの計画を続け、市民をだますのはやめてもらいたいです。
③収支計画について来年度から水道料金収入が増額する予測をされているが、人口減少のなか、工業用水道もなく、桑名
市、四日市、鈴鹿市など近隣の都市より水道代が従量料金で76倍、１社あたり1～4億円の負担となる状況で大量の水道水
を使う大規模な工業開発をするという非現実的な想定はするべきではありません。

◆収支計画・水道料金の見通し
　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、水道料金収入は今後緩や
かに減少してゆきますが、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、一方でこれまで市内全域の水道施設
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
上に減少していきます。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。

◆水需要見通し（工場用水）と水道料金収入について
　水道料金収入の算定は、生活用水、業務営業用、工業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。生活用水については、人口減少に比例して料金収入は
減少していきますが、平成29年度から給水を開始する佐那具工業団地や、新たな産業用
地の南部丘陵地への企業誘致等による社会増の水需要を見込んでいます。
　ただし、この社会増のうち、佐那具工業団地と南部丘陵地については、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%の収入料金をもって算出しています。

◆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の負担について
　
　ゆめが丘浄水場を始めとする三重県企業庁の伊賀水道用水供給事業により建設された
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。（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。）
　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。
　
◆収支見通しの計画期間について
　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。
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115
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、そ
の水を使わんがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
しかし、今現在使っている水源、浄水場を維持継続していくのが一番いいのではないでしょうか？川上ダムへの利水参画は
取り消した方がいいです。水はこれ以上必要ないからです。そして川上ダムへの利水参画を続けてしまうと、伊賀市の負担
が今後200億円にも300億円にもなってくるからです。必要のない利水参画を止めるだけで、ばく大な節約になります。公共
施設・インフラのリストラを進めている伊賀市です。なぜ今から川上ダム利水参画という巨大なインフラ整備を行わなければ
ならないのでしょうか？まったくの真逆の方向で、言っていることとやろうとしていることが矛盾しています。
折衷案として川上ダムへの利水参画を続けながら、各地の水源、浄水場をできる限り維持することもありえます。ただ、その
場合、たくさんの施設・設備を維持するためにもっとも経費がかさむ案となってしまいます。財政面から望ましいとは思えま
せん。
水道部案のメリットは
逆にデメリットは

料金を上げざるを得なくなる。
私たちが望む案のメリット、デメリットはほぼ水道部案の裏返しです。
メリットとしては

24
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

ダムよりの利水にたよる負担金は払わずに済む施策を計り、等の乗余金は水道料金軽減に使われたい。

28
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

②収支計画について、人口減少のなか、水道料金の収入は増えるとされているが、工業用水の増加とされている。しかし、
その根拠があまりに不透明である。にもかかわらず、水道料金の値上げはしないと宣言してしまうのはあまりにリスクが大
きいのではないか？ダム利水をやめて、今ある浄水場を活用していく場合の収支計画も含め、工業用水増加がなかった場
合の収支計画も考えるべきだと思います。
以上のことから、私は今回の水道事業基本計画中間案に反対します。まだまだ、議論のひつようがあると感じます。市民の
声をきく、議論する時をさらにもうけていただくことを強く求めます。

72
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

資本的収支の表（収入）の国庫補助金はダムができたH44以後はどうなるのですか。H43までは水道代が仮に上がらなくて
も、H44以後は急に上がるのではないですか？

　国庫補助金については、施設の耐震化や老朽管の更新事業に対して、出来るだけ財政
負担を少なくできるよう国の補助事業の適用を受けて進めているもので、その補助額を計
上しています。
　今回の基本計画は15年間としているため、それ以降の収支計画をお示ししていません
が、急激な変動は生じないと考えています。

５６頁の◆回答と同じ。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

116
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

“工場用水量は開発計画等の特殊需要が存在する”とありますが、予測水量が最大の上野南部丘陵地は現状、市道（工事
中）の両サイドの丘陵が全く手付かずの“山林状態”のままです。にも拘らず、第１回策定委員会の資料（表１６）(上野地区・
社会増)では、今から僅か３年後の平成３１年度からここでの水需要が発生するとしており、これは逆立ちしても無理な話で
す。しかも建設部産業集積開発課によれば、現在デベロッパーもまだ決まっておらず、造成工事の完成時期も未定と言い
ますから、１５年先の平成４３年度においても一軒の工場も操業していない可能性が高いと思われます。従って
イ）この最悪の場合の収支計画を作成し、市民に示して下さい。

　水需要のなかで社会増として見込んでいる新たな産業用地として民間デベロッパーによ
る開発を計画している南部丘陵地については、伊賀市として新たな雇用の創出による人口
減少への歯止めや、税収などの財源確保のための重要施策として企業誘致に取り組んで
いるなかで、どのような企業が来ても支援できるよう、現在の配水施設の供給能力の範囲
内で必要水量を見込んでいるものです。

115
⑮　収支計画、
水道料金につい

て

現時点で、伊賀市の水道は、県下で3番目に高い。伊賀市よりも高いのは、島しょ部をたくさん抱えた鳥羽市と志摩市だけ
である。こんなに水が豊富で、水の郷と江戸時代から言われてきた伊賀市で、なぜそんなに水道が高いのか？6市町村が
合併して管路が長いとかいろいろ言い訳をしているが、合併した市は他にもたくさんある。伊賀市の水道がこんなにも高い
のは、広域水道や川上ダム利水計画など、身の丈に合わない巨大施設、巨大水源開発を水道事業の中に含めてしまった
からではないか？
水道法の第一条に、「この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及
び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改
善とに寄与することを目的とする」とある。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
であることが基本法で定められている。
しかし、現時点での水道基本計画案は、15年間は水道料金を値上げしないで済む見通し、などとあいまいな表現に終始し
ている。工場用水需要が15年後には現在の2倍近くになるなどと、誰が信じるだろうか？しかも、伊賀市の工場用水は、桑
名市、四日市、鈴鹿市など近隣の都市より水道代が従量料金で76倍も高い！そんな高いお金を払って、工場が大量に伊
賀に進出してくるとする根拠を、示してほしい。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？こちらの試算で
は34億円になる。この収入増は絵に描いた餅に終わる可能性が極めて高い。これだけで34億円もの減収である。伊賀市水
道事業が一生懸命蓄えてきた内部留保資金25億円（平成27年度決算）が、全部吹っ飛んでしまう。人口減少に関する見通
しも甘いので、水道料金収入は、さらに減る可能性がある。15年間、水道料金を値上げしないで済むとしている根拠は、架
空計上による粉飾見積もりによるもので、あっという間にウソがばれるようなものではないか。工場用水の社会増が水道部
の見込み通りに増えない場合、社会情勢や景気が思ったほど良くならなかったので、などと言い訳をしてすますつもりだろう
か？
川上ダム利水参画と広域水道・ゆめが丘浄水場を前提とする水道基本計画案とするならば、川上ダム利水参画と広域水
道・ゆめが丘浄水場にかかる経費をすべて、収支見通しの中で見ていかなければならない。川上ダムへの利水参画で、建
設費の償還が終わるのが37年後である見込みなのであれば、少なくとも37年間の収支見通しを出す必要があるのではな
いか？
川上ダム利水参画によって、ダムの年間維持費も伊賀市の負担になる。その額は少なくとも年間6000万円だと水道部も認
めている。ダムの寿命が100年として、少なくとも6000万円×100年＝60億円の経費は見込まないといけないのではない
か？これだけで済む保証すらない。ダム湖を造ったら必ず発生するアオコは、抜本的な解決策は未だなく、対処療法にかな
りの経費がかかる。この費用は伊賀市は負担しなくていいのか？ダム湖を造ったら、必ず土砂がたまっていく。この堆砂除
去費もばく大な額になるが、これは本当に伊賀市が負担しなくていいのか？その確約は取れているのか？
ダムは映画「ダムネーション」で描かれているように、いつかダムとしての役割を終え、撤去せざるを得ない時が必ず来る。
いつその時が来るかは今の時点ではっきりと言える人はいない。だが、川上ダムは建設前から必要性が強く疑われてい
る。計画から50年近くたっても本体着工がされないでいるのは、もともと必要性が弱いからでもある。人口減少社会に突入
し、地域の自然や文化の大切さがこれからますます見直されていく中で、ダムを撤去すべきだという声は、近い将来に高
まって撤去することになるかもしれない。少なくとも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？その費用も見込んでこそ、ダム
にかかる費用はすべて見込んで水道基本計画を立てていると言えるのではないか？
広域水道もこれからどれぐらい施設の更新費でかかるのか？もともと204億円の建設費を投入してつくられた過剰なほど巨
大な施設である。何年後に多額の更新費が発生する見込みなのか？更新費はいくらかかるのか？204億円かけてつくられ
た施設であるから、更新費も200億円を下ることはないのではないか？いついくらぐらい発生するのか？その負担は伊賀市
がすべて負わなければならないのか？明らかにしてほしい。

