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平成 28年度 第 2回伊賀市水道事業基本計画策定委員会 

日時：平成 28年 4月 19日（火） 

 

1.あいさつ 

 

(事務局) 定刻になりましたので、ただ今より、第２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、議題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。よろしくお願い申し上げます。 

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

います。本日１２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。 

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くので、必ずマイクを通して

発言をお願いします。 

記者・傍聴者の方にお願いです。会議中は、傍聴者の発言等は禁止します。静粛に傍聴

いただけない場合は、退出していただく場合がありますのでご了承ください。また、会議

終了後の、記者会見は行いません。以上でございます。 

それから、もう１点報告でございますが、第１回目の策定委員会を都合により欠席され

ました清水委員が本日お見えになっておりますのでご紹介をさせていただきたいと思いま

す。清水委員、宜しくお願いします。 

 

（委員）一回目は欠席させて頂きまして申し訳ありません。何も分からない身ですけれど

も難しい委員会に入らせて頂いたということで、勉強したいと思います。宜しくお願い致

します。 

 

(事務局) ありがとうございました。 

それでは、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、続きまして伊賀市水道事業基本計画第２回策定委員会現状分析と課

題の抽出と書かれた資料、本日使用するパワーポイントを印刷したものになりますが、上

下２段に印刷された資料、それから資料１：水道管に使用されている主な管種の特徴、資

料２：平成 28 年度現在の職員構成でございます。ご確認ください。不足している場合は、

事務局までお申し付けください。 

なお、事前に郵送いたしました資料とは内容が変わっているところがございますので、

本日配布いたしました資料をお使いいただきますようお願いします。 

    

(事務局) それでは、伊賀市水道事業管理者 北山太加視からご挨拶を申し上げます。 

 

（北山管理者） 一言ごあいさつさせていただきます。本日は、伊賀市水道事業基本計画

第 2 回策定委員会のご案内をさせていただきましたところ、委員の皆さま方には大変ご多
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用なところ、こうしてお差し繰りたまわりご出席を賜りましてありがとうございます。 

 私は、4月 1日付で水道事業管理者を務めさせていただいております北山でございます。

どうぞよろしくお願いしたいと思います。私の仕事の基本の使命は、市民の皆さまに安全

でおいしい水道水をお飲みいただくことであると考えております。今後も一生懸命努めて

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のご出席ありがとうございます。 

 

2.審議事項 

 

（事務局） これより事項書の 2.審議事項に入らせていただきます。ここからは、会長さ

まの議長により進めていただきますので、会長さま、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 会長を承っております山村と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたしま

す。ハナミズキが大変きれいに咲いてまいりました。また、山を見ますと、新緑が光り輝

き、非常にさわやかな夏らしくなってきていると思います。伊勢志摩サミットを控えて世

界の注目が三重県に集まるということですが、そういった面でもいい時期を迎えていると

いうように思います。 

 一方、熊本では大変なことになっておりまして、ご案内のとおり、大勢の方が被災され、

私どもの水道の関係ですと、熊本市でも断水が続いているということです。まずは一刻も

早く地震が収まって、不安定な生活から戻っていただければと願うばかりでございます。

テレビでもご覧になっていらっしゃると思いますが、こういった地震の後は、断水に対し

て応急給水するため全国各地から水道局が給水車を持って応援に駆けつけておられます。

熊本市からのニュースの中でも、この中部地区の給水車から水をもらったというような市

民の方の声もお伺いしております。水道の分野ではこうしたときの相互応援については、

かなり長年にわたる経験からこういうシステムがうまく機能するようになっていまして、

古くは昭和 38 年の新潟地震がありました。このときに名古屋から出掛けて給水したという

ようなことがありまして、それが今、全国的な応援給水のシステムが出来上がっておりま

す。いろいろな行政分野でも同じ様な体制がとられておりますが、水道については、そう

いうことでございます。 

 本日は、第 2 回の水道事業基本計画策定委員会ということでございまして、これから 4

時ごろまでの時間、よろしくご協力を頂きたいと思います。進行につきまして協力してい

ただきたいと思います。 

 前回、12 月 21 日で年末押し迫ってからの開催でしたが、人口予測と水需要予測につい

てご審議いただきました。人口計画等については、行政の上位計画に従っていかざるを得

ないという水道の立場もございますので、そういった中での計画をお聞き取りいただいた

わけです。委員会の開催後、私自身として振り返って復習をしたことがございましたので

ご披露させていただきます。 

 当日、籔裏委員からご質問があった事項でもありますが、伊賀市の 50 年後の人口ビジョ

ンと水道計画の人口との関係について、もう一度比べてみて復習しました。人口ビジョン

は、50 年後の非常に長期的な将来の姿を想定しておられまして、内容としては 40 年後 6
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万人という人口設定がなされているわけです。一方で、水道の計画の方では、15 年後が目

標ということになっていまして、平成 43 年に該当するわけですが、行政区域内人口として

は 8 万 1000 人となっております。6 万人という数字と 8 万人という数字がどういう関係に

あるのかということを私自身おさらいしてみたわけです。水道の方は、15 年後の行政人口。

それから市の人口ビジョンの方は 40 年後の 6 万人というものだということで、自分自身復

習して納得した次第です。そういったことをご紹介させていただきました。 

 本日は、審議事項としては大きく二つございます。施設関係の現状分析と課題について、

施設ごとに状況を事務局から説明いただくことになっております。それから二つ目として、

取水浄水施設につきまして、市内には合併以前からの水道の発達の経緯がありまして、多

数の施設が市内にあるわけですが、それぞれの施設についてご説明いただいて、問題点と

将来計画についてお聞きするという内容になっております。 

 前回は人口とか水道ということで、ちょっと抽象的なテーマでもございましたが、今回

は具体的な施設に即したご説明を伺うということですので、ぜひまたこの機会に伊賀市の

現状についてのご理解を深めていただきたいと思うわけでございます。どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

 それでは早速でございますが、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（1）現況分析と課題 

（事務局）それでは、審議事項について説明させていただきます。表紙に現状の分析と

課題の抽出と書かれた資料とパワーポイントを使って進めさせていただきたいと思います。

パワーポイントはお手元に印刷した同じものがございますのでご覧ください。 

それでは資料の１頁をご覧ください。はじめに水源について、地区別に水源種別を示し

ました。表流水は川上ダムの暫定豊水水利権に基づく木津川からの取水と、それ以外に分

けて色付けしております。伊賀市の水源は、表流水が 59％で、うち 35％は暫定豊水水利権

によります、地下水が 36％、ダム水が 3％、伏流水が 2％であり、複数の種類の水源によ

る多系統化がなされています。 

伊賀地区と島ヶ原地区は全量、大山田地区は約９割が表流水となっており、渇水期等に

対する安全性が低いと言えます。また、時期によって取水量が極端に減少する水源がある

ことから、安定給水を図っていかなければならないと考えております。 

２頁をご覧ください。「水源余裕率」について、水源余裕率は一日最大配水量に対して

確保している水源水量がどの程度の余裕、まだ取水できる量があるかを示すものです。渇

水時は、確保している全水源水量が取水できないので、水源余裕率はある程度必要です。

伊賀市全体としても同規模事業体の平均値を下回っていますが、上野地区、青山地区は特

に低くなっています。また、井戸の枯渇や取水能力の低下により確保している水源水量全

量を取水することができない水源も存在します。今後、より安定した水源を有効に活用す

る必要があります。 

なお、これからの資料の中で、伊賀市の数値と同規模事業体の平均値を比較している箇

所がいくつか出てきますが、ここで言う同規模事業体とは、給水人口が７万人から 12 万人

の事業体のうち業務指標を公開している 16 の事業体を指しています。 
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次に３頁です。原水水質に対して適正な浄水方法が導入されているか、蛇口から出る水

