
修正意見を反映した新旧対照表

該当頁 委員からのご意見 修正前 修正後 変更理由（変更内容）

中表紙
～○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○～

“「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀
の水道”

基本理念の追加

1

この計画がどういう意味で策定されるのか、そ
の位置づけがどうか、もう少し必要なことが書か
れていてもいいのでは。
6市町村の合併によって平成16年に伊賀市水道
事業ができているが、将来に向けて伊賀市水道
事業が健全に経営されることを明確にするため
に、今回の基本計画、ビジョンが作られるので
はないか。
合併後の10年間は、今まであった施設を整備し
ながら必死にやってきた。ようやくここで先を見
て、今後どうしていくのかという議論をするように
なったのではないか。
経営の持続可能性、施設の長期的な有効利
用、合理的な運営などのキーワードを書き込む
ことで、今回の計画の趣旨がより明確に出るの
では。

　このように、伊賀市内のほぼ全域に水道が整
備されましたが、その一方で昭和30～40 年代
に整備された施設は老朽化し、近い将来大規模
な施設更新や施設統合が必要です。
　また、少子高齢化による人口減少や節水意識
の浸透による水需要量の減少、地球温暖化に
伴う気候変動による水資源や水質への影響、
東日本大震災や熊本地震のような観測史上例
を見ない地震活動に対する備えなど、多くの課
題を抱えています。
　このような背景から、伊賀市水道事業は、将
来に亘って安全でおいしい水の供給、強靭な水
道施設の構築、安定的な経営の持続に努めて
いく必要があります。
　そこで、伊賀市水道事業では、現状と将来の
見通しを分析・評価し、事業の目指す将来像の
実現のための課題と施策を明示した、「伊賀市
水道事業基本計画（伊賀市水道事業ビジョン）」
を策定しました。

　水道施設では、旧市町村が保有していたもの
に加え、伊賀盆地における将来の水道供給の
柱となる施設として、三重県企業庁により計画・
建設された伊賀水道用水供給事業（伊賀広域
水道）が、6市町村の合併により、当初の水道用
水の供給目的に変更が生じたことから、新しい
伊賀市水道事業の基幹的施設として平成22年
に三重県から有償譲渡されました。その一方
で、昭和30～40 年代に整備された施設は老朽
化し、近い将来大規模な施設更新や施設統合
が必要となります。
　また、少子高齢化による人口減少や節水意識
の浸透による水需要量の減少、地球温暖化に
伴う気候変動による水資源や水質への影響、
東日本大震災や熊本地震のような観測史上例
を見ない地震活動に対する備えなど、水道事業
は多くの課題を抱えており、これは伊賀市にお
いても当てはまるものです。
　このような状況のもとで、伊賀市水道事業は、
将来に亘って安全でおいしい水の供給、強靭な
水道施設の構築、健全な経営の持続に努めて
いく必要があります。
　そこで、伊賀市水道事業では、現状と将来の
見通しを分析・評価し、伊賀市の将来需要に見
合った水道施設として統合整備を行うとともに、
事業の目指す将来像の実現のための課題と施
策を明示した、「伊賀市水道事業基本計画（伊
賀市水道事業ビジョン）」を策定しました。

計画策定の趣旨を詳細に記述

「○○○○○○○○○○○○○○○○」
“「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀
の水道”

基本理念の追加

　そのうち、平成29 年から平成33 年までを「短
期期間」、平成34 年から平成38 年までを「中期
期間」、平成39 年から平成43 年までを「長期期
間」とします。

　また、合併前の6 市町村が有していた水道施
設と伊賀広域水道施設を一体として捉え、伊賀
市の将来の水需要に適応した施設計画として
再構築するとともに、その運営管理を将来に
亘って持続的に行うための道筋を明らかにする
ものです。
　計画期間のうち、平成29 年から平成33 年ま
でを「短期期間」、平成34 年から平成38 年まで
を「中期期間」、平成39 年から平成43 年までを
「長期期間」とします。

補足説明の追加
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修正意見を反映した新旧対照表

〈伊賀水道用水供給事業〉
　合併前の6市町村の水道事業においては、小
規模水道や簡易水道が多く、老朽化施設の維
持管理、小規模水源の水質悪化・不安定化が
問題とされてきたことから、伊賀地域7市町村
（名張市を含む）の要請により、三重県が西部
広域圏広域的水道整備計画を平成10 年3月に
策定しました。その計画に基づき川上ダムを水
源とする伊賀水道用水供給事業が平成11 年1
月に県企業庁により事業着手されました。
　その後、平成15 年度に受水予定市町村の水
需要計画の見直しにより、計画規模を縮小して
建設を進め、平成21 年4 月から伊賀市に水道
用水の供給を開始しました。

