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平成 28年度 第 9回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 29年 1月 31日（火）午前 10時 

場所：水道部第 1・2会議室 

 

（事務局） 定刻になりましたので、ただ今より、第 9回伊賀市水道事業基本計画策定委

員会を開催させていただきます。私は、議事に入るまで進行役を務めさせていただきます、

水道総務課の川口でございます。よろしくお願いいたします。それでは、着席して進めさ

せていただきます。 

 委員会設置要綱第 6 条により、委員会の開催には委員の半数以上の出席が必要とされて

おります。本日 12 名中、現在の段階で 8 名の方にお集まりいただいておりますので、会議

は成立いたしました。山村会長には体調不良により欠席の申し出があり欠席されます。清

水委員、廣島委員からは所要によりご欠席のご連絡を頂いております。 

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

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

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

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

て発言をお願いいたします。 

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

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

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

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

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

ていただきますのでご了承ください。 

 次に、会議に先立ちまして配布させていただきました書類の確認をさせていただきます。 

 まず、事項書、「伊賀市水道事業基本計画（水道ビジョン）」最終案冊子、伊賀市水道事

業基本計画答申案でございます。ご確認ください。 

 

1.あいさつ 

 

（事務局） それでは、事項書 1 番により、伊賀市水道事業管理者、北山からごあいさつ

を申し上げます。 

 

（委員） 事項書はどこにあるの。 

 

― 事務局、事項書配布 ― 

 

（管理者） 皆さん、おはようございます。管理者の北山でございます。書類の配布に不

備がありまして、申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。 

 さて、本日は第 9 回の伊賀市水道事業基本計画策定委員会をご案内をさせていただきま

したところ、大変ご多用のところ、ご出席を賜りまして、お礼を申し上げたいと存じます。 
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 前回の第 8回の策定委員会から 1 週間という短い中での会議設定となりましたので、策

定委員の皆さまには日程調整等で大変ご苦労をおかけしたことと存じます。大変申し訳ご

ざいません。本日は伊賀市水道事業基本計画の答申書の審議を中心にお願いすることにな

りますので、よろしくお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 

 

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

本日は山村会長が不在につき、策定委員会の議長の選任を行います。 

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

の藤森委員に本日の議長をお願いいたします。 

 

（議長） 皆さん、おはようございます。山村委員長がご病気で欠席ということで、三度

今日また代理の議長をさせていただきます。前回、第 8 回、1 月 24日におきましては、本

案の成文化ということで、最終案の決定を頂きました。今日は、そのときにいろいろお話

をさせていただきました答申案についてのご提案をさせていただき、それについてのご審

議をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今日は

10時からですので、正午までに終わりたいと思っておりますので、よろしくご協力くださ

い。 

 それではお手元の事項書に従って、進めてまいりますので、よろしくお願いします。ご

異議はございませんか。座らせていただきます。 

 

（委員） 議長、3 度目ご苦労さまです。今の話、まず、北山管理者から、1週間という短

い間ですがというお話がありました。まず、なぜ急がれるのかというところをもう一度お

聞きしたいというのと、私が一番気にしておりましたところ、48 ページです。昨日夕方、

私の家に届いた 8回の議事録ですが、48ページに、まず、私は北山管理者さんに、ごあい

さつ文というのはどうなっていますかという質問をさせてもらいました。それに対してや

りとりがありまして、隣の坂本さんからもご意見を頂きました。やはり、あるべきだと思

うのですが、今日どこにもありません。配布が間違って遅れているのかなと思いましたが、

事項書が届いていないだけで、あとは何もない。内容につきましては、答申の中にも触れ

ていますが、ごあいさつ文というのはどうなのでしょうか。北山管理者さん、お答えいた

だきたいと思います。 

 

（議長） 管理者、どうぞ。 

 

（管理者） 失礼いたします。北山です。前回の会議でも申し上げましたように、この策

定を委員さんにお願いいたしまして、基本計画ができました後に、管理者としてのあいさ

つということになって記載させていただくわけですが、内容的には私どもの今の水道事業

の背景や、この策定をお願いした背景等を記載させていただいてと考えているところです

が、その内容については委員会にお諮りするところではないという認識ですので、ご了解

賜りますよう、お願いしたいと思います。 

 



3 

（委員） マイクがありますのでもう一度お聞きしたいのですが、私、この 1 点でなぜこ

だわっているかといいますと、簡単な 1 ページにも満たない文章で北山管理者の思いを熱

く語ってくださいということを二度ほど申しましたが、今も前回と同じ回答です。他の委

員さんのご意見も頂きたいということで、坂本さんからも、よそではこうなっていますよ

というご意見をもらったのですが、あらためて、この件に関して、委員の皆さま。藤森委

員が 2度目に委員間討議という言葉を使われました。このことがきちんとされていないと、

私どもの策定委員というのは機能していかないと思いますが、他の委員さん、このことに

関しましてご意見ありましたら、お願いしたいのですが。 

 

（議長） 今、管理者からのお話、それから北川さんのご意見ですが、委員の皆さん、い

かがでしょうかね。 

 

（委員） 今、管理者から意見がありました。私も前回のときに、最後の最後に言わせて

もらったような段階ですが、私もかつて役所にいた記憶からですが、委員会の中であいさ

つ文まで検討いただいたような記憶は、あまり出てこないので、市民の皆さま方に、こう

いう計画をいたしました。経過はこういうことで、これから行政としてもやっていきます

というような趣旨での、責任者としてのあいさつ文かなと思いますので、私自身としては、

今の北川さんの意見と、この委員会の審議はそぐわないかなと思います。以上です。 

 

（議長） はい、籔裏委員のご意見でした。さらにございますか。 

 

（委員） 私は前回の計画の冊子を持っておりまして、冒頭に濱管理者のあいさつが載っ

ておりましたので、管理者のあいさつがあるのではないのかというように申し上げました。

参考なのですが、私が作っておりました奈良市水道事業の計画は、奈良市水道局のあいさ

つになっておりまして、管理者のあいさつではないのですが。籔裏さんがおっしゃいます

ように、管理者のあいさつを審議するのは適当ではないと思います。以上です。 

 

（議長） 他の委員さん、いかがですか。 

 

（委員） 伊賀市の中でいろいろな策定委員会をはじめ他の委員会をやっていると思うの

ですが、その凡例というか前例というのはどうですか。今、奈良のお話を聞かせていただ

いたのですが、今、北川さんがおっしゃられたのは、北山管理者として、このような策定

委員会に参加されて、広く市域の皆さんから意見を聞いた中で、「いろいろな意見があった

な。ご苦労さんでしたという思いを込めて、この中で、こんなことを言いたいと思うので

すが、皆さん、いかがですか」というのがあってもしかるべきだということだと思います。

いずれにしましても、私は、こんな委員会のことはあまり分かりませんので、言いたいの

は、伊賀市の中で他の委員会があるではないですか。いわゆる公設の、市の庁舎移転とか

そういう地域のみんなを呼んだいろいろな委員会がある中で、市長かそれぞれの管理者さ

んが巻頭言というか、冒頭あいさつを書かれると思うのですが、それを市として今までは

こうだから、このようにしたいと言われたらどうですか。 
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（議長） それでは、事務局の方から。 

 

（事務局） 水道部長の谷口です。近年の伊賀市の他の計画関係ですが、こういった形で

ご審議いただく中で、あいさつ文といったものを委員会の中で提示させていただく形のも

のは見当たらないと思っております。計画の策定を終えまして、皆さんに冊子なりで広く

お配りする中で、計画に対して管理者のあいさつを添えさせていただいて、一つの冊子に

するという形になります。 

 

（議長） 北川さん。 

 

（委員） 限られた中で 15分近くは無駄だと思いますので打ち切りますが、なぜ私がここ

までこだわるかといいますと、6 回の予定の策定委員会が今日で 9 回になった。パブコメ

がなくなり、また市民説明会なりパブコメがあって市民の意見が反映できるかと思ったら、

それも反映できていない。中間案は認めないという意見書等を出させてもらいました。つ

まり、信頼関係が従来の他の委員会ではあるかもしれませんが、今回に限りましては、最

終決を挙手で取った、決して全会一致というわけでもありません。ですからあえて申し上

げたのにもかかわらず、まだいまだに 1 ページにも満たないあいさつ文ができていない。

これは本当に遺憾なことだと私は考えております。 

 ということで、私、基本的には審議未了と、尽くされていないと考えております。前回

も立って言わせてもらいましたが、大して差はないという冗談を言ったのですが、あえて、

もう一度申し上げたいのですが、議長さん、あなたには何も相談もしていないし、他の人

に誰もしてないのですが、事前に相談することはあえてしなかったのですが、私の方から、

今まで 8 回の中で自分の言いたいことを言葉で言ったら時間がありません。ある程度意見

をまとめまして、これから皆さんにお配りしたいと思うのですが、許可を頂けますか。 

 

（議長） それは策定委員会を外れて、北川委員さんとして今までのいろいろな経緯なり、

あるいは席を同じくしたメンバーに送っていただくことは、やぶさかでないと思います。 

 

（委員） 私の名前で出ておりますが、よろしいですね。 

 

（議長） はい。それでは、あいさつ文につきましては、管理者の思い、あるいは冒頭の

説明にあったような経緯等も含めていろいろな意見がございましたが、万両一致ではない

よということも含めて、いろいろなことの経緯を書いていただくのかなというように思い

ます。いずれにしましても、思いですので、この委員会の中で審議をするという内容には

なじまないのかなと思いますので、この辺で終了させていただきたいと思います。 

 

― 北川委員 意見書・質問書配布 ― 

 

（議長） 説明なさいますか。趣旨ね。 
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（委員） まず参考までに、意見書・質問書ということで、私の名前で出しております。

私、素人ですが、中を見ていただきますと、かなり詳しい資料等も入っています。これは

ほとんどがこちらから出された資料を基にして、私の友人の某氏や、ある団体の人から、

多分、質問書等が水道部の方に行っている、そういうものもバックしてありますし、私も

参考にさせてもらっています。そこに詳しく書いてあります。 

 これは、はっきり申します、北山管理者さんのごあいさつが出ておれば出さなくていい

と思って、私の判断で鞄にしまってありましたが、誠に遺憾な回答でしたので、勇気を持

って意見書・質問書という形で出させてもらっています。 

 このことに関して、私が最後まで説明すると 1 時間はかかりますが、議長、これはどう

したものでしょうか。 

 

（議長） この場での北川さんのご意見というのは、ちょっともう差し控えていただきた

いと思います。後刻、また水道部の方で意見をというのは、それはそれでよろしいかと思

います。 

 