の水質が水質基準を満たしているかについて検証を行いました。原水に指標菌が検出され

ている浄水場は、「ろ過方式」を導入しており、問題ありませんが、「ろ過方式」ではない

比土浄水場において過去に指標菌が検出されたことがあり、紫外線処理の導入を検討しま

したが、比較的小規模な施設であり費用面で運用効率が悪いため、浄水場自体を廃止し、

川上ダム利水を活用することとしたいと考えております。後ほど浄水場ごとに取り上げて

おりますのでそちらでも説明します。 

すべての浄水場にて浄水処理後の給水栓水質は水質基準を遵守しており、原水水質に対

して適切な処理が行われています。 

留意点として、水源地周辺の環境状況によっては、今後水質が悪化していく可能性があ

るため、今まで以上に監視体制を強化する必要があります。 

今までの説明を要約するとこちらのようになります。 

時期によって取水量が極端に減少する水源がある 

上野地区、青山地区で水源余裕率が低い 

原水水質に対して適切な処理が行われている 

資料の４頁にもお示ししていますが、課題と対応といたしましては、安定給水の確保と

して、自然的要因を受けにくい水源より取水する。水質動向の管理として関係機関と連携

を図り、水源地周辺の監視体制の強化に努めるとしています。 

５頁からは、導水･送水･配水管について検証しております。管路の現状ということで管

種別ごとの埋設距離を表にしております。管種と言われても中々ぴんと来ないと思います

ので、資料１として管種ごとの特性をまとめさせていただきました。管路の法定耐用年数

は全ての管種に適応できるよう 40 年とされていますが、実際の耐用年数は管種によっては

もう少し長いと言われています。耐震性能も管種により異なります。管種を理解するうえ

で参考にしていただけたらと思います。 

本市の管路施設は、導・送水管路が 182.9ｋｍ、配水本管・配水支管を足した配水管路が

1,187.5ｋｍとなっており、全体の 86.7％を占めています。口径別には 300ｍｍ未満が全体の

約 93％となっており、管種別にはダクタイル鋳鉄管と硬質塩化ビニル管が大半を占め、ダ

クタイル鋳鉄管においては、耐震型継手以外の割合が約９割を占めております。 

６頁です。経年管路の現状について、法定耐用年数を超えた管路延長は、伊賀市全体で、

約 80ｋｍで全体の約 6％となっており、同規模事業体平均値よりは経年管路が少ない状況

です。本市において布設の多い硬質塩化ビニル管の実使用年数は 40～60 年、ダクタイル鋳

鉄管は 60～80 年となっていますので、参考に経過年数が 50 年を超えた管路、60 年を超え

た管路についても記載させていただいていますが、それぞれ 0.3％、0.0％と少ない状況で

す。 

７頁。管路の更新状況ですが、１年間に更新された導・送・配水管の割合が全体の 0.3％

と同規模事業体平均値の 0.9％と比べても非常に低い状況です。現在は経年管が比較的少な

いのですが、この更新ペースだとすべての管を入れ替えるのに 300 年以上掛かる計算にな

りますので、更新率を上げていく必要があります。 

管路の耐震化について、耐震型継手のダクタイル鋳鉄管が少ないため、耐震化率は 5.8％

と管路の大半が耐震化されていません。同規模事業体の平均値 13.4％と比べても本市の管
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路耐震化率は低くなっています。現在、布設替えを行う場合は耐震管を採用しており、今

後も優先順位を決めながら耐震管への更新を進め、災害に備える必要があります。 

管路の洗管について、本市では、市街地を中心に法定耐用年数は迎えていないものの、

錆防止塗装の規格がなかった時代に埋設された管路が原因と思われる赤水の発生報告を受

けています。これまでも地区を絞って洗管作業を行っていますが、洗管による捨て水は有

収率の低下にも繋がりますので、今後効率的な洗管計画を立てることで、赤水対策や有収

率の向上に努めていく必要があります。 

以上管路施設の現状をまとめますと。 

平成 26 年度現在経年化管路は少ない 

耐震化率が低い 

市街地を中心に、法定耐用年数を迎えていないものの錆防止塗装の規格がなく、防止策

が講じられていなかった管路が原因と思われる赤水の発生報告を受けている 

課題と対応として、老朽管の更新、耐用年数を過ぎた管路を中心に耐震管へ更新する。

耐震継手管への更新、耐震継手以外の管路は、基幹管路等、優先順位を決めながら耐震管

へ更新していく。 

赤水対策として、効率的な洗管計画を立てることで、赤水対策や有収率の向上に努める。 

次に、９頁でございます。浄水施設についての現状と課題を挙げさせていただきます。

おいしい水について、図に示した４つの指標で評価しました。塩素臭と総トリハロメタン

濃度が同規模事業体の平均値より劣位になっていますが、これは水質基準上配水の末端部

において一定の塩素濃度を確保する必要があり、本市においては一部配水距離の長い地域

が存在するため、塩素注入量を増加させなければならず、その結果末端配水の塩素臭が高

く出たところがあるということによります。劣位となった指数の改善のために、水安全計

画の策定、塩素注入点の変更の検討などによる残留塩素濃度の低減化を行うことで、水質

管理の強化を図り、おいしい水造りの取り組みを推進していく必要があります。 

続いて１０頁。浄水施設の予備力確保率についての分析です。浄水予備力確保率とは、

必要とされる一日最大浄水量を配水したとき、浄水施設全体ではどの程度余裕があるかを

示した指標で、余裕が少ないと事故対応や浄水施設の更新、補修点検などに支障が出ます。

上野地区及び島ヶ原地区を除き、同規模事業体平均値と比較すると低い値となっています。

浄水施設の一時的な負荷運転による対応や、伊賀広域水道の活用、連絡管の整備など、水

道システム全体で安全性を確保していく必要があります。 

１１頁です。浄水施設の設置年度別浄水能力を図 3-1 に示しています。今後 20～30 年後

に施設の法定耐用年数である 60 年を迎える昭和 60 年より前に設置された浄水施設の浄水

能力は、本市浄水能力の約 23％を占めます。 

また、平成元年～平成 5 年の間に建設された施設、これは小田浄水場と玉滝浄水場です

が、の浄水能力は全体の 30％、平成 20 年～平成 25 年の間に建設された施設、これはゆめ

が丘浄水場と馬野浄水場です、の浄水能力は全体の 39％を占め、施設更新時には２つの大

きな波があると言えます。 

今後 20～30 年後に法定耐用年数を迎える浄水場の更新あるいは統合とともに、更新時期

の重なる浄水場を十分考慮した施設整備計画を検討する必要があります。 

また、朝古川浄水場、滝川浄水場、阿保浄水場については、機械、電気設備が更新時期
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を迎えているため、早めの対応が必要です。 

以上浄水施設の現状と課題をまとめますと、 

配水距離が長い地域が存在するため、塩素注入量が多くなっている 

活性炭処理により、カビ臭は低減され問題が無い 

浄水予備確保率は同規模事業体に比べ低い値となっている 

20～30 年後に法定耐用年数 60 年を迎える施設が約 23％を占める 

課題と対応として、安全でおいしい水の供給のために、水安全計画の策定や残留塩素濃

度の低減化の検討など、水質管理の強化を図る。安全性の確保のために、事故・補修・更

新に対しては、計画配水量以上の浄水能力の確保や施設の一時的な負荷運転による対応、

伊賀広域水道や連絡管の整備など、水道システム全体で対応する。 

計画的な施設更新として、更新時期の重なる浄水場が多いため、統廃合を含めた効率的

な更新計画を策定する。 

続きまして１２頁。配水施設についてです。 

配水池容量について、配水池は、配水量の時間変動を調整する機能と非常時における緊

急水量の確保という重要な役割を持っています。平常時の時間変動の調整と非常時対応容

量として、水道施設設計指針では日最大配水量に対して半分の 0.5 日分以上の貯水能力を

確保することが望ましいとしております。検証の結果、表 4-1 のとおり、いずれの地区に

おいても一日最大配水量の半分以上確保できています。また、業務指標に基づく比較でも、

表 4-2 のとおり、伊賀市全体で 1.3 日分と、同規模事業体平均値 1.0 日分より高い値となっ

ています。 

１３頁。配水池の緊急遮断弁の設置状況についてです。 

現在緊急遮断弁が設置されている配水池は表 4-2 のとおりです。配水池容量からみた緊

急遮断弁の設置容量割合は、伊賀市全体で 69.8％です。 

地区別では、島ヶ原地区は 0％、青山地区は 45.5％と低くなっていますが、その他の地

区では 60～70％の設置率であり、大規模な配水池にはほとんど設置されています。 

また、災害発生時には、災害直後から３日までは、生命維持のために最低限３/人・日

の飲料水量の確保が必要となり、応急給水拠点の設置が重要です。 

本市では、緊急遮断弁を設置している配水池には応急給水用装置があるため、災害直後

の応急給水拠点となります。 

また、緊急遮断弁は、過剰な配水量を感知しても自動的に閉まる機能を有しているため、

大規模漏水等の事故が発生した場合においても、生活用水を確保することができます。 

続いて１４頁。配水池の清掃実施状況についてです。よりおいしい水を供給するには、

良好な水源水質・適正な浄水処理とともに配水池の適正管理も重要な項目の一つです。本

市では配水池とその他水槽も含めた清掃活動を行っておりますが、小規模な配水池が多い

ため、配水池清掃実施率は 52.1％と同規模事業体平均値 158％に比べて低い値になってい

ます。今後も今まで以上に、配水施設の管理や清掃を計画的に行っていく必要があります。 

以上配水施設の現状と課題をまとめますと。 

各地区とも、一日平均配水量に対する配水池容量は 24 時間以上確保できている。 

大規模な配水池のほとんどに緊急遮断弁が設置されている 

小規模配水池が多く存在するため、配水池清掃率は同規模事業体平均値に比べ低い値と
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なっている。 