伊賀市水道事業の一元化にあたって、伊賀水
道用水供給事業を統合しているため、伊賀水道
用水供給事業のあゆみについても追加した。

無償譲渡を受けたわけではない。費用負担が
伴っていることを周知すべき。

譲渡を受けました。 有償譲渡を受け事業を継承しました。
ご指摘のとおり、無償譲渡ではないので、有償
譲渡に修正

表中の旧市町村名「上野市」「伊賀町」「阿山町」
「島ヶ原村」「大山田村」「青山町」

「旧上野市」「旧伊賀町」「旧阿山町」「旧島ヶ原
村」「旧大山田村」「旧青山町」

表示の変更

表の配色
伊賀町　赤→ベージュ、阿山町　水色→オレン
ジ、島ヶ原村　ベージュ→水色

11ページ、16ページなどで用いられている表の
各地区の色と統一を図るための修正

7 （※P78～用語説明） （※P84用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

8 （※P78～用語説明） （※P83～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

9 図3-3
旧行政区域を強調、浄水場位置の追加、旧市
町村名の追加

情報を分かりやすくするための修正

表流水　伏流水 表流水※　伏流水※ 用語説明に追加

（※P78～用語説明） （※P85～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

11 （※P78～用語説明） （※P84～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

配水管 配水管※ 用語説明に追加

管路の 管路総延長1,370.4km のうち 管路総延長を記載

耐震継手 耐震継手※ 用語説明に追加

表3.-2　配水本管　配水支管 表3.-2　配水管の小計欄を追加 配水管の合計延長を示すため

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

図3-5 図3-5　拡大 グラフの値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P85～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

4

5,6

10

12
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修正意見を反映した新旧対照表

図3-6のとおり 図3-6及び表3-3のとおり

表3-3を追加

図3-6　40～49　50～59　60～ 40年以上　50年以上　60年以上 表示誤りの修正

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

経年化管路分布図の拡大等 値を見やすくするため

その理由として、経年管が
その理由として、旧上野市以外は、戦後に創設
された水道であるため経年化管路が

補足説明の追加

管路の更新率分布図の拡大等 値を見やすくするため

管路の耐震化率分布図の拡大等 値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P87用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

無塗装管路の錆コブ
無塗装管路（口径250mm）の錆コブ
（昭和10年度布設で平成23年まで使用されてい
た）

分かりやすくするための補足説明

（※P78～用語説明） （※P90用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

劣位な値 下回っている状態 分かりやすい表現にするため

優位な値 より良い値 分かりやすい表現にするため

表3-3 表3-4 表3-3追加による

（※P86用語説明） 記述漏れの追加

カビ臭から見たおいしい水達成率分布図の拡大
等

値を見やすくするため

塩素臭から見たおいしい水達成率分布図の拡
大等

値を見やすくするため

劣位な値 下回っている状態 分かりやすい表現にするため

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

総トリハロメタン濃度水質基準比分布図の拡大
等

値を見やすくするため

劣位な値 下回っている状態 分かりやすい表現にするため

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

重金属濃度水質基準比分布図の拡大等 値を見やすくするため

浄水予備力確保率分布図の拡大等 値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P83用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

14

15

18

17

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

16

13

文章中の経年化管路の割合を分かりやすくする
ため、経過年数別管路割合を追加
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修正意見を反映した新旧対照表

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

配水池貯留能力分布図の拡大等 値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P88用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

表3-4 表3-5 表3-3追加による

設置割合（％） 配水池容量に対する設置割合（％） 分かりやすくするための補足説明

（※P78～用語説明） （※P84用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

21
字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

配水池清掃実施率分布図の拡大等 値を見やすくするため

22 （※P78～用語説明） （※P89用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

表3-5 表3-6 表3-3追加による

耐震化率（％） 浄水能力に対する耐震化率（％） 分かりやすくするための補足説明

表3-6 表3-7 表3-3追加による

耐震化率（％） 配水池容量に対する耐震化率（％） 分かりやすくするための補足説明

浄水施設耐震率分布図の拡大等 値を見やすくするため

配水池耐震施設率分布図の拡大等 値を見やすくするため

電気計装設備を稼動させ、 電気計装設備を稼働させ、 文字の誤り修正

配水量１㎥当り電力消費量分布図の拡大等 値を見やすくするため

配水量１㎥当り二酸化炭素排出量分布図の拡
大等

値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P84用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

浄水発生土有効利用率分布図の拡大等 値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P86用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

再生可能エネルギー利用率分布図の拡大等 値を見やすくするため

（※P78～用語説明） （※P85～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

図3-10 図3-10　拡大 グラフを見やすくするため

（※P75用語説明） （※P79用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

24

19

20

25

27

28

29

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

26
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修正意見を反映した新旧対照表

【供給単価】 【供給単価】　（平成26年度　210.07円/m3） 供給単価を追記

【給水原価】 【給水原価】　（平成26年度　208.72円/m3） 給水原価を追記

字が小さい、もう少し大きなグラフにすれば見や
すくなるのでは。

料金回収率分布図の拡大等 値を見やすくするため

31 写真（伊賀市水道お客さまセンター窓口） 写真（伊賀市水道お客さまセンター窓口） 写真の差し替え

（５）有収率
　有収率は、配水する水量と料金として収入の
あった水量との比率です。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
いることを意味します。
　伊賀市全体の値は、同規模事業体平均値と
比較すると低くなっています。また、地区別にみ
ると上野地区、伊賀地区が低く、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。