５６頁の◆回答と同じ。

水道料金と水道法第1条について
　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（Ｈ27.12.24 第5回水道事業基盤強化方策検討会）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。

ダム管理費用について
　川上ダムが完成し供用を開始した後は、毎年、ダム管理に必要な経費の一部を負担して
いくことになり、収支計画には年間６千６百万円を見込んでいます。
　水資源機構の管理ダムにおける曝気循環設備は、その運用実績により貯水池のアオコ
対策に効果があることを確認していると伺っています。このため、川上ダムにおいても曝気
循環設備を導入する予定であり、効果的、効率的な運用に努めると伺っています。また、川
上ダムの堆砂容量は適切に確保されていると伺っています。

ダム撤去費用について
　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、伊賀市の水道水源とし
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。

伊賀広域水道の更新経費について
　ゆめが丘浄水場は、平成21年4月に供用を開始した施設で、この間8年弱の最も新しい施
設です。耐用年数はコンクリート構造物の場合、一般的に60年とされており、耐震性も備え
ていることから相当の間、中核施設として機能させることが可能と考えています。当然、設
備類は随時更新が必要となりますが、適切なメンテナンスを行うことにより、長期にわたっ
て問題なく稼動させていくことが出来ると考えています。
　また、送水管路についても同様に若い施設であり、耐震性を備えたダクタイル鋳鉄管と
なっています。水道管の耐用年数は一般的に40年とされていますが、実使用年数は60年
～80年とされています。
　伊賀広域水道で整備された施設のみならず、市内全域の施設の維持・更新を行っていく
ためには、施設の統廃合は必要不可欠なものです。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

116
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

p.79 の表の「水道料金収入」は次のようになっています。
　　　　　　　H27 決算額　　 　　26.3億円
　　　　　　　H29～H33 前期　　26.6億円
　　　　　　　H34～H38 中期　　26.7億円
　　　　　　　H39～H43 後期　　26.2億円
伊賀市の人口は今後の１５年間、どんどん減少していくため、水道料金収入も並行して減少していくことになります。ただし
水道部の予測では「工場用水」だけは例外で、第１回策定委員会資料（表１６）によれば平成３４年度までは使用水量が顕
著に増加することになっていますから、上記の「前期」の金額が「H27」の決算額とほぼ同額なのは分からないでもありませ
ん。しかしH34以降の「中期」「後期」においてもほぼ同額となっているのは理解できません。もっと減少する筈です。その理
由を説明して下さい。

　生活用水については人口減少に比例して料金収入は減少していきますが、料金体系は
使用水量が増すほど料金単価が上がる逓従量制を採用しているため、使用水量の比較的
多い工業用の料金が増すことにより、お示ししている料金収入を見込んでいます。

61
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

川上ダム利水にかかる負担金はばく大で水道料金の値上がりが懸念される。
水源から各戸蛇口が近い方がコストも安く安心安全だ。
私は名張に住んでいますが、仕事は伊賀市で働いています。
水はいのち、命の水を汚されたくありません。
安心安全で、おいしい今の水で十分です。
「水道事業基本計画に反対」です。

62
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

川上ダム利水にかかる負担金はばく大で水道料金の値上がりが懸念されます。
水源から各戸の蛇口が近い方がコストが安くなり安全です。

111
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

上記の箇表に反対です。理由は以下の通りです。
①私が住んでいる地域の上水道は、前深瀬川の上流の清流から取水されている。この水は高尾の山にがある限り、枯れる
ことはないであろう。この水源を捨てて、わざわざ下流の汚染された水を浄化、消毒してこの地までもってくるというは、まこ
とに不合理な暴挙である。
②そのためには多額の資金が必要となるが、その財源をどこに求めるのか。結局、水道代、税金という形で住民が負担す
ることになるであろう。我々大人世代はともかく、子や孫の世代が永年にわたって負担を強いられるような水行政を認める
訳にはいかない。

５６頁の◆回答と同じ。

　阿保浄水場区域へのゆめが丘浄水場からの給水については、合併前の伊賀地域の自
治体からの要請により、三重県企業庁が整備を行った伊賀水道用水供給事業計画におい
て送水施設が整備され、予定されていました。そして、老朽化が進んでいる阿保浄水場の
ろ過施設の負荷の軽減を図り、安定した給水を行うため、平成22年4月から桐ヶ丘団地・青
山工業団地、奥鹿野への給水の切り替えを行っています。
　阿保浄水場については更新時期が近づいていることから、改築にあたっては、ゆめが丘
浄水場の能力と阿保浄水場の水利権を活かしながら、適正規模での更新計画を予定して
います。

26
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

収入に対して支出の方が多いとのことだが、内部留保の取りくずし（7.9億）（20.9億）には反対（再考）してほしい→負担が多
すぎる。

　資本的収支のことを言われていると思いますが、水道事業のような公営企業会計は、損
益取引と資本取引の二本建てとなっており、営業活動に伴う損益取引のことを収益的収
支、建設改良に伴う資本取引のことを資本的収支と呼びます。
　施設・管路等の建設改良のための支出は、資本的支出として支出されますが、翌年度以
降の収益的支出の中で、現金支出を伴わない減価償却費としての費用を見込むことによっ
て、その分の資金が手元に残ることになり、これを内部留保と言います。その資金を将来の
施設・管路更新等に充てる財源として使用します。
　このようなサイクルに基づいて事業運営を行うため、毎期の資本的収入のみで資本的支
出を賄える会計構造にはなっていません。
　これは、当市の水道事業だけに限らず、他市においても同様です。

41
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

水道事業基本計画の中間案に反対いたします。
ダムを作らず浄水場の統廃合を行わない場合はどうなるのか再度算出し検討して下さい。また、向１５年は水道料が上がら
ないとの事ですが、私が知りたいのは水道管や新施設、ダムが劣化、老朽化し始める２０年、３０年、５０年後の見通しで
す。補修費や維持管理費、水道管の劣化にともなう薬代など支払がもっと上がってくるのではないでしょうか？伊賀市の未
来、１５年後以降の収支計画を出して下さい。

５６頁の◆回答と同じ。

５６頁の◆回答と同じ。
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52
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

「ゆめが丘浄水場」への一元化を中心とした水道施設の統廃合に反対致します。それに関連する事業計画、水源計画、収
支計画について合わせて反対致します。

費用比較についても疑問を感じます。具体的には柘植地区の朝古川浄水場についてですが、現施設の継続利用費用の建
設費の金額が１５億３５００万円に対してゆめが丘からの送水については送水管への接続費用のみの計上で２億９２００万
円となってます。本体のゆめが丘浄水場に要した建設費やその後の維持費、減価償却費は計上されていないのはどうして
でしょうか？各積算の根拠が信頼できません。まず、川上ダムありきからら開放されることを願います。

　費用比較については今後必要となる費用の予測であり、ゆめが丘浄水場は既に建設さ
れ運用されているものであるため、建設費は比較対象には入れていません。

108
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

２．どうして伊賀市の水道料金は、三重県で上から三番目に高いのですか。水源が沢山あるのにどうしてですか。収支の見
通しは黒字だと言いますが、今後15年間この高い水道料金を払わされる我々市民はがまんができません。大きなゆめが丘
浄水場、ムダな川上ダム、水道部は水資源機構に踊らされているのではありませんか。