課題と対応として、おいしい水の供給のために、配水池の清掃について、影響度や清掃

期間を考慮して計画を立てながら順次進めるということを挙げさせていただきました。 

次に１５頁施設の耐震性について、三重県では、未曾有の人的被害、経済被害をもたら

した東日本大震災を教訓とし、三重県地域防災計画を作成しています。それによりますと

県内で発生する可能性のある地震を以下のとおり想定しており、それぞれの地震に対する

震度分布の予想を行っています。以上の地震ごとによる震度分布予測結果では、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（とんぐう）断層では、伊賀市の約 20％

で「震度 6 強」が想定されています。そのため、本市水道施設に対しても基準管路を中心

とした耐震対策の強化が重要となります。 

１６頁に施設の耐震状況をまとめました。浄水場では、全 21 施設中 12 施設が耐震診断

や耐震補強が必要な施設です。また、浄水能力から見た耐震化率は 72.91％であり、比較的

浄水能力が高い施設は、設置年度が新しいもしくは耐震補強が推進されている状況です。 

配水池では、全 70 施設中 25 施設が耐震診断や耐震補強が必要です。また、配水容量か

ら見た耐震化率は 82.42％であり、浄水場と同様に、配水容量が大きい施設は、設置年度が

新しいもしくは耐震補強が推進されている状況です。 

１７頁、将来の大規模地震に備え施設の耐震化を推進してきたため、同規模事業体平均

値と比較しても、浄水施設及び配水施設の耐震化率はともに高くなっています。 

耐震化されていない施設は、比較的小規模か老朽化したものが多いため、施設の重要性

に応じた耐震化対策、統廃合やダウンサイジングを考慮した施設の再構築の検討を行って

いく必要があります。 

以上耐震化についてまとめます。 

施設耐震化の推進により、耐震化率は同規模事業体平均と比べて高い値となっている 

耐震診断が未実施の施設は、小規模もしくは老朽化している 

対応として、施設の重要性に応じた耐震化対策、施設統合・ダウンサイジング・廃止を

考慮した再構築の検討を行うこととします。 

次に１８頁、環境対策ということで、水道事業は取水施設から配水施設まで、多大な電

力を使用しており、全国の電力消費の約 1％を占めています。 

水道事業者は、厚生労働省の定めた「水道事業における環境対策の手引書」に従い環境

エネルギー対策を推進しており、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの利用向上を図

ることが求められています。本市では再生可能エネルギーとして、ゆめが丘浄水場に太陽

光発電設備が設置済みではありますが、こうした環境対策を行うことは水道事業者の責務

であり、より一層の対策が必要となります。 

使用電力量及び二酸化炭素排出量の現状について、水道施設を運営するためには、さま

ざまな機械設備及び電気計装設備を稼動させる必要があり、各種機器類を稼働させると使

用電力量が多くなるばかりではなく、二酸化炭素が排出されることになります。表 6-1 に

本市における配水量 1ｍ3 当りの電力消費量及び二酸化炭素排出量の三ヵ年の推移と同規

模事業体平均値を示します。本市では、配水量 1ｍ3 当たりの電力消費量は近年横ばいの傾

向でありますが、同規模事業体平均値に比べると高い値となっています。配水量 1ｍ3 当た
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りの二酸化炭素排出量については、年度によって増減はあるものの、いずれの年度におい

ても、同規模事業体平均値に比べ高い値になっています。これらの状況は、現在ゆめが丘

浄水場からの広域的な送水へ切替えを進めており、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及びポンプ設備のオーバー

ホールを定期的に実施することで、電力使用量、二酸化炭素排出量の抑制に努めていく必

要があります。 

次の１９頁、薬品使用量の現状です。浄水処理方法は原水水質が清浄であれば、塩素消

毒のみの方法でおいしい水を供給できることから薬品使用量は少なくてすみます。 

本市の薬品使用量は、近年 3 カ年では増加傾向にあります。これらの状況は、水源水質

の悪化や、電力使用量等と同様に伊賀広域水道と今後廃止予定の施設を同時に運用してい

ることが要因と思われます。 

浄水発生土について、薬品を使用する浄水方法では、規模が大きくなると沈殿した汚泥

が発生します。 

浄水発生土は有効利用が図られており、セメント原材料などとして積極的に再資源化が

図られています。 

本市では、浄水発生土の有効利用が図られていない状況のため、関係機関と協議を行い、

浄水汚泥の有効利用の検討を行っていく必要があります。 

再生可能エネルギーについて、本市では、ゆめが丘浄水場に太陽光発電設備が設置済で

す。 

同規模事業体に比べて、再生可能エネルギー利用率は高くなっていますが、今後も「水

道事業における環境対策の手引書」を参考に、より一層の取組みが必要です。 

以上をまとめますと。 

同規模事業体平均値に比べ、二酸化炭素排出量が多い 

同規模事業体平均値に比べ、再生可能エネルギー利用率が高くなっている 

浄水発生土の有効活用は図れていない 

対応策として、二酸化炭素排出量の削減のため、高効率機器及び省エネルギー機器の採

用を推進する。総エネルギー消費量を抑制できる配水形態を検討する。また、ゆめが丘浄

水場の太陽光発電に続き、その他の施設においても再生可能エネルギーの導入の検討を行

う。 

廃棄物の排出抑制として浄水汚泥の有効利用により、廃棄物発生量を削減するとさせて

いただきました。 

２１頁の経営状況について説明させていただきます。現在の伊賀市水道事業の組織体制

は図 7-1 のとおりです。 

職員の構成について、 本市水道事業の平成 26 年度における職員は 55 名、このうち 12

名が臨時職員で、正規職員の平均年齢は 43 歳です。本市職員において、今後 10 年以内に

退職する 50 歳以上の職員は、図 7–2 に示すとおり 34.9％、35 歳未満の職員は 9.3％であり、

熟練職員が多く、若手職員が少ない状況です。 

熟練職員の退職に備え、技術力の継承等が課題となるばかりでなく、深刻な人材不足に
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直面しています。 