（５）有収率・有効率
　有収率は、配水する水量と料金収入の対象と
なった水量との比率です。一方、有効率は、配
水する水量と有効に使用された水量との比率で
す。これら値が低いことは、漏水量が多く、施設
の運用効率の低下につながり、環境面において
も負荷がかかっていることを意味します。
　有収率については、伊賀市全体の値は、同規
模事業体平均値と比較すると低くなっています。
いずれの値も地区別にみると上野地区、伊賀地
区が低く、古い管路が多く存在することが要因と
考えられます。また、配水区域内の高低差が大
きいことによる高水圧に伴い、老朽化した管路
を中心に管の継ぎ手部や給水管からの漏水量
が多くなっていることも要因と考えられます。

有効率について併記。
高低差による漏水の原因を追記。

有収率　平成26年度実績値表中　伊賀市有収
率81.6％

81.9%

表記誤りの訂正
なお、有効率のＨ26年度実績表は有収率の実
績表とほぼ同様のものとなるため、新たに追加
はしませんでした。

給水する水量と料金として収入のあった水量と
の比率です。有収率の高低は直接水道事業の
経営に影響するので、高い値を維持する必要が
ある。

給水する水量と料金収入の対象となった水量と
の比率です。有収率の高低は直接水道事業の
経営に影響するので、高い値を維持する必要が
ある。

分かりやすい表現にするため

上野地区、伊賀地区にて有収率が低くなってい
る要因として、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考えられる。

上野地区、伊賀地区にて有収率が低くなってお
り、比較的古い管路が多く存在することが要因
と考えられる。

分かりやすい表現にするため

配水量、有効水量、無効水量、有収水量、無収
水量のフロー図追加

有収率と有効率の違いを明確にするため追加

有効率の現況評価を追加

算出式
有効率(％) = 有効水量(m3/日)／
一日平均給水量(m3/日)×100

説明

料金収入対象水量である有収水量と料金収入
にはならなかったものの有効に使用された無収
水量の合計が有効水量です。給水する水量と
有効水量との比率が有効率となります。

有収率の他に、無駄にはなっていないが、料金
に反映していない水量を含めた有効水量から算
出する有効率があり、有効率を採用している事
業体も多い。併記してはどうか。

配水区域内の高低差が大きいと漏水が増える
という理由が分からない。

30

32

有効率の現況評価を追加

有収率の他に、無駄にはなっていないが、料金
に反映していない水量を含めた有効水量から算
出する有効率があり、有効率を採用している事
業体も多い。併記してはどうか。

供給単価、給水原価の数字が挙がっていない。
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修正意見を反映した新旧対照表

考察

有収率の傾向と同様に、上野地区、伊賀地区で
低くなっている。
有効水量は、有収水量に無収水量を加算したも
のである。しかし、無収水量は、現在把握できて
いる分の水量のみを計上しているため、有効水
量の正確な把握はできていない。
漏水量の低減とともに、無収水量のより正確な
把握に努める必要がある。

指標値
伊賀市（平成26年度実績値）　上野83.9　伊賀
81.2　阿山90.1　島ヶ原96.6　大山田86.7　青山
92.5　全体85.0

　今後は、老朽管の更新や効率的な洗管計画
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。

今後は、老朽管の更新や効率的な漏水調査に
より、収益に繋がらない水量を減らしていき、ま
た、消火用水量等の測定による無収水量の正
確な把握を行うなど、有収率(有効率)の向上に
努め、効率的な事業運営を図っていきます。

有収率の向上には洗管計画よりも漏水調査の
方が効果的である。また、正確な有効率把握の
ため無収水量の把握に努める旨追記。

②有収率の向上 ②有収率（有効率）の向上 有効率についても追加

行政区域内人口、給水人口が計画目標年次で
どうなるのか、重要な数字は目に付きやすいよ
うにする工夫があってもよいのでは。

図4-1
目標年度ごとの行政区域内人口、給水人口を
追加

将来経過を分かりやすくするため

（※P78～用語説明） （※P83用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

一日平均給水量は、 将来の一日平均給水量は、 実績値と将来値の区別をするため

（※P78～用語説明） （※P84用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

一日最大給水量は、 将来の一日最大給水量は、 実績値と将来値の区別をするため

重要な数字は計画目標年次でどうなるのか目
に付きやすいようにする工夫があってもよいの
では。

有収水量・一日平均給水量・一日最大給水量の
目標年度ごとの数値を示した表を追加

将来経過を分かりやすくするため

図4-2 一日最大給水量の平成26年度値を追加 P33の表現方法と統一するため

（※P78～用語説明） （※P89用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

33

34

32

有効率の現況評価を追加

有収率の他に、無駄にはなっていないが、料金
に反映していない水量を含めた有効水量から算
出する有効率があり、有効率を採用している事
業体も多い。併記してはどうか。

