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被告は，本準備書面において，原告ら第1準備書面に対し，必要と認める範囲で

反論及び従前の主張を補充するとともに（後記第 1ないし第3），原告ら第 1準備

蓄面による求釈明に対し，必要と認める範囲で回答する（後記第4）。

なお，略語については，本準備書面において新たに用いるもののほかa 従前の例

によるロ

算 1 水需要予測の策定に当たっては，水道事業者の広範な裁量が認められること

1 地方公共団体は，水源及び水道施設等に関し必要な施策を講じ（水道法2条

1項），当該地域の自然的社会的諸条件に応じて，水道の計画的整備に関する

施策を策定，実施するとともに，水道事業の経営に当たって，その適正かっ能

率的な運営に努める責務を負っている（同法2条の 2第1項）。そして，水は

地域属性が強く，水道水の供給は地形その他の自然的条件に影響を受けざるを

得ないことに鑑み，同条項において，水道の計画的な整備に当たっては，当該

地域の自然的条件を考慮するとともにp 当該地域の歴史的，文化的，社会的，

経済的諸条件に即して合理的な施策を策定し これを実施しなければならない

とされている。

また，水道法6条1項により厚生労働大臣の許可を受けた地方公共団体は，

水道事業者として，給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは，

正当な理由がなければ，これを拒んではならず，給水契約の成立した水道利用

者に対し，常時水を供給しなければならないとされている（同法 15条1項及

び2項）。

2 上記のような地方公共団体及び水道事業者としての責務の内容及び性質に照

らすと，水道事業者としては，長期的な給水区域内の水道需要及び供給能力を

合理的に予測した上，水道の計画的整備に関する施策を策定及び実施して，水

道事業を適正かっ能率的に運営し，水道を安定的に供給し，潟水によって住民

の生活が極力影響を受けないよう努力する責務を負っており，上記施策の策定

-4』
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及び実施については，水道事業者の広範な裁量に委ねられていると解される。

また，水道法は，水道の計画的整備に関する施策の策定及び実施に当たって

複数の要素を総合的に考慮すべきことを規定している。これは，水道の策定に

当たっては，政策的，技術的見地からの判断が必要不可欠で、あり，高度に技術

的かっ専門的事項を含むことから，水道事業者の広範な裁量に委ねている趣旨

である。

この点については，熊本地裁平成26年2月28日判決（判例秘書登載）に

おいても，「水道事業を適正かっ能率的に運営し，水道を安定的に供給しp 渇

水によって市民の生活が極力影響を受けないよう努力する責務を負っており，

上記施策の策定及び実施については，水道事業者の広範な裁量に委ねられてい

ると解される。Jと判示されている。

3 したがって，水需要予測を含む水道の計画的整備の策定については，水道事

業者の広範な裁量が認められることを前提にしなければならない。

第2 原告らの主張する『内容を倹討するまでもなく平成24年予測はでたらめで

あることIについて

1 原告らの主張

原告らは，佐世保市が過去に実施してきた水需要予測の手法がその都度変

わっていることを捉えて，平成24年水需要予測も含め，佐世保市による水需

要予測は，実際の水需要とは無関係に石木ダム建設のための数字合わせとして

作成されたものである旨主張し，また，水需要予測とその後の実績値とが軍隊

していることを理由に，佐世保市がでたらめな予測を行っている旨主張する（原

告ら第1準備書面第2の1ないし 8(1）及び（2）・ 5ないし 30ページ）。

2 水需要予測の手法が変わっていることについて

(1）水需要予測は，過去の水需要予測からの時点修正で対応することができる

連続性を有するものではなく，過去の実績，現存する各計画，経済情勢や企

-5 -



2016年 9~208 22時28分 賄j~~）部局 iil務 NO. 8497 P. 7 

業動向等の各要素に基づき，評価時点における最新の予測を行うものである。

そして，認定庁は，本件事業認定に当たっては，設計指針において，「推

計手法の採用にあたっては幾つかの手法を比較検討し，より適したものを選

定することが重要であるJ（乙A第 15号証2-4-2・参考資料 14 5ベ

」ジ）とされていることを踏まえ，本件事業認定時点の最新の知見である平

成 24年水需要予測が適切に実施されていることを確認し，法20条各号の

要件に照らして判断したものであるところ，以下に述べるとおり，平成24

年水需要予測は，当時の各要素に基づいて行われた適切なものであるロ

(2）佐世保市は，生活用水原単位（以下「原単位j という。）について，平成

1 9年水需要予測では，過去の実績において，時系列傾向分析による相関関

係が確認されなかったため，要因別分析による推計を行った。しかし，平成

24年水需要予測では，平成 19年以降5か年聞の実績を加えたところ，時

系列傾向分析で相関関係が確詑、されたこと（乙A第 15号証2-4-2平成

24年水需要予測 37, 3 8及び40べ）ジ）から，時系列傾向分析を用い

た予~ljを行った。

また，佐世保市は，業務営業用水について3 平成24年水需要予測におい

て3 平成 23年度までの実績値，同予測実施時点で計画の存在及び内容が明

らかで、あった給食センタ－，水産加工団地及びっくも苑跡工業団地等の各計

画，自衛隊p 米軍基地， Ss K及び専用水道事業者からの聞き取り結果並び

に今後の動向等を踏まえ，新たに予測を行った。この点 佐世保市は，平成

1 9年水需要予測では，新規需要として，同予測実施時点で存在していたポ

ートルネッサンス 21計画（佐世保駅近郊の公有水面を埋め立てて造成した

，土地を売却して，企業誘致を図る計画（乙B第2号証））を考慮して，誘致

される企業が必要とする業務営業用水量を含めて予測を行っていた。しかしs

その後，事業予定者が撤退するなどしたため，当該計画が白紙となったこと

（乙B第 3号証）から，平成24年水需要予測で、は，当該計画を新規需要と

・6~ 
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して計上しなかった。他方，平成 19年水需要予測の後，新たに立案され，

計画が確定していた給食センタ一等の計画水量については，新規需要として

予測に盛り込んだものである。

佐世保市は，以上述べたほか，平成24年水需要予測を行うに当たって，

過去の実績を考慮しつつ，予測実施時点で現存する各計画，経済情勢，企業

動向等の各要素に基づいて，その都度，改めて予測を行ったのであり，水需

要予測の手法が変わっているのは，考慮すべき各要素の内容が変化したこと

に伴い必然的に生じたものである。

したがって，過去の水需要予測から推計手法が変わったことをもって，「結

果ありきの数字合わせ」であるなどとする原告らの主張は失当である。

3 水需要予測とその後の実績値との事離について

(I）水需要予測と実績値との車離をもって，水需要予測が「でたらめJである

などとする原告らの主張が不適切であることは，答弁書第7の1(I）イ（イ） ( 8 

5ページ）で述べたとおりである。

(2）付言すると，水需要予測の数値は負荷率及び安全率を考慮して算定されて

いるところ，負荷率及び安全率は，リスク管理の観点から，将来の安定性・

安全性を見込んで設定されるものであるため，特段の事情がない限りは，実

績値が水需要予測の数値を下回るのは十分に想定されることである。逆に，

水需要予測の数値と間程度の水量を使用した実績があればF 水道供給能力の

余力がないこととなるから，ライフラインを管理する自治体としては， リス

ク管理の観点から不安があることとなり そのような水需要予測は不適切な

ものとなる。

ちなみに，公益社団法人日本水道協会作成の水道ガイドラインにおいても，

「水道サービスでは水量が十分行き渡ることが，サービスの安定性から必要

なことである。このためには水源水量が十分確保されていなければならない。

水源水量と実際に消費される水量の比は，水源のゆとり度，水源の効率性を

】 7-
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表しており，渇水にはある程度のゆとりが必要である。」とされており（乙

