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これまでの審議内容 

伊賀市水道事業基本計画 第4回 策定委員会 

第1回策定委員会   ・将来人口・水需要の予測 

 

第2回策定委員会   ・現況分析と課題 

               ・取水・浄水施設の問題点 

 

第3回策定委員会   ・取水・浄水施設の問題点と対応策 

               ・整備計画 

               ・水源計画    
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本日の内容 

伊賀市水道事業基本計画 第4回 策定委員会 

１．伊賀市における水道事業計画の基本方針 

２．基本方針と実現方策 

３．伊賀市における対応策 

４．伊賀市の水源・浄水場の整備方針 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

  （第3回委員会での意見に対する回答） 

６．整備費用 

７．収支計画 
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１．伊賀市における水道事業計画の基本方針 

伊賀市水道事業基本計画 第4回 策定委員会 
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１．１ 厚労省による水道ビジョンの基本方針の方向性 

１） 
水道の運営基盤の 
強化 

２） 
安心・快適な給水 
の確保 

３） 
災害対策等の 
充実 

４） 
環境・エネルギー 
対策の強化 

５） 
国際協力等を通じた 
水道分野の国際貢献 

持続 

安心 

安定 

環境 

国際 

旧水道ビジョン 

安 全 

強 靭 持 続 

新水道ビジョン 

・水道の取り巻く
環境の変化 

・課題の顕著化 

・すべての国民が、いつでもどこでも、 

水をおいしく飲める水道 

・自然災害等による被災 

を最小限にとどめ、被災 

した場合であっても、 

迅速に復旧できる水道 

・給水人口や給水量が 

減少した状況においても、 

健全かつ安定的な事業 

運営が可能な水道 

事業環境の変化への「挑戦」 

住民や水道関係者との「連携」 
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１．２ 本市水道事業ビジョンにおける基本方針 

安 全 
・おいしい水の供給 

・良好な水質の確保 

・水源地の保全 

強 靭 
・水道施設の耐震化 

・水道施設の計画的更新 

・危機管理体制の充実 

持 続 

・資源・エネルギーの有効利用 

・経営基盤の強化 

・組織体制の強化 

・お客さまサービスの向上 

・水源の安定化 

１．伊賀市における水道事業計画の基本方針 



２．基本方針と実現方策 

伊賀市水道事業基本計画 第4回 策定委員会 
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２．１ 本市水道事業ビジョンにおける実現方策 

安 全 
・おいしい水の供給 

・良好な水質の確保 

・水源地の保全 

①水質管理の強化 

②水安全計画の策定 

③配水池や管路の洗管作業の促進 

④水源地周辺の環境保全の強化 

【基本方針】 【実現方策】 
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２．１ 本市水道事業ビジョンにおける実現方策 

強 靭 
・水道施設の耐震化 

・水道施設の計画的更新 

・危機管理体制の充実 

①施設・管路の耐震化 

②水道施設耐震化計画の策定 

③老朽化施設の対策 

④管路管理システムの充実 

⑤統廃合を含めた計画的な施設の再構築（挑戦） 

⑥応急給水施設の準備対応 

⑦重要給水施設の整備 

⑧災害時対応の整備・充実（連携） 

【基本方針】 【実現方策】 

２．基本方針と実現方策 
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２．１ 本市水道事業ビジョンにおける実現方策 

持 続 

・資源・エネルギーの有効利用 

・経営基盤の強化 

・組織体制の強化 

・お客さまサービスの向上 

②省エネルギーの効率的機器の採用 

③エネルギー消費の少ない水道の構築 

④再生可能エネルギーの導入の検討 

⑤廃棄物の削減 

⑥有収率の向上 

⑦民間的経営手法の活用検討 

⑧適切な施設管理 

⑨広域化連携の模索 

⑩アセットマネジメントの充実 

⑪技術の継承 

⑫人材の育成と配置 

⑬啓発活動の推進 

⑭お客さまとの連携の促進（連携） 

・水源の安定化 
①ゆめが丘浄水場を最大限に活用した 

                     水源施設の統廃合 

【基本方針】 【実現方策】 

２．基本方針と実現方策 
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３．１ 基本方針 【安全】  

A 水安全計画を平成31年までに策定し、水源から 

  給水栓に至る水質管理体制の徹底を図る。 

 