26
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

電気やガスは、なくても他のもので代用ができますが。
人口が減り、財源が厳しくなる中で、ダムを建設して黒字の水道経営ができるとは、中間案からは見てとれませんでした。

115
⑮　収支計画、
水道料金につい
て

電力消費量の増大は、維持経費の増大を招くことにもなります。

５６頁の◆回答と同じ。
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8
⑯　ダム負担金
について

伊賀市水道事業基本計画、中間案に反対します。ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合には、川上ダムの完成と、
地域の浄水場、水源の廃止が盛り込まれています。この計画に反対です。
人口減少社会にはいっていくことは、中間案でも示されています。現状でも水が足りているなかで、新たな巨大施設は必要ありません。
ダムにも寿命があり、メンテナンスや維持費も必要になります。現状で考えられる200億の負担プラス、未知の負担が減少したこれから
の世代の負担となります。
15年先までではなく、その先のことまで考えた計画を求めます。余った水の水利権は返すことができず、作ってしまったダムは簡単に撤
去することはできません。もう一度計画の練り直しを求めます。
ダムからの撤退はできないといいますが、民主党政権になったときは凍結されました。全国的にも撤退の例があります。このような意見
がでていることを踏まえて、検討しなおしてください。

9
⑯　ダム負担金
について

川上ダム建設に反対します。
理由１）川上ダムによる利水に一元化することはわれわれ伊賀市民に大きな負債を負わせることになります。
理由２）川上ダム建設から撤退することのほうが利水推進よりも費用的に伊賀市民にとって負担が少なくなります。

12
⑯　ダム負担金
について

川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また川上ダムの建設負担や維持費、ゆめが
丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。

17
⑯　ダム負担金
について

今の状況でなぜ満足ができないのでしょうか。なぜ２００億もかけてリスクのある方向に進む必要があるのでしょうか。住民の意見を聞
き、なにが一番伊賀市民のために一番よいかよく考えてほしいです。今のままでも十分満足できる伊賀のおいしい水をうばわないで下
さい。
ダム建設反対！！

34
⑯　ダム負担金
について

川上ダムからの利水ありきの水道事業計画に反対します。
もう一つ、川上ダム利水には多額の費用がかかり、経済面でも賢いとは言えません。これからさらに減少するであろう人口、そして水道
料金収入のために、なぜ今大型の水源を開発する必要があるのか、私には分かりません。

49
⑯　ダム負担金
について

①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダム利水に一元化していくことを意味するので反対します。そもそも当所の伊賀市の説明
よりも大幅に建設負担金や利息金等がかかり、その額200億円にもおよぶ負債を負うことになります。人口減少を予測しているにもか
かわらず、その負担を後世にまで残したくありません。ますます人口が減ってしまうでしょう。近隣の市町村の方が水道料金も安いので
若者はどんどんでて行ってしまう。
②川上ダム利水撤退した場合、撤退負担金は10億円。これまでの水道部の説明より、利水推進の方が費用が安いというのは全くの偽
り。このまま偽りの計画を続け、市民をだますのはやめてもらいたいです。撤退しても暫定豊水水利権はうばわれません。その様な例
は一度もありません。

81
⑯　ダム負担金
について

①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に参画していくことを意味し、伊賀市民は総額２００億円もの負債を負うことに
なります。内訳は、ゆめが丘浄水場に残された企業債償還負担８７億円と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5％、64.9億円と水
資源機構への利息約40億円）です。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は１０億円程度であり、利水撤退する方が既存施設の更新を含めても費用では安くなりま
す。

115
⑯　ダム負担金
について

水道部が「中間案」として提案しているのは、川上ダムへの利水参画を前提とし、木津川からの水利権を新たに獲得し、その水を使わ
んがために、伊賀各地の水源、浄水場を廃止、縮小し、ゆめが丘浄水場に一極集中しようとする計画案です。
しかし、今現在使っている水源、浄水場を維持継続していくのが一番いいのではないでしょうか？川上ダムへの利水参画は取り消した
方がいいです。水はこれ以上必要ないからです。そして川上ダムへの利水参画を続けてしまうと、伊賀市の負担が今後200億円にも
300億円にもなってくるからです。必要のない利水参画を止めるだけで、ばく大な節約になります。公共施設・インフラのリストラを進めて
いる伊賀市です。なぜ今から川上ダム利水参画という巨大なインフラ整備を行わなければならないのでしょうか？まったくの真逆の方
向で、言っていることとやろうとしていることが矛盾しています。

◆ダム負担金について

ア、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
　ゆめが丘浄水場を始めとする三重県企業庁の伊賀水道用水供給事業により建設された
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。（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。）
　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。
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117
⑯　ダム負担金
について

｢ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反対しま
す。
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場に残された
87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え、水資源機構への利息約40億
円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は10億円程度であり、これまで水道部が説明してきた、利水推進の方が費用は安いとの
説明は偽りであった。既存施設の更新を含めても、利水撤退の方が費用的に優位である。

　ゆめが丘浄水場は伊賀市の地理的条件も考慮し配置されており、施設能力は伊賀市全
体の給水量の約６５％に相当しますが、施設統合により水源や浄水場を全てゆめが丘に
一元化する考えではありません。
　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て、ダム完成時（毎秒最
大0.358㎥）の約60%（毎秒最大0.215㎥）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）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
と健全な水道事業運営に繋がっていくものです。
　その為には、川上ダムを水源とする安定水利権の取得が必要で、川上ダム利水から撤
退することはできません。

48
⑯　ダム負担金
について

「ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水道施設の統廃合」および、この方針に基づいた事業計画、水源計画、収支計画に反対しま
す。
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場に残された
87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え水資源機構への利息約40億
円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は10億円程度であり、これまで水道部が説明してきた、利水推進の方が費用は安いとの
説明は偽りであった。既存施設の更新を含めても利水撤退の方が費用的に優位である。
②水道部の水需要予測には不審な点があるが、15年後人口が約1万人減少することから、減少していくことは間違いない。現在ゆめが
丘浄水場が取水している暫定豊水水利権14400㎥／日と各地域の水源を廃止するのは地域住民の意思に背くものである。
③川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維持費、ゆめ
が丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。

96
⑯　ダム負担金
について

「上記の箇所に反対します。」
理由：①ゆめが丘浄水場の最大限活用とは、川上ダムの利水に一元化していくことを意味し、伊賀市民はゆめが丘浄水場に残された
87億円（利息含まず）の企業債償還負担と川上ダム建設負担（川上ダム事業費の5.5%、64.9億円に加え、水資源機構への利息約40億
円）、総額200億円におよぶ負債を負うことになる。
②川上ダム利水撤退した場合の撤退負担金は10億円程度であり、これまで水道部が説明してきた、利水推進の方が費用は安いとの
説明は偽りであった。既存施設の更新を含めても、利水撤退の方が費用的に優位である。
③川上ダム利水に一元化するのは、費用、水質、危機管理上、伊賀市民に不利益である。また、川上ダムの建設負担や維持費、ゆめ
が丘浄水場更新費用は将来の市民に大きな負担となる。

112
⑯　ダム負担金
について

・自分が口にする伊賀市の水が、大変なことになっていることに驚いた。
・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　①何故こんなにも経費が膨らんでしまったのか？誰でも不審に思う。
　③建設後のランニングコストを考えるとかなり伊賀市（市民）の負担が大きすぎる。建設、撤退にしても税金が投入されるのだ
　　から、もっと市民に積極的に明確に説明をしなければならない。このまま伊賀市は押し切るつもりなのか？

115
⑯　ダム負担金
について

川上ダム利水参画によって、ダムの年間維持費も伊賀市の負担になる。その額は少なくとも年間6000万円だと水道部も認めている。ダ
ムの寿命が100年として、少なくとも6000万円×100年＝60億円の経費は見込まないといけないのではないか？これだけで済む保証す
らない。ダム湖を造ったら必ず発生するアオコは、抜本的な解決策は未だなく、対処療法にかなりの経費がかかる。この費用は伊賀市
は負担しなくていいのか？ダム湖を造ったら、必ず土砂がたまっていく。この堆砂除去費もばく大な額になるが、これは本当に伊賀市が
負担しなくていいのか？その確約は取れているのか？