35
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修正意見を反映した新旧対照表

浄水場では、伊賀市全体の約25％が20～30 年
後に耐用年数を迎える浄水場であり、主要な施
設には、朝古川浄水場、滝川浄水場、阿保浄水
場等があります。
配水池では、伊賀市全体の約48％が20～30 年
後に耐用年数を迎える配水池であり、主要な施
設には、北部配水池、朝古川配水池、伊賀第
1、2 配水池、上野第1 配水池、阿保配水池等
があります。

図4-3についての説明を追加するため

図4-3
施設能力からみた耐用年数を迎える施設の割
合の算式を追加

追加した文章の設置割合の根拠を追加するた
め

図4-3　図4-4
ひとつにまとめ図4-3施設・管路の設置年度分
布（平成26年度現在）とし各図の上に【浄水場】
【配水池】【管路】と追記

分かりやすい表現にするため

37 図4-5 図4-4 図4-3、図4-4をひとつにまとめたことによる

「水源」「管路」「浄水施設」「配水施設」「耐震性」
「環境対策」「経営状況」の７つの区分に分けて
示します。

「施設」と「管理」に分類し、施設面からは「水源
施設」「管路施設」「浄水施設」「配水施設」、管
理面からは、「水源管理」「浄水管理」「配水管
理」「環境対策」「経営管理」の計９つの区分に
分けて示します。

表4-1 区分を施設、管理に分け、再構成

計画的な施設更新 老朽化施設の計画的な整備 分かりやすい表現にするため

耐震性を考慮した施設統合や廃止の検討 施設統合や廃止の検討 分かりやすい表現にするため

39
委員の意見を踏まえて、水道部としての理念を
語ってもらいたい。

　これからの水道事業は、給水人口の減少、水
道施設の更新事業の拡大、頻発する自然災害
への対応など、非常に厳しい事業環境に直面し
ます。
　そのような中で、市民の生活や都市の活動を
支えていくためには、これまでの右肩上がりの
常識に捉われず、新たな事業環境に対して柔
軟に対応すべく、市民を含む水道関係者が挑戦
する意識・姿勢をもって課題に向かって取り組ん
でいかなければなりません。
　ここで、本水道事業ビジョンにおいては、伊賀
市総合計画の将来像 勇気と覚悟が未来を創る
「ひとが輝く 地域が輝く」伊賀市 を継承し、これ
からの事業運営における根本的な考え方を基
本理念として、以下のように設定します。

　前回の計画策定から現在まで、既に９年が経
過し、その間に伊賀市水道事業の一元化が実
施され、第２次伊賀市総合計画、伊賀市人口ビ
ジョンの策定、公表がされました。国の動きとし
ては数回に及ぶ水道水質基準の改正や、厚生
労働省の水道ビジョンの改定、それに伴うアセッ
トマネジメント※の導入、水道施設耐震化計画
※、水安全計画※の策定の推奨が行われまし
た。更には東日本大震災、熊本地震の発生、人
口減少社会の到来など、近年の水道事業を取
り巻く社会・経済情勢の変化には著しいものが
ありました。
　そのような中で、市民の生活や社会の活動を
支え、今まで市民と築いてきた信頼関係を持続
的に発展させていくためには、水道事業の公営
原則※に則り、伊賀市が強靭で災害にも耐えら
れる水道施設を維持し、未来にわたって安全で
おいしい水を安定的に供給し続ける必要があり
ます。
　さまざまな課題に取り組み、伊賀市としての水
道事業を展開していくための基本理念を、以下
のように設定します。

基本理念に対する考え方を明示

「区分」を、施設面から「管路施設」「浄水施設」
「配水施設」、管理面から「水源管理」「配水管
理」「環境対策」「経営管理」とし、各区分の課題
は精査して配置個所を検討、「耐震性」は各施
設に分散記述する。

施設と管理の区分に分けたほうが課題が分かり
やすくなるため

36

38
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修正意見を反映した新旧対照表

基本理念　「○○○○○○○○○○○○○○
○○」

“「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀
の水道”

基本理念の追加

策定イメージ図の修正 策定イメージを分かりやすくするため

（※P83～用語説明） 用語説明に「水道事業の公営原則」を追加

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○」

「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀の
水道

基本理念の追加

水源地の保全 水源地域の保全

水源地の環境保全の強化 水源地域の環境保全の強化

強靭　③老朽化施設の対策
④管路管理システムの充実

③管路管理システムの充実
④老朽化施設の対策

順番の並び替え（構成変更）

伊賀市水道事業基本理念である「○○○○○
○○○○○○○○○」

基本理念である“「安心・安定」と「信頼」を未来
につなげる伊賀の水道”

