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２．生活・環境分野 

2-1 

自然災害や重大な事故などさまざまな事象に備え、 

安心して暮らせるまちづくり 
 

１．どのような災害へも対応できる体制づくり 

現状と課題 

南海トラフ巨大地震の発生が危惧されるなか、三重県地域防災計画の見直しが行われ、伊 

賀地域の被害想定も明記されます。この被害想定は、現在の伊賀市地域防災計画の想定より

も大きくなることが予想されているため、対応が必要となります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 三重県地域防災計画の見直しに伴い、伊賀市地域防災計画の見直しを行います。 

 伊賀市地域防災計画の見直しの際には、原子力発電所事故により想定される被害への対

応を含め、防災体制や備蓄資機材等の見直しを行います。 

 

施策の方向と主な事業（総合危機管理室） 

三重県が 2013（平成 25）年度において防災計画の見直しを行い、そのなかで市町の被

害想定の見直しが行われることから、市の地域防災計画において体制や備蓄品の見直しを

行います。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

地域防災計画の見直し 地域防災計画の見直しを行い、想定内

容の変更に伴う職員の初動体制の見

直しや備蓄品の見直しを行います。 

地域防災計画推進事業 

防災資機材整備推進事業 
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２．災害時に援護を必要とする市民を救済する体制づくり 

現状と課題 

高齢化が進むなか、高齢者、障がい者をはじめとして、災害時の避難に手助けが必要な方 

への援護体制を充実する必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 高齢者や障がい者など自力で避難することが困難な方に対して、地域で援助を行うため

援助が必要な方を登載した災害時要援護者台帳の充実を図ります。 

 

施策の方向と主な事業（総合危機管理室）  

災害時要援護者台帳への登載者の増加を図り、地域との協動により素早く安全に避難で

きる体制づくりを支援します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

災害時要援護者支援事業 災害時に援護を必要とする方の台帳

を作成し、地域での見守りや援護の体

制づくりを支援します。 

 

 

３．災害時における情報収集、伝達機能を確保する施設整備の推進 

現状と課題 

市内の災害時孤立地域は 13 か所指定されており、食料や資材を格納する備蓄倉庫を配備 

していますが、地域の情報を得るため、通信が断絶した場合の対策を行う必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 災害時に情報伝達がスムーズに行えるよう、また、災害時孤立地域からの情報を入手で

きるよう通信手段の整備を行います。 

 

施策の方向と主な事業（総合危機管理室）  

市内には孤立地区として 13 か所が指定されていますが、この地域への通信が孤立しな

いよう通信手段の整備を行います。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

孤立地区通信手段整備事業 

 

孤立地域への通信手段の整備を進め

ます。 

移動系無線機整備事業 

防災行政無線（デジタル

移動系）整備推進事業 
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４．消防体制の強化推進 

現状と課題 

被害を最小限にとどめるため、いかなる災害にも対応できる防災の拠点としての庁舎整備 

が必要となっています。また、迅速かつ的確に出動し、活動できるよう近隣市町村との連携

や連絡・通信体制を確保するため、消防救急デジタル無線、高機能指令装置の整備を行うと

ともに、消防車両等の計画的な更新を行う必要があります。 

◆実態件数 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 

火災出動件数 67 44 58 49  

救急出動件数 4,481 4,546 4,783 4,844  

救助出動件数 54 59 59 49  

浚渫実施箇所数（か所） ５ ６ ７ ５ ５ 

資料：消防本部、建設部建設１課・建設２課 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 消防力適正配置調査報告書に沿って、災害活動拠点となる消防庁舎の新築移転を行う

とともに消防広域化に向けて検討します。 

 迅速に災害現場で活動ができるよう、通信司令室の共同運用を検討し、高機能指令装

置の整備、署所及び人員の適正配置を行うとともに、消防車両等の計画的な更新を行

います。 

 