B第4号註），水源余裕率を高めることが求められていると解されることか

らも，原告らの主張は失当である D

第3 原告らの主張する『内容を検討してもやはり平成24年予測はでたらめであ

ることJについて

1 生活用水について

(1）生活用水の予測は，設計指針において，「生活用水の将来推計は，時系列

傾向分析，回帰分析，要因別分析，使用目的別分析などの推計手法から，適

切なものを選択組合わせて行う。」，「生活用水は，水洗便所の普及，快適性

や利便性を備えた水使用機器の普及，新しい生活習慣に伴う水使用行動の変

化及び核家族化の進行等による増加要因に対して，節水意識の高揚，節水機

器の開発・普及等による減少要因が考えられる。これらの要因の使用水量に

与える影響は，各都市の特性により相違するので，給水実績の分析，実態調

査の結果を踏まえ，都市の将来像さらには国や地方の総合計画にも配慮して

求める。J，「将来の水需要は，核家族化や単身世帯の増加，水使用機器の普

及などの増加要因L 外食化傾向，節水機器の普及，節水行動などの減少要

因とが重なり合って形成されるものであり，過去の需要動向もまた，その時

の要因の復合（引用者注：ママ）作用によって生じたものであることから，

これらの要因については十分に調査分析を行うロJこととされている（乙A

第 15号証2-4-2参考資料 15 2ページ）。

(2）佐世保市は，平成24年水需要予測の原単位の将来推計に当たって，最大

連続43時間の断水をするなE甚大な被害があった平成6年から平成7年に

かけての大渇水の翌年から平成23年までの 16年分の実績値を検討したと

ころ，少雨による給水制限や節水対策のための広報等，何らかの渇水対策を

行った年度は，前年度よりも原単位の数値が減少する傾向にあり 3 逆に渇水

-8 -
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対策を実施していない年度は，前年度よりも原単位の数値が増加する傾向に

あったことから，佐世保市の原単位は，渇水による制約を受けている傾向が

確認できた（乙B第5号証）ロ

ライフラインである水道水の安定供給のそもそも，水需要予測の目的は，

確保にあるから，渇水の対策を行っていない平常時において市民全体が使用

する水需要の傾向を踏まえて予測することが妥当である。

まず，重回帰分

析により，平成36年を予測のめどとして，渇水の影響が全〈なくなった場

合の上限値と，渇水の影響が続いた場合の下限値を予測した。その結果，

そこで，佐世保市は，平成24年水需要予測においては，

上

下限値は200リットノレと算出されたことから，将F艮値は21 4リットノレ，

来の原単位はこの上限値と下限値の聞に収まるものと推測した（乙A第 15 

号証2~4-2 平成 24年水需要予測 42ページ。表 1 参照。）。
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次に，佐世保市は，原単位について時系列傾向分析を行った（乙A第 15 

号笹2-4-2平成24年水需要予測31, 3 8及び40ページ）。ただし

給水制限を受けた実績を含めて時系列傾向分析を行うと，今後も給水制限を

繰り返すことが前提となり 水需要予測の本来の目的である安定供給にはな

じまないため，水需要予測をするに当たって適切な手法ではないことから，

過去実績のうち，少雨による給水制限の影響がある平成 17年から平成19 

年の傾向を排除して，平成6年から平成 16年及び平成20年から平成23

年の傾向を採用し，分析を行った（乙A第 15号証平成24年水需要予測3

7ページ）。

佐世保市は，このような手法，による時系列傾向分析を行った結果，目標年

度である平成 36年度における予測値が，前記の重回帰分析による上限値と

下隈値のほぼ中間の 20 7リットノレとなった（乙A第15号室正2-4-2平

成 24年水需要予測 39ページ上表「佐世保統合」「H36」欄）ことから，

この数値を採用した。

以上のとおり，平成24年水需要予測における原単位の数値は，佐世保市

の都市の特性を考慮して，過去実績値を用いた重回帰分析と時系列傾向分析

の組合せにより算出したものであり，設計指針に沿った合理的なものである。

そして，設計指針において，「水道の高普及化や都市機能の高度化等に伴

い，水道の断・減水が市民生活や都市活動に与える影響は重大なものとなっ

ている。このため，非常時において水道利用者への影響が極力少なくなるよ

うに，水道事業者等は，次の事項に留意して目標を設定する。（中略）②気

候変動に伴う降雨の不安定化等の影響による水源の利水安全度の低下j とさ

れていることから，過去実績の分析では，渇水対策の実施に伴う影響を考慮

すべきと解され，佐世保市は，これに沿った将来推計を行っている。さらに，

全国他都市平均値（乙A第 15号証2-4-2参考資料68及び69ペ」ジ）

との比較を行うなど，原単位の推計結果の妥当性が検証されており，この点

-10 -
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からもp 平成 24年水需要予測における原単位の数値は合理的なものである

ことが明らかである。

(3）認定庁は，佐世保市の平成24年水需要予測の原単位について，答弁書第

5の2(8) ( 4 2ページ）で述べたとおり，法 22条に基づき，滝沢教授及

び小泉教授から意見を聴、取した。

両教授は，平成 24年の設計指針の改訂に際し，特別調査委員会の委員を

務めた有識者である（乙B第6号証）。

また，滝沢教授は，都市工学，水処理技術・都市水システムの維持管理・

地下水水質に関する研究を専門とする。小泉教授は，水・環境システム工学，

上下水道工学，都市廃棄物計画学，水需要予測・上下水道計画に関する研究

を専門としy 厚生労働省所管「水道事業の費用対効果分析マニュアノレ改訂検

討委員会jの委員長も務めた（乙B第7号証）。

原告らは，筒教授の意見には信用性がないと主張する（原告ち第 1準備書

面第3の3(2）及び（3）・ 34及び35ベージ）が，滝沢教授及び小泉教授の

意見はs 前記のような専門分野に関する知識に裏打ちされたものであり，信

用がおけるものである。

(4）なお，原告らは，佐世保市の原単位の予測について，被告が，「佐世保市

民は，石木ダムで水が無尽蔵に使えるようになると，我慢の反動として水道

を浪費する」と結論づけている旨主張する（原告ら第1準備書面第3の 3(4) 