（委員） それでは私、この中で誤解をしてもらってはいけないところだけ、かいつまん

で申します。時間がどれだけかかるか分かりません。 

 まず一番最初、ここに個人名が出ております。私の前にいらっしゃいます籔裏委員さん

の発言です。私、どうも腑に落ちないので、過去にさかのぼって上申書等を見せてもらい

ました。籔裏委員さんがおっしゃっていた、「ダムの利水については、一応この検討委員会

で結論としてダムを利用した利水という結論を持っております」と明らかにおっしゃった

のですが、これは間違いであるということを訂正をお願いしたいと思います。その下に書

いていますように、川上ダム利水を前提とする結論には全くなっていません。むしろ、計

画があまりにずさんなので、しっかりと検討し直せということを上申している内容だと私

は理解しておりますので、籔裏委員さんの発言は少し間違っているということを指摘して

おきます。籔裏さん、目の前におりまして、あいすいませんが、そういうことでございま

す。 

 そして 2 番、3 番、それぞれ冒頭の委員にかけられた行政圧力、これは北山管理者さん、

ご存じのとおりです。これは前回あまり言いたくなかったし、中森委員さんからの発言が

あったので、尊重して言いませんでした。しかし、事実、行政圧力ではないかというよう

に私は思っております。時間がありませんので詳しく申し上げられませんが、ここで実際

に商工会議所を代表して、私ども 6 人がハンコを押したものをコピーして、中森さんはこ

んなことを書いているではないか。これは団体の意見として出ているのかというような圧

力をかけられたという事実はございましたでしょうか。そのように私は客観的に聞いてお

るのですが、いかがでしょうか。私は、ここが一番大事なところだと思っております。こ

ういうことで一人づつ圧力をかけていらっしゃるのであれば、これは事実として認めてい

ただくだけで結構です。こういうことで会長さんの会社に伺ったという話を聞いたのです

が。結局、こういうことで動かれたのであれば、前もパブコメで某所で女性の方が地域の

方にも出向いてくださいよ、自治協単位でという話もありました。こういうことで出てい
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ただくのは大変ありがたいのですが、こういう出方をされたら甚だ、これは行政圧力とし

か考えられません。これは事実、あったのですよね。この 1 点だけ、まずはお聞きしたい

のですが。言いたくありませんが、こういうことは大変困ったものだと考えております。

いかがでしょうか。 

 

（議長） ちょっと北川さん、今日の議論から外れているので、一連ずっと説明してくだ

さい。手短にお願いしますね。 

 

（委員） 分かりました。このことだけは必ずお答えを頂きたいと思います。 

 あと、藤森さん、手短にはなりません。要するに、黒字で書いてあります、3、4、5、6

と、ずっと続きます。20 ページありますので不可能です。ですので、これは皆さんのお手

元に配りましたので、今までほとんど議論してきたところばかりなのですが、あらためて

見ていただくしかありません。ただ 1点、もう時間がありませんので、藤森さんが議長の

責任で取りやめろとおっしゃるのなら取りやめますが、行政圧力ではないかという私のか

なり厳しい質問に対して、正直にお答えいただきたいのですが、管理者の北山さん、どう

ぞお願いいたします。この 1 点だけで結構です。 

 

（議長） では、これを最後に回答をお願いします。 

 

（管理者） このことにつきましてですが、私どもの方から商工会の会頭さんとお会いさ

せていただいたのは事実でございます。このことについてですが、私どもの方から会頭さ

んに、基本計画の状況について説明をさせていただきたいということで連絡を取らせてい

ただいて、たまたま時間という考え方の中で、こちらの方にお伺いしてもよろしいですよ

という返答を頂きましたので、水道部の方にお越しいただいたという状況の中で説明をさ

せていただきました。以上です。 

 

（委員） 水道部にお越しいただいたというのは、要請をされたわけですか。会社の方に

行かれた、前にそういうことがあったのですか。 

 

（管理者） 一番最初は連絡を取らせていただいて、会頭の方からお伺いさせていただく

という返答を頂いて、水道部に来ていただいたことがございます。もう 1 回は、勉強会と

いうことで、あらためて現状について会頭に説明をさせていただこうということで連絡を

させていただいて、日程のこともございましたので、会頭さんの会社の方へお伺いいたし

まして、お会いさせていただいております。以上です。 

 

（委員） あと 1点。今このようにきちんと順番に話をしていただいたらありがたかった

のですが、私どもの要望したものをコピーして、こういうことをあなたと中森委員が出し

ているということがあったと、中森さん本人から聞いております。これは中森さん本人か

らの聞き取りでありますので間違いないと思いますが、中森さん、誠に申し訳ないのです

が、このことに関しては、これで正しいことでしょうか。 
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（議長） では、中森さん。 

 

（委員） 一応、そのように商工会の局長の方から聞かせていただきました。 

 ごめんなさい、関連していいでしょうか。今日は、事項書も、この資料も、前もって頂

いていなかったのですが、一応、商工会の方から意見を言わなければいけないので 2 点ほ

ど言うということで、会長や局長にも OK をもらってきました。この 2点目が、ちょうど今

の北川委員のご質問というかご意見に重なりますので、関連して申し上げます。関係団体

の代表者として意見を言わなければならない委員会というのであれば、少なくとも 2 週間

前には当日の事項書と資料を届けてくださいということです。個人の家や会社ではなくて、

伊賀市商工会の本所へ業務時間内に届けてください。それで事項書と資料を検討させてい

ただいて意見をまとめて言わせていただきますと、このことは水道部さんの方に伝えてほ

しいということでしたので、言わせていただきました。 

 もう 1 点は、今のではなくて水道料金のことなので、また後で言わせていただきます。 

 

（議長） ということでございますので、中森さんからの団体の代表としてのご意見を付

け加えていただいて、説明していただきました。 

 それでは、北川さんの質問書は随分多岐にわたりますので、後刻、水道部とのすり合わ

せをお願いしたいと思います。 

 

（委員） 私、今のような事実があって、このことに関して、これを僕は行政圧力と。あ

まり使いたくないのですが、事実これがあったということを認めていらっしゃるわけです

から、このことに関して、こういう動きをすることが遺憾だと僕は言っているのです。こ

ういう圧力があった後で、そして挙手の賛否を問われたという事実がありました。私は、

中森さんの勇気ある今の発言に、大変敬意を表したいと思います。この策定委員会は、こ

のように最終 9 回までもつれて、これから答申案を議論するわけですが、本当に今これを

して、終わりなのですよね、議長さん。この答申が終わったら、事項書にあるように、最

終案の答申のみしかありません。終わるわけですね。私は、市民に対して、もう策定委員

会は、どうでもいいですよ。われわれの後ろにいます市民の人、そして水道のお金をこれ

からずっと払い続ける、まさに市民の人のことを考えて、今ここで北山管理者さんが行動

されたことに関して、今日は報道の方もいらっしゃいますが、もしこれが本当ならば由々

しきことだと思います。これからは答弁を貰えなくても結構です。 

 あと 1 分だけお話しします。なぜ私がここまでこだわるかということは、今言った事実

があったからこだわるわけです。そして、これから答申を審議して、12時前には終わると

いうことでいいのだろうかということに関して、当然、水道部の管理者の部長さん、管理

者さんに聞いてもそのとおりだとおっしゃるので、議論はかみ合うことはありませんが、

この議事録に残ることは確かだと思いまして、勇気を持って発言した次第です。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございます。冒頭にご説明申し上げましたとおり、今日最終

案の決定ということにつきましては、前回、第 8 回でご決定いただいたという前提に立ち
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まして、答申案の議論をしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、事項書に基づいてということなのですが、その前に、前回、伊賀市さんの方

から説明がありました最終案の修正箇所についての説明と、それから奥原委員から災害対

策について事務局に調べるようにという要請もございましたので、そのことについて、ま

ず事務局の方から説明をしていただきます。事務局、どうぞ。 

 

（事務局） 失礼します。本日、水道ビジョンの最終案ということでお配りさせていただ

いているのですが、これは前回、正誤表を付けさせていただいた修正を反映させたものと

なっております。その中で、前回お示ししていないところで若干修正点がありますので、

ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず 1 ページに伊賀市の全域図面を載せさせていただいていますが、こちらに当初は航

空写真を載せてほしいという要望があったので、それを載せるつもりでいたのですが、伊

賀市の航空写真では上空から細かく撮った写真はあるのですが、この規模で撮った写真と

なると衛星写真だと思われますが、そういうものはありませんので、細かく撮ったたくさ

んの写真をこの大きさで何とか収めようとしたのですが、技術的にこの大きさにまとめる

ことができませんでしたので、航空写真ではなくて全域図面で代用させていただくしかな

いということで、最初は写真を載せると言っていましたので申し訳ないのですが、こうい

う形で最終案とさせていただきたいと思います。 

 続きまして、付属資料になりますが 71 ページです。こちらの方に計画策定の経緯と策定

体制を載せさせていただいています。前は策定委員会の第何回にこういうことをしました

ということしか載せていなかったのですが、こちらにパブリックコメント、策定方針の決

定、市民説明会の開催について追加で載せさせていただきましたので、こちらの方が前回

と変わっております。 

 それから 74ページに、前までは入っていなかった策定委員さんの名前を、最終案という

ことで入れさせていただいております。以上です。 

 

（議長） 続けてもう 1 点、お願いします。 

 

（事務局） 浄水係の上窪です。よろしくお願いします。前回の第 8 回の委員会で奥原委

員から、停止浄水場と水源の再稼働の実例と、また、再稼働に関する日数について調べて

みてはどうかという意見がありましたので、確認をさせてもらっています。実際に災害時

に廃止および停止している浄水場または水源の再稼働による給水事例について、上部団体

であります公益社団法人日本水道協会工務部技術課の方にお問い合わせをしております。

その結果、公益社団法人日本水道協会の中で把握している実例はないという回答でした。 

 また、実例はないものの、停止していた浄水場等の再開については、数日から数週間の

日数はかかるだろうという回答を頂いております。また、水源の再稼働についてという観

点で申し上げますと、渇水時の対応として井戸を予備水源として保有している実例はある

ということでした。また、井戸の水源については、災害対策時に緊急用の非常用浄水装置

やポータブルの発電機を導入することで、ある程度の飲料水を確保することは可能だろう

と思われております。以上です。 



9 

 

（議長） 今、事務局の方から説明がございました。一応、報告でございますが、何か奥

原委員、何かございますか。他の委員さん、どうですか。はい、どうぞ、奥原さん。 

 

（委員） では、実例はないということですので、実際やってみないと本当に使えるかど

うかは分からないということだと思います。実際使えるという見込みをどう判断するかで

すが、止まっている設備を定期的に動かす練習というか訓練をしてみるとか、実際使える

という見込みを立てる予定というのはあるのでしょうか。 

 

（議長） 事務局、どうですか。 

 

（事務局） 先ほど申しましたように、井戸の水源に関しましては、ある程度早く復旧で

きる可能性があると思います。ただ、災害時において、浄水場等の破損があった場合に、

どちらの方の、予備水源の稼働が早いか、今まで続けてきたところの方の復旧が早いかと

いうところを見極めて、それまでの間は応急給水で対応し、その後、応急給水から、どち

らの方の稼働が早いかによって早急に対策する方法を考えております。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） いかがでしょうか。 

 

