
代替案に対する問題 

第４回委員会資料 

平成25年3月14日 

公募委員  林 正己 

2013/3/14 1 



名張市の水需給バランス～ 
名張市の現行水利権 0.66m3/s≒57,000m3/日 

伊賀市に譲渡後相当0.47m3/s≒ 40,600m3/日＞給水ベースで
39,390m3/日＞水道ビジョン38,600m3/日 

 

 

 

 

 

 平成25年3月2日毎日新聞朝刊25面伊賀地方版による「名
張市余剰水はない」との内容は・・・どの様に取り扱うのか 

 
 

千代延案より 
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余剰水源はないとの内容について名張市側への
確認こそが一番では 



毎日新聞 朝刊 平成25年3月2日 
 ２５面（伊賀版） 

参考資料１ 

2013/3/14 3 



青蓮寺用水管路の状況 

• 幹線損傷事故件数（H24/12/24現在） 

–ダムから下池区間 

• １９７５年～現在の３８年 １６件（年０．４件） 

• ２００８年～現在の５カ年  ６件（年１．２件） 

ここ５カ年で漏水事故が多く発生している状
況の下、H26年度よりアセットマネジメント事
業が農水省で実施予定 
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水道法 
（施設基準）  

第五条  水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水

施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備える

ものでなければならない 

 一  取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。  

二  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。  

三  導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。  

四  浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、

濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。  

五  送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有するこ

と。  

六配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有するこ

と 

２ 水道施設の位置及び配列を定めるにあたっては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、

かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。  

３  水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な

耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。  

４  前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める 
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整理 事故年月 補修内容 備考 

１ H21/8 PC管の破裂内面バンド
管更正 

富貴ヶ丘サイホン 

２ H21/9 同上 富貴ヶ丘サイホン 

３ H22/8 PC管縦断亀裂内面バ
ンド管更正 

美旗サイホン 

４ H24/4 PC管漏水内面バンド管
更正 

美旗サイホン 

５ H24/12 PC管クラック内面バン
ド管更正 

美旗サイホン 

６ H24/12 PC管クラック３カ所内
面バンド管更正 
 

美旗サイホン 

最近５カ年の管路損傷箇所と原因 
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富貴ヶ丘サイホンH21/８発生 

住宅地でのサイホン 

破裂 

通学路に埋設管 

東海農政局より借用 



PC管の損傷事故写真 

東海農政局より借用 
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富貴ヶ丘サイホンH21/9発生 

縦断ひ
び割れ 

東海農政局より借用 
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美旗サイホンH2２/８発生 

管底部縦断 

クラック 

東海農政局より借用 
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美旗サイホンH2４/４発生 

管底部側面 

クラック 

東海農政局より借用 
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美旗サイホンH2４/１２発生 

東海農政局より借用 
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漏水に伴う 

路面陥没 



PC管破裂事故（蔵持） 

東海農政局より借用 
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H1.9.24 
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PC管路破裂 
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美旗サイホンH6/6発生 
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東海農政局より青
蓮寺用水漏水箇
所（ダム～下池）
借用 
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青蓮寺用水土地改良区 

送水管損傷箇所位置図 



地下水の予備水源活用 

猪田第1水源、丸山第1水源、朝古川水源、槇山第1水
源、槇山第2水源の５か所の合計3,500m3/日（実
績）  塚脇第1水源、塚脇第2水源の2ヵ所の合計
1,900m3／日 

• 廃止井戸の復元は、取水ポンプ等、ゆめが丘浄水
場区間までの）送水管費用増加及び維持管理費（井
戸維持のみ計上）を計上していない 

• 各々に浄水場を存続した場合の必要経費計上が無
い、また、水道水の品質管理上問題が生じないか 
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代替案は本当に経済的ですか 

青蓮寺ダムサイドからの送水は機能として可能
とした場合、水道法第5条への対応 

1. 青蓮寺用水送水管が40年近く経過し老朽化が
問題として農水省はアセットﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業に取
り入れようとH26年より考えられている。また、
今後50年経過を考えると全延長（13Kｍ）のうち
アセット事業残延長約10Kｍについても修復費
が見込まれる。 

2. 送水管理体制が水道事業とした24時間体制
（要員、施設更新など） 
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施設損傷による水道への信頼失墜 

A) 施設の損傷は、ここ5ヵ年で6回と多くそれに伴う
送水停止。 

B) 工場事業所など急停止する水道配水では生産
性効率性が悪く操業停止になど伊賀市に対す
る信頼低下 

C) 事業の縮小による若年らの雇用減少で伊賀市
に希望が無く人口減少に拍車がかかる恐れさ
え感じる。 
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D) 水道管（送水管含）は水道法に基づき厳しく管    
理されている。水道管に伴う重大事故（人身又は 

復旧に相当時間要する場合社会的影響が生じる
場合）防止が技術基準（第5条など）に定められて 

いる。 
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伊賀市水道事業基本計画策定委員会要綱 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、水道事業管理者（以下「管理者」という。）の依頼に
応じ、次の事項を調査審議する。 

(１) 水道事業に係る基本構想の樹立に関すること。 
(２) 基本構想に基づく基本計画の策定に関すること。 
(３) その他管理者が必要と認める事項 

２ 委員会は、前項に規定する事項に関して、調査及び審議し、その結
果を管理者に報告するとともに、意見を述べることができる。 
（組織） 
第３条 委員会は、委員26人以内で組織する。 
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。 

(１) 公共的団体等から推薦された者 
(２) 市民からの一般公募による者 
(３) 学識経験を有する者 
(４) その他管理者が必要と認める者 
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伊賀市水道事業給水条例 

第３章 給水 

（給水の原則） 

第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上
その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定
による場合のほか、制限又は停止することはない。 

２ 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その
日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、
緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定による、給水の制限又は停止のため損
害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。 
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伊賀市水道事業評価審査委員会設置要綱 

（設置） 
第１条 伊賀市が実施する新たな事業の効率性及び実施過程の
透明性の確保及び向上を図るため、伊賀市水道事業評価審査委
員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 
第２条 委員会は伊賀市が実施する水道事業に対して評価審議
する。 
（組織） 
第３条 委員会は委員９人以内で組織する。 

（委員） 
第４条 委員は優れた識見を有する者のうちから、水道事業管理
者が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。 
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伊賀市水道水源保護条例 
（目的） 
第１条 この条例は、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という。）第２条第１
項の規定に基づき、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するた
め、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。 

(１) 水源 法第３条第８項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺地域で、
水道の原水の取入れに係る区域をいう。 
(２) 水源保護区域 本市の水道に係る水源及びその上流地域で、市長が指定す
る区域をいう。 
(３) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。 
(４) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水
質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第12条第３項の
規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。 
（本市の責務） 

第３条 本市は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の水質保全に努めなければ
ならない 
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