• 3 5ページ）。

しかし，水道法により，「貯水施設は，渇水時においても必要量の原水を

供給するのに必要な貯水能力を有するものであることJ（同法5条 1項 2号）

が要件とされ，また，「水道事業者は，当該水道により給水を受ける者に対

して，常時水を供給しなければならない。」（同法 15条2項本文）と規定

されていることからも明らかなように，水道事業者は，渇水のときでも常時

水を供給する（安定供給）ための施設整備を進めていくことが求められてい
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る。そのため，水需要予測も，将来の安定供給を確保するための水道施設の

能力規模の算定を目的として行うこととなる。

そして，佐世保市は，かかる目的の下，前記（2）のとおり，渇水対策が実

施された年度は減少傾向を示し，渇水対策がなかった通常の年度は増加傾向

を示しているという過去実績を踏まえた推計を行って，原単位の 207リッ

トルという数値を導き出したものである。

したがって，佐世保市の原単位の予測は，佐世保市民が渇水対策後に水道

を浪費することを前提としたものではないから，原告らの主張は失当である。

(5）また，原告らは，石木ダムが完成した場合，水道代が上がり，そうなれば，

もをもと節水意識が高く，節水技術も有している佐世保市民が，高い水を今

まで以上に使うはずがないから，将来の原単位が増加するという佐世保市の

予測は不合理である旨主張する（原告ら第 1準備書面第3の3(6）・ 35及

び36ページ）。

しかし，水道料金については 法令上 「能率的な経営の下における適正

な原価に照らし公正妥当なものであること」（水道法 14条 2項 1号）及び

「おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたもので

あること」（水道法施行規則 12条 1号）が要件とされており，水道事業全

体の収支状況をもって算定されるものである。

そして，水道事業は，通常の浄水から配水までの水運用に係る事業のほか，

施設の維持・修繕，老朽施設の更新，漏水対策など様々な事業を含むもので

あり，石木ダム建設の経費は水道事業全体の経費の一部であって，水道事業

全体の中で，石木ダム建設の経費も含めて収支バランスの調整が行われる。

さらに，水道料金は，自己資金の有効活用，起債制度の活用による負担の長

期平準化，国庫補助や一般会計からの繰入れによる財源確保等の調整を行っ

た上で決定される。そのため》石木ダム建設によって直ちに水道料金が値上

げになるわけではない。なお，平成26年 3月，同年9月及び平成 27年 1
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2月の佐世保市議会の定例会においても，同様の答弁がされている（乙B第

8号証の 1ないし4）。

また，佐世保市では，直近では平成9年4月に約 25パーセント，平成2

2年4月に約 20パ）セントの水道料金値上げが行われているが，その後の

実績においても s 渇水がなかった通常の年度の原単位はおおむね増加傾向を

示しており（乙A第 15号証2-4-2平成24年水需要予測40ページ），

水道料金を値上げすると左により，水道の使用量が減少するという関係は見

てとれない。

したがって，原告らの主張は，水道料金の決定方法及び水道料金の値上げ

水道使用量の関係についての理解を誤るものであり，失当である。

2 業務営業用水について

(1）はじめに

ア 業務営業用水の予測については，設計指針において，「業務・営業用水

は，事務所，官公署，学校3 病院〉ホテル等各種の都市活動において使用

される水量であり，その水使用形態も多様である。また，観光都市，学園

都市などの都市特性や地域の気象条件，さらに社会経済動向の影響を敏感

に受けるものである。」（乙A第 15号証2-4-2参考資料 15 2ペー

ジ），「今後の業務・営業用水の需要動向については，当該都市の発展動

f 向3 国や地方の総合計画等に十分配慮するとともに，今後の節水や合理的

水使用の動向を踏まえ，都市特性に則した適切かつ合理的な推計を行う。」

（同 15 5ページ）とされている。

イ 佐世保市は，平成24年水需要予測において，設計指針に基づき，業務

営業用水について，当該用水の使用水量実績のうち 観光関連の割合が最

も大きな割合を占めているごと（乙A第 15号証2-4-2参考資料71 

ペ」ジ）並びに佐世保市の固有の特性として，米軍及び自衛隊の基地関連

施設が存在することから，その特性に応じた予測を行ったものである。
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以下，個別の項目について詳述する。

(2）大口需要について1

ア 原告らは，被告が，「佐世保市は，米軍と自衛隊について，（中略）万

がーの災害等に適切に対応するために過去の実績の最大値を採用してい

るoJ （答弁書第7の1(1）イ（エ） b (b）・ 91ページ）と主張したのに対し，

ここでいう「万が一の災害」を「基地内で火災などが起こった時」と捉え

た上で，実際にそのような災害が起きでいないのであれば，万が一の災害

に備えるために過去の実績最大値を採用することに何ら合理性はない旨主

張する（原告ら第1準備書面第3の4(2）イ・ 40ベージ）。

イ しかし，佐世保市が防衛省から得た回答文書によれば，「万が一の災害

等の緊急時や有事における迅速かっ適切な諸活動を遂行するためにも，十

分かつ安定的な水源の確保がより重要になる」（乙A第 15号在2-4-

2参考資料74ページ）と，基地関係の諸活動における水源確保の必要性

が示されているものである。

すなわち，自衛隊及び米軍の基地においては，その基地内における災害

を想定しているのではなく，災害等の非常時の広域的な活動における安定

的な水源の確保を求めているものであって，佐世保市は，この回答に基づ

き，将来推酔における数的根拠を過去の実績最大値に求めたものであり，

被告の前記主張も，その趣旨を述べたものである。

したがって，原告らの主張は，被告の主張する「万が一の災害等Jの内

容を正解しないものであり，失当である口

(3）小口需要について

ア 観光客数と水使用量との聞にほとんど相関関係が見いだせないとする原

告らの主張が失当であること

（ア）原告らは，小口需要について，過去の特定の 2か年（20 0 4年度と

2・0 1 0年度及び20 0 9年度と 20 1 0年度）の観光客数及び水需要
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実績を比較し，筒数値の聞に相関関係などほとんど見出せないと主張す

