
施策の体系図

①水質監視の強化

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

安全

基本方針

おいしい水の供給

水源地の保全

良好な水質の確保

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。

A

実現方策 対応策

①水質監視の強化

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

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）

安全

強靭

基本方針

おいしい水の供給

水源地の保全

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

良好な水質の確保

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。

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。

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。

A 大雨、台風等に伴い、原水水質の悪化や取水可能量の

実現方策 対応策

E 現在導入している管路台帳システムを

平成32年までにバージョンアップする。

①水質監視の強化

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

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）

②省エネルギーの高効率機器の採用

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

安全

強靭

持続

基本方針

おいしい水の供給

水源地の保全

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

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

良好な水質の確保

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
水源の安定化

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。

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。

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。

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。

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。

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、

実現方策 対応策

E 現在導入している管路台帳システムを

平成32年までにバージョンアップする。

①水質監視の強化

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

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）

②省エネルギーの高効率機器の採用

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）

安全

強靭

持続

基本方針

おいしい水の供給

水源地の保全

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

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

良好な水質の確保

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
水源の安定化

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

実現方策 対応策

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。

E 現在導入している管路台帳システムを

平成32年までにバージョンアップする。
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