資料２として、平成 28 年度現在の職員構成をお示ししています。２年で職員数が臨時職

員１名を含め９名減少していますが、これは業務課が行っていた水道料金関係の仕事を外

部委託したことによるものが大きく、業務課の職員数は平成 26 年度の 13 名（うち臨時職

員 2 名）から、平成 28 年度では 4 名となっています。職員の平均年齢については２年で３

歳上昇しており、若手職員が少なく高齢化に歯止めがかかっていない状況です。 

安全な水道水を安定して供給するためには、施設の適正な運転が重要であり、いままで

に培った施設の運転技術や管路の管理技術を今後も継承できるよう若手職員の確保と長期

的な視野に立った人材の育成が必要となります。 

２２頁です。収益的収入と収益的支出について平成 24 年から 26 年の３ヶ年の数値を棒

グラフでお示ししました。収益的収入は、一事業年度の経営活動に伴って発生するすべて

の収益。収益的支出は発生するすべての費用となります。３ヶ年ともに収入が支出を上回

っており、赤字経営ではありません。 

平成 26 年度の内訳を円グラフで示してあります。水道料金収入からの給水収益が

73.81％で 24 億 1,800 万円。これが全体の７割ほどを占めているという経営状況でありま

す。他に受託工事収益、その他営業収益、受取利息及び配当金、他会計補助金、長期前受

金戻入、雑収益、特別利益といった項目があります。 

支出の内訳については、主に減価償却費の 16 億 2,800 万円（53.92％）が半分以上を占

め、支払利息が 4 億 200 万円、続いて事務費、人件費、動力費、薬品費、作業費と続きま

す。 

２３頁です。供給単価と給水原価についてですが、「供給単価」とは、年間の、水道料

金として得られる有収水量１ｍ3 当りの収益です。また、「給水原価」については、年間の

水道料金として得られる有収水量 1ｍ3 当りを生産するのに発生する費用のことです。平

成 24 年度・平成 25 年度・平成 26 年度の実績についてですが、平成 24 年度につきまし

ては、供給単価が 210 円 44 銭、給水原価が 255 円 68 銭、平成 25 年度は、供給単価が

210 円 78 銭、給水原価が 216 円 18 銭、平成 26 年度は供給単価が 210 円 7 銭、給水原価

が 208 円 72 銭ということで、平成 25 年度までは給水にかかる費用を料金収入以外で賄っ

ている状態でしたが、平成 26 年度に給水原価が供給単価を下回りましたので、料金回収率

が 100％を超え同規模事業体平均値と同程度となっています。給水にかかる費用が料金収

入で賄われている状態です。 

料金回収率についてですが、供給単価に対する給水原価の割合を示す言葉で、全国の上

水道事業の回収率を示した表がこちらです。伊賀市の料金回収率は 100.6％で 100～105％に

該当し、一番分布の多い範囲に入っている現状です。 

給水収益について、将来的な水需要は、図 7-3 に示すとおり減少傾向を示しているため、

将来にわたり、料金収入が減少し、料金回収率の減少など、財政状況の悪化が予測されま

す。そのため、今後の適正な事業規模を勘案した施設計画、財政計画を策定し、効果的、

効率的な施設運営に努めていきます。さらに、維持管理、施設運用の効率化を図り、経営

基盤の強化を図ります。 

２４頁、有収率についてです。有収率は、給水する水量と料金として収入のあった水量

との比率であり、有収率が高いと、水道施設の稼働状況がそのまま収益に繋がっているこ



10 

とを意味します。同規模事業体平均値と比較すると、伊賀市全体の値は平均値以下となっ

ています。また、地区別にみると上野地区、伊賀地区が低く、比較的古い管路が多く存在

することや配水区域内の高低差が大きいことにより、漏水量が多くなったことが要因と考

えられます。今後は、老朽管の更新や効率的な洗管計画、漏水調査等により、収益に繋が

らない水量を減らしていくことで有収率の向上に努め、効率的な事業運営を図っていきま

す。 

以上まとめますと。 

熟練職員が多く、若手職員が少ない。 

水需要の減少に伴い、料金収入が減少している 

給水原価が供給単価を下回っている 

同規模事業体平均値に比べ、有収率が低い 

課題と対応といたしましては、熟練職員の退職に備えて施設運営技術の継承が必要であ

る。長期的な視野に立った人材の確保・育成等、職員教育の充実化を行う。 

効果的、効率的な施設運営として、老朽化・非効率施設の統廃合等による経費の削減や、

本市の事業規模に見合った施設計画、財政計画を検討する。 

収益に繋がらない漏水や洗管水を減らすために、老朽管の更新や効率的な洗管計画や漏

水調査を実施することで、有収率を向上させる。 

以上が、現状分析と課題の説明となります。 

 

（会長） どうもありがとうございました。24 ページまでにつきまして一括してご説明い

ただきました。その中に非常にたくさんの事項がありましたが、お聞きになっていて、委

員の皆さまの中でご質問等いかがでしょうか。お願いします。 

 

（委員） 今、お聞きしていたのですが、老朽管の改良計画、それから耐震化計画を含め

て、そういう計画が今、存在しているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

（事務局） 今ご質問いただいたことに関しまして、老朽管の改良計画につきましては、

伊賀市水道広域化促進事業において、平成 22 年度から平成 31 年度までを一つの期間とし

て更新計画を作成し、老朽化した水道管の水道施設の更新に取り組んでいるところでござ

います。しかし、実績としては計画どおりの進捗には至っていない現状となっております。

また、耐震化計画につきましては、現在、未着手となっておりまして、国が耐震化計画の

策定を必須として昨年 6 月に耐震化計画策定ツールを公開しておりますので、できるだけ

早い時期にその策定ツールを活用するなどして計画を策定していきたいと考えております。

以上です。 

 

（委員） いろいろな計画を立てるには、まず、財政状況から入らなければならないと思

います。先ほど財政計画があると言われましたが、この財政状況を踏まえて、老朽管の改

良を年当たりどれだけするのか。耐震化をどれだけ見積もるのかというのが基本ではない

かと思います。財政計画と財政状況、まず、留保資金の状況を知りたいと思います。補て

ん財源の状況もあるのですが、留保資金がどのように将来伸びるのか、減っているのか、
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どういう状況なのかご説明いただきたいと思います。 

 

（会長） 事務局の方からお答えいただけますでしょうか。 

 

（事務局） 平成 26 年度決算におきまして留保資金といたしましては、資金残高 51 億 2500

万円程度の留保資金となっております。 

 

※ 注 

補てん財源等留保資金について、毎年度、監査委員事務局に報告しております『補てん財

源資金残高』の平成 26 年度決算数値をお示ししましたが、その後、ご質問の内容が『現金

保有額』であると判明したため、平成 26 年度決算における現金残高は 22 億 4700 万円ほど

であると訂正させていただきました。 

（平成 28 年 4 月 19 日の第 2 回伊賀市水道事業基本計画策定委員会終了後、質問委員に電

話にて回答） 

 

 

（委員） ありがとうございます。51 億円あればずっといけると思うのですが、耐震化で

言いますと、今熊本の現状が放送等で言われておりますが、水道管というのは地震では割

れません。継手部分で外れていくという状況があります。熊本の状況も、多分ばらばらに

なっているというふうに聞いております。今、NS 継手等で各事業体は耐震化されていると

思うのですが、とにかく考えていく必要があるのではないかと思います。 

 それともう一つ、伊賀市の水道部の職員の状況ですが、例えば技術、事務というように

分かれているのか、いないのか。事務系の人でも技術をやっておられるのか、現状はどう

なのでしょうか。 

 

（会長） 事務局の方から。 

 

（事務局） 伊賀市の水道部の場合、事務系、技術職員、技能職員という区分になってお

ります。主に施設の維持管理、整備等の計画、また設計、工事関係というものにつきまし

ては技術職員なり技能職員の方で担っております。事務系職員につきましては、料金関係

等の業務課の方、あと水道総務課の企画関係、経理関係について行っております。そのよ

うな状況です。 

 最初にご質問いただいた耐震継手に関しましては、現在、布設替え等を行っているもの

につきまして、ダクタイル鋳鉄管では NS 継手を採用しているところです。 

 

（委員） 毎年見ていますと、水道部から一般部局への異動が盛んに行われているように

思いますが、それをされると熟練、力量がないという状況が出てくると思います。事務系

の熟練もあると思うのですが、一般部局と水道部では会計の状況が全く違い、事務につい

ても熟練が非常に要るように思います。それから水道事業というのは経営しておりますの

で、企業として経営しているのだという職員意識も影響があるのではないかと思いますの
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で、充実を図っていく必要があるのではないかと思います。以上です。 

 

（会長） 事務局から、今の最後の点、熟練と異動の関係、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 平成 26 年度段階ですが、事務系職員の水道部の平均経験年数が、おおむね

3.7 年といった周期です。これも料金関係、経理関係、総務関係全て均しての経験年数です。

それから技術系の職員につきましては、14 年程度です。一般支所部局との交流、人事異動

等もあるわけですが、水道の技術系職員については通常の技術職員より長い状況にあるの

は確かです。ただ、おっしゃっていただいたように技術力の継承、特に水道事故の発生、

災害に対応することになりますと、そういった技術継承が大変重要になってきます。また、

経理の面に関しましても、事業を行っていくためには、公営企業会計ということで、専門

的な知識や経験が必要となってきますので、人事異動等に当たりましては熟練の経験者と、

これから育成していく若手職員とのバランスを考慮いただくようにお願いしているところ

です。 

 

（委員） ありがとうございました。 

 