B 良質な水質を確保するため、水質管理の強化や 

   配水池や管路の清掃・洗浄を適切に行う。 

 

C 淀川流域における水源監視の強化・連携を図り、 

   環境保全に努める。 
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３．伊賀市における対応策 

安全② 

安全① 

安全③ 

安全④ 

【実現方策】  【対応策】  
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３．２ 基本方針 【強靭】  

A  伊賀用水供給事業で整備された耐震性能のある 

   施設・管路を有効活用する。 

 

B  施設や管路の老朽化に対して、適切な更新を進める。 

   →耐用年数を経過若しくは計画期間内に耐用年数を 

    迎える施設は、 廃止又は縮小する。 

   →管路は、布設状況・長寿命化を考慮して更新を進める。 

   →機械電気設備の老朽化、陳腐化の状況に留意する。 
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強靭⑤ 

強靭③ 

強靭⑤ 

【実現方策】  【対応策】  

３．伊賀市における対応策 

強靭② 
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C  耐震性が確保されている施設を有効活用する。 

   →継続利用の計画である耐震診断未実施の 

    施設については耐震診断を実施し、 

    必要に応じて耐震補強を行う。 

 

D  耐震化計画策定指針に基づき平成34年までに 

   施設耐震化計画を策定する。 

 

 

E  現在導入している管路管理システムを 

   平成32年までにバージョンアップする。  
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強靭① 

強靭① 

強靭⑥ 

強靭⑦ 

強靭⑧ 

【実現方策】  【対応策】  
３．２ 基本方針 【強靭】  

３．伊賀市における対応策 

強靭② 

強靭④ 
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３．３ 基本方針 【持続】  

A  大雨、台風等に伴い、原水水質の悪化や取水可能量の 

   低下を来たしている水源・浄水場については、過去の 

   被害事例を基に、他浄水場系統への切替や管理方法、 

   体制の改善に配慮する。 

   →取水可能量が低下傾向若しくは時期によって取水量が 

     不安定な水源についても留意する。 

 

B  旧６市町村体制時代に、各々の地域内で計画・整備 

   されていた施設と伊賀広域水道送水施設は、合併後の 

   行政区域の下で、広域的な観点からより合理的な施設 

   として再構築する。 
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持続① 

持続⑧ 

強靭⑤ 

【実現方策】  【対応策】  

３．伊賀市における対応策 
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C  遠方管理体制や集中管理体制を持続的に導入し、 

   また、施設運転情報の集約化、データ整理、 

   分析を行って、日常管理の最適化に努める。 

 

D  将来にわたって多大な追加設備費用の発生が 

   見込まれている設備については、極力、負担の低減を 

   図るよう計画する。 

 

E  漏水調査を進めるとともに、配水圧力の調整、老朽管路 

   の更新を行うなど、計画的に有収率の向上に取り組む。 
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持続⑧ 

持続⑧ 

強靭⑤ 

持続⑥ 

強靭③ 

【実現方策】  【対応策】  
３．３ 基本方針 【持続】  

３．伊賀市における対応策 

強靭④ 
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F  伊賀市が有する地形・地勢条件に配慮し、 

   効率的な事業運営に努める。 

 

G  施設内における送配水圧力の有効活用に努め、 

   環境エネルギー対策に配慮する。 

 

H  浄水場汚泥の有効活用が図れていないため、 

   削減に努める。 

 

I   経営効率化を図るために、民間的経営手法の 

   活用の検討を行う。 
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持続② 持続③ 

持続④ 持続⑧ 

持続⑫ 持続⑭ 

持続② 

持続③ 

持続④ 

持続⑤ 

持続⑦ 

【実現方策】  【対応策】  
３．３ 基本方針 【持続】  

３．伊賀市における対応策 
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J  お客さまとのコミュニケーションに、日頃から取り組む。 
 
K  熟練職員の減少に対して、長期的な視野に立った 
   人材の確保、育成に努める。 
 
L  災害時の応急給水体制の強化や技術力の強化を 
   図るために他水道事業との連携を模索する。 
 
M  上野南部丘陵地整備事業（仮称）における 
   工場誘致政策と連携し、水資源の有効活用に努める。 
 
N  現在策定しているアセットマネジメントを 
   平成30年までに精度を高めて見直しをする。 
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持続⑬ 