施策の方向と主な事業（消防総務課、消防救急課） 

いかなる災害にも対応できる防災の拠点としての庁舎整備や迅速かつ的確に出動、活動

できるよう連絡・通信体制を確保するため、消防広域化や通信司令室の共同運用の検討を

行い、消防救急デジタル無線、高機能指令装置の整備を行うとともに、消防車両等の計画

的な更新を行います。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

消防庁舎整備事業 消防庁舎を新設移転します。  

消防車両等整備事業 更新計画に沿った整備を進めます。 消防施設整備事業 

消防通信設備整備事業 2016（平成 28）年 5 月末日で消防無

線がデジタル化に移行するため、高機

能通信指令装置を早期に構築します。 

消防救急無線デジタル化

事業 

消防水利整備事業 充足率の低い地域から計画的に設置

し、充足率の向上に努めます。 

消防施設整備事業 
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５．救急・救助体制の強化 

現状と課題 

人口が減少する一方で高齢化が進むなか、救急需要は今なお増加傾向にあります。引き続

き高度化する救急需要に対応するため、救急救命士の育成を年次的に進め、市民や事業所に

対し応急手当の普及・推進を図るとともに、救助車両の整備や救助資機材の増強、研修所で

の隊員の専門知識の取得・育成に努め、県内、隣県との連携を強固にする必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市民の救命率の向上のため、応急手当の普及啓発活動、救急命士資格取得者の採用、救

急救命士の育成を年次的に進め、メディカルコントロール体制の整備を図ります。 

 車両更新計画に沿った整備を進めるとともに、多様化する災害に迅速かつ的確に対応で

きる隊員育成に取り組みます。 

 

施策の方向と主な事業（消防総務課、消防救急課）施策  

救急救命士の育成を年次的に進め、メディカルコントロール整備を図るとともに、救命

講習を市民や事業所に対し普及・推進します。また、救助車両の整備や救助資機材の増強、

隊員の専門知識の取得・育成に努め、県内、隣県との連携を図り、多様化する災害に迅速

かつ的確に対応できるように努めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

救急・救助車両整備事業 更新計画に沿った整備を進めます。 消防施設整備事業 

救急救命士等育成事業 救急救命士の育成を年次的に進め、市

民の救命率の向上に努めます。 

救急救命士養成経費 

救命講習推進事業 地域住民や学校、事業所に対し、応急

手当を取得するための救命講習を普

及・推進します。 

 

 



31 

６．非常備消防体制の充実強化 

現状と課題 

   各種災害に対応すべく、消防団員の確保を図るため、教育訓練の推進、処遇改善、施設・資

機材の整備を充実させるとともに、団員に対し活動意欲を喚起する体制づくりの必要があり

ます。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 消防団員確保が困難ななか、大規模災害や昼間の消防団活動を補完するため、支援団員

（機能別団員）の確保とともに、ソフト面での普及啓発活動を進められるよう女性団員

の確保を推進します。 

 市民や企業に対して消防団活動に対する理解と協力を働きかけ、事業所との連携の強化

を図ります。 

 

施策の方向と主な事業（消防救急課）  

各種災害活動に対応するため、消防団員に対する教育訓練の推進、処遇改善、施設資機

材の整備を図るとともに、活動意欲を喚起する体制づくりを進めます。 

 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

消防団整備事業 消防団員を確保するため、女性や大学

生、専門学校生など、性別や職業など

にかかわりなく入団を促進するとと

もに、教育訓練の推進、処遇改善等を

図ります。 

消防団本部管理経費 

消防ポンプ庫整備事業 消防団車両や消防ポンプ等の資機材

収納ができるポンプ庫の整備を行い

ます。 

市単消防施設整備事業 
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７．交通事故ゼロを目指した取り組みの推進 

現状と課題 

交通安全推進関係機関や団体との連携のもと、四期の交通安全運動期間を中心に、街頭啓

発活動など交通事故ゼロを目指した取り組みを進めていますが、交通事故は、依然として多

発していることから、一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ることが必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市民の交通安全意識の高揚を図るため、積極的に広報・啓発活動に取り組むとともに、

運転者や歩行者に交通ルールやマナーをより理解していただくため、関係機関や団体と

連携しながら、市民ぐるみで交通安全対策を推進します。 

 