（会長） ありがとうございました。他に、いかがでしょうか。はい、阪井委員、お願い

します。 

 

（委員） 今の関連でお尋ねします。21 ページです。職員の構成の欄で、12 名が臨時職員

と書いてありますが、臨時職員という扱いがどういうことか。併せて、60 歳で大体定年に

なっていますが、一応 60 から辞めて再雇用の制度もあるように聞いているのですが、水道

の技術を持った辞められた職員の方を、本人の希望があれば優先的に 5 年間そのまま勤め

ていただいて技術の継承をしていただく方法は取っていただいているのでしょうか。その

ような方法もいいのではないかと思います。 

 それからもう 1 点、こんな立派なまとめを頂いたのですが、これは水道部さんで全部作

られたのですか。どこのコンサルさんと委託業務されて水道部さんでまとめられたのか、

差支えなかったらコンサルさんを教えていただきたい。また、コンサルの業務に対してい

ろいろなところで問題が出てきたり、時代とともに修正が出てきたら、そのようなことも

可能なのか。立派な資料を作っていただいて言うのはあれなのですが、柔軟な対応ができ

るのか、また、コンサルさんからいろいろな指導を頂けるのかということです。 

 

（会長） 事務局、お願いします。 

 

（事務局） まず、臨時職員の再任用のご質問ですが、臨時職員につきましては、うちの

三課の中での事務としての臨時職員がいます。あと、各地域の浄水場の管理に関しまして、

臨時職員を雇用して日常管理に当たっていまして、その管理に関する臨時職員の方の人数

が多いといったところです。それから再任用に関しては、伊賀市でも職員の再任用制度が

ありまして、一般的に 65 歳とおっしゃっていただきましたが、伊賀市の場合も、年金との
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絡みで年金を支給されるまでといったことで、最終的には 65 歳までの再任用期間となりま

すが、段階を踏んで、1 年、2 年、3 年といった形で再任用職員を配置しているところです。

水道部につきましても、現在、再任用の方は本年度は 1 名ですが、この方につきましては、

水道部に長く経験いただいた技能職員の方です。技能職員については、現在でも 5 年間と

いった再任用期間を取っていただいているのですが、そういった中で、当然、これまでの

経験の中から再任用いただいて引き続きお世話になることが水道部にとっても十分大きな

役割です。 

 コンサルさん関係ですが、本日もこの会議の場に同席いただいていますが、中日本コン

サルタントさんにお世話になっています。こういった計画づくりの中で、設計に関するこ

となど専門的な部分については特にコンサルさんのお力をお借りしています。そして、本

日お示ししている現状や課題は、専門的な分野から数値的に表したものは、水道部の方で

日ごろから抱えている課題等を整理し、水道部の中で一つのプロジェクトチームを作り、

その中で検討したものをコンサルさんと詰めながら計画を策定しています。 

 

（会長） よろしいでしょうか。ありがとうございました。他には、いかがでしょうか。

はい。 

 

（委員） 今も話が出ましたように、今、熊本、九州に大変な災害が起きています。テレ

ビを見ていても地震で物資がすごく不足している。その中で、水がないので給水タンクで

避難所へ送っていますが、あのタンクの水はどこから来ているのかと考えていたのですが、

13 ページに書いてあるように、配水池で残っている水をタンクローリーに入れればできる

のではないかと私は個人的に思います。13 ページに緊急遮断弁の設置割合と書いてありま

すが、現在、島ヶ原では 0％、阿山では 45.5％と出ています。そうすると、ああいう地震

が起きた場合に島ヶ原では水がなくなって、どこからか持っていかなければいけない状況

になるのではないか。東南海の地震がだいぶ前から言われていますし、ここは津波は来な

いのですが、地震の影響はないとは言えないし、水の確保については、島ヶ原の 0％とい

うのは早急に改善する必要があるのではないかと思います。それから青山ですが、これを

見せていただいたら桐ヶ丘にないということですが、これもたくさんの家がありますし、

私が個人的に見て、島ヶ原と桐ヶ丘は緊急時の水確保の観点から早急に何とかしておいた

方がいいのではないかと思います。以上です。 

 

（会長） 事務局、お願いいたします。 

 

（事務局） 先ほど委員さんからの質問がございましたが、現在までの伊賀市内での配水

池緊急遮断弁を付ける条件としまして、一応配水容量の 500t 以上の配水池に付けていこう

ということで進めてまいりました。ということで、一応、島ヶ原には付いていないのです

が、島ヶ原は配水池の容量が比較的小さなものが多かったものですから設置しておりませ

ん。また、もう 1 点が、伊賀市の中心地に結構近いということがありますので、そこから

運んでいけるということから、今、設置をしていない状況です。 

 もう 1 点、青山についてですが、桐ヶ丘配水池にはないのですが、同じ敷地内に阿保配
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水池がありまして、そちらの方に 2000t 確保しております。そういう観点から、青山地区

には 2000t で十分ではないかということで、阿保 2000t のみ設置させてもらっている状況で

す。以上です。 

 

（委員） 島ヶ原ですが、テレビを見ていて、九州で大きな橋が落ちた。あれの原因は土

砂崩れですので、地震が直ではないとは思いますが、地形的に言えば、伊賀市全体でつな

がっているのが島ヶ原大橋一本で、あとは西側から山越えで行くしかないような格好です。

あの橋が落ちない保証があれば問題ないのですが、あの橋が落ちてしまうと、逆に島ヶ原

が陸の孤島になりかねません。今はヘリコプターで運べるので、それはそれで解消できる

のかなと思いますが、小さいながらでも緊急時、ある程度の分は確保しておいた方がいい

のではないかと思います。以上です。 

 

（会長） 具体的にどういう対応を想定しておられるのか、そういうご説明いただけませ

んでしょうか。 

 

（事務局） ご質問に対して回答させてもらいます。どちらの配水池についても緊急遮断

弁の付いているところから水をくみ出して運んでいくという状況にあります。道が寸断さ

れればどうしようもないのですが、基本的には道を使って、緊急遮断弁の付いている配水

池から全て皆さんの集まっている避難所へ送るような段取りをしております。 

 

（会長） 私は地理的な状況が分からないのですが、例えば島原地区には何世帯ぐらいあ

って、こういった事態を想定したときに具体的にどういう方法で対応するのか。橋が落ち

たといった最悪の事態も想定した検討が必要ではないかと思います。もし、今後というこ

とであれば、その点についてもご検討いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 島ヶ原は大体 700 世帯ぐらいあります。地形的に熊本に近い状況になるのでは

ないかと思っていて、まず、山崩れは絶対にあると思います。ゆめが丘からも送水しても

らっている配水池はその山の中腹にあります。これは絶対駄目だと思います。もう一つの

配水池はかなり小さい状況ですが、給水車で運んでいただくとなると、木津川の南側の道

路は大丈夫かなと思いますので、そちらの方は給水車でお願いしたいと思います。北側に

つきましてはどうしようもないと思っています。残るものであれば給水車なりあればいい

のですが、少量の水になると思いますので、ひとつ検討をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 貴重なご意見ありがとうございました。本日は、現在の現状なり、これまで

取り組んできた基本的な考えの中で説明し、ご審議いただいております。ただ今頂戴した

ご意見につきまして、今後の整備計画に向けて部内で議論させていただきたいと考えてお

ります。 

 

（会長） どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。他にいかがでご

ざいましょうか。では、藤森委員。 
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（委員） 今の耐震化のことで、現状の課題を挙げていただいているので、ご提案になる

