
運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．上野地区
●上野北部配水系統

水源

関連施設

水質検査地点

① 小田水源地
所在地 伊賀市小田町字沢ノ谷644－1外4
処理能力等 ９，０００ｍ３
浄水方法 急速ろ過
水源 服部川伏流水　地下水（浅井戸）
関連施設 小田浄水場　三田水源地

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造Φ４ｍ×Ｈ４．１ｍ（伏流水） ２井

ＲＣ造Φ５ｍ×Ｈ８ｍ（地下水） １井

【取水ポンプ】
Φ150×３．５ｍ３／ｍ×１５ｍ　　１５ｋｗ ３台

流入渠 鋼板製
W.2.2m×L1m×H3.3ｍ　　　7.2m3 1池

薬品混和池 鋼板製
W2.2m×L2.2m×H3ｍ　　　14.5m3 1池
攪拌機　２．２ｋｗ 1台

ろ過設備 洗浄水自己保有型重力式急速ろ過機
（重力式） 鋼板製

Φ５ｍ×H5.3m　　処理能力　2,367ｍ３／日　　 4基

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　Φ1300×H1200　　1.5m3 １槽

【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　１００ｍｌ／ｍ（max)　２０ｗ ２台

ＰＡＣ注入設備 【貯留槽】
ＦＲＰ製　Φ1300×H1200　　1.5m3 １槽
【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　３８ｍｌ／ｍ（max)　２０ｗ ２台

種別 形状・寸法
苛性ソーダ注入設備 【貯留槽】

ＦＲＰ製　Φ１６００×H1600   3m3 １槽
【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　130ｍｌ／ｍ（max)　24ｗ ２台

送水ポンプ井 ＲＣ造  W11.2m×L17.2m×H1.1　　１９７ｍ３ １井
【送水ポンプ】
Φ150×３．２ｍ３／ｍ×１０ｍ　　１１ｋｗ 3台

水質監視機器 【濁度計】　原水 1台
　　　　　　　処理水 4台
【ＰＨ計】　　原水 1台
　　　　　　　処理水 1台

排水池 ＲＣ造  W6.2ｍ×L8.4m×H2.25ｍ　　１１７ｍ３ 2池
【排水ポンプ】フロート式水中ポンプ
Φ50×0.3ｍ３／ｍ×5ｍ　　0.75ｋｗ 2台

⑫高倉高区配水池　⑬高倉高区第2配水池　⑭鳥居出配水池
⑮西山中継ポンプ場　⑯西山配水池

①小田水源地　②小田第２水源地　③三田水源地　④北川原水源地

⑤小田浄水場　⑥北部配水池　⑦三田中継ポンプ場　⑧三田配水池
⑨寺田中継ポンプ場　⑩寺田配水池　⑪高倉低区配水池　



② 小田第2水源地
所在地 伊賀市小田町新田2457－1外1
処理能力等 ５，５００ｍ３
浄水方法 急速ろ過（除鉄除マンガン）
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 小田浄水場

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造Φ５ｍ×８ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ150　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．５ｋｗ（逆洗用） １台
Φ125×２ｍ３／ｍ×１９ｍ　　　　　　１１ｋｗ 2台

ろ過設備 鋼板製（除鉄除マンガン）
Φ３．３ｍ×H3.6m　　　　５，５００ｍ３／日 1基

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　　　　　２ｍ３ １槽

【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　３４ｍｌ／ｍ　　　０．１ｋｗ 2台

③ 三田水源地
所在地 伊賀市三田字中居87外5
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 小田浄水場　小田水源地

種別 形状・寸法
取水井 有孔ヒューム管Φ８００ｍｍ×Ｗ６０ｍ

【取水ポンプ】
Φ150×２ｍ３／ｍ×１５ｍ　　　11kw 2台

④ 北川原水源地
所在地 伊賀市小田町字北川原823-2
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 小田浄水場　

種別 形状・寸法
取水井 有孔ヒューム管Φ８００ｍｍ×Ｗ９０ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ１２５×２．１ｍ３／ｍ×１５ｍ　　　　11kw 2台

⑤ 小田浄水場
所在地 伊賀市小田町2457－1
処理能力等 １８，４０２ｍ３／日
浄水方法 塩素消毒
水源 小田水源地　小田第2水源地　三田水源地　北川原水源地
関連施設 三田中継ポンプ場　北部配水池　南部配水池