（委員） 多分、阪井委員が質問されるかもしれませんが、想像して言いますと、私ども

の方は、先ほど 1ページに地図にありましたが、伊賀は東西より南北に大きいのですね。

高さは青山の方も高いですが、私ども阿山、伊賀の方も高度は非常に高いです。そこに恵

まれた取水場が現在あるわけです。そして、もし何かがあったときに、想定すると中央部

ですが、ゆめが丘、そして私ども北部の途中に木津川断層が通っております。それは西か

ら東までずっと行きまして、ほぼ山の辺り、円徳院の辺りで終わって、なおかつ右の方に

行っています。そういう木津川断層があって、江戸末期に大変有名な大きな地震が起きま

した。そういうことがあった場合、木津川断層が動くのではないか。そこで心配している

のは、阿山、伊賀の方です。 

 そこで今、奥原委員がおっしゃったように、もし何かを想定する場合、曖昧な架空の想

定ではなく、歴史的事実に基づいて想定がなされるべきです。地質学のことに関しては、

私少し知っているつもりでおりますが、頓宮断層が南北、そして東西に木津川断層があっ

て、動く可能性があると。そういうときに想定する場合、例えば水源地を一極集中ではな

くて、今ある水源を生かすという発想でいくならば、槙山第 2-2 の水源のように平成 26

年 6 月から放置されている。それが当初、水道部の方では予備化とおっしゃっていたが、

実はそういうきれいな表現ではなくて、置いてあるのであって、動かしていないのです。

それを復旧するのにどれぐらいかかりますか。現状、動かせる状態にするのにどれぐらい

かかるのか。そういうことをきちんと試算して出してくださいということを確か申し上げ

ました。明確な回答が出ておりません。 
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 要するに、今あるものを生かしながら。玉滝の場合、今現在、平成 26 年 6月からゆめが

丘の水が 50 入っています。簡単な話です。今 50％、地元の水を入れています。ミックス

して配水しています。それを続けてくださいよと。私どもは 80 と 20 ぐらいで、何かあっ

たときに、ゆめが丘をいつも動かせるようにしてくださいと。県から有償で随分金を払っ

ているわけですから、仮にそれを 10 でもいいですから、90 対 10 で動かしておいてくださ

い。そういうことにして、何かあったら全部動かす状態にしておくのが安全なのです。で

すから、地元の水をこれ以上切らずに、今のゆめが丘の水を入れるのだったら最小限入れ

てくださいというのが、阿山の要望なのです。そういう状態にしておくことは、お金が掛

かりますから一元化です、これとは話が違うのです。国が出している平成 25年の新ビジョ

ンは、まさに防災という観点から、今までの水道計画と違う形にしなさいという指導をし

ているはずなのですが、全く応えていない。ですから、もっとやり直しをしなければいけ

ないということを繰り返し言っているのですが、奥原先生のご心配は、そういうところで

はないのですか。 

 

（委員） 今、奥原先生が言われましたように、災害のときにどのような危機管理、予備

か廃止のものを使われるのですかといったときに、今の回答で、井戸を掘ってある。井戸

のあるところは、自家発で何とか使える。それから本設の修理をする方が早いかもしれな

いというような回答でしたが、先ほど北川さんが言われましたように、それは柘植地域の

朝古川配水場も同じだと思うのです。 

 こういう意見が非常に多いのは、一つは広域で配管をして、広域で一括管理をするとい

うのは分かるのです。ただし、今現在、耐震の基準の診断もしていない。修繕するには莫

大な金がかかる。このようなアバウトな感じだけで、長年、地域の水を飲んで使っている

のに、なぜ広域の配管もできていないのに持ってくるのか。後で資料を出しますが、それ

が柘植地域の一番の問題なのです。だから、広域でするというような全体的なことは分か

ります。先ほど先生言われましたように、災害や有事、もしものときに、その予備のもの

を取っておいて、専門の人が行ったら、すぐに修繕できて使えるのかという質問の回答は、

使えない。本線を修理するのが早いとか、それでは実際に残しておいた予備化という意味

がないではないですか。やはり予備化するには、ある程度メンテナンスのお金を掛け、定

期的に専門業者さんが修繕して、いざというときには使えるようにするのが安全・安心で

はないですか。本線は大きな震災のときでも間違いなく稼働できるという前提の下に立っ

ているのだとは思いますが、大自然の大災害がどこで起きるか分かりません。二重、三重

の安全・安心というのが、われわれが望むところだと思います。先ほどから何度も言って

いるように、ゆめが丘からある広域の配管が一番大丈夫だと。広域災害でも絶対大丈夫だ

という前提で自信を持って言われるのはありがたいことなのですが、少し自信過剰ではな

いかと思います。 

 

（議長） はい。随分議論されてきた中身かなと思います。事務局の報告の中に、日水協

の話がありました。やはり本当の緊急非常時というのと日常時の予備化という部分と、メ

インの浄水場のあり方という部分とは、観点が少し違うのではないかと思います。本当の

緊急時というのは、先ほど言ったような緊急避難的な方法があります。その中で、いろい
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ろな計画もされるのですが、日常時にどうするかということについては、今まで進めてき

た基本計画の中での整備ということで方向性が出ているのではないかと、私自身は思って

おります。そんなことで、緊急時の緊急対策に十分でない部分があるとしたら、これから

水道部にしっかりと計画を立ててもらわなければいけないと思いますので、これからの課

題として水道部にお願いしておきたいと思います。 

 

2.審議事項 

 

（議長） それでは、次の方へ進めてまいります。一応、資料の報告が終わりましたので、

今日の本題である基本計画の答申についてということになります。山村会長は、冒頭にあ

ったように、ご病気で、こちらに来られない状況ですが、素案を作成しまして、そして水

道部の方からメール等々で中身を精査していただきました。その答申案がお手元にお配り

したものです。中身は読んでいただいてということになりますが、最終、8 回で議論させ

ていただきましたように、8 回で基本計画を最終案として取りまとめたという経緯、ある

いは、中で出ててきた意見について、これを別紙で付記させていただいたというような内

容になっております。しばらく時間を取って一度お読みいただきまして、それから議論し

たいと思います。 

 

（委員） 議長、よろしいですか。どなたでも結構ですから、こんな大事なものは、きち

んと読み上げていただくことを希望します。 

 

（議長） それでは、事務局の方に代読をしていただきます。ひとつよろしくお願いしま

す。 

 

（事務局） それでは、読み上げさせていただきます。 

 「伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）について（答申）案」。 

 

（傍聴者） 答申案がきてないです。資料なし。どういうこと。 

 

（議長） 案でございますので、委員会間討議が終わって、最終案についてお配りします。 

 

（傍聴者） 市民の知る権利を奪うんですか。 

 

（委員） ちょっと、マイクをください。 

 冒頭に、ギャラリーの方の発言等はという説明がありました。そのルールからいきます

と、今の発言は退席に値すると言われてもおかしくないのですが、多分、賢明な水道部の

方はそれはされないと思っております。しかし、ルールはルールですので、今おっしゃっ

ていたことは、これは私どもが頂いている唯一の今日の討議する内容です。2ページです。

これは新聞社の方も、後ろにいらっしゃる方も、当然、知ることが必要だと思いますので、

コピーして、すぐお渡しを頂きたいです。その間に読み上げてください。そういう意味で
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私は申し上げたのでございますので、ご理解ください。いかがでしょうか。 

 

（議長） 案の方、どうします。お渡し願えますか。 

 

（委員） それは当然だと私は思います。 

 

（議長） 当然、ここで議論して変わりますので、それを前提にということで、最終変わ

った案は、当然ながらお渡しするのですが、議論の中身についてはこれから進めるので、

その後にというようには考えておりました。 

 

（委員） 分かりました。その考えは恐らく正しくない。どちらが正しいかというと、今

日いらっしゃる人たちは市民の代表ではありませんが、市民としていらっしゃっています。

報道の方は、ましてそうです。間違った口頭での案は、案であれ、それはいけないと思い

ます。答申案は文書で示されてあります。特に今日は、山村会長さんは不在で、代理で藤

森委員がいらっしゃる。ここで会長代理、藤森委員であれば問題ないのですが、会長です

よね。であれば、なおさらのこと、私は申しているのですが、いかがでしょうか。他の委

員さんのご意見を聞きたいです。藤森委員は委員でもありますが、議長でいらっしゃるの

で。 

 

（議長） いかがですか。 

では、私の考えでお出ししてください。変わることが前提ということでお願いします。 

 それでは、代読で読み上げをお願いします。 

 

（事務局） それでは、読み上げさせていただきます。 

 「伊賀市水道事業管理者 北山太加視様 

伊賀市水道事業基本計画策定委員会 会長 山村尊房 

伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）について（答申）案 

 伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱（平成 18年 10 月 1 日水道告示第 5 号）第 2条

の規定に基づき、伊賀市水道事業基本計画（水道事業ビジョン）の策定のため、8 回にわ

たり慎重に審議を進めその結論を得ましたので、別添最終案を適当と認め、これを答申し

ます。 

 この計画案の審議では、伊賀市水道事業が将来あるべき方向性を議論するなかで、川上

ダム利水計画に関すること、地域水源の活用、現行料金体系で川上ダム利水の負担や本計

画が実施できるのかなど、地域や市民の多様な考えを考慮した多くの意見を取り交わしま

した。 

 このことに関して策定委員会では、一つには、伊賀市の水道事業においては、川上ダム

利水を前提とする必要があること。二つには、伊賀水道用水供給事業により整備され市内

の水道水の約 40％を賄い、一方で稼働率が 60％に止まっている「ゆめが丘浄水場」の能力

を最大限に活用する必要があること。そのために、合併前のそれぞれの自治体で整備され

た地域の水源の内、水源の水量低減や、耐震性や耐用年数を迎えつつある浄水場等の老朽
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化対策や更新コスト、水源管理を含めた運転経費の圧縮等々の問題について、将来にわた

りこれら施設を全て保有し更新し続けることの困難性から、ゆめが丘浄水場の能力を基幹

として、伊賀市の地形条件や給水人口等を考慮した浄水場を配置させる計画に見直すこと

で、水道の安全・安定給水を進めていくことが必要であるとの判断に至ったものです。 

 策定委員会では、水道部から示された計画案を熟議するなかで、賛否それぞれ意見のあ

るなか、出席委員 9 名（議長を除く）のうち 6 名の賛成多数で最終案を取りまとめたもの

です。将来にわたり市民の生活と企業活動を支える健全な水道事業となるよう、この計画

の基本理念である“「安心・安定」と信頼を未来につなげる伊賀の水道”の実現に向け、計

画を着実に推し進めることを求めます。 

 特に、計画の具体的な実施にあたっては、本計画で予定されている水源、浄水場の整理

統合等について、関係地域への丁寧な説明と計画の周知に努められること。 

 なお、策定委員会で交わされた主な意見を、別紙に付記します」。 

「（別紙） 

 伊賀市水道事業基本計画策定委員会において、委員審議では主として次の点を主眼とす

る意見を交した。 

 1）川上ダム利水計画への意見として 

 ア、旧守田浄水場の豊水水利権を包括的に継承する形で、ゆめが丘浄水場は稼働してい

る。川上ダム利水を撤退すると暫定豊水水利権も失われる。 

 イ、地域によっては既に 8 割近い住民が、川上ダム利水を前提とした、ゆめが丘浄水場

の水を飲んでいる。ダム利水を受けられないと水が飲めなくなる地域が出る。 

 ウ、川上ダム利水に代わる新規水源の確保は非常に困難、伊賀市は水不足に陥る。 

 エ、川上ダム利水に頼ることなく、現在の暫定豊水水利権を維持することはできないの

か。 

 オ、川上ダム利水を前提とした計画案だけでなく、ダム利水から撤退し伊賀市の既存水

源を最大限活かすことはできないのか。 

 カ、川上ダム利水の必要性と暫定豊水水利権は、慎重に考えるべきではないのか。 

 2）地域水源の統廃合への意見として 

 ア、伊賀市の地形等を考慮した地域水源と、ゆめが丘浄水場とのベストミックスの構成

の施設配置で、災害にも強い安全・安定供給を進めていくべき。 

 イ、既に有償譲渡を受け稼働中の、最も信頼性の高いゆめが丘浄水場を最大限有効に活

かした計画にすべき。 

 ウ、川上ダム水源によるゆめが丘浄水場から各地区に広域配水するのではなく、地域の

水は地元で飲めるよう、今ある地域の水源を活かした水の供給をするべき。 

 エ、自然災害等による被害を最小限に留めるため、水源を分散して保有するべき。 

 3）水道料金への意見として 

 ア、人口減少のなか、子供や孫のために、安全でおいしい水を安く供給し続けてほしい。 

 イ、今回の計画は 15 年間を見通しているが、市民はその先の水道料金はどうなるのか、

関心を持っている。 

 以上の意見のほか、策定委員会の審議では多岐にわたる意見が交わされており、会議録

を参照されたい」。 
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 以上です。 

 