○○○○○○○○○○○○○○
「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊賀の
水道

水源地の保全 水源地域の保全

水源地の保全 水源地域の保全

水源地の環境保全の強化 水源地域の環境保全の強化

写真（水質検査状況） 写真（水質検査状況） 写真が古かった（守田浄水場）ため差し替え

（※P78～用語説明） （※P86用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

塩素臭から見たおいしい水達成率（％） 年間平均残留塩素濃度（mg/ℓ）

修正前は、残留塩素の年間最大濃度を算出式
に組み入れていたため、一年間に一度でも高い
値が検出されると、それ以外はいくら低減に努
めても指標値が改善されないことになり、一年
中高い数値だったのか、一時だけ高い数値だっ
たのかが分からず、目標とするには相応しくな
いと考えられます。
水質検査による年間平均残留塩素濃度をおい
しいとされる0.4mg/ℓを目指して低減に努めてい
くように、目標の考え方を改めました。

総トリハロメタン濃度水基準比（％）
各検査地点年間最大総トリハロメタン濃度の平
均値（mg/ℓ ）

修正前は、検査を行っている給水栓水質で最も
高い値を出した一箇所の数値のみが算出式に
反映され、それ以外の数値は一切反映されない
ようになっていたので、各水質検査地点におけ
る年間最大値の平均値を0.023まで低減させる
という目標に変更しました。

基本理念の追加

ご指摘のとおり、水源地は地点ではないので、
水源地域に修正

41

42

「指標値」は１００分率であり解りにくいため、目
標値、基準値、管理値など数値で示すこと。

ご指摘のとおり、水源地は地点ではないので、
水源地域に修正

44

43

39

「水源地」の表記は地点（ポイント）をイメージす
るため矮小化しており、エリアをさす「地域」が良
い。

「水源地」の表記は地点（ポイント）をイメージす
るため矮小化しており、エリアをさす「地域」が良
い。

40
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修正意見を反映した新旧対照表

44
水道施設耐震化計画※
（※P78～用語説明）

水道施設耐震化計画
削除

39ページに同じ用語が出てきているため

管路洗浄による効果（左：作業前、右：作業後）
管路洗浄による効果（左：作業中、右：作業後）
（アイスピグ洗浄工法※）

洗浄工法名を記入したほうが具体的になるため

（３）水源地の保全
１）水源地周辺の環境保全の強化
水源の水質は、水源地周辺の環境に左右され
ます。

（３）水源地域の保全
１）水源地域の環境保全の強化
水源の水質は、水源地域の環境に左右されま
す。

水源地周辺の監視体制の強化 水源地域の監視体制の強化

（※P78～用語説明） （※P83～用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

46
③老朽化施設の対策
④管路管理システムの充実

③管路管理システムの充実
④老朽化施設の対策

順番の並び替え（構成変更）

管路耐震率向上 管路耐震化率向上 文言の修正

水道施設耐震化計画※ 水道施設耐震化計画 39ページに同じ用語が出てきているため

平成34年まで 平成34年度まで 文言の修正

（※P78～用語説明） （※P84用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

２）管路管理システムの充実
（２）水道施設の計画的更新
１）管路管理システムの充実

順番の並び替え

管路システムバージョンアップの具体的な内容
と、そのことの有効性につき列記すること。

そのため、現在運用している管路管理システム
について、平成32年度までにバージョンアップを
図り、効率的な計画が立案できるよう、システム
を充実させていきます。

そのため、現在運用している管路管理システム
について、平成32年度までにバージョンアップを
図ります。
システムのバージョンアップによる正確な現況
把握により、災害時の被害想定、漏水等事故履
歴の分析を行うことができ、効率的な更新計画
の立案や適切な維持管理に必要な情報の共有
化を図ることができます。

管路管理システムバージョンアップによる有効
性について追加説明

表6-1　管路管理システムバージョンアップ内容
の追加

管路管理システムの写真の差し替えと拡大 写真か見難かったため差し替え

（２）水道施設の計画的更新
１）老朽化施設の対策

２）老朽化施設の対策 順番の並び替え

廃止 運用廃止 廃止と運用廃止の定義の変更による修正

また、諏訪浄水場（竣工：昭和46 年）、山田浄水
場（竣工：一部昭和42 年）も耐用年数を迎えま
すが、他地区からのバックアップの可否等を考
慮して適切な更新を計画的に進めていきます。