施策の方向と主な事業（市民生活課）  

事故遭遇率が高い高齢者を対象に、交通安全ルールの遵守や交通マナー向上などの交通

安全教育の推進や啓発の充実を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

交通安全運動啓発事業 交通安全意識の高揚と交通マナーの

向上を図るため、交通安全運動期間中

の広報啓発活動を推進します。 

交通安全対策経費 

交通安全教室の実施 高齢者の免許取得者を対象とした交

通安全教室を実施します。 

交通安全対策経費 

 

８．消費者被害防止のための啓発等の充実 

現状と課題 

近年、急速な社会情勢の変化のなかで、架空請求をはじめ悪質で巧妙な商法による消費者

被害が急増しています。また、振り込め詐欺をはじめとする犯罪も悪質、巧妙になり、被害

が後を絶たないのが現状です。市民がこうした悪質商法や犯罪に巻き込まれないよう、さら

なる広報・啓発活動が必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 悪質商法や犯罪による消費者被害を未然に防止するため、関係機関などと連携し、市民

への情報提供による、だまされない知識の普及と相談体制の充実を図ります。 

 市民への啓発を推進するため、パンフレット等の配布や広報紙への掲載、出前講座を実

施するとともに、相談員研修等に積極的に参加し、相談スキルの向上に努めます。 
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施策の方向と主な事業（市民生活課） 

悪質商法による被害の未然防止と拡大防止のため、相談者に対し必要な情報提供を行う

とともに、出前講座実施などの啓発活動の充実を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

消費者相談の充実 消費者被害防止のため、消費生活相談

体制の充実・強化を図るとともに、相

談者に対し適切な情報提供を行いま

す。 

消費者行政事務経費 

多重債務者相談の充実 弁護士・司法書士との連携による多重

債務者相談連携システム等を活用し、

多重債務者の自立支援に努めます。 

消費者行政事務経費 

消費者トラブル対策出前講

座の開催 

悪質商法の被害を予防するため、地域

からの要請を受けて実施します。 

消費者行政事務経費 

 

９．河川環境の保全・整備  

現状と課題 

本市は、淀川水系の最上流部に位置し、水系の源流となる木津川、服部川、柘植川などの

一級河川があります。これらが市内で合流して木津川となり、県境を越えて下流部へ流れ出

る途中に、狭さく部の岩倉峡があることから、河川の流れが阻害され、古くから洪水による

被害にも悩まされてきました。また、近年では異状気象がもたらすゲリラ豪雨の頻発から河

川氾濫による浸水被害が多発しています。 

河川との共生を図っていくためにも、上野遊水地事業、木津川上流域の河道改修等による

氾濫の未然防止を図りながら、生態系や景観、親水性にも配慮し、人びとの暮らしに密接し

た河川環境の保全・整備を進めることが求められます。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 河川の氾濫や浸水の危険から、人命を守ることを最優先した治水対策を実施します。 

 河川の浚渫を実施することにより、人びとの生活環境や河川環境の改善にも寄与します。 

 

施策の方向と主な事業（建設１課、建設２課）  

健全な水環境の構築に向けて、国・県との連携を図り水系全体としての取り組みを進め

るなかで、川の水質や水生生物等の生態系にも配慮しながら危険箇所を中心に河川改修を

進め、人びとの暮らしに密接なかかわりを持つ河川空間の保全・整備を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

臨時河川等整備事業 
洪水による氾濫防止や河川環境の保

全を図ります。 
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2-1 自然災害や重大な事故などさまざまな事象に備え、安心して暮らせるまちづくり