（議長） 今、事務局の方から代読をしてもらいました。代表的な意見を付記したような

取りまとめということにさせていただいておりますが、これについてご意見がございまし

たら、協議をしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 今概略を説明していただいたわけですが、ちょっと舌足らずな気がするのです。

この最終案に今の 2 枚のペーパーを付けて、議会なり、しかるべき上層部の会議に出され

るということですか。あとはパブリックコメントだとか、勝手にインターネットで市の回

答を見てくださいということで、資料としては、この 2 枚プラス、この最終案だけですか。

それを確認させていただきたいのですが。 

 

（議長） これからの進め方スケジュールみたいなものを、少し説明してください。 

 

（事務局） 失礼いたします。本日答申書のまとめを頂きましたら、水道事業管理者の方

に答申書を提出いただくことになります。提出につきましては、会長のご体調の関係もあ

りますので、副会長から代理で提出いただくことになろうかと思います。その後、市の総

合政策会議の方にこの計画、答申なりを諮らせていただいた後に、議会の議決案件の計画

でございますので、市議会に上程をさせていただいて、議決、承認を頂いていくといった

流れになります。そうした議会等への提出につきましては、本日取りまとめを頂く答申書

を最終案に添えまして、議案として提出をさせていただく形になるかと思います。 

パブリックコメントの内容などに関しては、答申書の方には通常付いておりません。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） まず、不思議に思ったことを一つ言わせていただきます。要するに、これは誰

宛に答申するかというと、水道部の北山管理者さんでしたよね。それで、この答申書なる

ものは、今日はたまたまご病気で欠席であられます委員長の名前になっております。まず、

われわれの答申書というのはこれでいいのかなという議論がどこにもなかった。つまり、

この委員会で。向こうには水道部の方がいらっしゃいますが、これはわれわれが全て出席、

あるいは欠席の方はやむを得ないのですが、われわれで決めるべきものですよね。そうい

う場がなかったし、プロセスもなかった。これに関して僕は、なぜか今日、これを答申書

の案ということで見せてもらって、阪井さんからも、もっと多くのことが語られるべきで

はないかというご意見が出ました。これは向こうの水道部の方がいらっしゃらない、こち

らのギャラリーの方もいらっしゃらないところで、われわれだけで答申というのは作るも

のだと思うのですが、基本的に間違っていますでしょうか、ご意見等を頂きたい。まずは

議長さんとして言っていただきたいのですが。ご意見は後で聞きますので。 

 

（議長） はいはい、そのとおりでございますので、今日、山村委員長とインターネット

でやりとりをした中で、こういう案を作らせていただきましたので、それを今、委員の皆
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さまからご意見を聞いて、修正すべきところはして、作り上げるというようになります。 

 

（委員） そうですね。そういうことであれば、この 2時間で本当にいいのかなと、私は

不安に思います。今、策定委員の名前が少し後ろの方に出ました。出してくださいと。以

前には、誰が反対して、誰が賛成したかまで書いてくださいと私は申し上げました。それ

ぐらい重要な責任のあることですので、本当にこれで意見をもらって、ここにいらっしゃ

る北山管理者さんに答申する、これでいいのでしょうか。この時間、手続きの内容、もっ

と審議をすべきだと思うのですが。 

 

（議長） はい、全体の議論については、過去 8 回の中でずっとやってまいりましたが、

今回、この答申案の文面についての表現の議論ということになりますので、そこについて

のご意見を頂ければと思っております。他の委員さんにつきましては、今のご意見も含め

て、この答申案について、いかがでしょうか。はい、中森さん。 

 

（委員） 私はどういう立場で意見を言わせてもらわなければいけないかというのは非常

に微妙でして、前にも申し上げましたし、今回も要望させていただきましたが、どのよう

な議論をするかという資料を先にもらっておかないと、商工会で意見をまとめることがで

きないのです。私としては、これを持ち帰って、みんなの意見を聞いて述べさせていただ

くのが一番いいのではないかと思います。 

 

（議長） はい。この答申案につきましては、あくまでも選ばれた 12人の委員のメンバー

の中でということで、もちろん、前回もありましたが、出席委員の中でということになり

ますが、それで決定していくべきものだと思っております。そのことについて、中森さん

なりの意見を頂いたらと思います。 

 

（委員） どういう立場でものを言えばいいのか、わからないです。 

 

（委員） まとめるつもりではないのですが、明確化したいので言います。1週間たって、

今、第 9 回が始まっていますが、最初に管理者さんに、なぜこんなに急ぐのかということ

に対して、明確な回答は全くなかったです。今ようやく次のプロセスで分かってきました。

当然、僕たちは分かっているのですが、どうして急ぐのか。そして、急ぐことによって、

こんな大事な答申書を策定委員の中できちんと議論できる場がない。これをいつもだった

ら、答申書案を作って、しゃんしゃんでくるのだと、そう甘く考えていらっしゃったので

はないですか。うがった考えをしますけれども、それだったら大きな間違いです。 

 前回の 8 回から、個人の意見で言っては駄目だという空気が随分流れていました。です

から私は、うちの自治会の方で、あるいは地域の意見等も言わせてもらいましたが、そう

であれば、なおさら、昨日、前回の議事録が来たときにでも、誠意があるのなら、この案

が届くとか、2 日前とか、3日前とかに届いておれば。今、中森委員がおっしゃったことは

私も一緒なのです。ここにいらっしゃる、地域を代表している人は、この答申書は、いろ

いろ議論してきて、われわれがまとめたものを最後は北山管理者さんに出すわけですよね。
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こういうことをきちんとやらなくてどうするのですかと。いきどおりが最高ピークに達し

ておりますが、皆さんのご意見を伺いたいです。特に知見が多い籔裏委員さん、あるいは、

その他の皆さんにお聞きしたいのですが。 

 

（議長） はい。では、他の委員さん、この答申書の考え方について、ご意見ございます

か。はい、阪井さん。 

 

（委員） たびたびすみません。何度も言いますように、非常に舌足らずで、このような

意見があった、これを議会の議員さんに出すのでしたら、議員さんは非常に頭は良いので

しょうが、この 2枚のペーパーを見て、「なるほどな」と理解できるかどうかなのです。先

ほども北川さんも言っていますように、パブリックコメントなり、市の回答なり、もう少

し細かく厚い資料があってしかるべきではないですかね。私玉虫色とよく言うんですが、

これはどちらから見てもいいような感じでまとめてあるのですが、水道部のコンサルを含

めた、いろいろな頭のいい人がいるのですから、もう少し議事録とか見て、少し補足して

いただきたいと思います。 

 私どもの柘植まちづくり協議会の役員会で、水道部さんのようにうまくまとめていない

のですが、本当に生の声を聞いたものを素人なりにまとめましたので、皆さんに配らせて

いただきたいと思います。この中の内容で 2番のウ、「川上ダム水源による」云々と書いて

あるもの。これは柘植地域、他の地域もありますが、端的に言いますと、島ヶ原の坂本委

員さんなどは、こういうものは柘植と違うのだと。伊賀市の中にあって、やはり広く昔か

らの記録もあって地域性があるわけですから、地域ごとの意見をもう少し具体的に聞いて

もらって、ここの文の中にいがまち地域とか丸柱地域とかと、ぜひ入れてほしい。先ほど

から何度も言っていますように、阪井が言っている、まち協の会長が言っている、いろい

ろな意見を役員会でまとめた内容を書いてもらっても結構です。そこまでは書けないと思

うのですが、地域性があるということを皆さんに十分に知っていただく。議員さんは頭が

いいので、いつも言うようですが、議員さんがこれを見たら全て網羅できるのか分かりま

せんが、ちょっと中の内容が分からなさすぎるというか、舌足らずすぎるという感じがし

ております。 

 議長、この柘植の役員さんに聞いた内容を配らせていただいてよろしいですか。 

 

（議長） はい。今の阪井さんのご意見は、地域の水源の固有名詞まで入れた意見があっ

たということだと思います。では、事務局員の方で考えてみてください。 

 他に意見はございますか。他の委員さん、いかがでしょうか。はい、籔裏さん。 

 

（委員） ご指名いただいたようで申し訳ないのですが、北川さんがおっしゃるように、

委員のわれわれだけでどうのこうのというのが、本来の基本かなとは思います。ただ、こ

んな大変な問題ですので、私の意見も、北川さんの意見も、他の方々の意見も、それでは

この意見で全て統一しようかというのは難しい。極端に言えば結論が出ない部分かなと思

います。そんなことで、では今までの委員会の中で出てきたこと、私たちが 8 回、9 回に

わたってきた思いをどこへ載せるのかというと、結局これかなということがあります。先
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ほど言いましたように、なかなかまとめにくいので、取りあえずと言うと大変語弊がある

かもしれませんが、事務局の方でまとめられた意見に付け足し、省きして、一つの文にそ

れぞれの文を埋めていったらどうかなと。先ほど言いましたように、私たちで作るのはな

かなか難しい部分があるので、これをたたき台にして埋めていったらどうかなと、私はそ

ういうふうに思います。 

 

（議長） はい、ありがとうございます。阪井さんのおっしゃっていただいたような意見

を入れたらどうかということです。はい、坂本さん。 

 

（委員） ここにきて、まだいろいろ意見が出されておりますが、水道部の計画案につき

ましては、前回賛成多数で決められたということは間違いないことなのですが、こうして

いろいろ反対意見やいろいろな意見が出されてきました。籔裏さんもおっしゃるように、

別紙のところに意見としてプラスしていくことも必要ではないかと思いますし、パブコメ

のまとまったものをそのまま答申ということで付けてもいいのではないかと思います。 

 それで、この水道基本計画答申反対意見。阪井さんが出されたんですが、本来、水道関

係につきましては、市長ではなく管理者の方に出される方がいいのではないかと思います。 

 

（委員） ごめんなさい、間違いました。 

 

（委員） 水道法等で決められております水道事業管理者というのは、市長以上に水道関

係につきまして権限を持ってございますので、岡本栄さんではなく、北山さんの方へ出し

ていただく方がいいと思います。以上です。 

 

（議長） はい、ありがとうございます。付記する部分をもう少し追補したらどうかとい

うことでございます。八尾さん、どうぞ。 

 