かもしれませんが、幾つかの地震想定の中で、南海東南海地震が三重県にも予想されてい

るという状況ですが、この右側、黄色のブロックというような状況で、一番恐れられるの

は頓宮断層直下型地震がいつになるか分からない状況のようです。この二つの大きな地震

に対して被害想定のシミュレーションをしたことがあるのか、ないのか。もしないとした

らそういうことも行っていただきたい。 

 それから基本計画ですから、どこまで書き込むかは、もう少しみんなで議論しなければ

いけないと思いますが、本来は、伊賀市の地域防災計画の中に水道のことをきちんと書い

てもらうと。島ヶ原さん、あるいは青山などありますが、地域孤立するところがたくさん

あります。そういうところまで書き込んでいただいて、きちんとした耐震計画をしていた

だきたいと思います。 

 これからのことでもう一つ言えば、基本計画の書き方ですが、先ほど老朽化対策の部分

で、広域化促進をしていますという話がありました。現在進んでいる水道としての取組計

画があると思います。今回、基本計画を作っていますが、この基本計画の中で出てきたい

ろいろな基本方法について、それを具体的に次にどうするのかという展開でいろいろな考

え方があると思うのですが、その話を少し聞かせていただきたいと思います。 

 もう一つ、今の課題を挙げてもらっている書き方なので仕方がないかなと思うのですが、

同規模事業体との比較というのが随所に出てきます。本来、実施計画まで高めていくため

には、数値目標を持ちながら、それの達成率、あるいは計画管理をしていかなければなら

ないと思いますが、比較だけではなくて、目標をどこに置くかいうのを計画の中に盛り込

んでいただきたいので、そういったものの提案をこれからぜひお願いしたいと思います。 

 それともう 1 点ですが、今は施設計画ですが、淀川地域最上流地域の水源地域として、

例えば滋賀県の琵琶湖においては、いろいろな意味で上下流連携しながらいろいろな対策

が取られています。本来、伊賀地域にもそういったものがあるべきかなと思いますので、

水道事業として、基本計画の中に水源涵養保全など地域のいろいろな産業ともリンクした

ような考え方を少し入れていただくとありがたいと思います。これは提案ですが、よろし

くお願いします。 

 

（会長） 何点かありますが、一つずつお願いできますでしょうか。まずシミュレーショ

ン。それから防災計画の中の位置づけ。 

 

（事務局） ここでは三重県地域防災計画といった形での資料を引用しています。当然、

伊賀市にも伊賀市の地域防災計画が策定されておりますし、震災対策編も、この間、一部

改正したところです。その市の地域防災計画については、三重県の防災計画を基に策定さ

れています。その中で、ライフラインといったことで、水道なり電気のことも記載されて

いるのですが、具体的に南海トラフや頓宮断層の内陸型の直下地震が起きたときの水道施

設として、どのあたりがどうなるのかというシミュレーションはかなり専門的な部分があ

るのかなと思いますが、現在行えておりません。 

 それから、今回基本計画を策定していますが、これを基に具体的な老朽管の更新を進め
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ていく計画をどのようにといったご質問だったかと思います。当然、この基本計画の中で

は、具体的な老朽管のどの位置をどの位置をどの年次でといったところまではこの基本計

画ではできていかないと思いますが、現在持っております老朽化の更新事業の計画の中で、

もう既に整備が終わってきている部分、それから今現在計画をしているけれどもまだ整備

ができていない部分というのは一定把握しておりますので、今回の基本計画による財政的

なものも踏まえた中での具体的な個別の計画の見直しは引き続き必要になってくると考え

ております。 

 数値目標ですが、確かにご意見を頂戴したとおりかと思います。文章の言葉だけの表現

というより、目標を持っての計画が望ましいものであると考えております。この辺は、こ

れから作っていく整備の計画やビジョンの中で、ご意見を参考にさせていただいて検討さ

せていただきたいと思います。 

 あと、水源地域としてのあるべき姿といいますか、水源の涵養、保全といった観点、ま

た、地域の方とのリンクの部分、そういったこともビジョンの中で検討していければと考

えております。 

 

（会長） よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 他には、いかがでございましょうか。 

 それでは、私からも 1 点お願いしたいのですが、まず、10 ページのご説明で、伊賀広域

水道の活用や連絡管の整備などという説明がありましたが、水道については脚注のところ

にも説明があるのですが、これを活用するというのは具体的にどういうことかというのを

知りたかったのが一つです。 

 もう一つは、職員の平均年齢が 2 年間に 3 歳上がっているということなのですが、この

まま人がいれば 2 年ならば 2 歳上がるところですが、それが 3 歳上がっている。今後とも

こういう傾向が続いていくのか。あるいは、現状だけの問題で、将来的にはそういう状況

ではないのか、その辺の見通しがありましたらお話しいただければと思います。 

 

（委員） それに関連して。ゆめが丘浄水場は水道機工だったか、部分委託されています。

その形態が今どうなっているのかと、将来の外部委託の考え方は現時点ではどうなのかを

教えてください。 

 

（事務局） 広域水道に関してですが、ゆめが丘浄水場は、もともと三重県の企業庁が造

った浄水場です。そのときはまだ市町村合併していない関係で、今伊賀地区に合併してい

る市町村プラス、名張市については伊賀広域水道という考え方で水道事業に取り組まれて

いました。三重県の企業庁が行っていました。ゆめが丘の浄水場を造ったときに、名張市

の他の市町村の方から水の需要があったということで、そこに配水するということでゆめ

が丘の浄水場が造られております。こちらから町村の方にそれぞれ水を送れるようにとい

うことで、浄水場を造ったときに、もちろん、地下に埋設する配管の方もある程度延ばし

ていまして、主要なところに対しては既に配管が布設されている状況になっています。今

現在、それを全て活用しているわけではありませんで、青山や島ヶ原についてはある程度

活用して水を送り始めているのですが、まだ埋設だけされていて水を送っていない管もあ
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りまして、そういうところを有効に活用しながらゆめが丘の方の水を送っていきたいとい

うことで、一般的な他市町村との広域化という言葉とかぶっている部分があり誤解を招く

かもしれませんが、この説明の中で使わせていただいた広域化というのは伊賀市内、合併

した伊賀市ということになっておりますので、伊賀市内の広域化の埋設された配管を有効

に活用していくという意味で使わせていただいております。広域化については以上です。 

 職員の年齢構成についてですが、常々、若い職員が必要ですので、若い技術職員をこち

らに配属していただけるようにということで人事課とも協議を行っているのですが、水道

部の方で専属の技術職員を雇うという話し合いがそこまでうまくいっていませんで、技術

職員を水道部で雇うことについての考えは市としてまだ固まっていませんので、これにつ

いては協議を行っていきたいと思っております。異動で若い職員が代わって、代わりにベ

テランの職員が配属されているという事情もありまして、2 年間で平均年齢がさらに上が

っているという状況になっております。若手職員の配属は、もちろん必要ですので、今後

もぜひとも人事課と協議していきたいと思っておりますが、現状についてはそのような状

況となっております。 

 

（事務局） 業務委託についてお話しさせていただきます。昨年度より 3 年間で水機テク

ノスというところに委託しております。夜間と土日・祝祭日に関しての業務委託をしてい

まして、現在は、夜間、ゆめが丘浄水場で 4 名体制で監視、維持管理を行ってもらってい

ます。祝祭日については、青山、伊賀も含めて行ってもらっていますので、伊賀市全域に

ついての夜間、土日祝祭日についての維持管理等を行ってもらっています。今後ですが、

先ほどの話にもありましたように、若い人がおりません。あと 4～5 年すると維持管理する

メンバーもほぼ抜けてきますので、それ以降はどうしていくのかということが課題となっ

ておりまして、維持管理の方を任せてしまうのか、うちの職員をもう少し増やしていただ

いてしっかり補充して維持管理していくのかというところが、今、課題となっているとこ

ろです。以上です。 

 

（会長） 今のご説明で、よろしいですか。 

 

（委員） 自治体によっていろいろ考え方があるようでして、どんどん委託化を進めてい

く事業体がありますし、逆に、業務委託したけれども、職員自らの手できちんと技術管理

しなければいけないといって、また戻している自治体もあるので、そこは伊賀市としてい

かに重点的に浄水場の管理、水道の管理を見ていくのかという覚悟だと思います。考えて

いただけたらと思います。 

 

（事務局） ちょっと統一した考えではなくて申し訳ないのですが、当然、委託について

は、全て外注といったことがあります。ただ、今おっしゃっていただいたように、特に災

害時には、職員がリーダーシップを取っていかないと復旧なり、災害を防ぐという部分に

おいては、職員の重要性が相反してあると思います。外部委託については、現在は夜間、

休日に限って行っているのですが、これからの検討となっていくと思いますが、全てとい

うことを検討するに当たって、うちはかなり大きな給水区域の中で数多くの施設を抱えて
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おりますので、施設自体を整理した上でということになってくるのではないのかと個人的

には考えております。 

 

（会長） このあたりのところは基本的な考え方をどうするかということがありますので、

将来の人事計画、それから施設管理の在り方、責任分担の在り方を含めて、十分検討いた

だきたいと思います。 

 もし他にご質問等なければ、3 時になりましたので、ここでいったん区切りをつけさせ

ていただきまして、3 時 10 分ぐらいから次のセッションを再開したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