7
⑯　ダム負担金
について

１．ゆめが丘浄水場を最大限活用とは、川上ダムから取水することであり、ダム建設にかかる負担金および維持管理費用を負担する
ことになり、孫、子の代まで高額な負担金を強いることになる。

６１頁の◆回答と同じ。

ダム管理費用について
　川上ダムが完成し供用を開始した後は、毎年、ダム管理に必要な経費の一部を負担して
いくことになり、収支計画には年間６千６百万円を見込んでいます。
　水資源機構の管理ダムにおける曝気循環設備は、その運用実績により貯水池のアオコ
対策に効果があることを確認していると伺っています。このため、川上ダムにおいても曝気
循環設備を導入する予定であり、効果的、効率的な運用に努めると伺っています。また、川
上ダムの堆砂容量は適切に確保されていると伺っています。

６１頁の◆回答と同じ。
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115
⑯　ダム負担金
について

水道部の計画では、以下のように約30億円、約33％の削減効果があるとしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
対象案　　　　　　　　　　　　　　建設費　ランニングコスト　計　　　 備考
検証対象施設継続使用　　　　　7,617　　　　1,372　　　　8,989
ゆめが丘浄水場系統の整備　　4,445　　　　1,586　　　　6,031 　約33%の削減効果

しかし、実際には、ゆめが丘浄水場への一極集中を進める水道部の計画案は、水源として川上ダムの水利権がセットになっています。
水利権を得るために伊賀市が負担する経費に関しては、当然、経費の中に含めて考えなければなりません。そうでなければ比較にな
りません。
そこで川上ダムの水利権を得るための経費を含めて、計算しなおします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
対象案　　　　　　　　　　　　　　建設費　ランニングコスト(RC)　　　　　　　　　川上ダム　　　　　　　　　　　計　　　備考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設費　　RC　堆砂除去費　撤去費
検証対象施設継続使用　　　　　7,617　　　　1,372 　　　　　　 　　　　0　　　 0　　　　　　 0　　　　　 0　　8,989
ゆめが丘浄水場系統の整備　　4,445　　　　1,586　　　　　　　 11,200　6,000 　　　　　　A　　　　　 B　23,231　　14,242百万円の経費増。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158%の経費増。
　
川上ダムの水利権を得るために、利水参画者である伊賀市は112億円もの建設費負担を強いられます。それだけで経費は172億3千1
百万円となり、検証対象施設継続使用の場合よりも82億4千2百万円の経費増となります。また、建設後は利水参画者は毎年6000万円
の維持費を負担しなければなりません。ダム水は通常100年間使うことが見込まれるので、100年間とすると60億円となります。これも
経費として含める必要がありますので、計算すると232億3千1百万円になります。142億4千2百万円の経費増、158%の経費増です。
つまり、30億円の節減になるどころか、142億円の伊賀市としての負担増となるのです。
このほかに、堆砂除去費用が何憶～何十億円、撤去費が何十億～何百億円かかってきます。建設費が上記の額に収まる保証もあり
ません。通常、ダム建設費は徐々に膨らむ傾向があります。金額全体が大きいので、建設費の負担がさらに何十億円余分にかかる可
能性は十分にあります。

・費用削減効果について
　ゆめが丘浄水場は川上ダム利水を前提として、既に市内全域の約40%の水道水を賄って
いるなか、川上ダムに代わる他の水源で代替することは不可能であるのが現実です。
　このため、費用削減効果に関するご意見では112億円とされる川上ダムに関する建設負
担金や60億円とされる維持管理費は、ゆめが丘浄水場系統の整備のみに計上されていま
すが、既存施設を継続使用する場合においても必要となってくるため、現実にそぐわない
試算であると考えます。

45
⑯　ダム負担金
について

川上ダムの利水に一元化していくこと…
それにはゆめが丘浄水場に８７億円の負担、川上ダム建設負担４０億
総額で２００億の負債を負うこと…など、どれだけの伊賀市民が知っていることでしょうか。
もっとわかりやすい形でこのようなことを進められていることをもっと多くの人々に知らせることはできなかったのですか。
水道事業基本計画に反対です！

６１頁の◆回答と同じ。
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49

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

⑤最後にこの中間案は、そもそも策定委員が納得せずして作られたものであり”中間案”とするのは間違っていると思いま
す。策定委員から抗議文が出されているにもかかわらず、地域説明会を行い、パブコメを募集していることに疑問を感じま
す。
以上のことから、私はこの水道事業基本計画に反対します。

59

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

１．中間案は検討委員会で成立していないので再度検討委員会を開催し、審議を尽くしてください

85

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

新聞報道にもあった６人の委員連名による、「伊賀市水道事業基本計画中間案は、とりまとめには至っていないことの抗議
書」が提出された一連の流れとは全く逆の行動をとった伊賀市水道部に対して、市民として抗議し、下記の６名の委員有志
の意見に共感します。　以下抜粋
「委員会では一切私どもに案内のなかった委員自宅への個別訪問をもって、期限を切り、公開の論議無き形で「全委員に
了解を得た」などという水道部の、手続きの進め方及びそれをもって市議会全員協議会にて「中間案を取りまとめた」との報
告をしたと聞くに至り、基本的な信頼関係をもないがしろにする進め方に怒りを覚えます。」抜粋終わり。

115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

パブコメ募集に関する水道部からの案内情報はまったくおかしいです。
概要には続いて、こう書かれています。「ついては、2017年度から15年間の水道事業基本計画【中間案】がまとまりましたの
で、市民の皆さんのご意見を募集します」。この「中間案がまとまりましたので」、というところに、■■さんをはじめとする6人
の策定委員がしっかりと異議申し立てをしています。策定委員すら中間案として認めない現在の伊賀市水道部の「中間
案」。市民の一人として私もそれを中間案としては認めません。

115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

青山での市民説明会でも市民から「この報告会自体の正当性が疑問である。策定委員の半数が中間案として認めていな
いのだから」。抜本的に検討しなおし、「本当の中間案の説明会をしてほしい、今回のようなごまかしと脅しの中でやる説明
会は無効だと思う」という意見があった。
今回の一連の説明会は、中間案に対する説明会ではなく、中間案を作るための説明会であり、これから本当の中間案を作
るべきである。

28

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

①まず、そもそも策定委員の6名の方がこの中間案に対して抗議文を出されているにもかかわらず、地域説明会、パブコメ
をおこなっていることに疑問を感じています。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、まったく説明会とし
ての意味をなしておらず中間案策定のやりなおしを求めます。
以上のことから、私は今回の水道事業基本計画中間案に反対します。まだまだ、議論のひつようがあると感じます。市民の
声をきく、議論する時をさらにもうけていただくことを強く求めます。

7

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

基本計画策定委員の多くの委員が反対しているのに、なぜ強引に推し進めるのか理解できない。理由を明記せよ。

108

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

１．策定委員会で正式に決まっていないと説明会で発言がありました。もう一度会議を開いて全員が納得する形で中間案を
出してください。

75

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

ゆめヶ丘浄水場のフル可動を川上ダム利水ありきの計画を策定委員の意見を無視し進め様とする水道部のやり方は、犯
罪としか言い様がありません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
市民の為の水道事業が一部の権力者によって進められる事などあってはならない事です。
多くの策定委員が認めていない中間案なるものを撤回し、市民の意見を反映した内容の計画を発表し、策定委員会で検討
すべきです。主権者(市民)の意見を聞き、東京の某代議士とのしがらみを一日も早く断ち切る事を切望します。