（委員） 八尾です。先般も私、申し上げましたように、上野地区は広い 22の自治協がご

ざいます。その中を三つのブロックに割りまして、六つぐらいに統合して、その代表者が

寄りまして、先般も申し上げたように、この水道事業について、上野地区は台地で、川が

ないのです。そして、今まであった守田の件、小田の件、この二つのうち、守田は今廃止

しております。そして小田というか、木津川で取っている、いわゆる旧上野市のときに昭

和 11 年に開設したと思います。それから続いてきて、そして工業団地ができてきて、どう

しても水を上の方へ上げなければならないので必要だという形で、その自治協の代表者と

いろいろな形で論議させてもらったんです。先般 24日にもやらせてもらいました。 

 そして、そのときの話の中で、今後ダムを使っていかなければならない、どうだという

話を通したところ、上野地区の台地の中の代表者にすると、川上ダムの水を使用していた

だくと。あと朝古川や阿山の川から取られている、その水源と川上ダムとを一緒にすれば、

困るのではないかと。大きな川の水を頂いて、それを工業にも回すという計画には、上野

地区の代表者の方は賛成すべきものであって、各地域で持たれていた、旧町村の方々が使

われている水を、補充といえばおかしいですか、予備。いざというときに即使える今の方
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法がいいのではないかという結論で、そういう方法でいくということを確認してきました

ので、この場で私は上野の代表として申し上げさせてもらいます。 

 

（議長） はい、ありがとうございました。今の基本計画について、旧上野地域としては

基本的に進めるということのようでございます。ただし、先ほどからが出ております各地

域の保有水源についてのことを大事に追記していってはどうかということです。 

 他にございますか。はい、北川さん。 

 

（委員） 八尾さんのご意見、承っております。旧上野市内は確かにそのような意見でま

とまっているかもれしませんが、今は伊賀市全体を対象にしてこの水道ビジョンの答申を

しているわけです。人口密度の高い八尾さんのところの意見というのは確かに承っており

ますが、それで前回賛成の方に挙手されたわけです。どちらも分かるということだったら、

どちらも手を挙げないでおくというご意見を最初に聞いたのですが、採決の仕方が、どち

らでもないという意見もなく、反対の意見の手も挙げずに、文章表現は「多数」というこ

とになっております。これが僕は遺憾だと思っています。もう少しきちんと議員さんにも

伝わるように、その裏にいる伊賀市民に伝わるように、反対が何人、賛成が何人。どちら

も分かるから私は手を挙げるのを拒否すると。こういう策定委員のそれぞれの立場を反映

したものであれば納得がいったのですが、これは藤森委員にはきつい言葉になりますが、

そういう文言をここできちんと書いていただきたいと思っております。 

 この答申は私どもが作った答申でありますので、北山管理者に今までの、少し細かいと

ころを申します。「8 回にわたり慎重に審議を進めて結論を得ました」というのは、上に平

成 29年 2月○日」になっていれば、これは 9回にわたって慎重に審議を進めきましたので、

伊賀市水道の冒頭から 3 行目の「8回」を「9回」に変えるべきだと思います。31日でも、

今は水道事業の基本計画を練っているわけですから、これは 9回であろうと思います。そ

れから、「安全・安定」というキーワードが出ております。確かに水道の安全・安定給水と

いうハードなところですが、私どもは消費者の「安心」というニーズに応えないといけま

せんので、その辺の文言を同等に扱いたいと思っております。この 1 ページ目の真ん中ぐ

らいですね。やはり文章表現がもう少し市民目線で、市民がよく分かるような答申案であ

ったらいいなという感想です。 

 私どもは添付でいろいろな情報を付けるべきだと思います。お隣の坂本さんも阪井さん

もおっしゃいました。籔裏さんからも、ここに足したり、削ったり、もう少し時間をかけ

てやってほしいというご意見が出ましたし、中森さんもそうです。あと西さん、奥原さん

もそうだと思います。藤森委員も大山田を代表して来ていらっしゃる立場ですので、ご意

見を頂いたらいいのですが、どうもこの答申案、私どもの中でもう少し、いずれ答申しな

ければいけないのだったら、市民に分かるような答申でありたいと思っております。以上

です。 

 もう一つ、北山管理者さん、僕と相性が悪いのか、全然こちらの方を向いてきちんと答

申をされておられません。もう少し真摯に。私は代表者でも何でもありませんが、北山さ

んには一番ご意見を申し上げております。まず一番冒頭の、なぜ 1週間後にこれを開かれ

たのか。先ほど次回までの工程を言われましたが、これだけ配布に不備があって、この答
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申案を全くご存じなかったのか。これも参考に見せていただいて、ここにお座りなのか、

どうなのでしょうか。きちんとお答えを頂きたいと思います。ぜひお願いいたします。 

 

（議長） はい。いろいろご意見を頂ききました。それでは、今の関連で北山管理者、よ

ろしいですか。 

 

（管理者） 管理者の北山です。今お尋ねいただいた部分ですが、第 8 回の策定委員会が

終了した時点で、次回の開催の日程についてお聞きさせていただいて、最短の日程を段取

りできないかという思いで皆さまにお尋ねさせていただいたものでございます。8 回で内

容につきましては結論を頂いたと考えておりまして、今日、引き続きまして 9 回の策定委

員会で答申文を策定していただこうという思いでございました。 

 8 回で、今申し上げましたように結論いただいたと考えまして、可能であれば 2 月 13日

に召集が予定されております伊賀市議会の方に議案として上程させていただく日程を考え

させていただいたものでございます。いろいろな議論を頂いているわけですが、決して北

川さんを無視しているとか、そういうことは全くございませんので、その辺はご了解賜り

たいと思います。 

 

（委員） これは 8 回ですか。9 回ではないのですか。今日の委員会は 9 回目というよう

に事項書にも書いてあります。 

 

（議長） 今日は 9 回なのですが、この文面の流れからすると、8 回まで審議をしてきて、

最終案については 8 回で適当と認めたという文面になりますよね。 

 

（委員） だから、僕が聞いてから 1 時間 27 分たちましたが、この審議は何だったのだと。

まじめにやっているのですよ。9 回目をやらなくていいのだったら、もうやらなければい

いではないですか。9回やっているのだから、これは 9回でしょう。 

 

（議長） 今日は 9 回ですよ。 

 

（委員） この意見を取り上げないのと一緒ではないですか。これを読む人は、流れを知

らない人が見るんですよ。「8 回にわたり慎重に審議を進め」だったら、8 回で終わったと

いうことを言っているようなものではないですかと言っているのです。9 回を今やってい

るのだから。これは何だか知らないけれど、要するに、この 9回目は全然軽いではないで

すか。やっているのですから、ここは 9 回と書くべきではないですか。それだけ言ってい

るのですから、何もあえて 8 回にこだわる必要はないと思います。 

 

（議長） 今日の 9 回の位置付けというのは、この答申案文を作るということですので、

この文脈からすると、8 回としてあるのですが、それも含めてということですね。 

 

（委員） 私はそう思いますが、皆さんのご意見は？ 私が間違っているのだったら退席
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しますわ。 

 

（議長） いえいえ。どうですか。 

 

（委員） 私は 5500円要りません。今から出てもいいぐらいです。今日の会議は 9 回では

ないの。血圧が上がりますよ。 

 

（委員） 今日は答申案を修正するのだから。 

 

（委員） でなかったら、もう一度やり直しだわ。 

 

（議長） そうしたら、9回でよろしいか。 

 

（委員） 僕は管理者から聞きたい。北山さん、どうなっているのですか。 

 

（議長） 事務局。 

 

（管理者） 先ほどの私の発言は、この会議を急いでいるうんぬんの質問を北川委員さん

から頂いたことに対して答えさせていただいたものでございまして、ここの 8 回、9 回の

部分のさわりには私は入っていないと考えておりますので、委員さんの方でご確認を頂け

たらと考えております。 

 

（委員） 分かった。だから、われわれは・・・。 

 

（議長） はい、籔裏さん。 

 

（委員） 73ページに第 9回と実績報告が書いてあるので、9 回でいいのと違いますの。 

 

（議長） はい。籔裏さんから 9 回でいいというご意見でございます。よろしゅうござい

ますね。それでは、9回に改めることにします。 

 その他について、今の北川さんの意見で、「安全」というのを入れるということですとか、

反対者の数まで入れると。 

 

（委員） 「安心」という言葉を提起すべきだし。「安心」というのは下の方にも書いてい

ますよね。 

 

（議長） そうそう。この理念はね。 

 

（委員） ええ、理念は書いています。 
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（議長） 前に「安心」も入れるということですか。水道の安全・安定供給の部分に。 

 

（委員） 私はそう思います。というか、そういうことに代表される市民目線、市民に対

してこれだけ大事にしていますよということをもっと入れて、文面も、どなたがこの案を

誰が出したのか知りませんが、案は案なのでいいのですが、それをわれわれが今議論して

いるわけですよね。籔裏さんおっしゃるとおりで、ここに付けたり足したりするのがここ

ですよね。 

 

（議長） そうですね。 

 

（委員） もう一度管理者に言いますが、今日は答申書に対する策定委員会の回だという

のならいいのですが、これは第 9 回策定委員会となっているのだから、これは 9回なのが

当たり前なのですよ。これを 8回としたのはどなたなのかな。水道部の方が案を出された

のだったら、本末転倒なのですよね。私たちが本来は書かないといけない。 

 

（議長） 今、9 回にするということで決めていただきましたのでね。それから、下から

10行目の「水道の安全・安定給水」のところに「安心」を加えてはどうかという意見がご

ざいました。それから、出席委員 9 名の 6名賛成とありますが、反対者の数も書けという

ご意見がございましたが、それは皆さん、いかがですか。実は反対の手を挙げてもらって

いないのです。ですから、あらためて今というのは。 

 

（委員） それはおかしいでしょう。 

 

（議長） お一人お見えにならないしね。 

 

（委員） おかしいね。ただ、記憶と記録もありますので、それでやってもらったら。 

 

（議長） それと、先ほどから大きな議論が出ていました別紙 2）のウのところで、阪井

さんからも提案がございましたが、それぞれ柘植町、阿山の水源の固有名詞を入れたらど

うかと。 

 

（委員） 地域性のね。 

 

（議長） 地域性のね。地域の水を飲めるようにしましょうと書いてあるところに、そう

いった固有名詞を入れるということですね。 

 

（委員） はい。 

 

（議長） これ、ちょっと事務局、考えてみてください。 
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（委員） 事務局ではなくて、俺たちだと言っている。 

 

（議長） 案だけね。それでまた意見もらったらいいと思います。他、どうでしょうかね。 

 

（委員） 無言のまま時間が過ぎるのはもったいないと思いますので。 

 

（議長） はい、北川さん。 

 

（委員） 今、阪井さんの方から、いがまち事情という要望書を頂きました。もしそうい

うことがあるのならば、当然、この意見書・質問書を出してよかったと僕は思っておりま

す。この中に、まだまだ審議を尽くさないといけないことをたくさん書いているつもりで

す。このことに関しても、本当はこの中に入れておきたいのです。そういう時間が欲しい

のですが、今日その辺のところをしっかりと答申の中身を議論するために来たはずが、こ

の 2 枚の案で、なお審議の時間も制限されております。本当に残念だと思っております。 

 今、無言の時間があったのでマイクを取りました。 

 

（議長） はい、籔裏さん。 

 