     －休憩－ 

 

（会長） では、大体予定の時間になりましたので再開をさせていただきたいと思います。 

 次の課題は、取水・浄水施設についての問題点と将来計画ということです。先ほど説明

いただいた資料ですと 25 ページということになるわけですが、文字も細かいようですし、

事務局で示されているパワーポイントの方でご覧いただいて、ご説明をお聞きしたいと思

います。それでは、事務局の方、よろしくお願いいたします。 

 

（2）取水・浄水施設についての問題点と将来計画 

（事務局） 

２５頁、浄水場ごとの情報と問題点、将来計画の一覧を表 8-1 にまとめております。 

「耐震診断(補強)が必要」、「電気・機器類の更新が必要」、「運用効率が悪い」、「水質の

悪化」などの問題点がある施設につきましては、更新するよりも統合・廃止を検討した方

が経費の削減に繋がる場合があります。 

また、「取水能力の低下」、「水質の悪化」などの問題点がある水源については、取水量

の低減を検討することで、安定給水や総エネルギー消費量の抑制に繋がります。 

廃止や取水量の低減による不足水量については、主に安定的に取水可能なダム水を伊賀

広域水道時の管路を活用しながら送水することでバックアップしていく計画です。 

各浄水場の写真と浄水能力、浄水方法、設置年度、耐震性、対象水源、平成 26 年度の一

日平均取水量、主な問題点、今後の方針案をパワーポイントにまとめておりますのでご覧

いただきたいと思います。 

小田浄水場です。電気・機械類の更新時期となっており、消費電力に対するポンプの効

率が悪くなってきています。井戸の取水能力が低下しており、冬場の取水量が不安定とな

っております。方針としては配水区域の縮小により、負荷を減らし井戸水源の取水量低減

を検討します。 

上野西部浄水場です。取水量が少なく小規模ですが、現況同様の運用を考えています。 

猪田浄水場です。設置年度が古く数年で耐用年数を迎えます。耐震診断が必要であり、

取水量も少ない浄水場です。方針としては、老朽化しており、取水能力が低下した小規模

施設で運用効率が悪いため、廃止を予定しています。 

丸山浄水場です。猪田浄水場とほぼ同じ状況で、設置年度が古く数年で耐用年数を迎え
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ます。耐震診断が必要であり、取水量も少ない浄水場です。方針としては、老朽化してお

り、取水能力が低下した小規模施設で運用効率が悪いため、廃止を予定しています。 

比自岐高山浄水場です。取水量が少なく小規模ですが、現況同様の運用を考えています。 

諏訪浄水場です。設置年度が古く、耐震診断が必要です。浄水能力も取水量も少ない浄

水場です。方針としては、老朽化しており、小規模な浄水場ですが、配水区域が独立して

おり、その他の区域からの配水が困難なため、現況と同様の運用を考えています。 

比土浄水場です。取水量が少ない浄水場で、耐震診断が必要です。方針としては、井戸

の取水量が低下している。紫外線処理の導入が必要であるといった理由から運用効率が悪

く、廃止を予定しています。 

朝古川浄水場です。耐震診断が必要です。流況悪化により日に 200ｍ3 程度しか取水でき

ない時期があります。方針としては、ゆめが丘からの管路が近くまで埋設されており、そ

れを活用することで安定したダム水を有効利用できるため、廃止を検討したいと考えてお

ります。 

滝川浄水場です。耐震補強が必要であり、機械・電気類の更新時期を迎えています。 

方針としては、新しい施設ではなく、耐震補強が必要で、施設規模が需要に対して大き

すぎるので配水区域の変更により負荷を軽減し、規模を縮小して更新を行いたいと考えて

おります。 

島ヶ原第１浄水場です。設置年度が古く、数年で耐用年数を迎えます。耐震診断が必要

です。元々農業用水の余剰水を取水していた施設で、既に平成 21 年度から予備化し取水し

ておりません。維持費がかかるので廃止します。 

島ヶ原第２浄水場です。取水量が少なく小規模ですが、現況同様の運用を予定しており

ます。 

玉滝浄水場です。耐震診断が必要な施設です。電気・機械類の更新時期を迎えておりま

す。方針としましては、降雨時に水質が悪化するなど河川状況が不安定であり、既に一部

ゆめが丘浄水場の配管を活用し水を送っております。安定的に取水可能なダム水を有効活

用できるため、廃止を検討したいと考えております。また、施設の敷地の大半が借地です。 

丸柱浄水場です。耐震診断が必要な施設です。方針としては、配水区域の関係から現況

同様の運用を考えています。 

山田浄水場です。施設の一部が老朽化しており耐震診断が必要です。山田水源は流況悪

化により取水量が低下しています。安定的に取水するためには施設の改良が必要となりま

す。方針といたしましては、馬野川水源は現況同様に取水し、伊賀広域水道の管路を活用

し、山田水源の取水軽減分を賄うという方向で考えております。 

剣谷水源です。耐震診断が必要であり、取水量も少ない浄水場です。方針としては、小

規模施設で運用効率が悪いため、廃止を予定しています。 

阿波浄水場です。比較的新しい施設であり、特に問題は無く、現況と同様の運用を考え

ております。 

馬野浄水場です。小規模ですが比較的新しい施設であり、特に問題は無く、現況と同様

の運用を考えております。 

阿保浄水場です。耐震補強が必要であるという耐震診断結果が出されております。また、

機械・電気類の更新時期を迎えています。方針としては、施設をダウンサイジングしての
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更新を検討したいと考えています。 

上津浄水場です。小規模ですが比較的新しい施設であり、特に問題は無く、現況と同様

の運用を考えております。 

南部浄水場です。比較的新しい施設であり、特に問題は無く、現況と同様の運用を考え

ております。 

ゆめが丘浄水場です。元々は三重県企業庁が伊賀広域水道として旧町村への配管ととも

に整備した浄水場であり、平成 22 年に伊賀市に引継がれました。伊賀市で最も新しく、浄

水能力も最大の浄水場です。伊賀市水道事業の要となる施設であり、川上ダムの完成と共

に安定水利権を取得し広域水道配管を活用して広範囲に水を供給する予定となっています。 

以上で取水・浄水施設 問題点と将来計画についての説明を終わります。 

 

（会長） ご説明ありがとうございました。非常にたくさんの浄水場の名前が出てきて、

地図を見ながら、その場所を追い掛けて探すのが精いっぱいでした。ご説明の中身として

は、現状、問題点、今後の対応と整理されていたわけですが、まだ頭の中できちんと収ま

りきっていないような状況です。 

 それから、今後の資料づくりについての関係でお願いしたいのですが、浄水場の読み方

です。地元の皆さんはお分かりかもしれませんが、説明にカナを振っていただくような工

夫をお願いできないでしょうか。それから表 8-1 ですが、重要な情報がたくさんあるので

すが、なかなか見づらいということもあります。表を二つに分けるとか横にするとか何か

工夫をしていただいて、これを見ていろいろなことが分かるようにしていただきたいと思

います。 

 それから表 8-1 には、将来計画をそれぞれ書いていただいていますが、将来計画を整理

するとどういう形になるのかというのが分かるような工夫が何かできないかと思います。

この区域図でも、現在のところ、浄水場がこれだけあるということですが、例えば今後残

すものについては四角で囲むなど、そういった情報を少し加えることによって、現在と将

来とを比べてみられるようになるかなと思います。そういった整理を加えていただきます

と、これがこうなっていくのだなというところが、すっと頭に入りやすくなるのではない

かという印象を持ちました。 

 それが私の感想ですが、このご説明についてご質問をお受けした上で、まとめて事務局

の方からお答えをいただきたいのですが、委員の皆さま、何かご意見、お気づきの点等ご

ざいますか。阪井委員、お願いします。 

 

（委員） 今説明いただきました、配水池場の多くの廃止があります。7 カ所の廃止があ 

って、私の伊賀地区でも廃止とかダウンサイジングと書いてあって、平成 34 年に完成する

予定である川上ダムの水を頂くということで、これは決まっていることで結構ですが、先

ほども話がありましたように、廃止予定がこれだけ多く出てきます。そうするとダムの開

始と併せて平成 34年ということですので、これから 6年後にダムができたときに、安全で、

おいしい水、それに「安い」を付けていただくと一番いいと思います。私が勉強不足で申

し訳ないのですが、要は、6 年先に川上ダムができてダムの水を伊賀広域として利用する

と。そのような中で、先ほど話がありました、22 ページでは、平成 26 年度からやっと黒
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字という話をお聞きしましたが、一番聞きたいのは、ダムができて、設備が大きくなって