持続⑭ 

持続⑪ 

持続⑫ 

持続⑨ 

持続① 

【実現方策】  【対応策】  
３．３ 基本方針 【持続】  

持続⑩ 

３．伊賀市における対応策 

強靭⑥ 
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４．伊賀市の水源・浄水場の整備方針 

地勢状況により現況と同様に運用する浄水場 

４．１ 整備対象施設 

・諏訪浄水場（耐震対応） 

・丸柱浄水場（耐震対応） 

・山田浄水場 

水源・浄水場に問題があり、 

廃止若しくは縮小の対策が必要となる浄水場 

・小田浄水場 

・猪田浄水場 

・丸山浄水場 

・比土浄水場 

・朝古川浄水場 

・滝川浄水場 

・島ヶ原第１浄水場 

・玉滝浄水場 

・剣谷浄水場 

・阿保浄水場 
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・ 

・ 

（耐震対応、他水源からのバックアップ対応により 

 現況と同様に運用可能） 
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４．伊賀市の水源・浄水場の整備方針 

４．２ 水源・浄水場の将来整備計画 
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強靭A 強靭B 強靭C 持続A 持続B 持続D

ゆめが丘
有効利用

老朽化 耐震性
水質悪化
取水低下

統廃合
再構築

追加費用

小田
　お　た

浄水場 ✔ ✔ ✔ ✔ 井戸水源の取水量低減

猪田
　い　だ

浄水場 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 廃止

丸山浄水場
まるやま

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 廃止

比土浄水場
　ひ　ど

✔ ✔ ✔ ✔ 廃止

朝古川浄水場
あさ　こ　がわ

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 廃止

滝川浄水場
たきがわ

✔ ✔ ✔ ✔ 取水量低減と浄水場規模の縮小

島ヶ原
第１浄水場 ✔ ✔ ✔ ✔ 予備から廃止

阿山
玉滝浄水場
たまたき

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 廃止

大山田
剣谷浄水場
けんたに

✔ ✔ 廃止

青山
阿保浄水場
　あ　お

✔ ✔ ✔ ✔ 取水量低減と浄水場規模の縮小

計画整備の対応策

将来計画
施設名

上野

伊賀

地区名

浄水場
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５．１ 対象施設の整備方針 

５．２ 対象浄水場の廃止・縮小による人員削減 

５．３ 滝川・阿保浄水場の規模縮小による効果 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 
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【滝川・阿保浄水場】 

５．１ 対象施設の整備方針 

・機械、電気設備の更新時期を迎えている  

・施設自体の耐用年数も近い（滝川浄水場） 

・耐震診断結果により耐震補強が必要 

 

滝川・阿保浄水場の縮小更新 

（ゆめが丘浄水場系統からの送水） 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

・他系統では、全量を賄うことができない 

・伊賀広域水道の管路が浄水場付近まで 

 布設されている 

強靭B 

強靭B 

強靭C 

強靭A 

持続D 

【対応策】  
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【玉滝・朝古川浄水場】 

５．１ 対象施設の整備方針 

・耐震診断が必要 

・浄水場の更新費用のうち、全体の約６割を占める 

 機械・電気設備が更新時期を迎えている（玉滝浄水場） 

・流況悪化により取水困難な時期がある（朝古川浄水場） 

・施設自体の耐用年数が近い（朝古川浄水場）  

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

さらに・・・ 

強靭C 

持続D 

持続A 

強靭B 

【対応策】  

強靭B 
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【玉滝・朝古川浄水場】 

５．１ 対象施設の整備方針 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

・大雨の際に、大量の雨水の流入により水質が大きく変化する。 

・水質が悪化した場合、浄水過程で薬品注入量の調整が困難。 

・運転管理には精通した熟練職員が必要となる。 

・上記の理由より、効率の悪い浄水場である。 

・災害発生時にも、水質悪化や土砂流入による水源の寸断が 

 想定されるなど災害に弱い水源である。 

（過去の台風被害により、現在槙山2-2水源は取水不可） 

玉滝・朝古川浄水場の廃止 

（ゆめが丘浄水場系統からの全量送水） 

・運用上の問題 

・伊賀広域水道の管路で全量送水する体制が整っている。 

持続A 

強靭A 

【対応策】  
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５．２ 対象浄水場の廃止・縮小による人員削減 