（委員） 鑑の答申書の一番最後で「交わされた主な意見」ということで別紙にいくので

すが、冒頭「委員審議では主として次の点を主眼とする意見を交わした」と。一番最後に

「以上の意見のほか、策定委員会の審議では多岐にわたる意見が交わされており、会議録

を参照されたい」ということで、交わしたということで、交わしたのは交わしました。先

ほど来、北川さんがおっしゃってくれている、最終の案が最終的に賛否によらざるを得な

かったということが、文章には書いてあるのですが、別紙の中で、結局、こういった点か

ら最終的に賛否によらざるを得なかったことの一つの原因というか要因というか内容だと

思います。だから、冒頭の「主として次の点を主眼とする意見を交換した」ということで

はなく、ここでいろいろなさまざまな意見が出てくる中で、最終的に賛否によらざるを得

なかった部分であるというようなことを付け足してもらえると、私ども委員会でまとまら

なかった言い訳になるのかなと思います。その辺、私の意見ですが。 

 

（議長） あらためて別紙の最後の文章のところに、賛否に頼らざるを得なかった理由を

書けということですね。はい。北川さん。 

 

（委員） 考え方、立場、そして持っているバックの地域等が違って、籔裏委員さんとは

逆の意見で終始したわけで、大変失礼なことで間違ったところを指摘もさせていただきま

したし。私も前回でしたかに発言したのですが、私どもはきっちりと責任を持ってここに

挑んでおりますので、私は反対委員はこの人、賛成はこの人と、子々孫々まで関わること

でございます。オーバーな言い方をしましたが、坂本委員さんもこの間はおられまして、

「うちの地域にはおられないよ」ということも言われましたので言ったのですが、私ども

は書いていただきたいと思っております。答申を仕上げるために時間がたっていくのは大
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変悔しいのですが、本当にこの答申案はこのままで、ずるずると時間が来て、「答申します」

で、また手を挙げるのですか。 

 

（議長） それは皆さんの意志で決めてもらったらいいと思いますが、今日は最終的に答

申案の確認をしたいと思っています。 

 

（委員） もう少し仕事量が残っていると思います。 

 

（議長） それでは、先ほどの 2）のウの部分と、別紙の最終行の賛否によらざるを得な

かった理由を事務局の方から提案をしてもらうということで。よかったら、すぐだったら

いいのですが、少し休憩を取りますか。 

 

（事務局） 今ご意見いただいたことを確認させていただきたいのですが、まず、1 ペー

ジ目の答申の本文で、上から 3行目の「8回にわたり」というところを「9 回」に訂正する

ということが一つ。それから下から 10段目の右の方で「水道の安全・安定給水を」となっ

ているところを「水道の安心・安全・安定給水を進めていく」というような修正でよろし

いでしょうか。それでは、そこはそういった形で。 

 

（議長） それと、もともとビジョンにも入っている理念のところで、「安心・安定」と「信

頼」とあります。その上 2行目、「最終案の」取りまとめたものと書いてあるから、「最終

案を」ですね。ちょっと細かいのですが修正しておいてください。 

 あとは別紙の方ですが、最終的に修正してもらったものを皆さんに答申案の成文として

お配りして確認していただくということにしたいと思います。 

 

（事務局） 2ページの方の修正を確認させてください。2）のウの地域の水源のところで

すが、これについては今、阪井さんの方からご提示いただいた朝古川浄水場、あと玉滝浄

水場ということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） すみません、もう一度お願いします。 

 

（事務局） ウのところに、先ほど聞かせていただいた中では、「川上ダム水源によるゆめ

が丘浄水場から各地区に広域配水するのではなく、地域の水は地元で飲めるよう今ある」、

この次に朝古川浄水場とあと玉滝ということでよろしいでしょうか。 

 

（議長） 整理した中の浄水場名で言うなら、朝古川浄水場、玉滝浄水場やね。 

 

（委員） ちょっとよろしいですか。旧の青山町ですが、今まで言わせてもらったように、

やはり地元の水源を利用してもらいたいということを言わせてもらってきましたので、こ

の地域を入れていくとなると、ほとんど入っていってしまうのではないかという気がしま

す。 
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 それと表現が、「地域の水は地元での利用」というのは、ちょっともう一つ。やはり住民

たちが地域の水を安心して飲みたいという思いが何かちょっと薄れているような気がする

ので、表現がもうちょっと何とかならないのかなと。 

 もう一つ、その下のエですが、被害を最小限に止めるためだけでなくて、やはり命のも

とである水を確保できるようにという思いが強いので、そのために水源を分散しておいて

ほしいという思いがあると思うので、そこの表現もちょっとと思います。 

 もう一つ、ついでに言わせてもらえば、上の 1 の「川上ダム利水計画への意見として」

というところですが、上のア、イ、ウは、このままでという考えですが、エから「できな

いのか」、次も「できないのか」、「でないのか」と、これは反対意見だと思うのですが、語

尾の表現が違うことによって微妙に反対の気持ちが薄らいでいる。だから、例として「水

利権を維持できる」「生かすことができる」など、上と対応できるような表現にしてもらっ

た方が。そうでないと軽く取れると私は思います。 

 

（議長） ありがとうございました。そうですね、トーンが少し弱いと言うか。意見です

から、きちんと書いておいた方がいいと思いますね。最大限生かすこととか。「べき」とか

「べきである」とかね、そうしましょう。はい。お願いします。 

 

（事務局） 例えば「慎重に考えるべき」とさせていただくのか、「べきである」と。 

 

（議長） 趣味の違いですけどね。今、西さんから出た、2 番のウのところに朝古、玉滝

と書くのなら阿保もという。 

 

（委員） 地域の水という思いを持っておられる方は結構多いので、やはり書くようにし

て。 

 

（委員） もし書けるのだったら、私も書いていただきたいです。 

 

（議長） そうなると阿保も入れるということだね。朝古川、玉滝、阿保浄水場と入れて、

「私たちの命の水」というのをどこかに足してください。中森さん。 

 

（委員） 商工会の方からもう一つ言ってくるようにと言われたことがありまして、水道

料金への意見というところです。イの「その後の水道料金はどうなるのか、関心を持って

いる」という部分に入ると思うのですが、商工会には支所が五つあって、それぞれの水道

料金が違うのです。なぜそうなるのかよく分からないので、一つは、なぜでしょうと聞き

たいのです。 

 

（議長） それは後で水道部から。先ほど言ったところなので。 

 

（委員） 大変分かりにくくて、下水道、電気だったら、同じ伊賀市なので、下水道です

と、おたくは何人使っているから幾らというのが封書で来て、それを見たら分かるのです
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が、水道料金はスーパーのレジのぴらぴらみたいなものが。 

 

（議長） 使用量だけね。 

 

（委員） はい。それがポストにぽんと入っているだけで、大変分かりにくいと。水道部

さんは一般行政ではないというのもよく分かったし、行政の本来持っている帰納と演繹の

バランスというのは、水道部さんはあまり関係なく進められるのだなということもよく分

かったのですが、もう少し一般市民に分かりやすいように、水道料金をきちんと。ホーム

ページに載っているというだけでは、忙しい人は見ないです。だから、分かりやすい書面

に書いたものを出してほしいと言っています。 

 それと水道料金が各支所によってとても違うのですが、計画が 15年通してできますよね。

ゆめが丘から一斉にしますとなったときに、今、高いところと安いところがありますが、

それが平均化されるということだと思うのです。そうしたら、高いところは安くなるから

いいけれど、安いところは高くなるわけです。このことについて、対象となる地域の市民

の人にきちんと説明をしたのでしょうかということが出ていましたので、それは 15 年した

ら上がりますよと言わなければいけないのではないかということでした。 

 

（議長） はい。いろいろありましたが。 

 

（事務局） 中森委員さんからご意見を頂いた水道料金については、平成 22年 10 月 1 日

に料金改正を行っております。それ以前は、各合併前の市町村の料金を引き継いでおりま

したので、高いところ、安いところがあったわけですが、平成 22年に上水道なり簡易水道

全ての統合を 4 月に行いまして、平成 22 年 10 月 1日からは全市統一の料金とさせていた

だいておりますので、地域によって水道料金の格差が出ることは、もう解消されています

ので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（議長） 資料も分かりやすく提供しろということでしたが。 

 

（事務局） そういうことですね。検針票についてはハンディターミナルという形で、電

気料金もそうなのかなと思うのですが、検針させていただいた折に、その検針票をもって

料金のお知らせをさせていただいているところです。そういったご意見についてはお聞か

せいただいて。なかなか検針票を変えていくということは難しいと思うのですが、広報な

どについて、水道部の方でも今後検討させていただければと思います。 

 

（管理者） 管理者です。少し補足で。市役所の方で「暮らしのガイドブック」という冊

子を作って各家庭へ配布させていただいておりますが、その中にも水道料金の関係の項が

ございますので、参考にご覧いただけたらと思います。以上です。 

 

（委員） すみません、口径によって値段が違っているのでしょうか。 
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（事務局） そうです。口径によって基本料金が変わっています。 

 

（委員） では、ぜひ分かりやすいものをくださいますようにお願いします。 

 

（議長） ありがとうございました。北川さん。 

 

（委員） ずっと完全な意見を言っているのですが、1）のイ「地域によっては既に 8 割近

い住民が、川上ダム利水を前提とした、ゆめが丘浄水場の水を飲んでいる。ダム利水を受

けられないと水が飲めなくなる地域が出る」という意見があったのだと思いますが、なぜ

こういう部分的な。これはどこの地域か分かりませんが。隣から島ヶ原とおっしゃってい

ます。島ヶ原の意見は島ヶ原で間違っていないと思います。ただ、ア、イ、ウの賛成の意

見の中にこれが入るとしましたら、伊賀市の中にはうちは全く違うよというところもある

わけです。いがまちがそうです。私どもは玉滝の、50％は川上ダムの水を飲んでいます。

みんな違うのですが、こういう書き方をするのは、島ヶ原の場合だとよく分かるのですが、

ア、イ、ウとエ、オ、カとは違う意見だよというのを出しておられると思います。このイ

は島ヶ原と書いてありませんので、これはここだけが 8割ではないのかと。全体の 8 割と

誤解されるような気がします。申し訳ないですが、ご意見ください。 

 

（議長） そうですね。島ヶ原地域ということで、ここにも固有名詞を書き入れてもらっ

たらと思います。事務局、よろしいですね。 

 その後、修正箇所の整理ができたら、皆さんに分かるように説明してください。 

 

（事務局） 申し訳ございません。ただ今頂きましたご意見をすぐに書面の方で修正させ

ていただきますので、申し訳ないのですがしばらく時間をいただきたい。 

 

（議長） それでは、10 分間休憩を取りますので、よろしくお願いします。 

 

― 休憩 ― 

 

（議長） 大変お待たせしました。時間が随分経過しておりまして、お昼の時間になって

しまいまして、大変申し訳ございません。もうしばらく最終的な説明を頂きまして、そし

て答申案について確定していきたいと思っております。 

 それでは、訂正箇所の説明を事務局の方からしていただけますか。お願いします。 

 