水を今までのままで供給していただくのは結構なのですが、今まで使っていた配水池場が

ボツになる。ダムからもらうのはいいのですが、サイジングとか設備にかかる費用、もし

くはダムができてそれにかかる費用で、水道料金がこのままずっといけるのか。人口減も

あるし、そこら辺の見込みが一番心配しているところなのですが、具体的に分かっている

範囲でお聞かせ願いたいと思います。 

 

（会長） 今のことで、まずお答えいただいてよろしいですか。それとも、他の方のご質

問も頂いた上で全体的にお答えいただきましょうか。他の委員の方、ご質問等ございまし

たら出していただいた上で、事務局の方から回答をお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。今回は、施設計画中心の議題設定になっておりまして、次回に財政的な観点か

らの検討を資料としてお示しして議論いただく予定になっているようです。今日の段階で

ということでもしお答えいただける部分がありましたら事務局からお答えいただいて。詳

細は次回でも結構ですが、どのような検討になっているかという答えでも結構ですので、

事務局の方にお願いしてよろしいでしょうか。 

 

（事務局） ご説明させていただきます。まず、施設を廃止していくことによってどのよ

うな費用対効果といいますか、経費の軽減が図れるのかということにつきまして、現在ま

だ検証中という部分もありまして、今お示ししてあるものも取りあえずご提案という形に

なっておりますので、次回の第 3 回の策定委員会の中でそれをお示ししたいと考えており

まして、現在検証中です。 

 次に、水道料金の関係のお話があったかと思いますが、現在、伊賀市は、三重県内でも

鳥羽市、志摩市に続いて 3 番目に水道料金が高いと言われておりますが、平成 22 年 10 月

に料金改定を行ったのですが、その時点では 2 番目に高かったということです。平成 26

年の伊賀市議会の 9 月定例会の市長の所信表明において、市長が川上ダム建設負担金の支

払いが水道料金の引き上げにはつながらないというご説明をしている関係もありまして、

川上ダムの建設後すぐに料金改正を行いたいとは今のところでは考えておりません。ただ、

先ほどの説明にもありましたが、今後、施設更新などで大きな波がくる時期がありますの

で、今の料金を未来永劫上げずに引き続きそのままにさせていただくという約束もできま

せん。 

 平成 28 年 1 月 26 日付で、総務省の自治財政局の方より、経営戦略を各水道事業体で立

てろという通知がありまして、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していく

ために中長期的な経営の基本計画を作りなさいというような指導がなされております。そ

の中では、平成 32 年までにそれを作りなさいと言われておりまして、伊賀市としても、早

急にこれに取り掛からなくてはいけなくなっております。また、経営戦略で、将来的にと

いいましても、あまり長期にわたっての計画というのは途中で誤差が生じてきますので、

一回立てたとしても、それについて 3～5 年の間で随時見直しを行って修正すべきところに

ついては修正していきなさいということになっておりますので、早期に経営戦略を作成し

まして、また、少なくとも 5 年単位で健全な運営ができるかどうかということの検証を行

っていかなければならないと思っております。その中で、どうしても施設更新のお金が現



22 

在の水道料金で賄えないということになった場合は、会計についても検討させていただか

なければならなくなるかもしれませんが、今すぐの料金改定については考えておりません。

以上です。 

 

（会長） 今のお答えでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 今日の前半部分は、全体として見た施設の運営状況の現状と、それから課題ということ

だったのですが、後半については、個別の浄水場についての話ですので、この中のことは、

今後、経営計画、財政計画と併せて確認をしていく必要があるのではないかと思います。

そういう意味では、今日の段階では事務局としてのお考えを浄水場ごとにこのように考え

ているところを伺ったということですが、それについてそのままでいいのか、あるいは、

もう少し検討が必要なのかというところは、次回の財政計画の議論を踏まえてあらためて

フィードバックする必要があるのではないかと思います。事務局もそういう理解でよろし

いでしょうか。今日ここでこれについて了承してしまうのは、まだそこまで確信を持てな

い部分も若干ございますので、次回以降の検討の中でこれを確認しながら進めていくとい

う理解にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 今、議長さんがおっしゃっていただいたように、今回については、現状から

水道部としての整備の方向性を提案させていただいたところです。具体的に、いつ、どの

ような順番でということについては次回の策定委員会の中でお示しいただいた上でと考え

ておりますので、委員長さんがおっしゃっていただいたとおりのことでよろしくお願いし

たいと思います。 

 

（会長） そういうご説明ですので、委員の方、よろしくお願いいたします。 

 今回の基本計画、全国的に見てもたくさん例のあるものではないと思っております。と

いいますのは、総務省の方で、今後経営戦略を考えましょうと、これは全ての水道事業が

考えていかなくてはいけないことですが、多くの水道事業は従来行ってきた区域の中で今

後どのように経営をしていくかという課題として受け止めるわけですが、伊賀市の場合に

は合併で施設を効率よく運営する課題を持ちながら今後の経営戦略を考えていかなくては

いけないということですので、さらに大きな課題になってくるのではないかと思います。

全国的に見て、平成の大合併によって、従来行っていた水道事業を統合して新しい形での

運営を行っているという事業が幾つかございます。そういった中で、伊賀市については、

県が進めておられた広域水道の用水供給の部分と、それから各市町村でやっておられた水

道事業の部分と、それを統合して、われわれ垂直統合という言葉をよく使うのですが、そ

ういう形で再構築をされて、そして今後の水道事業の経営を考えようということになって

おられるわけです。こういった例というのは、全国の中で幾つかありますが、そんなにた

くさんある状況ではありません。そういう面で、伊賀市さんがどういう答えを出されるの

か、今後水道界の中で注目を集めるところではないかというように私は見ております。も

ちろん、非常に難しい問題がここに存在しているわけですが、それを解決する方法として、

何か新しい経営戦略を導入したということになっていけば、これからの水道事業モデルの

一つとして水道界から非常に注目される存在になっていくのではないかと思います。そう
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いった面で、これからの第 3 回以降の検討がますます興味深いものになっていくのではな

いかと期待しているわけです。よろしくお願いしたいと思います。 

 私の役目は、今日のディスカッションをまとめて事務局に引き継ぎをするということで

すが、各委員から頂きましたご質問、ご指摘につきましては、議事録で整理していただき

まして、今後の検討の中で反映していただきたいということと、経営等の検討に併せて、

フィードバックして施設計画で議論していただくということで、今日のまとめとさせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、マイクの方を事務局にお返ししたいと思います。 

 

3.その他 

 

（事務局） 事項書の中の 3 番のその他について、次回の第 3 回の策定委員会についての

ご案内をさせていただきたいと思います。6 月の下旬、もしくは 7 月の上旬に開催させて

いただきたいと考えております。第 3 回につきましては、具体的な水源計画および要する

経費や財源等も絡めた整備計画をお示しさせていただこうと考えておりますので、またご

審議の方を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（会長） そういうことですので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局の方で最後にまとめをよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 失礼いたします。会長さま、進行大変お疲れさまでございました。どうもあ

りがとうございました。本日、皆さまにご審議いただきました事項につきましては、会長

より取りまとめをしていただきましたが、事務局で整理させていただきまして、議事録と

して伊賀市のホームページ等に掲載させていただきますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 本日は大変お疲れさまでした。会議の終わりに関しまして、最後に会長さまからごあい

さつを頂きたいと思います。 

 

(会長) 皆さま、審議に当たりまして、ご協力誠にありがとうございました。私も、こう

いうまとめは不慣れたなところでございまして、皆さまのご発言を十分まとめきれなかっ

たところですが、事務局の方で議事録等を整理していただけるということですので、それ

を基に引き続き議論を進めていただきたいと思います。 

 第 1 回、第 2 回と進んでまいりまして、まだまだこれから長丁場ですが、伊賀市の水道

についての理解を深めながら、これからの伊賀市の水道の在り方について役に立つ議論を

続けていきたいと思っておりますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 