◆中間案の取りまとめについて

　去る10月11日開催の第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、中間案の取り
まとめに至る過程は問題ないと考えています。
　当日の審議会では、1ページから最終ページまで章毎に区切って、また、途中休憩を１回
挟んで約３時間半という審議を行っていただき、最後に委員長より「今日の委員会は、中間
案について取りまとめて、各委員の確認をいただいて、パブリックコメントに出すということ
を私から提案したいと思いますが、いかがでしょうか。（反対意見出ず）では、ご了解いただ
けたということで、それを私の今日のとりまとめとさせていただいて、事務局に最終的なとり
まとめを」と確認を行っていただき、中間案としてまとめさせていただきました。委員会の終
了直前にも「私としてのまとめは、今後の中間案の取り扱いについて、先ほどご提案してご
了解していただいたところですので」と議事録にも記載されており、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、12月20日開催の第７回策定委員会で中間案の取りまとめの経緯を委員さんに説明
させていただきました。
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115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

策定委員6名から、11月18日付で、水道部が「中間案」と言っているものは、中間案として認められない、私たちは認めてい
ないという強い抗議文が伊賀市長、伊賀市水道事業者、伊賀市水道事業基本計画策定委員長宛に提出された。
本文は以下のとおりである。
去る10月11日、第6回伊賀市水道基本計画策定委員会が開催されましたが、先日来より申し上げております通り、私とも委
員有志は、中間案が合意したとは思っておりませんので、改めて抗議の意も込めて当文書にてその意思を表明いたしま
す。
　委員会では一切私どもに案内のなかった委員自宅への個別訪問をもって、期限を切り、公開の論議無き形で「全委員に
了解を得た」などという水道部の、手続きの進め方及びそれをもって市議会全員協議会にて「中間案を取りまとめた」との報
告をしたと聞くに至り、基本的な信頼関係をないがしろにする進め方に怒りを覚えます。
　また、市のホームページ上においても、「この度、『伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）』の中間案を取りまとめ
ましたので、」との文言が記載されていますが、事実は「中間案の取りまとめは未だ出来ていない」ので、事実に反する内容
がこれ以上市民に公開されないよう、早急なる訂正を要求いたします。
この「早急なる訂正」は、11月29日現在、されていないようであるが、いつどのようにこの訂正要求に応じるつもりなのか？
策定委員12名のうち6名がこのような異議表明をしている以上、現行の中間案は中間案としての正当性はない。再々度、策
定委員が納得のいくまで策定委員会を開き、本当の中間案を策定すべきである。
また、一度やるはずだったパブコメを不当な理由でキャンセルしたのだから、本当の中間案ができあがったら、もう一度パブ
コメをやるべきである。

115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

上野地区での市民説明会で、こんな市民からの発言があった。
『新聞記事を読んだ。説明会が初日から紛糾したと書かれていた。策定委員の半分が、異議を唱えているという。今、「中間
案」の説明会が開かれているが、そもそもこの説明会が成立していない。こんなこと行政でみたことない。
策定委員有志や市民の声は、「一度顔を洗って出直して来い」ということだ。厳しい意見ばかりがこんなに出ているのに、水
道部職員はなぜそうして市民の声に一切耳を傾けずに座り続けていられるのか。何か得体の知れない圧力がうしろにある
のではないか？』
それに対して、会場から「利権や」という声があった。
いったい、誰のための「中間案」、誰のための水道部なのですか？

82

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

１．これについて、策定委員会の半数から抗議と宣言「伊賀市民にとって納得のいく中間案の策定を求めます～今ある水源
の有効活用を～」などが度々出されていますが、水道部は「第6回策定委員会で中間案をまとめることで異論はなく、各ペー
ジごとに確認をとったが異論はなかった。」との市民説明会での説明でしたが、議事録をみると、委員会の最後に会長は「今
日この場で修正し尽くせなかったところがあります。」と異論が非常に多かったとまとめており、会長は最後に「今日の委員
会は、中間案について取りまとめて、各委員の確認を頂いて、パブリックコメントに出す（中略）ーーー、いかがでしょうか？」
と言っており、「各委員の確認」がまとめの条件になっています。その後も会議では異論が次々に述べられ、時間切れで会
議は終わったと読み取れます。
とても、「中間案をまとめることで異論はなく、各ページごとに確認をとったが異論はなかった。」とは言えないものと存じま
す。抗議と声明を尊重し、中間案は作り直すべきであります。

６４頁の◆回答と同じ。
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115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

３） パブリックコメント後に設立・開催された策定委員会において、パブリックコメントを行ったという事実すら一言も言及され
ていない。パブリックコメントで出された意見やそれに対する水道部の返事（少なくとも一つのみは計画に反映する）も一切、
策定委員会で共有されていない。水道部は完全にパブリックコメントを黙殺している。
４） したがって、2015年6月のパブリックコメントは、その後の策定委員会で一切活かされていない。
このように、水道基本計画策定にあたって、パブリックコメントが一度すでに行われたのであるが、結果がむごいことになっ
ている。これほどの黙殺は他の伊賀市の事業計画策定において、例がないのではないか？

　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、
その結果を反映させて策定方針を決定し、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。

115

⑰　策定委員
会、中間案の取
りまとめについ
て

策定委員会の傍聴が10人に制限されているが、10月の第6回策定委員会では10名の傍聴者があり満員であった。その前
も9名の傍聴者でぎりぎりだった。会場の都合という理由で傍聴者を制限しているが、制限以上の傍聴者が来たときは、せっ
かく遠路来ても帰ってもらうのだろうか？
市民説明会には合計で200名を越える市民が参加した。これら市民は、自分たちの発言したことが、水道事業計画策定にど
う反映するか、高い関心を持っている。せめて市民説明会に来た人全員が来れるだけの傍聴者席を用意してほしい。市民
がたくさん、水道事業基本計画策定に関心を持ってくれるのは、市としても、水道部としても歓迎すべきことではないのか？
決してその関心、参加を妨げるようなことはしてはならないのではないか？
また、伊賀市では、このような審議会において、傍聴者の発言を最後に認めた前例がある。淀川水系流域委員会では、傍
聴者の発言のための時間が積極的に設けられていた。水道基本計画策定は、伊賀市民の多くにとって日々の暮らしに密
接にかかわる重要事である。市民説明会を通じてこれだけ関心も高まってきているのだから、策定委員会の最後に、傍聴
者が発言するための時間をしっかりと設けてほしい。

　策定委員会は、日程調整も踏まえ確保できた会場の大きさにもより、傍聴していただける
人数を設定させていただいています。
　策定委員会における傍聴者の発言については設ける予定はございません。

-66 -



受付 意見分類 ご意見 市の考え方

8
⑱　市民説明会
について

周知徹底に疑問はありますが、市民説明会を開いてくださったことに感謝します。しかし、ただのガス抜きの場、とされない
か危惧しています。ひとつひとつの意見を、パブコメでの意見とあわせて大切にしてください。それこそが市民との信頼で
す。
水道事業を市民とともに考えるものとしてください。

　市民説明会でいただいたご意見やパブリックコメントのご意見は、整理して委員会へ伝え
ます。

104
⑱　市民説明会
について

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

説明会の日程や会場を様々な媒体でお知らせさせていただいたと考えております。
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1
⑲　パブリックコ
メントについて

・今回のパブリックコメントに対して、プロ市民団体から組織的に多数の意見が提出されることが想定されますが、そうした
偏ったダム反対意見に囚われることなく、川上ダムからの利水方針を固守してください。

　中間案は、川上ダム利水による整備計画を前提として策定して頂きました。

89
⑲　パブリックコ
メントについて

パブコメ募集は周知不十分です。広報に載せましたか？回覧板でも回ってきませんでした。ケーブルてれびなど見ない人多
いです。
また、ホームページに、住所や氏名は公表されないことを明記し、個人情報の扱いについて明記してください。名前や住所
を書くことに抵抗のある人がたくさんいました。声を出したくても出せない人への配慮もお願いします。

　パブリックコメント募集の案内は、広報いが市11月1日号のほか、ケーブルテレビ文字放
送，、市ホームページにおいて、市民の皆様へお知らせさせていただきました。。伊賀市パ
ブリックコメント制度実施要綱に意見提出者の氏名その他の個人情報は公表しないという
規定がありますが、今後は必要に応じて個人情報の取扱いについても周知に努めます。