る（原告ら第1準備書面第3の4(2）ア（！）・ 37及び38ページ）。

（イ）しかし，佐世保市の予測は，設計指針に示されている回帰分析（特定

の指値との相関関係に基づく予測）によるものであるところ，相関関係

とは，二つの変量が，「どれくらい比例的な関係を持っているか」を計

るものであり，用いたデ｝タの聞での比例的な関係を示すもの（二つの

変量それぞれの傾向から，例えば変量Aが増加すると変量Bも増加する

等の比例的関係性を示すものo）である。そして，採用した 2か年のデ

ータ聞で示される比例的関係と，その 2か年を含んだ多数年のデータ問

で示される比例的関係は必ずしも一致するものではなく，長期的には増

加傾向にある数値が，特定の2年度問だけは何らかの事情で減少に転じ

たような場合， 2年度聞の実績だけで示される比例的関係をもって，当

該数値を減少傾向にあると評価することはできない2

したがって， Zか年の実績値のみをもって長期的な実績を用いた相関

関係を否定できるものではない。

以上のような点から，長期予測において，原告らのように，少ないサ

ンプノレ数による相関関係を用いた将来予測を行うことは適切ではなく，

設計指針においても「少なくとも過去 10年間程度の資料を収集する」

と示されているところである（乙A第 15号証2-4-2参考資料13 

9ページ）。

そして，設計指針においては，水使用と観光との関連性が示唆され，

その中に「業務営業用水を目的変数とした場合の説明変数の例」として

「観光客数Jが明記されているところ（乙A第 15号証2---:-4-2参考

資料 15 7ページ「参考表ー 1. 7' 2」），平成24年水需要予測に

おいては，平成 15年から平成23年までの実績値と観光客数について，

約 Q_ 7の相関係数が確認されており（乙A第 15号証2-4-2平成

』 15-
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24年水需要予測 50ページ），両者に相関関係があることが確認でき

るため，原告らの主張は根拠がなく，失当である。

イ ハウステンボスに関する原告らの主張が失当であること

(7）原告らは，平成 19年水需要予測以前には大口需要に含めていたハウ

ステンボスを，平成24年水需要予測から小口需要の中に含めているの

は，小口需要と観光客数との相関関係をねつ造するための分類変更であ

る旨主張する（原告ら第1準備書面第3の4(2）ア（イ）・ 38及び39ペ

ージ）。

（ア）しかし，佐世保市が，平成24年水需要予測においてハウステンボス

を小口需要に位置づけたのは，従来の佐世保市総合計画においては，「ハ

ウステンボスのインパクトを最大限に活用」，「本市観光の柱であるハ

ウステンボスの集客力を最大限に生かし，鹿子前地区をはじめとする市

内の観光地への誘客を図る」などとされ？ハウステンボスは，その他の

観光施設への誘客を図るための中心と位置づけられており，また，観光

客数の目標値が設定されていなかったのに対し，平成24水需要予測実

施時点の第6次佐世保市総合計画においては，「本市の観光の基盤とな

る西海パールシーリゾート，佐世保市E熱帯動植物園，九十九島，西海

橋，弓張岳等の既存の観光施設・観光資源について（中略）必要な整備

と運営管理を効果的かつ計画的に行います。」，「ハウステンポスに対し

ては，他の観光施設や観光資源と連携強化を図る観点から、必要に応じ

て側面的な支援を行います。j とされ，ハウステンポスは，他の観光施

設への誘客を図るための中心との位置づけを失い，また，市全体の観光

戦略としてハウステンボスを含めた観光施設等の観光客数の目標値が示

されたこと（乙A第15号証2-4-2参考資料72ページ）から，他

の観光施設等と共に小口需要として予測するのが合理的であったからで

ある。
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したがって，小口需要左観光客数との相関関係を窓意的に操作するた

めに分類変更をしたものではないから，原告らの主張は失当である。

(4），専用水道について

ア 原告らは，平成 19年水需要予測及び平成24年水需要予測における専

用水道の数値（ 1日当たり 11 7 9立方メートノレ）について，石木ダム完

成後，現在は自己水源で賄えている大手ホテルや施設をして，水道を利用

するようにさせる分を新規需要に見込んだものである旨主張する（原告ら

第1準備蓄面第3の4(2）ウ・ 40ページ）。

イ しかL，設計指針においては，「水道水以外に地下水を直接利用してい

る地域においては，実態調査等を行ってその利用状況を把握しておく。特

に，多量使用する建築物，地下水の揚水規制の動向についても調査し，水

道水への切替えの予測を行う。また，地下水の利用形態として，上水道を

事故・災害時のパックアップとして位置づけた雑用水等への利用が増加し

てきている。地下水のこのような利用形態の増加は3 地盤沈下への影響や

地下水水質の汚染があった場合，水道水への転換など水道の潜在的な水需

要として，潟水時における上水道の水運用に影響を与える可能性がある」

とされている（乙A第 15号註2-'4 -2参考資料13.9ページ） 0 

佐世保市は，設計指針にのっとって，水需要予測の実施に際して，専用

水道を有する企業等（水道法第32条に基づく専用水道の届出がなされて

いる 7事業者のうち佐世保市水道事業の給水区域内に存する 5事業者）の

実態調査を行った上，水道の必要がある旨回答があったものについて，潜

在的な水需要として見込んだものを専用水道に計上したものである。

したがって，佐世保市が企業等に対し水道への転換を積極に働きかけた

ものではないから，原告らの主張は失当である。

(5）有識者の意見からも，業務営業用水の需要予測の手法が適切なものである

ことが明らかであること

】 17』
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ア 認定庁は，業務営業用水の需要予測の手法についても，滝沢教授及び小

泉教授から意見を徴している。

イ 滝沢教授は，「観光業は，造船業と並んで佐世保市の重要産業の一つで

ある。観光業を含む業務営業用水については，水使用量が景気変動の影響

を受けるため，時系列的に傾向を判定することが難しい。そのため，過去

の観光客数と業務営業用水との間に相関があることを見出し，この相関が

今後も続くと仮定して，将来の業務営業用水を推定することは，妥当であ

ると言える。観光業においては，観光客が直接に使用する水の量は限定的

であるが，その一方で，観光が盛んになれば，観光に関連した事業の活性

化を促す効果があり，それらの事業においても水消費量が増大すると予測

することは，妥当な推定であると言える。」（乙A第 17号証）と述べて

いる。

また，小泉教授は，「佐世保市は歴史のある地方都市であり s 観光都市，

造船の街s 基地の存在といった特徴があります。基地における米軍や自衛

隊で使用する大口需要については，水利用の特性が他の業務営業用水とは

異なるため，別枠で予測している点は妥当であると言えます。今回の予測

では，大口需要を除く小口需要を業務営業用水として予測している訳です

が，業務営業用水の大半が観光関連企業による水利用であることから，業

務営業用水と相関の高い観光客数を用いた回帰式による推計は妥当である

と判断します。」（乙A第 18号証）と述べている。

ウ 以上の両教授の意見からも，佐世保市の平成24年水需要予測における

業務営業用水の予測は合理的なものであり，「小手先J, r結論ありき」の

ものなどではない。

(6）小佐々地区について

原告らは，平成24年水需要予測において，小佐々地区の水需要が水需要

予測に盛り込まれていることについて，水増しの手段であるなどと主張する
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が（原告ら第 1準備書面第4の4(2）オ・ 41ページ），小佐々地区に関す