【伊賀、阿山地区】 

臨時職員・・・１名 

・滝川浄水場の縮小 

・玉滝・朝古川浄水場の廃止 

臨時職員・・・２名 （平成28年度現在） 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

持続C 

【対応策】  
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【阿保浄水場】 

・阿保浄水場の縮小 

正職員・・・・・１名 

臨時職員・・・２名 
（平成28年度現在） 

正職員・・・・・0名（引き上げ） 

臨時職員・・・0名 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

５．２ 対象浄水場の廃止・縮小による人員削減 

遠方監視体制により 

持続C 

【対応策】  
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５．３．１ 比較対象案 

５．３ 滝川・阿保浄水場の規模縮小による効果 

① 継続利用 

（滝川・阿保浄水場を将来計画水量で更新し、運用） 

② 縮小更新 

（ゆめが丘浄水場系統の整備・有効活用により、滝川・阿保
浄水場の施設規模を縮小して更新し、運用） 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

滝川浄水場：5,500m3/日（H43） 

阿保浄水場：2,000m3/日（H34） 

滝川浄水場：2,500m3/日（ゆめが丘系統バックアップ可能量3,000m3/日） 

阿保浄水場：1,000m3/日（阿保第1水源の水利権量1,000m3/日） 

持続B 

持続F 

【対応策】  
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５．３．２ 比較条件 

５．３ 滝川・阿保浄水場の規模縮小による効果 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 

比較期間 施設更新後15年間 

年間経費 「支払利息」 ＋ 「減価償却費」 ＋ 「維持管理費」 ＋ 「人件費」 

※ ・支払利息：建設費×年利率 [2％] 

   ・減価償却費：建設費×（1－残存率[0.1]）÷耐用年数 

   ・維持管理費：平成27年度動力費・薬品費の実績値 

     （規模縮小後の費用は、浄水能力比率で按分する） 

   ・人件費：管理人数×一人当たりの年間人件費（130万円） 
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５．３．３ 検討結果（15年間） 

①継続利用 ②縮小更新 
(ゆめが丘系統有効利用) 

③効果 
③＝②－① 

3,648 3,569 △80 

（百万円） 

５．３ 滝川・阿保浄水場の規模縮小による効果 

５．滝川・阿保・玉滝・朝古川浄水場の整備計画について 



６．整備費用 
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平成29年度から平成43年度のトータル整備費用 

短期 
H29～H33 

中期 
H34～H38 

長期 
H39～H43 

合計 

工事費 33億円 37億円 52億円 122億円 

主な 
整備内容 

施設関係 阿保浄水場 北部配水池 滝川浄水場 ― 

設備関係 ― 機械・電気
更新 

機械・電気
更新 

― 

管路関係 経年管更新 経年管更新 経年管更新 ― 

27 
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（単位：億円）
H29～H33

短期
H34～H38

中期
H39～H43

長期
合計

収入 132.8 133.7 130.8 397.3
3.7 3.1 2.2 9.0

34.0 31.3 26.4 91.7
4.2 3.9 3.8 11.9

計 ① 174.7 172.0 163.2 509.9
支出 14.6 14.3 14.2 43.1

40.0 38.5 38.6 117.1
15.9 14.1 14.1 44.1
6.4 4.4 4.4 15.2

10.0 9.5 8.9 28.4
2.1 2.4 2.5 7.0

77.2 78.5 74.0 229.7
14.1 9.2 6.2 29.5
4.4 5.4 4.8 14.6
2.6 0.3 0.3 3.2
5.8 6.1 4.9 16.8

計 ② 158.7 152.3 143.0 454.0
16.0 19.7 20.2 55.9

収
益
的
収
支

消費税及び地方消費税

収支差引【①－②】

動力費
薬品費

減価償却費
支払利息
ダム割賦利子負担金
その他

人件費
維持管理経費

うち委託料
修繕費

水道料金収入
他会計補助金
長期前受金戻入
その他

（単位：億円）
H29～H33

短期
H34～H38

中期
H39～H43

長期
合計

収入 9.2 8.7 14.5 32.4
9.9 11.1 9.4 30.4
9.2 8.7 14.5 32.4
9.2 8.7 14.5 32.4
5.6 1.4 1.4 8.4