削除 計画期間中の事業ではないため

48→49

45
「水源地」の表記は地点（ポイント）をイメージす
るため矮小化しており、エリアをさす「地域」が良
い。

49→48

ご指摘のとおり、水源地は地点ではないので、
水源地域に修正

47
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修正意見を反映した新旧対照表

49→50

３）統廃合を含めた計画的な施設の再構築（挑
戦）
本市の水需要予測では、給水量の減少が予想
されていることから、更新事業において現状の
施設規模での単純更新は、施設利用率の低下
など、将来的な事業効率が悪くなります。
また、現在本市では、三重県企業庁が整備した
伊賀広域水道時の耐震性を有した施設・管路を
使用して、既に上野地区、阿山地区、島ヶ原地
区、青山地区に送水しています。
今後は、水源状況が不安定な施設、老朽化した
施設、耐震補強（診断）が必要な施設、小規模
であり運用効率が悪い施設、事業所から遠く維
持管理に人件費等の費用を有する施設などに
ついては、廃止若しくは縮小更新を検討し、伊
賀広域水道時の施設・管路を有効利用すること
で廃止・縮小による配水量の不足分をバック
アップします。それにより、年間を通して安定的
に取水が可能であり、地震災害にも強く、事業
効率の良い水道システムの構築が可能となりま
す。

次頁に移動

50→51 図6-1
配水区域別に色分けしていたものを浄水場系
統別に修正

図面を見やすくするため

51→52

重要給水拠点への給水イメージ図の追加 抜けていた図の追加

３）災害時対応の整備・充実（連携）
本市では、大地震等の大規模な災害が発生し
た場合、三重県、日本水道協会中部地方支部、
伊賀市上下水道協同組合との間に、応援に関
して一定の取り決めに基づく協定を結んでおり、
連携により早期の復旧に取り組む計画です。
災害発生時には応急復旧活動を迅速に実施す
る必要があるため、対応訓練の実施や近隣事
業体や県との災害時の連携強化などを充実さ
せ、定期的な合同訓練の実施を行うなど、連携
の強化を図っていきます。
また、地震、渇水、水質事故時等の災害発生時
には、長期間の断水や薬品の搬入等が滞るた
め、応急給水拠点への給水の備え、薬品等の
備蓄、非常用電源の確保が必要です。そのた
め、災害時の復旧活動に必要となる資機材や
浄水場で使用する薬品の調達方法は、資材
メーカーなどの企業と協定を結ぶなどの協力体
制づくりも必要です。

【主な事業】
◆　非常用給水装置を設置
◆　重要給水拠点までの管路の耐震化
◆　災害時の連携強化

次頁から移動

52→53
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修正意見を反映した新旧対照表

53 削除

55

　そこで、伊賀広域水道で整備された施設を最
大限活用する方針のもと、小規模な水源施設は
廃止して統廃合を行うことにより効率的かつ適
正な施設管理ができることから、水源施設の統
廃合を進めていきます。

　一方、三重県企業庁が伊賀水道用水供給事
業で計画した伊賀広域水道は、伊賀盆地にお
ける将来の水道の基幹施設とすることを目的と
して整備されたものでしたが、6 市町村の合併
により当初の目的が変更になり、伊賀市が有償
譲渡を受け事業を継承しました。この施設を最
大限活用し、小規模な水源施設は運用廃止して
統廃合を行うことにより、効率的かつ適正な施
設管理ができるため、水源施設の統廃合を進め
ていく方針です。

分かりやすくするための補足説明

インバーター※制御 インバーター盛業※ 文言の修正

（※P78～用語説明） （※P83用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

58 小水力発電のイメージ図の追加 抜けていた図の追加

浅層埋設 浅層埋設※ 用語説明に追加

（※P87用語説明）
その用語の説明が記載されているページを表
示

古い管路が多い地区や配水区域の高低差が大
きい区域から漏水が発生しており、

古い管路が多い地区があることや、配水区域の
高低差が大きいことによる水圧の増加に伴い漏
水量が増加している地区があることから、

分かりやすくするための補足説明

今後は、さらなる経営の効率化を
今後は、後述する熟練職員の減少の課題に対
応しつつ、さらなる経営の効率化を

分かりやすくするための補足説明

写真（施設管理（監視室）、施設管理（ポンプ
室））

写真（施設管理（監視室）、施設管理（ポンプ
室））

写真が古かった（守田浄水場）ため差し替え

（※P78～用語説明） （※P83用語説明）
その用語の説明が記載されているページの表
示に改めた。

他水道事業と連携し、管理の一体化や施設の
共同化をはじめとした広域化を模索し、技術や
経営基盤の強化を推進していきます。

県の事業間調整機能も活用し、将来の発展的
広域化を見据え、協力・連携が可能な分野・項
目を検討します。
　広域化の対象としては、同じ伊賀地方として歴
史的にも関わりの深い「名張市」、「いこか」連携
プロジェクトの「甲賀市」「亀山市」、定住自立圏
構想で関わりのある「笠置町」「南山城村」等が
想定されます。