る原告らの主張が失当であることについては，後述する（後記第3の6・29 

ページ）。

3 工場用水について

(1）大口需要（SSK）について

ア 水量の二重計上により水需要の水増しをしている旨の原告らの主張が失

当であること

(7）原告らは，平成24年水需要予測における Ss Kの水需要予測につい

て，佐世保市が，一日平均給水量を算出する時点で既に一日：最大給水量

を採用しているため，その後負荷率で割り戻されて全体の一日最大給水

量を算出する時点で水量が二重に計上されたことになり，水需要の水増

しをしている旨主張する（原告ら第 1準備書面第3の5(2）エ・ 45ペ

ージ）。

（イ）しかし，工場用水の予測については，設計指針において，「工場用水

の将来推計に当たっては，時系列傾向分析，回帰分析などの推許方法か

ら，その都市の実情に即した方法を選択組合せて行う。j，「工場用水の

将来推計に当たっては次の事項に留意することが必要である。（中略）

c 工場用水の需要に大きな影響を与える国や地方の諸計画，工場団地

の造成・整備等の開発計画，将来における産業構造の変化，既成市街地

における工場の立地制限のあり方。」とされている（乙A第 15号在2

-4-2参考資料 15 5及び15 6ペ」ジ）

佐世保市は，設計指針にのっとって，平成24年水需要予測を行った

当時， Ss Kが，平成27年度から水道を脈動的に大量使用する修繕船

事業中心の経営に転換することを発表していたことを受け，以下に述べ

るように，とれに対応した予測を行ったものである（乙A第15号証2

-4-2平成24年水需要予測52ページ）。
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佐世保市が実態調査を行った結果， Ss Kの修糟船事業における水使

用形態は，修繕船の受入れ当初の船体洗浄作業において大量に水道を使

用し，それ以外はあまり使用しないというもので，一日平均有収水量（使

用水量）を約 50 0立方メートノレ／日程度と想定した場合，平均的な船

体の洗浄作業における使用水量は約 22 0 0立方メートル／日で， しか

も同日に複数のドックで船体の洗浄作業が行われる事態が想定されるこ

とが判明し（乙A第 l5号証2-4-2参考資料89ページ），一日平

均有収水量と一日最大給水量の差が著しいことが想定された（表2参

照）。

［船体筑~の水漬用のイメ－ y]
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表 2

水需要予測の目的は，将来の安定供給確保のための施設の能力規模の

算定であり，その基礎となるのは，年間で最も多く水道を使用する一日

最大給水量への対応であることから，この一日最大給水量を適切に算定

することが重要となる。設計指針において，一日最大給水量は，各用途
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の有収水量を合算した後に全体の負荷率（佐世保市の平成24年水需要

予測においては，答弁書第6の5(2）ア（り） b (b) iv・69ページのとお

り， 80. 3パーセントを採用している。）で導くこととされているが

（乙A第 15号証参考資料 l5 4ページ），この手法によっては， ss 

kの場合のような特殊な水使用形態に対応できない（すなわち， SSK 

の場合にこの手法を当てはめると， 50 0立方メ｝トル／日÷80. 3 

%＝約62 2立方メ｝トノレとなり，修繕船事業で想定される一日最大給

．水量に対応できない。表3参照。）。

ー一一一一一一一一一一一”・・一一一－－－－一－－圃・ー－－一一一回魚梢崎
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－~一日干均衡本盆
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表3

そのため， Ss Kの水需要予測については，一日最大給水量を算出す

るに当たり，一日平均有収水量を過去実績値に基づいた平均的な船体の

修繕に用いる「修糟船一隻当たり平均使用水量（平均給水量）」に置き

換えた。また，「複数のドックの同時使用」については， Ss Kは大小
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六つのドックを保有しているところ（乙B第9号IDE），このうち二つの

ドックで同日に船体洗浄に伴う脈動的な使用が生じることがSs Kの今

後の受注において想定できたことから， 2隻分のドックを同日に使用し

た場合の44 1 2立方メートル／日を見込んだものである（乙A第 15 

号註2-4-2参考資料84, 8 5及び91ページ並びに同平成24年

水需要予測 52及び56ページ。表4参照。）。

・ーー喧・・ーーー・ー・・圃ーーー，一隻6Jt~4J..,. I 最大給水量

負荷事芳司整

一ーーーーー・刷一←圃同一ーぷL…・一－•－－－一＿，... ........… .L .：・~＝

表4

（ウ）以上のとおり，佐世保市は， Ss Kについて，適切な一日最大給水

量を算定するために二段階での調整を行ったものである。かかる予測

手法は，設計指針に沿った合理的なものであり，「三重計上Jなどと

いうものではない。

したがって， Ss Kについて，水量を二重計上して水需要を水増し

しているとの原告らの主張は失当であるo

（エ）なお，認定庁は，前記（イ）の水需要予測の手法についても，滝沢教授

及び小泉教授から意見を徴している。
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滝沢教授は，「佐世保市は造船業と観光業が市の経済を支えている

都市であり，そのうち造船業が使用する水量は，水道の給水量の大き

な割合を占めている。しかし，近年は造船業もその業務内容の転換を

迫られており，佐世保市内の大手造船会社へのヒアリングによると，

今後は新規の造船から修繕船事業に業務の中心を移行してゆく計画で

あることが明らかとなったロ修繕船事業では船体の洗浄作業において

大量の水を使用するが，その作業の発生は業務の受注状況に依存し，

そのため不定期にならざるを得ない。水道による水供給においては，

水需要のピーク時にも安定した水供給を行うことが求められており，

ピーク時の水需要を，その他の比（引用者注：ママ）を含めて平均し

て水需要を算出すると，ピーク時に水需要に対応できなくなる恐れが

ある。このため，大量の水を消費する船体洗浄作業時の水使用量をも

とに水需要を算定することは妥当である。また，ヒアリングによれば，

今後は船体修構事業を拡大する予定であるととから，同時に2隻の船

体の洗浄作業が発生するととも十分に予測される。従って 3 船体の同

時洗浄を想定した水需要を算定することは，佐世保市の重要産業であ

る造船業に対して必要な水量を算定するためには必要であると言え

る。j（乙A第 17号証）と述べている。

また，小泉教授は，「大口需要者である造船企業への給水について

は，パルス的な水需要を呈することから，最大パルスに対応しなけれ

ばならないため，一般的な負荷率の考え方左は別に考慮すべきであり，

将来における新規開発水需要についても市が見込んでいる水量につい

ては加算するべき水量と言えます。歴史的にも佐世保市における造船

関係の発展は，地域の将来を左右するものであると考えられることか

ら，水供給能力の制約が地域の発展を阻害することが無いように配慮

する必要があります。」（乙A第 18号註）と述べている。
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このような両教授の意見によっても，前記（イ）のようなSs Kの水需