計 ③ 43.1 38.6 54.3 136.0
支出 42.2 44.2 59.6 146.0

49.5 45.2 38.2 132.9
5.5 12.0 13.6 31.1

計 ④ 97.2 101.4 111.4 310.0
△ 54.1 △ 62.8 △ 57.1 △ 174.0

資
本
的
収
支

建設改良費
企業債償還金
ダム建設負担金

収支差引【③－④】

国庫補助金
他会計補助金
企業債
出資金
その他

参考 （単位：億円）
H27

決算額
H29～H33

短期
H34～H38

中期
H39～H43

長期
25.6 32.9 35.5 44.7

163.6 112.2 75.7 52.0各期末企業債残高見込額
各期末資金残高（内部留保資金）見込額



７．収支計画 
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（単位：億円）
H27

決算額
H29～H33

短期
H34～H38

中期
H39～H43

長期
収入 26.3 26.6 26.7 26.2

0.9 0.7 0.6 0.4
7.2 6.8 6.3 5.3
3.3 0.8 0.8 0.8

計 ① 37.7 34.9 34.4 32.7
支出 2.7 2.9 2.9 2.8

7.0 8.0 7.7 7.7
2.8 3.2 2.8 2.8
0.6 1.3 0.9 0.9
2.1 2.0 1.9 1.8
0.5 0.4 0.5 0.5

16.3 15.4 15.7 14.8
3.8 2.8 1.8 1.2
0.9 0.9 1.1 1.0
0.9 0.5 0.1 0.1
1.1 1.2 1.2 1.0

計 ② 32.7 31.7 30.5 28.6
5.0 3.2 3.9 4.1

収
益
的
収
支

消費税及び地方消費税

収支差引【①－②】

動力費
薬品費

減価償却費
支払利息
ダム割賦利子負担金
その他

水道料金収入
他会計補助金
長期前受金戻入
その他

人件費
維持管理経費

うち委託料
修繕費

（単位：億円）
H27

決算額
H29～H33

短期
H34～H38

中期
H39～H43

長期
収入 2.2 1.8 1.7 2.9

1.7 2.0 2.2 1.9
1.9 1.8 1.7 2.9
1.9 1.8 1.7 2.9
0.2 1.1 0.3 0.3

計 ③ 7.9 8.5 7.6 10.9
支出 8.6 8.4 8.8 11.9

12.3 9.9 9.0 7.6
0.0 1.1 2.4 2.7

計 ④ 20.9 19.4 20.2 22.2
△ 13.0 △ 10.9 △ 12.6 △ 11.3

短期・中期・長期の金額は、前頁の収支計画金額を期間数（5年）で除して算出しています。

建設改良費
企業債償還金
ダム建設負担金

収支差引【③－④】

資
本
的
収
支

国庫補助金
他会計補助金
企業債
出資金
その他

平成27年度決算額と短期・中期・長期の平均収支計画金額 

                   （期間合計収支計画金額÷5） 
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７．１ 収益的収支（３条） 
 

         ・水道料金収入は緩やかに減少 

         ・減価償却費等及び支払利息も減少  

収支の黒字が同程度で維持できる  

７．２ 資本収支（４条） 
 

         ・収入は国庫補助金、他会計補助金及び企業債等による 

         ・支出は企業債償還金が減少 

         ・ダム建設負担金償還額はH31より発生する  

収支差引は、赤字であるが損益勘定留保資金等により、
財源補填が可能  

７．収支計画 
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施設の建設改良に関する投資的な収入と支出 

具体的には、収入は国庫補助金・企業債 

         支出は施設の建設改良費・企業債償還金 

水道事業の活動によって発生するすべての収入と支出で資本的収支以外のもの 

具体的には、収入は水道料金収入 

         支出は施設の維持管理費・減価償却費・企業債利息 
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７．３ まとめ 
 

         ・収益的収支（3条）の剰余金と内部留保資金により 
          資金残高は現状維持が可能  

計画目標年度（平成43年度）まで 

現状の水道料金体系での事業運営が可能  

７．収支計画 

 

31 
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御清聴、ありがとうございました 