図の修正

アセットマネジメント※
（※P78～用語説明）

削除 39ページに同じ用語が出てきているため

63
それとともに、民間が有する技術も積極的に導
入し、官民連携した技術の継承に取り組みま
す。

分かりやすくするための補足説明

60

59 用語説明に加えるべき。

県との「応援協定」に類する広域化連携の具体
例を示すこと。

56

県との「応援協定」以外は具体的な広域化連携
の話には至っておらず、今後の展望とそれを示
した図となっています。

61

62
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修正意見を反映した新旧対照表

　今後は、持続的な運営を行うためには、長期
的視点に立って職員教育を充実させ、適切な職
員の配置が必要となります。
　そのため、他部署に異動した水道業務経験者
を再配置するなど、全庁的な理解を求め、人材
の育成と適正な配置に努めていきます。

　水道にかかる業務は多岐にわたり、専門的知
識や技能を有する職員の配置が必要不可欠と
なり、組織力強化のためには水道事業を管理す
る人材の育成と配置も必須となります。水道事
業管理者として水道事業全体をマネジメントでき
る人材や、水道技術管理者として技術面での
トータル的な知識と経験を有する人材の配置が
可能な体制を維持し続ける必要があります。
　今後は、持続的な運営を行うためには、長期
的視点に立って職員教育を充実させ、適切な職
員の配置が必要となります。
　そのため、他部署に異動した水道業務経験者
を再配置するなど、全庁的な理解を求めるとと
もに、信念と意欲を持って管理運営に当たる有
能な職員の育成と適正な配置に努めていきま
す。

目標設定項目：水道業務経験年数度（年／人） 削除

66 お客さまと連携 お客さまとの連携 文言の修正

また、この施設整備を実施しても、現状の水道
料金体系での事業運営は可能です。

また、これらの施設整備を実施しても、現状の
水道料金体系での事業運営が可能と判断して
おり、大きな社会経済情勢の変化がない限り、
この方針が実現可能であると見通しておりま
す。

説明の補足

滝川浄水場更新　Ｈ38～Ｈ43 滝川浄水場更新　Ｈ39～Ｈ43 表示誤りの修正

小田浄水場　機械設備　Ｈ35～Ｈ38
　　　　　　　　電気設備　Ｈ37～Ｈ38

小田浄水場　機械設備　Ｈ35～Ｈ39
　　　　　　　　電気設備　Ｈ38～Ｈ39

表示誤りの修正

青山地区配水管布設　Ｈ29～Ｈ31 青山地区配水管布設　Ｈ30 表示誤りの修正

想定外のことが起こることを想定しておく。状況
の変化によっては計画の変更や修正が随時可
能だという一文を加えた方が良い。

・想定外の事項の発生時には、適宜計画の見
直し

項目の追加

進捗管理には各項目で更に明確な数値指標が
必要である。また、検証、評価には内部お手盛
りのホームページ公表では不十分であり、外部
委員によるチェック体制が必要である。

各期末における達成状況の検証、評価
各期末における達成状況の外部委員による検
証、評価

検証、評価を外部委員により行うことを明記

72 第5回委員会内容を追加 第5回委員会を反映するため

73 第7回委員会を追加 項目の追加

73→74 委員の内訳削除 案の段階では記載しない（決定稿に記載）

74→75

64

69

68

経験を積んだ熟練職員の配置は望ましいが、有
能な若手職員を配置、育成していくことも必要で
あり、一概に全体の在職年数が長ければ良いと
いうものでもないため、経験年数度の目標を削
除。
人材の育成と配置に関する説明を補足。

「業務経験年数度」の表記は意味不明で、これ
を究極に突き詰めると「民間化」により経験年数
の長い職員配置や固定的人事の対応に進むこ
ととなる。
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修正意見を反映した新旧対照表

（５）大山田地区　阿波浄水場　高良城水源 増加年度　Ｈ30→Ｈ36

（５）大山田地区　剣谷浄水場　剣谷水源 運用廃止年度　Ｈ30→Ｈ36

77、78 ３施設の現況と計画を追加
（１）施設耐震状況と配水池緊急遮断弁設置状
況と（２）取水・浄水施設の問題点と将来計画を
追加

76→79 ３ 収支計画 ４ 収支計画 ３施設の現況と計画を追加の追加による

80
平成27年度とそれ以降の短期・中期・長期の予
測についても円グラフを記載しては

収益的収支の円グラフを追加 分かりやすくするための追加

資本的収入　施設の建設改良に関する投資的
な収入。国庫補助金・企業債務等が該当する。

資本的収入　施設の建設改良に関する投資的
な収入。国庫補助金・他会計補助金・企業債務
等が該当する。

説明の修正

出資金　地方公共団体が、一般会計または他
の特別会計から地方公営企業の特別会計に資
本を出捐した金額。

出資金　地方公共団体の一般会計または他の
特別会計から地方公営企業に出資した金額。

説明の修正

建設負担金 ダム建設負担金 文言の修正

内部留保資金の説明をした方が良い。

　収益的収支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であるため、計画
目標年度まで現状の水道料金体系で事業運営
が可能です。