の主な活動指標 

 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

災害時孤立地域通信手段の整備

（地区） 
０ ７ ６  

災害時要援護者台帳登録率（％） 60.8 62.0 63.5 65.0 

防火水槽及び消火栓等の充足率

（％） 
68.6 70.0 73. 75.0 

救急救命士資格取得者数（人） 38 44 47 50 

普通救命講習受講者数（３年間／

人） 
 10,000 10,000 10,000 

広報紙等による消費生活相談窓口

周知回数（回） 
２ ２ ２ ２ 

消費者トラブル出前講座実施回数

（回） 

４ 

（見込） 

４ ５ ６ 

浚渫実施箇所数（か所） ５ ５ ５ ５ 



35 

2-2 

自然を守り、自然と調和したまちづくり 
 

１．環境保全意識の高揚・啓発 

現状と課題 

市の豊かな自然環境の保全のため、地域では様々な活動が行なわれています。しかしなが

ら、生活様式の多様化や経済活動の変化により、暮らしに便利さや豊かさをもたらす一方で 

環境への負荷を増大させ、地域や地球環境に深刻な影響を与えています。 

市民、事業者及び市が一体となって、良好な環境の保全、環境にやさしい循環型社会の形

成に向けた取り組みが必要です。 

◆環境負荷の低減・環境保全の取り組み 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

伊賀市役所温室効果ガス(二

酸化炭素)排出量（㎏） 
25,561,112 25,041,669 24,665,603 24,172,000 

河川の環境基準達成率(％) 93 87 100 100 

資料：環境政策課 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 市のかけがえのない自然環境を大切にし、次代に継承していくため、環境保全意識の高

揚や啓発を進め、身近な自然環境を積極的に保全します。 

 地球規模での環境対策に資するため、一人ひとりが温室効果ガスの排出抑制に努めるな

ど、環境負荷の低減に向けた取り組みを推進し、環境にやさしい社会の実現を目指しま

す。 

 

施策の方向と主な事業（環境政策課） 

市民・事業者・行政の各主体が温室効果ガスの排出抑制などに取り組むとともに、地球

環境問題に関する情報提供や意識啓発を行います。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

環境基本計画推進事業 環境基本計画の進捗管理を行い、環境

審議会に諮り、目標達成に向けた取り

組みを行います。 

環境保全対策事業 

市役所環境マネジメント

システム推進事業 

地球温暖化実行計画対策実

行計画（区域施策編）推進

事業 

市が率先し、自らの事務事業を対象範

囲とし、総排出量の削減目標達成に向

け取り組むとともに、市民・事業者に

対し情報提供や意識啓発を行います。 

環境保全対策事業 
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２．地球温暖化防止に向けた取り組みの推進 

現状と課題 

東日本大震災以降、再生可能エネルギーの導入や普及推進が言われているなか、固定価格

買取制度により、メガソーラー発電施設の設置や家庭用太陽光発電が普及してきています

が、コスト面等からまだまだ普及が遅れている状況です。 

国、県においても再生可能エネルギーの導入に防災、経済、環境が一体となり、様々な施

策を推進しており、地球温暖化防止に向けた一層の取り組みが重要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 行政が率先して新エネルギーの導入に取り組み、公共的な環境保全策として事業を実施

するとともに、省資源、省エネルギーの推進とエネルギーの地産地消を推進するために、

住民・事業者へ新エネルギーに関する情報を提供し、普及促進を図ることで、事業を進

めていきます。 

 

施策の方向と主な事業（環境政策課） 

資源の有効利用を推し進め、環境への負担を低減するため、省エネルギー行動を実践す

るとともに、自然エネルギーなどの新エネルギーの有効活用を図ります。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

新エネルギー導入促進に関

する情報提供及び普及啓発

事業 

国・県及び事業団等の補助金事業に関

する情報を市広報・市ホームページ等

により情報を発信します。 

公共施設への太陽光発電などの省エ

ネルギー・新エネルギーの導入推進に

取り組みます。 

環境保全対策事業 
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３．不法投棄をさせない、されない体制づくり 

現状と課題 

農山村部においては、市道・農林道等から不法に投棄されたと思われる廃棄物が点在して

おり、宅地造成後の荒廃地においても同様に他所から持ち込まれたと思われる廃棄物が多く

見られる現状があることから、不法投棄により、自然環境や地域の環境衛生が大きく損なわ

れています。 

◆環境パトロールによる処理の状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

不法投棄物の処理量 

（㎏／年） 
8,120 9,651 7,432 8,000 

資料：清掃事業課 

再生の視点（何を、どうする） 

 不法投棄を根絶するため、市民と行政が協働して不法投棄の処理計画をたて、それぞれ

の役割のなかで、不法投棄をさせない監視体制を構築します。 

 