種別 形状・寸法
浄水池 RC造　W９．５ｍ×L１８ｍ×H4.5m　　７４０ｍ３ 2池

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　　　　２ｍ３ ２槽

【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　　０．１７３L／ｍ　　０．４ｋｗ ２台

消石灰注入設備 【貯留槽】　　Φ２．８ｍ　　２４ｍ３ 1槽
（ＰＨ調整） 【溶解槽】　　Φ４．２ｍ　　３７ｍ３ ２槽

ポンプ井 【送水ポンプ】
三田系　　Φ200×５ｍ３／ｍ×２１ｍ　　３０ｋｗ 2台
北部系　　Φ200×４．５ｍ３／ｍ×７０ｍ　９０ｋｗ 3台
南部系　　Φ200×３ｍ３／ｍ×９０ｍ　　　１１０ｋｗ 2台

水質監視機器 【濁度計】三田小田系　小田第２水源　北川原水源 ３台
【ＰＨ計】三田小田系　小田第２水源　北河原水源　浄水池 ４台
【残塩計】浄水池 １台

中央監視設備 中央管視装置サーバー　監視モニター



⑥ 北部配水池
所在地 伊賀市上野丸ノ内１０６－３
貯水能力等 ３６００ｍ３
水源 小田浄水場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　Ｗ９．４ｍ×Ｌ１８．２ｍ×Ｈ５ｍ　　　６００ｍ３ １池

ＲＣ造　Ｗ１０ｍ×Ｌ１８ｍ×Ｈ６ｍ　　　　　１０００ｍ３ １池
ＰＣ造　Φ２０．７ｍ×Ｈ６ｍ　　　　　　　　　２０００ｍ３ １池

⑦ 三田中継ポンプ場
所在地 伊賀市三田９０９－３
貯水能力等 ９６０ｍ３
水源 小田浄水場より
関連施設 三田配水池　高倉低区配水池

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　W15ｍ×W23ｍ×H2.8m　　　９６０ｍ３ １井

【送水ポンプ】
高倉系　　Φ１２５×１．９ｍ３／ｍ×９３ｍ　　４５ｋｗ ２台
三田系　　Φ１２５×１．６ｍ３／ｍ×９０ｍ　　４５ｋｗ ３台

水質監視機器 【残塩計】 1台

⑧ 三田配水池
所在地 伊賀市三田字高尾2994
貯水能力等 １，３００ｍ３
水源 三田中継ポンプ場より
関連施設 寺田中継ポンプ場　

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　Φ１６．６ｍ×Ｈ６ｍ １池

緊急遮断弁設備 Φ２００ １台

⑨ 寺田中継ポンプ場
所在地 伊賀市高畑650
貯水能力等 １１ｍ３
水源 三田配水池より
関連施設 寺田配水池

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　W1.7m×L2.65m×H2.5m　１１ｍ３ 1井

【送水ポンプ】
Φ50×０．２１ｍ３／ｍ×７５ｍ　　　７．５ｋｗ 2台

水質監視機器 【残塩計】 1台

⑩ 寺田配水池
所在地 伊賀市寺田1052－5
貯水能力等 ３００ｍ３
水源 寺田中継ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　Ｗ７ｍ×Ｌ７ｍ×Ｈ６．５ｍ　　　３００ｍ３ １池



⑪ 高倉低区配水池
所在地 伊賀市西高倉２９０６
貯水能力等 ８５０ｍ３
水源 三田中継ポンプ場より
関連施設 高倉高区配水池　岩倉配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　Ｗ５．１５ｍ×Ｌ２０．１ｍ×Ｈ５．７ｍ　　　　　　８５０ｍ３　　　２池

【送水ポンプ】
Φ100×１．２５ｍ３／ｍ×７５ｍ　　　　　３０ｋｗ 2台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　１００ｌ ２槽

【注入ポンプ】
７．５ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　　　２５ｗ ２台

水質監視機器 【残塩計】 1台

緊急遮断弁設備 Φ250 1台

⑫ 高倉高区配水池
所在地 伊賀市西高倉字豆土
貯水能力等 ３６０ｍ３
水源 高倉低区配水池より
関連施設 高倉高区第２配水池　鳥居出配水池　西山中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　Ｗ６ｍ×Ｌ１０ｍ×Ｈ３ｍ　　　　　　　 １池

水質監視機器 【残塩計】 1台

⑬ 高倉高区第２配水池
所在地 伊賀市西高倉
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 高倉高区配水池より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　Φ１３．７ｍ×Ｈ４ｍ １池

⑭ 鳥居出配水池
所在地 伊賀市西高倉字豆土
貯水能力等 ５０ｍ３
水源
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　Ｗ７ｍ×Ｌ２．５ｍ×Ｈ３ｍ １池

⑮ 西山中継ポンプ場
所在地 伊賀市西山２６－１
水源 高倉高区配水池より
関連施設 西山配水池

種別 形状・寸法
送水ポンプ Φ４０×0.2ｍ３／ｍ×１２５ｍ×１１ｋｗ 2台



⑯ 西山配水池
所在地 伊賀市西山８８８－２
貯水能力等 ９５ｍ３
水源 西山中継ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　Ｗ２．５ｍ×Ｌ４ｍ×Ｈ３．９ｍ　 １池