　収益的収支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であるため、大
きな社会経済情勢の変化がない限り、計画目標
年度まで現状の水道料金体系で事業運営が可
能であると判断しています。

用語説明に「内部留保資金」を追加

（※P88用語説明）
その用語の説明が記載されているページを表
示

82
平成27年度とそれ以降の短期・中期・長期の予
測についても円グラフを記載しては

資本的収支の円グラフを追加 分かりやすくするための追加

４ 用語 ５ 用語 ３施設の現況と計画を追加の追加による

◆アイスピグ洗浄工法
アイスピグ洗浄工法とは、アイスシャーベットに
よって管内面の汚れを削り取る工法。アイスシャー
ベットは氷（固形物）の割合が多く、管内に堆積す
る砂、石、錆コブなどをアイスシャーベット内に包
み込んで運び、管外に排出することができる。

用語説明を追加

◆伊賀広域水道
三重県企業庁が伊賀水道用水供給事業で整備
した施設・管路で平成22 年度に伊賀市に譲渡
された水道施設。（ゆめが丘浄水場及び取水、
導水、送水施設）

◆伊賀広域水道
三重県企業庁が伊賀水道用水供給事業で整備
した施設・管路であり、6 市町村の用水供給を
行うことを目的として整備されたが、市町村合併
により当初の目的が変更となったことから平成
22 年度に伊賀市に有償譲渡された水道施設。
（ゆめが丘浄水場及び取水、導水、送水施設）

分かりやすくするための補足説明

◆インバーター ◆インバーター制御 文言の修正

79→84

77→81

78→83

表示誤りの修正75→76
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修正意見を反映した新旧対照表

80→85

81→86 ◆水道事業における環境対策の手引き ◆水道事業における環境対策の手引書 誤りの修正

81→86

◆水道事業の公営原則
水道法第6 条第2 項に明示されているとおり、
水道事業は、公共性、公衆衛生などの見地か
ら、原則として市町村が経営しなければならず、
また厚生労働省の認可を受けなければならな
い。

用語説明を追加

◆配水支管
浄水場や配水池からお客さまへ水道水を配る
水道管のうち、給水の分岐のある小口径の配
水管。
◆配水本管
浄水場や配水池からお客さまへ水道水を配る
水道管のうち、給水の分岐のない主要な配水
管。

削除 88ページ配水管の用語説明に含む

用語説明に加えるべき。

◆浅層埋設
平成11 年3 月31 日付 建設省通達によってガ
ス導管、地中電線類等の埋設深さを可能な限り
浅くしたもの。浅くすることで、掘削及び埋め戻し
土量の運搬回数が減るなど、工事費が削減とな
る。水道管においては、平成11 年度以前の標
準土被り1.2m に対し、平成12年度以降はφ 300
以下の水道管に対して0.6m まで浅くできるとし
ている。

用語説明を追加

◆耐震継手
地震時の地盤変動に対して、管の継手部に伸
縮性や可撓（かとう）性能を持たせることによっ
て地震による変位を吸収する継手。

用語説明を追加

内部留保資金の説明をした方が良い。

◆内部留保資金
減価償却費など、実際にお金の支出がない費
用計上によって生じた資金を内部留保資金とい
う。この資金は、主に施設整備の費用や、これ
までに行った施設整備のために借り入れた借金
の元金返済の財源として使われる。この内部留
保資金を財源として整備された施設の費用は、
その翌年から減価償却費として費用に計上さ
れ、また、内部留保資金として積み立てられるこ
とになる。
本市水道事業では、積み立てられた内部留保
資金について、今後更新需要の集中が想定さ
れている管路の更新費用や事業の前倒しなど
に充てていく計画である。

用語説明を追加

◆配水管
浄水場や配水池からお客さまへ水道水を配る
水道管。そのうち、給水の分岐のない主要な配
水管を配水本管、給水の分岐のある小口径の
配水管を配水支管という。

用語説明を追加

82→87

83→88
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修正意見を反映した新旧対照表

◆表流水
陸地に存在する水のうち、河川、湖沼の水のよ
うにその存在が完全に表地面にあるもの。取水
が容易で量が確保しやすく、また降雨起源であ
るために比較的溶解性のイオンなどが少ないこ
とから、もっとも優れた水道水源のひとつであ
る。

用語説明を追加

◆伏流水
河川水は、河道に沿って表流水となって流れる
水の他に、河床や旧河道などに形成された地中
内の砂利層を流れる水が存在する。この流れを
伏流水という。

用語説明を追加

84→90

85→91
～○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○～

～“「安心・安定」と「信頼」を未来につなげる伊
賀の水道”～

基本理念の追加

89
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