（事務局） それでは、まずは 1 ページ本文の上から 3行目、修正の箇所に横の下線を引

かせていただいております。当初「8回」となっておりましたのを「9 回」に修正しており

ます。それから下から 10 行目「水道」の次に「安心・安全・安定給水」ということで、「安

心・」を付け加えております。下から 5行目の中ほど「『安心・安定』と信頼を」の中の「信

頼」に鍵括弧を付けさせていただいています。1 ページについては以上です。 

 2 ページにつきましては、一番上段のところに、「伊賀市水道事業基本計画策定委員会に
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おいて、委員審議では以下のさまざまな意見が出たことにより、最終的に賛否によらざる

を得なかった」という形で修正案の方をさせていただいております。それから 1）のイに

つきましては、「島ヶ原地域では既に 8割近い住民が」ということで、「島ヶ原地域では」

に変えております。段落が少しおかしくなっておりますので、2 行目、3行目を修正させて

いただきます。それから、1）のエ「現在の暫定豊水水利権を維持することはできる」とい

うことで、言い切りの形に修正させていただいています。次にオにつきましては、「川上ダ

ム利水を前提とした計画案だけでなく、ダム利水から撤退し伊賀市の既存水源を最大限活

かす案を策定すべきである」という形での修正案にさせていただきました。次のカですが、

最後のところを「慎重に考えるべきである」とさせていただきました。 

 それから、2）のウですが、全文を読ませていただきますと、「川上ダム水源によるゆめ

が丘浄水場から各地区に広域配水のではなく、地域の水は地元で飲めるよう、今ある朝古

川、玉滝、阿保浄水場の水源を活かした水の供給をすべき」。1）のところでは、「すべきで

ある」とさせていただいておりますので、2）のア、イ、ウ、エも語句を合わさせていただ

いて、今、修正は入っておりませんが、全て「べきである」という形にさせていただけれ

ばと考えております。以上です。 

 

（議長） 今、事務局の方から。 

 

（事務局） すみません、もう一つ。エの方で、「自然災害等による被害を最小限に留め、

命の水を確保できるよう、水源を分散して保有すべきである」とさせていただければと思

います。 

 

（議長） 先ほどまでの議論を踏まえまして、事務局の方から修正をしていただきました。

これで計画答申案の確定をしていきたいのですが、最後にまとめて質疑ありましたら、ど

うぞ。奥原さん。 

 

（委員） 先ほど時間がなくて言えなかったのですが、別紙の意見のところに収支計画に

ついてのことが書かれていなくて。ビジョンで言えば、79 ページから書かれている収支計

画ですが、これについても何回か議論したと思います。市民の方もこれから先、水道事業

の経営状態がどうなのかということや、借金をきちんと返していけるのか、ダムの費用を

きちんと払っていけるのかということが心配だと思いますので、収支計画についての議論

も重要な議論だったのではないかと私は思うのですが、別紙に載せなくてよろしいのでし

ょうか。 

 

（議長） それはそれで載せるとしたら、どのような中身を載せますか。というのは、今

まで行った議論をここに列挙してあるということなので、そんな意見の中でどれを載せる

かということになるのですが。北川さん。 

 

（委員） 今、奥原委員がおっしゃったこと、坂本委員がおっしゃったこと、また、阪井

委員もおっしゃったこと、籔裏委員もおっしゃったことなのですが、今は 2ページ目にあ
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ります別紙の 1 枚にこだわっていらっしゃる。特に 1）、2）、3）の意見はそれぞれたくさ

ん出ましたので、まずその意見をもっと反映しないとおかしいのではないか。他の策定委

員は知りませんが、9 回も時間をかけて別紙がこれだけかなと。先ほどの意見を総合して

言わせてもらいますと、ア、イ、ウの賛成、あるいはエ、オ、カの反対意見と反映はして

いますが、もっと多いのではないか。今、奥原委員さんがいみじくもおっしゃったのは、

もっと大事なことが実は隠れていて、最終案を読んでくださいと言うだけでいいのか。こ

の別紙というものをなぜ作っているのかを少しご説明していただきたいのですが、水道部

の方。この案は多分、水道部の方が参考で作られたと思うのですが、私はもっと多くの意

見をここに書き上げないといけないと私は思うのですが、いかがでしょうか、まずこちら

の委員さんの中で討議をしたいと思います。提案をいたします。 

 

（議長） 今、北川さんのご意見でした。籔裏さん、どうぞ。 

 

（委員） 北川さんのご意見ごもっともです。今まで 8回、9 回にわたったことを、この 1

枚の紙に収まり切れるものではないと思います。ただ、ある意味、仕方ないかなと思いま

すが、一番最後に「会議録等を参照にされたい」。この辺にしておかないと、もう 1 冊の計

画ができるような分量だと思います。ただ、私自身もここに挙がっている項目が全てを代

表することで、これ以外の項目はないのかというと、そんなこともない中身だったと思い

ますし、この辺でまとめるより仕方ないのかなと思うのが私の意見です。以上です。 

 

（議長） ありがとうございます。他の委員さんの意見、ございますでしょうか。はい、

奥原さん。 

 

（委員） 先ほどの、載せるのであれば、どういう意見を載せるかということですが、収

支計画のところにも、「今後、前期、中期、後期とも黒字となる計画です」ということが書

いてありますので、今後とも黒字になる見込みですので、水道事業は健全な状態で維持で

きるというような内容のことを載せればいいと思います。 

 

（議長） 今のお考えは事務局の考え方になると思うのですが、委員さんの意見として、

そんな意見でよろしいですか。 

 

（委員） 私はこの計画を見ると、そのように思います。反対の方もいらっしゃるかもし

れませんが。 

 

（議長） 今の奥原さんの意見も含めて、他の委員さん、いかがですか。まず今の奥原さ

んの収支計画の部分で、今後とも黒字でできるという部分を載せるかどうか。はい、北川

さん。 

 

（委員） 今、委員さんがおっしゃった計画でよろしいのではないでしょうかという意見

があるのなら、僕は 1回、2回、3 回はおりませんでしたが、3 回以降、この 15 年の計画、
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平成 43 年の前期、中期、後期の後、ダム 100 年といわれて、ダム 50 年ぐらいまでの収支

計画は出すべきだというご意見は何度かありました。要するに、もっと長期で出さないと

水道料金の値上げ等、市民の人は不安で仕方ないという意見を反映するならば、そういう

意見ももう一方、書かないといけないと思いますが、奥原先生いかがでしょうか。やはり

対のものだと思います。私どもはこれを決して認めているわけではないのです。もっと長

期で。どこの何ページということは今言えませんが、確かそういうことがあったと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

（議長） はい、奥原さん。 

 

（委員） 私も 15年よりもっと先の予定はどうなるのか、見込みがどうなるのかというこ

とが知りたかったので、その計画はどうなっていますかということは水道部の方に質問し

たのですが、今回は 15 年間の計画ということで、それより先のことについては特にその計

画は教えていただけなかったので、私も 15年より後はどうなるかということは知りたいと

思います。 

 

（議長） 収支計画について。 

 

（委員） 私たちは入れるべきかと思います。安心というキーワードで。 

 

（議長） 二つの意見を入れるべきだというご意見でございますが。 

 

（委員） 何度も言っていますが、市民が安心して暮らせる水道料金。ここがポイントだ

と思いますので、それを入れるならば、われわれは少なくとも半数近い人は 3 度にわたっ

て要望してきました。そういうものをここにはきちんと意見として挙げるべきだと思いま

すが、もしそれをあえて入れるならば、それの反対の長期計画の意見。さらに長期なダム

の寿命に合わせた、100 年とはいかなくても、さらにあと 15 年の 50 年後まで。さらにこ

の倍以上の長期で考えてほしいという意見があったと。すぐ値上げされるようでは困りま

すよ。後期であります平成 44 年から値上げするのではないのか。それでは困るよねという

市民目線をもう一つ、1 行でいいから書き加えてほしいと思います。 

 

（議長） 坂本さん。 

 

（委員） この計画は 2 回目なんですね平成 30年までと、それから先の平成 44年ですか。

そういうスパンで来ております。100 年先まで出せというのは、言えないことはないです

が、計画を立てるには、一応、44 年までという計画で作っておりますので、その先にどう

なるのかと、それは言われることは分かりますが、作る側にとってはある程度、44 年まで

はこうですと言っていくしかないのかなと思います。それを言いかけたら、いろいろなこ

とが出てくるのではないかと思います。この間収支計画、留保資金とかの表を提出されて

おりますが、それから見ますと 44年で留保資金が 44 億円ぐらいありましたが、それぐら



30 

いあれば当分の間は大きな災害とかがない限り、順調にいくのではないかと思われます。

それは書けと言えば書けるのではないかと思いますが、そこまで載せる必要はないのでは

ないかと思います。 

 

（議長） 今、坂本さんの意見がありました。では、籔裏さん。 

 

（委員） 15 年というスパンでの計画ですので、私もある意味、短いかなという気は最初

していました。いわゆる 50年、100年という先を見通したものにしようかなと思うのです

が、有名な 100 年安心年金がすぐにつぶれたような時代です。例えば、今から 50 年前の時

点に今の時点まで見越して計画を作って、果たしてその計画どおりいっているかどうか。

50年の間にはバブルがあって、崩壊して、今こんな時代になってきて、少子高齢化になっ

てきている。だから、そこを考えると、私も個人的には 50年というスパンもありかなとは

思ったのですが、現実的にはそれは計画倒れになる話で、実際に行っていく中では 15 年、

長くても 20 年ぐらい先を見越した計画しか仕方ないのかなというのが、私の実際の感想で

す。 

 

（議長） 奥原さん。 

 

（委員） 先ほどの、全ての意見をこの別紙のところには載せられないというのはそのと

おりだと思うのですが、議論の中でメインのテーマとなったものがこちらに出てきている

と思いますので、ここに水道事業の経営状態のことが全く書かれていないと、今後の水道

事業の経営状態については、主なテーマとして議論されなかったと思われてしまうのでは

ないかと思ったので、私は載せるべきだと思います。 

 あと 15年以降の予定については、別紙ではなくても、ビジョンの方に計画で載せるもの

は載せる方がいいのではないかと思います。15 年の計画ということでやっていますので、

それより後のことは載せないということなのでしょうが、市民の方は 15 年たった後どうな

るのかということも関心がありますので、そういうことについても検討した方がいいと思

います。 

 

（委員） ご意見ありがとうございました。 

 

（議長） 検討してほしいという意見がございました。事実として基本計画そのものは認

められたという中で、ここの訂正については今考えていないのですが、北川さんの意見や

奥原さんの意見がありますので、収支計画の意見としてという項目を一つ起こして、今言

っている 15 年以降の収支計画を示すべきであるとか、そういう意見を書こうかどうしよう

かという議論を今させてもらっています。そのことについてはどうですか、他の委員さん。

今、お二人とお二人になっているので、ちょっと決めかねているのですが。中森さん。 

 

（委員） 水道料金の意見のところにも書かれていますが、15 年、その先どうなるのかと

いうのは、伊賀市の女性としては興味を持っていますので、ここのところに入れてほしい
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なと思います。 

 

（議長） 素朴な意見ですよね。当然なのかなと理解しますけれど、どうでしょうかね。

他に意見がございましたら。 

 そうしたら、再修正で大変申し訳ないのだけれど、4 番の収支計画への意見としてとい

う項目を起こしてもらって、一つは、現行料金で今後 15 年間黒字経営することという意見

と、もう一つは 15年以降の収支計画を示すべきであるという意見、それを書いてもらえま

すかね。 

 