施策の方向と主な事業（清掃事業課） 

不法投棄の実態を正確に把握し、投棄物から投棄者を特定するとともに、投棄された場

所に再度、不法投棄されないように努めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

不法投棄物処理事業 地域と行政が協働して不法投棄物処

理計画をたて、適切な処理を行いま

す。 

環境保全対策事業 

不法投棄防止事業 不法投棄された場所に地域で防護柵

等を設置するとともに、地域ぐるみの

監視と連携して、市の環境パトロール

を実施します。 

環境保全対策事業 

 

 

2-2 自然を守り、自然と調査したまちづくりの主な活動指標 

活動指標名 
平成 25 年度 

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

環境審議会の開催回数（回） 2 2 5 2 

庁内 Co2 排出量（㎏） 24,172,000 23,688,000 23,214,000 22,749,000 

河川の環境基準達成率（％） 100 100 100 100 

情報提供件数（件） 3 3 3 3 

不法投棄物処理計画件数（件） 3 10 10 10 

不法投棄物の処理件数(件) 3 10 10 10 

監視委員会の設置件数(件) 0 3 3 3 
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2-3 

環境に配慮した生活環境が整うまちづくり 
 

１．効率的な収集ができる体制づくり 

現状と課題 

一般廃棄物の収集運搬は、自治会等が管理している集積場収集によるものがほとんどです

が、資源・ごみの分別方法が不適切であったり、世帯構成や生活条件などにより排出が困難

なケースが見られます。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 一般廃棄物収集の多様なニーズに応えるため、収集区分・収集方法を再検討し、市民に

わかりやすい収集体制を整えます。 

 

施策の方向と主な事業（清掃事業課）  

市民にわかりやすい分別区分と、排出量に合った収集回数を定めるとともに、粗大ごみ

の戸別収集、小型家電リサイクル法にかかる拠点収集のあり方を検討します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

廃棄物分別収集計画事業 家庭ごみの分別区分・排出品目を整

理し、収集方法や収集日程を市民に

周知します。 

ごみ収集経費 

廃棄物直営収集事業 委託による集積場収集に加えて、新

たに、有料による粗大ごみ戸別収集

や地区市民センターを中心とした小

型家電の拠点収集を行います。 

ごみ収集経費 
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２．ごみ減量及び資源のリサイクルを推進する体制づくり 

現状と課題 

生活様式の多様化に伴い大量生産・大量消費が行われ、市全体における人口は減少してい

ますが、人口１人当たりに対するごみの排出量は増加しており、資源のリサイクルに係る分

別が不十分です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 ごみ処理コストの軽減、リサイクルによる循環型社会の構築を図るため、さらなる 4Ｒ
1の推進に取り組みます。 

施策の方向と主な事業（清掃事業課）  

ごみの減量化をさらに進めるために、広報紙や出前講座により 4R を推進するとともに、

資源のリサイクル、指定ごみ袋の有料化についても拡大する方向で再検討します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

ごみ減量等啓発事業 ごみの減量化及びリサイクルによる

循環型社会の構築を啓発します。 

一般廃棄物減量等推進事

業 

指定ごみ袋販売事業 処理コストの増による対価として、可

燃ごみ袋料金の改定を検討するとと

もに、不燃ごみについても指定袋の導

入を検討します。 

一般廃棄物減量等推進事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 4R：「Refuse（リフューズ）要らないものは断り、ごみを発生させない」、「Reduce（リデュース）ごみにな

らないように工夫して減らす」、「Reuse（リユース）繰り返し使う、修理・修繕して使う」、「Recycle（リサイク

ル）もう一度資源として使う」の 4 つの頭文字をとったもの。 
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３．ごみ処理施設のあり方を検討する体制づくり 

現状と課題  

伊賀北部地区ごみ固形燃料化施設の稼動期限が、地元との協定により 2020（平成 32 年）

度末となっています。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 現施設の使用期限を間近に控え、今後の伊賀市のごみ処理について、あらゆる処理方式

について検討します。 

さくらリサイクルセンターの処理状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

可燃ごみ処理量（ｔ） 20,509 20,455 20,836 20,628 

資源リサイクル量（ｔ） 1,725 2,647 2,452 2,477 

資料：さくらリサイクルセンター 

 