要予測の手法が合理的であることが是認されている。

イ SS Kが「修繕船事業にカを入れる」という前提自体が不透明である

旨の原告らの主張が失当であること

（ア）原告らは， Ss Kの平成 24年度から平成26年度までの営業実績

からすると，「修繕船事業に力を入れる」という前提自体が不透明で

ある旨主張する（原告ら第1準備書面第3の5(3）イ（ア）・ 47ページ｝。

（イ）しかし，前記ア（7）のとおり，そもそも Ss Kの経営方針は平成27 

年度から変更されることとなっていたのであるから，それより前の年

度の営業実績を持ち出して論難する原告らの主張は失当である。

ウ SS K自身が水源を用意するのが相当である旨の原告らの主張が失当

であること

（ア）原告らは，仮にSs Kにおいて44 1 2立方メートル／日という一

日最大給水量が必要となる事態が年に数回程度しか生じないのであれ

ば，それに対応するための水源はSs K自身が用意するのが相当であ

る旨主張する（原告ら第 1準備書面第3の5(3）ワ・ 48及び49ベ）

ジ）。

（イうしかし，公共インフラである水道について，特定の企業や個人に対

してのみ，自前の施設整備を強制することは不適切であり，水道法に

おいて，水道事業者が料金3 給水装置工事費用の負担区分その他の供

給条件について定めることを要する供給規程の要件として，「特定の

者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。」（同法 14 

条）が明記されていることからも，原告らの主張は失当である。

(2）小口需要について

佐世保市は3 平成24年水需要予測において，工場用水のうち小口需要に

ついては，過去の実績値には渇水及び経済不況の影響が強く出ており，時系
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列傾向分析は適切ではなぐ，また，適切な要因が確認できず，要因別分析も

適切で、はなかったことから J 設計指針の「過去の氷需要の変動から一定の傾

向を見出すことが難しい場合（中略）過去の水需要の平均値や最大値等を用

いることもある。Jとの記載（乙A第 15号証参考資料 15 7及び15 8ペ

ージ）に基づき，過去実績平均値を採用したものであり（同号証平成 24年

水需要予測52ペ｝ジ），予測手法は妥当である。

(3）中水道について

ア 佐世保市の中水道について

中水道とは，「雑用水道」ともいい，雑用水，すなわち，「業務用ピル

などの水洗便所用水，清掃用水，空調用冷却用水，散水用など3 とくに上

水ほど水質の清浄性を求める必要性のない用途に供される水」を送る水道

のことであるム雑用水については，「近年の大都市の水不足に対して，水

資源確保の観点から，豊富に安定じて存在し しかも将来増量が期待でき

る下水処理水を浄水処理して再利用する水を再生水というが，そのような

再生水や雨水などが雑用水として利用されることが多い。」とされている

（乙B第10号証）口

佐世保市では3 下水処理水を原水とした再生水事業を行っており，これ

が中水道に該当する。

イ 中水道の水量は佐世保市の努力次第で増やすことができる旨の原告らの

主張が失当であること

（ア）原告らは，中水道の水量は，佐世保市の努力次第で増やすことができ

る旨主張する（原告ら第1準備書面第3の6・52ページ）。

（イ）しかし，佐世保市の再生水事業は，平成6年から平成7年にかけての

大渇水を受け，水源不足対策の一助として 佐世保駅周辺再開発区域及

びその周辺において，循環型街づくりの観点から下水処理水の再利用を

促進し，水資源の有効利用を図ることを目的として取り組んでおり，平
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成15年度に施設能力 50 0立方メートノレ／日（最大供給可能水量）で

供用開始したものである。事業開始以降は 70立方メートル／日程度の

実績しかなく，モデ、ノレ事業としての事業継続は困難な状況となっている

が，水源不足が解消されていない現状においては，わずかな実績であっ

ても渇水リスクの軽減を図るため，事業を継続しているところであり，

再生水施設の維持管理費を賄えるラインとして， 1 5 0立方メートノレ／

日を目標値に据えているロ

また，再生水事業においては，再生水と上水とは原水，処理水質及び

供給目的が異なることから，処理施設から供給施設までの全ての施設を

上水道とは別系統で整備する必要があり，しかも，利用する家屋等にお

いても，同様に上水道と別系統の配管を行う必要があり，利用者側にも

配管工事のための費用負担が生じる。

したがって，佐世保市の再生水事業は，再生水需要が集中するエリア

に限定して整備を行うことによって初めてメリットが生じるもので、あっ

て，遠隔地に再生水需要があったとしても，パイプライン等の相応の施

設整備を要することから，容易に供給できるものではないロ

（ウ）以上のとおり，佐世保市の再生水事業は，大きな需要が見込めない一

方で，事業拡大のためには多大なコストを要するものであるから，中水

道の水量は容易に増やすことができるものではない。

したがって，中水道の水量は佐世保市の努力次第で増やすことができ

る旨の原告らの主張は失当である。

4 負荷率の設定について

(1）原告らは，負荷率について，佐世保市における負荷率は，「市民の努力j

や「市民の税金Jによって上昇傾向，少なくとも現状維持傾向にあるにもか

かわらず，佐世保市が，平成24年水需要予測において，平成11年の実績

を採用しているのは，石木ダムの必要性を導くための「結論ありきJのこと
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である旨主張する（原告ら第 1準備書面第3の7・53ぺ）ジ）。

(2）しかし，設計指針には，「負荷率は，給水量の変動の大きさを示すもので

あり，都市の規模によって変化するほか，都市の性格，気象条件等によって

も左右される。一日最大給水量は，曜日・天候による水使用状況によって大

きく影響を受け，時系列的傾向を有するものとは言えない。」（乙A第 15 

号証2-4-2参考資料 14 5ページ）と明記されている3すなわち，負荷

率は，気象条件等による需要の重なりによって左右されるものであり，そも

そも「市民の努力Jや「市民の税金」でコントロールできる性質のものでは

ないことは明らかである。

また，負荷率の設定については，設計指針において，「負荷率の設定に当

たっては3 過去の実績値や，気象，渇水等による変動条件にも十分腐意して，

各々の都市の実情に応じて検討する。J（同べ）ジ），とされ，さらに 3 「給

水人口規模と負荷率の実績」として，人口規模毎の負荷率の幅が，過去 30 

年実績に基づいて示されている（同ベ」ジ及び同 14 6ページ））。そのた

め，負荷率は，時系列的な「傾向Jによって採用値を判断するべきものでは

ないロ

(3）そして，佐世保市による負荷率の設定は，答弁書第6の5(2）ア（り） b (b) 

iv ( 6 9ページ）で述べたとおり 3 渇水年を考慮した上で過去実績から採用

している。また，過圭の実績期間については，佐世保市では，直近 10か年

（平成 14年度ないし平成23年度）の実績期間中y 平成 17年度及び平成

1 9年度に給水制限を実施し，平成20年度のリーマン，ショックに端を発

する経済不況に見舞われており，これらの影響から直近 10か年の負荷率が

比較的高い値（水量の変動幅が小さし、）となったものと考えられ，水道の安

定供給確保を図るために適切な負荷率とするために，過主20年の実績に基

づいた設定を行ったものであるロ更に付け加えるなら，佐世保市の負荷率設

定はs 官吏言十指針が示す実績期聞及び負荷率の幅（乙A第15号証2-4-2
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参考資料 14 6ページ図 1. 2. 6の「負荷率実績範囲J及び「給水人口規