◆第１回目のパブリックコメントについて
　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、
その結果を反映させて策定方針を決定し、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。
　
◆パブリックコメントの取り止めについて
　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、方策等など、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。

85
⑲　パブリックコ
メントについて

２．前回のパブリックコメントでは、３１人から９６件の意見が提出されました。これほどの件数が寄せられたパブリックコメン
トは過去に例がないのではないでしょうか？しかしこの意見の中から反映されたものは、上記の番号３７が「計画にて〇」、
番号３２が「計画にて一部〇」のみとなっています。件数に対する反映率は（〇を１、一部〇を０．５とすると）１．５６％にしか
なっていません。市の既定方針に沿う意見のみを「取り上げ」たり、「反映」させたりするのがパブリックコメントの本来的意義
ではないはずです。加えて、伊賀市水道事業基本計画策定委員会委員にこの現状を報告することすらなかったことも明ら
かになりました。これでは市民との基本的な信頼関係に立って施策を進める行政としての姿勢であることを伊賀市民に示す
ことはできないと思います。
伊賀市職員行動指針の方針１には、「まず市民として考える」として、「市民目線」「市民感覚」を大切にし、地域社会の現場
で何が起きているのか、市民がどのように考えているのかを常に意識します。（市民・現場重視）と示されています。
多くの市民から寄せられた意見を意識し、上記策定委員会にきちんと報告することが市としての大事な仕事であると思いま
す。
それから、平成 27 年 12 月 21 日（月）に開催された、平成 27 年度 第 1 回 伊賀市水道事業基本計画策定委員会におい
て、予定されていたパブリックコメントが無くされています。議事録にて論議を追うと、審議会での審議過程が示されていま
すので、転載します。
議事録ｐ29からｐ31まで抜粋
（坂本委員） パブリックコメントで、「基本方針（案）に関するパブコメ」というのがあるのですが、これはどういう理由で行われ
るのですか。
（山村会長） 事務局、お願いします。
（事務局：中西） 2 回目のパブコメにつきましては、今日審議していただいた内容についてということになりますが、人口と水
需要という今後の計画策定を行っていくに当たっての大本となる予測値を算定しましたので、これに対して一度、市民の皆
さまのご意見をお伺いして、それに参考にさせていただいた方が良いのではないかということで設定しております。
（坂本委員） 先ほども言いましたように、将来人口の予測、水需要の予測につきましては、かなり専門的な部分があります。
説明を受けましたところ、各地区において、特性に合った予測をされておられますし、これについて市民の皆さまにパブコメ
を求めても、どういう意見を言っていいのか分からないような感じになるかと思います。また、基本方針につきましては、こう
して策定委員の中で審議をした結果ですので、別にパブリックコメントを求めなくてもいいのではないかと思います。中間案
が出た時点でパブリックコメントを求めることになっておりますので、それで十分ではないかと私は思います。今回の案にお
けるパブリックコメントにつきましては、時間の削減、経費の削減にもなるかと思いますので、取りやめた方がいいのではな
いかと思います。
（山村会長） どうぞ。
（籔裏委員） 私は先ほど長々としゃべらせていただきましたが、このパブリックコメントは、先ほど出た水需要の予測と、その
2 点だけについてするということですね。先ほども申しましたように、私は、大変マイナスの成長でものすごく不満ですが、こ
の
2 点だけということになると、要するに人口が減っていくというのは、日本全国そういう傾向にあるということで、市の人口ビ
ジョンもそんな形になっています。それに対して水需要の予測も、先ほど出ましたように、右肩下がりの数字になっています
が、それについてコメントを求めたって、どういう返事が返ってくるのかと思います。私個人的には上向きの数字を出してほ
しいと思いますが、右肩下がりがどこまで下がるか。ゼロにしろと言うか、下げるなと言うか、そのぐらいの意見しか出てこな
いような部分で、コメントを求めるというのは、私はあまり必要ない部分かなと思います。
（山村会長） ただ今、お二人の委員の方々からは、パブコメのスケジュールについて、今の時点で求めるというのは、いか
がなものかというご指摘があったと思います。事務局で、これに代わる案として、何かお考えはございますでしょうか。
（谷口部長） ただ今、そういったご意見を頂戴したことにつきましては、私どもは当初、ここで求めるということについては、先
ほど説明させていただいた理由がありますが、今、お二方からご意見を出していただく中で、確かに水需要の部分だけで求
めるというのは、市民の皆さんは、何に対して意見を言ったらいいかという部分があると思います。確かに水需要予測という
のは、次の現状なりを把握した上で、水源計画や整備計画、方策をトータル的に合わせた方が効果もあるのかなと考えさせ
ていただきましたが、また、委員さんのご意見を頂ければと思います。
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115
⑲　パブリックコ
メントについて

パブコメで出た意見、市民説明会で出た意見は、水道部の上層部や総務課の担当者だけで処理するのではなく、水道部の
全職員に見てもらい、聞いてもらいたいです。

　計画の策定にあたっては、水道部内各課の係長を中心に組織しているプロジェクトチームにおい
て、現状分析や課題の検討に取り組んでまいりました。水道事業基本計画は今後の水道事業が目
指す計画を示すものであることから、水道部内においても様々な課題に対して職員が一丸となって
取り組んでいきます。

75
⑲　パブリックコ
メントについて

出された意見は個人に回答すべきだ！
　パブリックコメントの募集時に個別の回答はいたしませんとさせていただいており、ホーム
ページでの公表をもって回答とさせていただきます。

115
⑲　パブリックコ
メントについて

2015年6月の第1回パブコメで市民から出されたさまざまな意見がまったく反映されていない。パブリックコメントの目的は、
伊賀市パブリックコメント制度実施要項によれば、「市民の意見を市政に反映させ、市民と行政が協働して市政の推進を図
るため」である。
しかしながら、水道基本計画策定において、以下の実態がある。
１） パブコメで出された96の意見のうち、水道部が水道基本計画に反映するとしたのは、たった一つである。
２） しかも反映するとした一つの意見すら、実際に本当に反映されているか疑問である。
反映するとした一つの意見は、水道事業の公営原則の大切さについてであった。
世界各地で水道事業を民営化した結果、水道料金を払えない人に水道を供給しないということが起き、また企業側の都合
で、地域内で水道供給の独占的立場を利用して大幅な水道料金値上げが起きたりして、各地で暴動が起きた。なので、水
道事業は公営原則を守ることが大切だとしている。しかし、水道部は公営原則を明示するとしたにも拘わらず、「中間案」に
はそのことが明記してない。
それどころか、11月24日の市民説明会で水道部は、今後経費節減のために民間委託をできる限り進めると言っている。民
間委託は水道事業の一部では可能だと思いますが、市民の日々の暮らしと命に係わる水道事業で、安直に民間委託を進
めると、危険だという認識が水道部にあるのか、疑問と不安を覚える。
３） パブリックコメント後に設立・開催された策定委員会において、パブリックコメントを行ったという事実すら一言も言及され
ていない。パブリックコメントで出された意見やそれに対する水道部の返事（少なくとも一つのみは計画に反映する）も一切、
策定委員会で共有されていない。水道部は完全にパブリックコメントを黙殺している。
４） したがって、2015年6月のパブリックコメントは、その後の策定委員会で一切活かされていない。
このように、水道基本計画策定にあたって、パブリックコメントが一度すでに行われたのであるが、結果がむごいことになっ
ている。これほどの黙殺は他の伊賀市の事業計画策定において、例がないのではないか？