施策の方向と主な事業（清掃事業課）  

将来の廃棄物処理のあり方について、広域処理を視野に入れて、処理エリア、施設規模

を算出し、あらゆるケースを想定して経済性、安全性、安定性などを比較して、検討しま

す。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

廃棄物処理のあり方検討事

業 

 

有識者による検討委員会により、今後

の廃棄物処理の方法を選定し、事業計

画を樹立します。 

清掃管理経費 
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４．水道水源の安定確保 

現状と課題  

日本の人口推移が、少子化傾向から減少に転じ、水需要も減少傾向が見込まれます。それ

に伴い、伊賀市水道事業基本計画の水需要予測と実績値との間に誤差が生じてきているた

め、計画の見直しを行います。また、本市の水源については木津川の暫定豊水水利権を含む

表流水、伏流水、地下水に頼っていますが、ゆめが丘浄水場の暫定豊水水利権は権利の存続

性の面でも安定性を欠いているため、川上ダムもしくはそれに代わる新たな水源の確保が必

要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 水需要予測を見直し、必要な給水を長期的に安定して行うための水源の見直しを行いま

す。 

 

施策の方向と主な事業（水道総務課） 

安定的かつ低廉な水源を確保するため、現計画の見直しを行います。水道の需要量の減

少を受け、水源の統廃合を行う場合には、水質の良好な水源を優先的に選択し、取水・配

水系統の再編を検討します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

水道事業基本計画策定事業 水質基準に適合した水が必要な量、い

つでも、どこでも、だれでも、合理的

な対価をもって、持続的に受け取るこ

とが可能な水道事業計画策定を行い

ます。 

変更認可申請 
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５．水道施設の充実と健全運営 

現状と課題 

東日本大震災においては、水道施設は管路、構造物及び設備それぞれに様々な被害を受け、

長期的かつ広範囲に亘る断水が発生しました。 

大規模な震災への備えとして、耐震化の一層の推進が急務となっています。しかしながら、

水需要の減少に伴う料金収入の不足は管路施設や浄水場等の更新を困難にさせます。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 地に足のついた長期計画に基づき、耐用年数を経過した送配水管を含む各種施設の計画

的な更新や耐震化を図ります。 

 

施策の方向と主な事業（施設課）  

給水区域や小規模施設の合理化により、経営効率を高める工夫として、アセットマネジメ

ントの導入を進め、施設更新の適正化に努めます。 

また、耐用年数を経過した各種施設の更新や耐震補強など施設の整備を図ります。施設

の耐震化には非常に多くの経費と時間を要するため、国の補助を効率よく活用しながら、

水道施設の耐震化を段階的に行っていきます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

アセットマネジメント導入 需要減少に対応したダウンサイジン

グを踏まえながら、安全率を確保した

施設再構築に努めます。 

水道施設整備事業 

 

経年管更新事業 耐用年数の経過した管路を計画的に

更新します。 

水道広域化促進事業 

統合関連事業 配水池、浄水場の耐震補強を行いま

す。 

水道広域化促進事業 
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６．生活排水処理施設整備の推進と適正な維持管理 

現状と課題 

2005（平成 17）年度に策定した生活排水処理施設整備計画をもとに整備を行ってきまし

たが、下水道事業には多額の費用と長期の期間が必要であり、人口減少や高齢化により処理

場施設の整備を取り巻く環境は変化しています。 

このことから処理区域の見直しや整備手法の変更、戸別処理方式のさらなる推進など、現

状を踏まえた生活排水処理施設整備手法に変更していく必要があります。特に上野処理区の

整備については、現在、効率的整備構想を策定し検討しています。また、生活排水処理施設

の適正な維持管理を続ける上では、建設から標準耐用年数が経過した下水道、農業集落排水

処理施設の機械・電気設備等の機能停止を未然に防ぎ、ライフサイクルコストを縮減する必

要があります。 

◆生活排水処理施設整備率 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

伊 賀 市 整備率（％） 66 68 70 71 

三 重 県（全体）整備率（％） 77 78 79  

資料：三重県 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 公共下水道 上野処理区及び青山処理区の整備については、処理区域の見直しや、戸別