模 25万～ 50万人未満」の範囲内）に収まっていることからも，妥当な数

値であるといえる。

(4）したがって，佐世保市の平成24年水需要予測における負荷率の設定が，

石木ダムの必要性を導くための結論ありきのものである旨の原告らの主張は

失当である。

5 安全率に関する原告らの主張について

(I）原告らは，安全率（原告らは，被告のいう「安全率Jを指して「利用量率」

と称しているようであるが，両者は別の概念である。以下では，原告らのい

う「利用量率」を「安全率Jと解して，被告の主張を述べる。）について，

実績値を基にするのが通常であるのに，佐世保市が，平成24年水需要予測

において，実績値に基づかず，従来とは異なる安全率を設定しているのは必

要量を拾、出するための方便である旨主張する（原告ら第1準備書面第2の7

(2）カ・ 27ないし 29ページ同第 3の8・53ページ）。

(2）しかし，実績値を基にして安全率を決定すべきであるとの見解は，原告ら

の独自の見解にすぎない。設計指針においては，「計画取水量は，計画一日

最大給水量に 10%程度の安全を見込んで決定することを標準とする0 J＇「計

画取水量は，計画一日最大給水量と取水から浄水までの損失水量等を考慮し

て定める。一般的には，計画一日最大給水量に 10%程度の安全を見込んだ

計画とすることが適切で、ある。損失水量には，取水地点から浄水揚に至る各

施設からの漏水や浄水処理過程における作業用水，スラッジ，蒸発によるも

のなどがあり，その水量は，各施設の状況や浄水処理の方法によって具なる。

（中略）計画一日最大給水量が日量（nf／日）を単位としているのに対し，

水利使用許可における取水量は毎秒当たりの取水可能量（rri/s）であるた

め，河川等の流況によっては，満量取水できないことがある。計画取水量の

決定にあたっては，このことに対する安全を見込むことも検討する。 J（乙
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A第15号証2-4'-2参考資料16 1ページ）とされている。

佐世保市は，設計指針にのっとって，計画一日最大給水量に 10パ）セン

トの安全率を考慮して算定したものであり，「恋意的」な設定ではないから，

原告らの主張は失当である。

6 小佐々地区について

(I）小佐々地区の水需要を見込んでいること及ぴその水量について

ア 原告らは，平成24年水需要予測の業務営業用水及び工場用水に，平成

1 9年水需要予測以前は計上されていなかった小佐々地区の需要が計上さ

れていることを指して，これが水増しの手段であるなどと主張する（原告

ら第1準備書面第2の7(2）イ（イ）・ 25ページ，第3の4(2）オ・ 41ペ

ージ，同 5(6）・ 52ページ）。

イ しかし，佐世保市は，平成17年度に吉井町，世知原町，宇久町，小佐

々町と，平成21年度に江迎町，鹿町町（以下，これら 6町を併せて「合

併地区」という。）との市町合併を行っているロしたがって，合併以前の

水需要予測においてこれらの地区の需要が見込まれていないことは当然で

ある。

そして，合併地区では，従来から各々で独立した水道事業を運営してい

たが，市町合併によりこれら水道事業との統合を進めていく必要が生じた。

水道施設の統合については，設計指針において，「給水区域は地域独占

事業である各水道事業にとって最も基本的な事項であり，（中略）水道事

業者等は，常に水道の普及に努めるとともに，現在の給水区域内外におけ

る水需要や都市発展の状況，経営状況を把握し，他の上水道事業，簡易水

道事業の統合など広域化を視野に入れた長期的な目標を設定する。Jこと

とされている（乙A第 15号証2-4-2参考資料13 7ページ）。

佐世保市は，平成24年水需要予測を行った当時，合併地区の水道施設

を佐世保地区の水道施設と統合する計画を策定していた（乙A第 15号証

・29-
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． 
－ 

2-4-2平成24年水需要予測 30ページ，乙B第 11号在）。問計画

では，合併地区のうち，特に小佐々地区－（合併前の小佐々町の給水区域）

については，平成 19年度の渇水の際に，佐世保地区（合併前の佐世保市

の給水区域）よりも約 1か月長い給水制限があり，他の合併地区よりも著

しく水道給水能力が低いこと（乙B第 12号註）から，他の地区より優先

して佐世保地区から水道を供給すると左とし，また，小佐々地区の延線で，

同様に水源不足が厳しい鹿町地区の給水施設を佐世保地区と統合し，佐世

保地区から水道を供給することにより，給水サービスの平準化を図ること

としたロ

したがって，佐世保市は，平成24年水需要予測においては，この統合

計画に基づいて給水区域が統合される範囲の水需要を見込み，目標年度（平

成 36年度）時点で小佐々地区の 9割，鹿町地区の 5割 5分が統合される

予定であったこど（乙A第 15号証2-4-2平成24年水需要予測 30 

ページ）から，これに応じた水需要を算入した。

ウ そして，佐世保市は，平成24年水需要予測において，小佐々地区の業

務営業用水については，過去実績の時系列傾向が確認されなかったこと及

び実績が増加傾向にあることから，特異値を示した平成17年度を除く過

去実績の最大値を採用した（乙A第 15号証2-4-2 「佐世保市第9期

拡張事業平成24年度再評価水需要予測資料（別紙）合併地区給水量算出

根拠」 13' 1 4及び 17ページ）。また，小佐々地区の工場用水につい

ては，過去実績は減少傾向で時系列傾向は認められたものの，近年は増加

傾向にあり，さらに，平成25年度から新規工業団地の分譲開始が予定さ

れており需要増が見込まれていたが，具体的な計画水量が不明であり，新

規需要として別枠で見込むととが困難であったことから，時系列傾向によ

る予測によらず，過去実績の最大値を採用した（同号証 19' 2 0及び2

3べ｝ジ）。なお，鹿町地区については，市町合併以前の水量が用途別に
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記録されていなかったことから，業務営業用水及び工場用水の水量は見込

んでいない。

エ 以上のとおり，佐世保市が3 平成24年水需要予測において，小佐々地

区の水需要を見込んだのは，小佐々地区との給水区域の統合計画に基づく

ものであり，また，その水量も合理的に算定されたものである。

よって，小佐々地区の計上が石木ダム建設のための水増しの手段である

などとする原告らの主張は失当である。

(2）小佐々地区の保有水源も考慮すべきとの原告らの主張が失当であること

ア 原告らは，水需要予測に小佐々地区を含めるのであれば，小佐々地区の

保有水源も考慮すべきである旨主張する（原告ら第1準備書面第2の7(2) 