６８頁の◆回答と同じ。

（山村会長） 今、事務局の部長からご説明がありましたが、そういった形で、今回の今の時点でのパブコメではなくて、その
次の段階も含めてパブコメにかけるということで、委員の皆さま、ご了解いただけますでしょうか。委員さんは、それでいいと
お考えのようにお見受けします。
（藤森委員） この水需要については、水源計画の中で随分といろいろな議論がなされてきました。やはり必要以上に水需要
を見積もっているのではないか、あるいは、社会増を見積もっているのではないかという議論が過去には多々あったと思い
ます。今日、いろいろな説明の中で、当然、人口の社会減ということで、籔裏さんの意見もありましたが、これからの人口推
計としてはやむを得ない部分があって、伊賀市としては、今の 9 万人から 6 万人になったときに、伊賀市の賑わい、あるい
は、地域振興をどう考えていくかということをこれからむしろ考えていかねばならないと思います。水需要につきましても、そ
ういう意味では適正な水需要を把握しながら、それに対して水源計画なり施設計画をいかに適正なものにしていくかという
ことを考えるべきだと思います。水需要だけをパブリックコメントするのではなくて、総合的な水道の基本方向をパブリックコ
メントしていただいた方がいいのではないかというように私も思います。
（山村会長） ありがとうございました。それでは、この委員会としてパブコメの取り扱いにつきましては、その次の検討を踏ま
えて行うことで合意するという形でまとめたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。
（委員） はい。
（山村会長） ありがとうございます。それでは、一応予定された審議事項が終了したと思います。次回は現状分析とこれを
踏まえた水源計画、施設整備計画、そして、それらの計画を実現するための施策という検討に移っていただくように準備を
お願いいたします。それでは、事務局の方にマイクをお返しさせていただきます。
以上抜粋終わり。
ここでは、減少する人口と水需要という、水道基本計画の根幹をなす部分の、市民への問いかけが、ごく一部の委員の反
対意見によってつぶされています。減少予測しかたてられない人口に対する水需要は、少なく計画するしかないため、現在
の「中間」案に謳われた、ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合を導き出し、地域の水源を廃止してまで
川上ダム利水に伊賀市の水需要を依存する構図をつくる邪魔になったのでしょう。
審議会で「パブコメとりやめ」の意見が出されたのは事実ですが、こんな審議によっていとも簡単に市民の意見表明の場を
奪ったことは、猛省に値すると思います。
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115
⑲　パブリックコ
メントについて

2016年初頭に行う予定だったパブリックコメントを一度取りやめにした理由として、求める計画案が水需要予測だけで、ろく
に市民から意見がでないだろうということを水道部は挙げている。大変市民を馬鹿にした意見であり、市民から意見表明の
貴重な機会を奪い、また策定プロセスに市民の意見を反映させる機会を奪ってしまった。水需要予測は水道事業の根幹で
あり、この予測と対応方針を間違うと水道事業全体が狂ってしまうということは、水道部はわかっているのではないか？
パブコメの取りやめは、2015年12月の第１回策定委員会のときであった。まず島ヶ原地区代表の坂本栄二委員（島ヶ原地
域まちづくり協議会代表）が「市民の皆さまにパブコメを求めても、どういう意見を言っていいのか分からないような感じにな
る」と発言。それを受けて一般公募として入った藪裏素行委員が「コメントを求めたって、どういう返事が返ってくるのか（中
略）。そのぐらいの意見しか出てこないような部分で、コメントを求めるというのは、私はあまり必要ない部分かなと思いま
す」と発言。それらに対して谷口昌平水道部長が、「市民の皆さんは、何に対して意見を言ったらいいかという部分があると
思います」と発言。最後に副会長として藤森荘剛副会長（大山田地区代表。阿波地域住民自治協議会会長）がそれらを後
押しする発言。それらの意見を踏まえた形で、山村尊房会長（有識者。一般社団法人名古屋環未来研究所　工学博士）が
パブコメ取りやめを決定した。
今でもこの5人がこのように口裏を合わせたかのような発言をし、不当な理由でパブリックコメントを1回分葬り去ったことに
対して、身が震えるような怒りを覚える。

115
⑲　パブリックコ
メントについて

前回のパブコメで96の意見が市民から出されたが、水道部が反映するとしたのはいくつか？
水道部：1つだ。
96の意見が出たのにたった一つ？パブコメを行う目的は、（伊賀市のパブリックコメント制度実施要項によれば）、市民の意
見を反映させ、市民と行政が協働して市政の推進を図ることにある。それなのに、96の意見のうち1つしか反映するとしてい
ない。これで、反映したと言えるのか？
水道部：ダム利水を前提とした計画づくりなのに、それに対する異議が多かったので・・・
異議が多いとしたらそれを反映させるのがパブリックコメントの目的ではないか？何のためのパブリックコメントなのか？
水道部：・・・
パブリックコメントを行った後、策定委員会が結成され、策定委員会が始まって今まで6回行われた。その中で、パブリックコ
メントが一度行われたという事実やそこで出た意見の紹介、（あるいは少なくとも反映するとした意見の紹介）、水道部として
の出た意見への対処方針の紹介はあったのか？
水道部：・・・
6回とも傍聴したが、一度たりともそのパブリックコメントへの言及はなく、資料として一切配られることはなかった。策定委員
に聴いたら、そんなパブリックコメントが行われたの？と驚いていた。策定委員会は、そういう市民の声を踏まえて、それを
反映しながら水道基本計画を作る場であるのに、市民からパブリックコメントとして出された意見を一切黙殺するというのは
どういうことか？
水道部：・・・
パブコメをめぐってはもう一つものすごくおかしなことがある。もともと水道基本計画策定のために3回パブコメをやる計画
だったのに、1回分、取りやめになった。その理由というのが、「市民からたいした意見が出ないだろうから」だった。第1回パ
ブコメでたくさん出ているじゃないですか！異例なほどたくさんの。市民を馬鹿にするにもほどがある。
青山での市民説明会でも、そのことに対して「すごく残念に感じた。市民の声をないがしろにされた気分。市民の声などどう
でもいいのか。すごく水道部が独断で動いている感じがする」という市民の意見があった。
なぜ市民が意見を表明できる数少ない貴重な機会を、奪ってしまうのか？
今、水道部が中間案と言っているものは、市民の意見がまったく反映されていない、今までも市民が意見を表明する機会が
奪われている、という意味でも中間案として認められるものではない。

６８頁の◆回答と同じ。
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82 ⑳その他
１４．合併前の各町村の水源保護条例を堅持し、旧上野市の水源地域についても旧町村のものと適合性のある水源保護
条例を制定し、適応するべきであります。

　旧上野市の水源地域指定については、取水の大部分を小田、木津川水源が占めてお
り、その上流域に旧町村が区域指定を定めています。また、旧上野市内については、既に
民家、工場等が存在しており、水質汚濁防止法等の環境保全に関わる法律等により取り組
むとしてきた経緯があり、改めて制定する必要はないと考えています。

112 ⑳その他

・大きな疑問がいくつかあるので教えてもらいたい。
　⑤治水に関しては危険箇所は改善しつつあるが、今後の進め方の説明がなかったので教えてほしい。
　⑦阿山には槙山グリンタウン地区があるが、今回の水道ビジョンの話しとは違った問題があり、この地区住民は水道に関
　　して大変困っている現状があるのは知っているのか？是非解決に向けて伊賀市が動いて欲しい。
　⑧水道ビジョンの説明はあったが下水道は関係しないのか？またどの様な計画があるのか教えて欲しい。

・治水に関しては今回の水道事業基本計画とは直接関係ありませんが、川上ダムと木津川
についての治水だと仮定した場合、近畿地方整備局のホームページ、淀川水系河川整備
計画に今後の計画についての記述があります。
・水道法第15条に、水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者からの給水申
込を正当な理由無く拒めないという規定がありますが、現在槙山グリーンタウンは伊賀市
水道事業の給水区域に含まれておらず、給水区域の拡張を行うためには国に対して水道
事業の変更認可から行う必要があります。
また、現在同地区で専用水道を営んでいる事業者が存在することや、上水を給水するため
の設備投資に相当な費用を要すること等、変更認可以前に解消すべき多くの問題を抱えて
おり、水道事業者主導で解決できる問題ではないと思われます。
・下水道事業においては平成28年5月に伊賀市生活排水処理施設整備計画が策定されて
おり、伊賀市ホームページで公開されておりますのでご覧ください。