処理方式のさらなる推進など、現状を踏まえた生活排水処理施設整備手法に変更してい

きます。 

 耐用年数が経過した機械・電気設備等の更新を進めていきます。 

 

施策の方向と主な事業（下水道課）  

生活排水処理施設整備率のさらなる向上をめざし、それぞれの地域特性に対応した整備

手法を検討し、生活排水処理基本計画及び生活排水処理施設整備計画を見直します。 

また、公共用水域の水質を保全するため、施設の良好な維持管理に努めるとともに、耐

用年数を迎える施設の長寿命化、機能強化を図り、公共下水道計画区域・農業集落排水計

画区域以外の地域においては、合併処理浄化槽の設置を推進します。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

生活排水処理基本計画及び

生活排水処理施設整備計画

策定事業 

生活排水処理について、現状を踏まえ

た基本計画、処理施設整備計画の策定

変更、見直しを行います。 

生活排水処理基本計画、

生活排水処理施設整備計

画の策定事務 

浄化槽設置整備事業 公共下水道計画区域・農業集落排水計

画区域以外の地域において、合併処理

浄化槽を設置した個人に対し補助を

します。 

 

公共下水道長寿命化、農業 長寿命化に向けた処理施設の機械・電 公共下水道長寿命化事業 
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集落排水処理施設機能強化

事業 

気設備等の更新を計画的に進めます。 農業集落排水処理施設機

能強化事業 

 

７．下水道事業の健全経営 

現状と課題 

下水道事業は、地方公営企業法の任意適用事業となっており、三つの特別会計（公共下水

道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、浄化槽事業特別会計）において経営していま

すが、長期的に安定した経営を持続するためには、経営の健全性や計画性・透明性の向上を

図ることが必要です。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 地方公営企業法適用に向け資産調査をはじめとする移行準備を進めていきます。 

 

施策の方向と主な事業（下水道課）  

下水道事業の地方公営企業法適用に向け準備を進めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

地方公営企業法適用移行事

業 

下水道事業の地方公営企業法適用に

向けた移行業務を行います。 

固定資産調査・財務シス

テム構築ほか 

 

８．排水路の改修、整備 

現状と課題 

近年頻発する集中豪雨により、旧市街地内における住宅や道路の冠水被害が発生している

ことから、冠水被害を防止する必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 排水路の改修、整備を行うことにより、冠水被害防止に努めます。 

 

施策の方向と主な事業（下水道課）  

旧市街地の冠水被害を防止するため、排水路の改修、整備を進めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

市単下排水路整備事業 下排水路改修、整備に係る測量設計及

び施設整備を行います。 

下排水路等整備事業 

 



45 

9．し尿処理施設の整備 

現状と課題 

浄化センターには建設年度の異なる２つの処理場があり、1984（昭和 59）年 10 月竣工

の第１処理場は供用開始後 29 年、1996（平成８）年４月竣工の第２処理場は供用開始後

17 年を経過し施設の老朽化が著しく、施設・設備の補修経費が増嵩しているため、その経

費の抑制に努める必要があります。 

 

再生の視点（何を、どうする） 

 ２施設の統合（新設または改造）か、２施設それぞれの大規模改修（長寿命化計画によ

る延命化対策）等の検討を行った後に整備方針を決定し、整備を進めていきます。 

 

施策の方向と主な事業（浄化センター）  

し尿処理が適正に行えるよう、し尿処理施設の計画的な整備や適切な管理に努めます。 

【主な基本事業】 

事業名 事業内容 関連する事務事業 

し尿処理施設整備補修事業 し尿処理施設の今後のあり方を検討

します。 

 

 

 

2-3 環境に配慮した生活環境が整うまちづくりの主な活動指標 

 

活動指標名 
平成 25 年度

（現状値） 
平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

分別説明会回数（回） 2 20 20 20 

粗大ごみ戸別（有料）収集件数（件） 0 5,000 5,000 5,000 

生活排水処理施設整備率（％） 71 73 75 76 
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