イ（イ）・ 25ペ」ジ）。

イ しかし，合併地区では，各々，小規模な水源と浄水揚が一体となって独

立した水道施設を保有しているものの，これら既存の水道施設はし、ずれも

小規模である。合併後も既存の水道施設を継続使用した場合には，ランニ

ングコストや施設更新におけるイニシャルコストが個別の小規模施設ごと

に生じ，経営効率が悪いことから，市町合併の効果を発揮するためには，

施設を集約し，施設数を少なくすることでランニングコストを抑えるとと

もに，イニシヤノレコストも縮減していくことが望ましい。そとで，佐世保

地区の山の田浄水場が，平成27年度に更新し，「北部浄水場J（仮称）

として供用開始する予定であり，供用が開始されれば，石木ダム建設後は，

合併地区が必要とする程度の水量は同浄水場から送水可能であったことか

ら，同浄水場から合併地区に送水するととを前提に施設を統合していくこ

ととしたものである（乙B第13号証2枚目）。

そして，統合後は合併地区の小規模浄水場は運用廃止とすることから，

とれと一体化して運用していた既存水源は 佐世保地区の浄水場に導水し

なければ運用ができなくなる。本来であれば，佐世保地区も慢性的な水源
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不足であることから，統合に合わせて，合併地区の既存水源から佐世保地

区の浄水揚までの導水管を整備することが望ましいが，佐世保市水道事業

の財政面，業務遂行能力等を考慮すると，同時期に実施することが困難で

あること及び前記のとおり佐世保地区以上に水源不足が深刻な小佐々地区

や鹿町地区との給水エリアの統合が急がれることから，給水エリアの統合

を先行して行い，導水管の整備は後年に実施することとしたものである。

また，導水管の整備に当たっては，合併地区の既存水源には小規模な水源

や取水の安定性に問題がある水源が存在することからs 安定した水源とし

て明らかに今後の活用の見込みがないものは廃止し，安定水源については，

今後，統合計画の進捗に合わせて詳細を検討の上で判断していくこととし

た（乙B第 13号在）。

以上のとおり，佐世保市は，合併地区の水源の統合を行わない考えで、は

なく z まずは不均衡が生じている給水サービスの平準化を優先するために

給水施設の統合を先行し，既存の水源等の活用を検討することとしたもの

であり，かかる方針にも相応の合理性があるといえる。

ウ したがっで，平成24年水需要予測に小佐々地区の保有水源を考慮する

ことが可能であったことを当然の前提とする原告らの主張は失当である。

第4 原告らの求釈明について

1 原告ら第 1準備書面第2の8(5）及び（6) ( 3 1ページ）の求釈明について

(1）原告らの求釈明事項

原告らは，佐世保市が平成7年頃により Eころとしていた水需要予測にお

ける一日最大給水量及び平成24年水需要予測より前の水需要予測における

利用量率に関する資料を提出するよう求めている。

(2）被告の回答

本件事業認定に当たっては，事業認定告示時点（平成25年9月6日）に
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おける最新の知見である平成24年水需要予測における水需要予測の妥当性

の審査をすれば足り，それ」；り前の時点における水需要予測の内容を勘案す

る必要性はない。

したがって，原告らが提出を求める前記資料は，いずれも，本件事業認定

の適法性に影響しないものであるから，原告らの求釈明に対しては，回答の

要を認めない。

2 原告ら第 1準備蓄面第4の7(2）アないし力（75及び76ページ）の求釈

明事項について

(1) 「ア」（ 7 5λ）ジ）の求釈明事項について

ア原告らの求釈明事項

原告らは，本件慣行水利権についての佐世保市による届出の有無並びに

その全ての時期及び内容を明らかにするとともに，それらを証明する資料

を提出するよう求めている。

イ 被告の回答

前記（ア）の届出がなされたのは，平成 12年6月8日の 1回のみである。

その内容は，乙B第 14号証の 1及び同号在の 2のとおりである。

(2) 「イ」（ 7 5及び76ページ）の求釈明事項について

ア原告らの求釈明事項

原告らは，佐世保市に対する水道法6条ないし8条に基づく水道事業者

としての認可の有無並びにその全ての時期及び内容（特に，本件慣行水利

権の水源としての申請の有無及び水量）を明らかにするとともに，それら

を証明する資料を提出するよう求めている。

イ 被告の回答

被告は，佐世保市に対する水道事業者としての認可についてp 乙A第4

号証1-3の各資料以外には資料を保有しておらず，同資料に記載されて

いる以上の事実は把握していない。
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(3) 「ウJ( 7 6ページ）の求釈明事項について

ア原告らの求釈明事項

NO. 849 7 P. 35 

原告らは，本件事業が完成し，供給水量が増加する場合，佐世保市にお

いて，新たな水道事業認可申請又は変更申請をする必要性の有無並びにそ

の申請内容及び必要資料を明らかにするよう求めている。

イ 被告の回答

佐世保市は，本件事業が完成した場合，供給水量の変動の有無にかかわ

らず，新たに水道事業を開始するわけではないため 岡市において，新た

な認可申請をする必要はない。

他方，事業の変更申請が必要となる場合は，水道法 10条及び厚生労働

省の「水道事業等の認可の手引き」（乙B第15号証3ないし6ページ）

に示されているとおりである。そして，佐世保市ほ，本件事業が完成した

場合，供給水量の変動の有無にかかわらず，新たなダム，取水場及び浄水

揚を建設することが 3 それぞれ「水源の種別j，「取水地点」及び「浄水

方法」の変更に該当することから，これらについて事業の変更申請を行う

必要があるD その際の必要資料及び各資料の記載事項は，前記「水道事業

等の認可の手引き」の 2項（ 9ないし 19ページ）並びに表2-1及び表

2-2に記載されているとおりである。

(4) 「エ」（ 7 6べ）ジ）の求釈明事項について

ア原告らの求釈明事項

原告らは，三本木取水場及び四条橋取水場のそれぞれについて，流量不

足時に調整を図るべき他の水利権の有無及び内容並びに当該水利権問の優

劣関係及びその根拠となる法令又は約定を明らかにするよう求めている。

イ 被告の回答

相浦川の水利権の状況について，佐世保市の上水道に関わる水利権以外

の水利権は，本件事業認定に関係しない事項であるため，回答の要を認め
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ない。

(5) 「オ」及び「カJ( 7 6ページ）の求釈明事項について

追って回答すでるロ

第5 結語

NO. 8497 P. 36 

以上のとおり，佐世保市の平成24年水需要予測は，法や設計指針に沿って，

合理的に行われているものであることは明らかである。

したがって，原告らの主張は失当であり，原告らの請求は速やかに棄却され

るべきである。

以上
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