（事務局） はい。作成させていただきます。 

 

（委員） 3）は生きていますね。水道料金。 

 

（議長） もちろん。 

 

（委員） 奥原委員のおっしゃることは大事なことだと思いますし、それに対して、もう

少し長い計画を立てないといけないのではないかという意見もしっかり書いてもらうこと

も大事だと思いますので、それは賛成いたします。そして、今も焦っていらっしゃいます、

これでいいかどうかの話です。 

もう一度言います。もっと簡単に言いますと、今、奥原委員がおっしゃっていた意見、

大変大事だと思いますし、私が提案した市民の不安、安心を担保できるような表現をぜひ

ここに入れてくださいということでお願いしたいと思います。そして、中森委員がおっし

ゃいました、地域に持ち帰って単体できちんと発言してほしいとおっしゃっていた発言は

まさにそのとおりで、これからの水道料金はどうなるのか。関心を持っているということ

ではなくて、もっときちんと水道料金を不安に思っているとか、そういう表現にもしてほ

しいと思います。要するに、賛成意見、反対意見がほとんど拮抗したという表現を、ここ

で表現していただきたいと思っております。それと、一つお聞きしたいのは、パブコメの

結果は丸ごと載せてほしいということで、先ほど載せますという話でしたが、そのあたり

はどうなっていますか。 

 

（議長） そういう意見がありましたが、それに対して事務局、どうですか。 

 

（事務局） 先ほど阪井委員さんから頂きましたが、パブコメの意見に対しまして、この

答申書の中に記載をすることは、他の計画等でも例がないのかなと思います。あくまで策

定委員会の中で交わされた意見という形でお考えいただければと思いますが。 

 

（議長） というような意見でございます。 

 それでは、答申案そのものについて、この辺で議論を打ち切りたいと思いますが。 

 

（委員） 阪井さんはそれでいいのですか。 



32 

 

（委員） だから、パブコメを載せるというような。 

水道部長さん答弁されたけれども、これだけ多くの数の人がパブコメ、この水道の中間

案に向けて意見を出していただいたわけで、こうしたいというか、これはページ数が多い

のでインターネットで公表してるわけですよね、これを見てくださいと言えばそれまでな

のですが、この細かい字を全部見れる人は少ないと思うのです。だから、これは議会に出

して、議員さんにこれだけたくさんあったというのを。これは手間暇と、何がネックなの

ですか。こんな意見があったかというのは出していただけたらいいと思うのですけれど、

どうですか。委員の皆さん方、これは私ども委員の答申ではなくて、このような水道ビジ

ョンを作るに当たってどうですかということを、一般市民の方に住民説明会、パブリック

コメントをした意見ですよというのを別に、今度答申する議会に出していただいていいと

思うのですが、いかがでしょうか。何がネックになるのですか。 

 

（議長） 資料としては、求められれば出すという立場には変わりないと思うのですが、

それは当然だと思いますけれどもね。ここの委員会としての答申の中に、それは削ること

はないので、表現を入れるかどうかということだと思います。はい、北川さん。 

 

（委員） そういうこともあろうかと思いまして、私の意見書・質問書の中の 3ページに

「パブコメへの市の考え方」という意見を出させてもらっております。これは私どもの個

人の意見、私どもの地域の意見ではなくて、市のパブコメでこれだけの件数の意見があっ

たということを全く反映しないのであれば、伊賀市の自治基本条例に違反してはいないか

ということで、私なりにいろいろ調べました。M さんという人が伊賀市の市民説明会でも

しっかりと意見を言われました。その方に追跡していろいろ意見を聞きましたら、まさに

そのことは伊賀の憲法である伊賀の自治基本条例に違反すると。伊賀市水道部の人の意見

が右の方に書かれているのですから、こういうパブコメの意見に対して、私どもはこうい

う判断をしております。その中で、私はいろいろ不備な表現が多かったと思いますが、ダ

ントツに多い中間案のパブコメは真摯に受け止めて、きちんと付属の資料として出すべき

だと思います。求められたら出すのではなくて、議員さんでも賢い議員さんはたくさんい

らっしゃいます。「パブコメどうなっているの」と言われてから出すのですか。私たち委員

は今何をしているのか。また血圧が上がりそうですが、われわれはここで阪井さんはじめ

皆、そのとおり出すべきだと、北山太加視さんに言っているのです。私どもが決めたら、

それは当然出してもらわないと困ります。出すべきだと思います。当然です。 

 

（議長） 今の北川さんの意見に対して、他の委員さん、ご意見ございますか。 

 まず、もう一度それに対する事務局の見解を。 

 

（委員） 何で出さないの。 

 

（事務局） パブリックコメントで、前回、8 回目の策定委員会でお示しさせていただい

た市の考え方なりは、8 回目の策定委員会の前日までに市のホームページで広く公表させ



33 

ていただいているところです。ですので、何度も申しますが、あくまで答申につきまして

は、この策定委員会の中で頂いた議論なりを載せていただくべきかと思います。 

 

（委員） それはそれでいいのだけれど、参考資料をインターネットなりで公表してあり

ますというのは分かるのですが、果たしてこれから議員さんあるいは市の上層部の会議に

かけるのか知りませんが、見てくれているかということなのです。少し焼く手間があるか

も分かりませんが、われわれが頂いたこれをみんなに参考資料。私ども策定委員会として

の答申書の付属ではなくて、別個の、このような水道のビジョンに対してのパブコメ、市

民から頂いた意見です、市の回答ですというのをなぜ出せないかと言っているのですよ。

「見ている」と言っても、いわゆるインターネット等の媒体は見ている人は限られていま

すよ。見てくれと言っても、これだけの多いものを見ている人は少ないと思うのですよ。

私どももいろいろなことでみんなインターネットに入っていますからと言っているのです

が、見ている人は少ない。スマートフォンを見ている若い子たちはどれだけいるか分かり

ませんが、こんな細かい難しい内容のものはなかなか見てくれないと思うのですが、なぜ

出せないのか。こうやって回答あるから駄目なのか。せっかくこんなに多くの方が意見を

寄せてくれたのに、反映させる、させないは別だけれど、この水道ビジョンに対してこう

いう意見を持っているのですよ、市はこうやって回答しているのですよと、公に公表する

ことが必要ではないですか。 

 

（議長） 北川さん。 

 

（委員） 時間がなさそうですが、言いたいことは、市民の意見をこの策定委員の中でし

っかりと出してほしいと。私どもはそれを背負って来ているはずです。この中で、説明会

をやってくださいと言ったら、5 回でしたか、やられました。評価します。その内容も記

録を取っているわけですので、それもしっかりと明記すべきなのですよ。今度、議会に出

す前に、私どもは北山管理者に答申書ということで今議論していますが、私どもが出して

くれということは、いかなる理由があろうと、決まったら出すべきなのです。こちらが決

めることですから。答申書というのはそれだけ重いものですので、しっかり受けていただ

きたいと思います。皆さんのご意見を求めます。そして、早く終わりたいですね、しっか

り盛り込んで。 

 

（議長） はい、いかがですか。パブコメ、それから住民説明会の資料、市の見解を含め

た資料をどう扱うかということ。はい、坂本さん。 

 

（委員） 先ほど私も言わせてもらいましたが、パブコメに対する回答はしっかりされて

いますので、出してもいいのではないかと思います。 

 

（議長） 他の委員さん、どうですか。出すというのは、北山管理者さんに出すのは、自

分のところで作った資料だから出す必要は何もないのですけれど、どういう場所でどうい

うというのは。 
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（委員） だから、議会に出すと言われたでしょう。そのときに議員さんの方から「パブ

コメというのがあって、どんな意見が出ているのですか」と言われたら、「待ってください。

コピーを焼いてきます」と言って出すのであれば、言わなかったらそれで済ませるのか。

124 名、実質 118 名から多くの意見があって、市はその質問に対して回答してくれている

ので、見てくれる人は分かっていると思うのですが、何度も言いますが、水道ビジョンを

作るに当たってこんなに意見が寄せられて、市はこうやって回答しているという事実、一

生懸命みんなやっているということを知ってもらっていいのではないですか。なぜ隠すの

ですか。 

 

（委員） 当然ですよ。 

 

（議長） ということでございます。これから進められるいろいろな手続きの中で、特に

議会の委員会ですとか全協ですとか、そういったところにそういうものを添付したらどう

かということですので、それについて、では事務局の。 

 

（管理者） 今ご指摘を頂いた部分については、当然、基本計画書は議会に提示させてい

ただきます。その際にパブリックコメントの意見なども同時に提示するようにというご意

見として承ったと思っているのですが、そういう解釈でよろしいでしょうか。 

 

（委員） はい。 

 

（管理者） それは提示させていただきます。 

 

（委員） 今回の策定委員会で答申について議論した中で、それを付けることに決まった

ということで、きちんと出してほしいです。 

 

（議長） そうですね。今日また議事録を取りますし、確約していただきましたので、そ

れは履行していただきますように、よろしくお願いします。 

 

（委員） パブコメは拝見しましたが、各支所で行われた市民説明会の議事録を取ってい

らっしゃいますか。僕たちはそれを紙ベースで確認しましたっけ。 

 

（議長） しましたね。 

 

（委員） では、それもしっかり出してほしい。 

 

（議長） そうですね。両方ということですね。 

 それでは先ほどの追加の文面があるのですが、もう一度、私が文面をメモしていただく

ようなことで確認をさせていただいて、あとは事務局に委ねるということでよろしゅうご
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ざいますかね。それでは、意見の中の 3 番の次に「4）収支計画への意見として」。次に段

を変えて、「ア、今後 15 年間は現行料金により黒字経営をすべき」。「イ、今後 15 年以降の

収支計画を示すべきである」。この 2 点を追加していただいた上で、皆さん最終的に、この

答申案につきまして、本案として確認をしていただければと思います。もう一度言いまし

ょうか。いいですか。 

 

（委員） もういいです。 

 

（議長） それでは、答申案につきまして、これで確認をしていきたいと思います。最終

的に挙手をしたいと思います。挙手をお願いします。はい、挙手全員ということで、これ

でこの答申案を決定させていただきます。 

 第 1 回の委員会以来、9 回目ということでこの委員会を続けてまいりました。皆さんに

大変なご苦労をおかけいたしましたが、8 回での基本計画の策定の了承、今日は答申案に

ついての了承ということで、これで決めさせていただきたいと思います。本当に大変ご苦

労さまでございました。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

（委員） 一つ追加で確認したいことがあります。 

 

（議長） どうぞ。 

 

（委員） 終わったようですが、再度確認します。今、訂正された部分、何分後かにはで

きるはずですので、これは今日中に送っていただけますね。そこで、これはもう一つこう

だという意見は取り入れますか。もうそれで終わりですか。 

 

（議長） もう集まりようがないので、これで終わりたいと思います。 

 

（委員） はい、わかりました。 

 

（議長） はい、それでは、以上でございます。ありがとうございました。 

 

（管理者） 長時間、長期に亘る策定委員のみなさまには伊賀市水道事業基本計画の策定

にご尽力を賜りまして本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。以上お

礼とさせていただきます。今後は伊賀市の庁議にかけること、そして議会の方に説明をさ

せていただくこと等々、手続きを進めて参りたいと考えております。どうぞ、よろしくお

願いいたします。お疲れ様でございました。ありがとうございました。 