86 ⑳　その他

伊賀市自治基本条例の基本理念に「自然との共生を図り、各地域が有する様々な資源を有効に活用するなど次世代に引
き継いでいくことができる持続発展可能な循環型の共生地域を形成する。」
とありますが、今回の中間案はこの理念に反していないでしょうか。水は生活に直結するもの、また、生命に直結するもので
す。住民から命の水を奪うことは許されません。また、今回の中間案の基本理念に「安心・安全」「信頼」という言葉がありま
すが、「不安・リスク」「不信」と言葉を置き換えても、少しも違和感がない中間案の内容ではないでしょうか。市が市民から
「信頼」を得るための水道事業基本計画の策定を望みます。

　既存水源については能力低下等から持続可能ではないことから、ダム利水を必要として
います。市民の皆様に命の水を安定して届けるための計画を策定しております。

79 ⑳　その他

本中間案は、伊賀市の「最高規範」※自治基本条例第５条として定められている『伊賀市自治基本条例』の「基本理念」に
逆行しており、全く“整合性”※自治基本条例第５条が図られていない。 よって、本中間案のみならず、これらの出発点であ
る「伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）策定方針（案）」まで遡った上で、全ての計画、審議を一からやり直す必
要がある。 以下にその根拠を示す。
伊賀市自治基本条例【以下「自治基本条例」】第３条（基本理念）には、(1) 補完性の原則に基づき、市民自身あるいは地域
自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行うとともに、市は、これらの活動を支援し、また、市自らも改革を進めるな
ど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する。とあるが、本中間案は、既存の水源や、さらにはより小さな自
治規模（まず各戸の井戸水の推進に始まり、共同水源等の普及、推進：水道事業以外の所管と思われるので、市の大枠の
観点で検討する必要がある）のさらなる利水促進を推進した結果ではなく、一足飛びに国営事業であるダム利水を大前提
にした計画である。よって、同条例第３条（１）に違反している

本中間案は、伊賀市の「最高規範」※自治基本条例第５条として定められている『伊賀市自治基本条例』の「基本理念」に
逆行しており、全く“整合性”※自治基本条例第５条が図られていない。 よって、本中間案のみならず、これらの出発点であ
る「伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）策定方針（案）」まで遡った上で、全ての計画、審議を一からやり直す必
要がある。 以下にその根拠を示す。
伊賀市自治基本条例【以下「自治基本条例」】第３条（基本理念）には、(2) 自然との共生を図り、各地域が有する様々な資
源を有効に活用するなど次世代に引き継いでいくことができる持続発展可能な循環型の共生地域を形成する。とあるが、
本中間案は、既存の水源や、さらにはより小さな自治規模（まず各戸の井戸水や共同水源の普及、推進：水道事業以外の
所管と思われるので、市の大枠の施策として）を単に経済的合理化の名のもと廃止し、または、消滅せしめる計画であり、
「各地域が有する様々な資源を有効に活用する」とは真逆であり、またダム建設は、水の流れを大規模に堰き止めることに
なり、また莫大な規模の浚渫作業が必要となるため、「循環型」ではなく「堰き止め型」であり、これも完全に真逆である。
よって、同条例第３条（２）に違反している。

　水道事業は、水道法において、原則として市町村が経営するものとされており、「清浄」
「豊富」「低廉」の三原則のもと、安全・安心で、安定した水道水を、低廉な価格で供給する
ことを目的に事業に取り組んでいます。そのため、水源や浄水場に関しては、伊賀市の地
形的な条件を判断しながら、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
が進む浄水場等について整理統合を図り、将来に向け強靭で持続可能な水道事業を構築
していく必要があり、そのための計画を策定しています。
　伊賀市自治基本条例は、伊賀市の最高規範であり、市民、地域、行政、それぞれが、「で
きること」「しなければならないこと」などについて定めています。水道事業は、正に市の役
割として、市民生活や市内で事業を営まれている皆様の事業活動を支えるのために、水道
供給の３原則に則り、安心して使用いただける水道水の供給に努めていくものです。
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115 ⑳　その他

上野地区での市民説明会で、こんな意見が市民から出されました。
『根底の問題に自治のあり方がある。行政は市民に雇われた事務局。施策の全部は決められない。決めるのはあくまで市
民である。今回の水道基本計画案は、市民の企画・立案なのか？どの地区の誰からの企画なのか？市民が発案したら行
政がうごくというのが、筋道。いったい誰が発案したのか？
水道部は旧6市町村時代からの計画があり、現在、策定委員会によって検討されている」と言うが、それは詭弁ではない
か。策定委員自身から、異議申し立てがされているのだから。
水道基本計画には、伊賀市の憲法ともいわれる自治基本条例のことが一言も書かれていない。その3つの理念のうち第一
のもっとも重要な理念は補完性の原則にもとづき、地域の個性、特性を活かすということ。補完性の原則とは何か？水道事
業にその原則をあてはめたらどうなるか？
水道部の説明はどこかに書いてあったことをそのまま話しているが、きちんと解釈ができていない。
まず個人、この場合は世帯で水を確保するのが先決。井戸水（や雨水など）。それが一番の基本。それが難しい場合（それ
だけでは足りない場合）に、共同井戸や共同の山の水源など。そしてそれが難しい場合に集落の簡易水道。そしてもう少し
広い範囲の水道の整備となる。まず一番の基本となるところを考え、それを推進するのが補完性の原則。なので、新水道ビ
ジョンでもそのことをまず検討しなければならない。
井戸水は水道部の所管ではないので、所管の部署とも連携して検討しなければならない。
従って、現在の水道基本計画案は、このような市の根幹となる基本方針、理念に反している。計画案が市の基本方針に合
致しているかどうかを確認する役割を担っているのは本来議会なのだが、議会は、市のこうした根本的な基本理念をまった
く理解できていない。』
まさに、いまの「中間案」の計画の中味や策定のあり方は、補完性の原則から完全にはずれてしまっているのではないで
しょうか？

　水道事業は、水道法において、原則として市町村が経営するものとされており、「清浄」
「豊富」「低廉」の三原則のもと、安全・安心で、安定した水道水を、低廉な価格で供給する
ことを目的に事業に取り組んでいます。そのため、水源や浄水場に関しては、伊賀市の地
形的な条件を判断しながら、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
が進む浄水場等について整理統合を図り、将来に向け強靭で持続可能な水道事業を構築
していく必要があり、そのための計画を策定しています。
　伊賀市自治基本条例は、伊賀市の最高規範であり、市民、地域、行政、それぞれが、「で
きること」「しなければならないこと」などについて定めています。水道事業は、正に市の役
割として、市民生活や市内で事業を営まれている皆様の事業活動を支えるのために、水道
供給の３原則に則り、安心して使用いただける水道水の供給に努めていくものです。

115 ⑳　その他

水道事業基本計画の策定にあたっては、競争入札の結果、中日本建設コンサルタントと契約した。支払う額は2100万円だ
という。これはすべて伊賀市民が負担するのではないか？
仕様書によれば今年の12月15日が成果品の納期であるが、「中間案」としては認められないと6人の策定委員が異議申し
立てをしている状況である。とても最終成果品はこの納期に間に合わないが、策定委員が納得する最終成果品が納品され
るまで、支払いは一切しないと水道部は市民説明会で明言した。当然のことながら、そのことを念押ししておきたい。また、
追加の作業が発生するかもしれないが、追加の支払いは予定しているか？と市民説明会で尋ねたところ、その予定はな
い、追加支払いはないとのことだった。そのことも念押ししておきたい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■

　伊賀市水道事業基本計画の策定にあたっては、水道施設の整備計画等の技術的な部門
をフォローしていただくため、専門知識を有する建設コンサルタントと業務委託契約を締結
しています。
　業務完了後は、契約に基づく成果品の完了検査を行った後に、委託料金の支払いを行い
ます。
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受付 意見分類 ご意見 市の考え方

116 別紙1 パブリックコメント　別紙１　市の考え方

118 別紙2 パブリックコメント　別紙2　市の考え方

117 別紙3 パブリックコメント　別紙3　市の考え方
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