ＲＣ造　Ｗ４ｍ×Ｌ４ｍ×Ｈ３．９ｍ　 １池

●諏訪浄水場系統
水源

関連施設 ②諏訪浄水場

水質検査地点

① 諏訪水源（第１）
所在地 伊賀市諏訪１１０８
水源 表流水
関連施設 諏訪浄水場

種別 形状・寸法
取水堰 ＲＣ造　Ｈ０．７ｍ×Ｌ２．５ｍ １式

沈砂池 ＲＣ造　Ｗ１．５ｍ×Ｌ２．５ｍ×Ｈ０．５ｍ　　　Ｖ＝１．８８ｍ３ １池

諏訪水源（第２）
所在地 伊賀市諏訪１１０８
水源 表流水
関連施設 諏訪浄水場

種別 形状・寸法
取水堰 ＲＣ造　Ｈ０．８ｍ×Ｌ２．４ｍ １式

沈砂池 ＲＣ造　Ｗ１．５ｍ×Ｌ４．１ｍ×Ｈ０．６ｍ　　　Ｖ＝３．６９ｍ３ １池

② 諏訪浄水場
所在地 伊賀市諏訪北山１４７３－２、３
処理能力等 ３００ｍ３/日
水源 諏訪水源（第１、第２）
関連施設

種別 形状・寸法
着水井 ＲＣ造　

Ｗ２．０×Ｌ０．８×Ｈ２．０　Ｖ＝３．２ｍ３ １池

ろ過設備 緩速ろ過池　　３０ｍ２ ４池

配水池 ３００ｍ３
RC造　　１５０ｍ３　 １池
SUS造　１５０ｍ３ １池

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　１００ｌ １槽

【注入ポンプ】
２２．８ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　　　３３ｗ ２台

①諏訪水源



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．上野地区
●上野南部配水系統（１）

水源

関連施設

⑰ゆめが丘調整池

水質検査地点

① 取水口
所在地 伊賀市笠部　森堰提
水源 木津川（表流水）
関連施設 導水水ポンプ場

種別 形状・寸法
取水口 鋼製スライドゲート １井

【除埃機】
沈砂池 RC造　　185ｍ３ ２池

導水ポンプ所
所在地 伊賀市笠部１４１７，１４１８
水源
関連施設 ゆめが丘浄水場

ポンプ井 RC造　　７５０ｍ３ ２井

【導水ポンプ】
Φ１５０×Φ２５０×７．２ｍ３／ｍ　　　　　　１１０ｋｗ 4台
インバータ制御

水質検査機器 【濁度計】 1台
【PH計　】 1台
【電気伝導率計】 1台

② ゆめが丘浄水場
所在地 伊賀市ゆめが丘７－４－４
処理能力等 ２８，７５０ｍ３／日
浄水方法 急速ろ過
水源 木津川（表流水）
関連施設 南部配水池　上野南ポンプ所　上野北ポンプ所　島ヶ原加圧ポンプ所

種別 形状・寸法
着水井 RC造　　６０ｍ３ ２池

粉末活性炭接触池 RC造　　３２０ｍ３ ２池
【粉末活性炭設備】
貯留槽　　３３ｍ３ １基

フロック形成池 RC造　W７ｍ×L４ｍ×３段×H４ｍ　　３４０ｍ３ ２池

沈殿池 RC造　W9.5m×L６０ｍ×H5m　　　　２，８５０ｍ３ ２池

急速ろ過池 RC造　重力式ろ過池　　
ろ過面積　　５３．５ｍ２　　　１９０ｍ３ ６池

浄水池 RC造　　３，０００ｍ３ ２池
【送水ポンプ】
北向　　Φ１５０　　３．３ｍ３／ｍ　　　４５ｋｗ ３台
南向　　Φ２００　　６．８ｍ３／ｍ　　　９０ｋｗ ３台
インバータ制御

⑨猪田高区配水池　⑩古花配水池　⑪湯屋谷中継ポンプ場　⑫桂配水池
⑬東谷中継ポンプ場　⑭東谷配水池　⑮上野南ポンプ場　⑯上野第３配水池

①取水口　導水ポンプ場

②ゆめが丘浄水場　③南部配水池（久米山加圧）　④高区中継ポンプ場　⑤高区配水池
⑥桜ヶ丘中継ポンプ場　⑦桜ヶ丘配水池　⑧上之庄中継ポンプ場



排水池 RC造　　６８０ｍ３ ２池

排泥池 RC造　１，１９０ｍ３ １池

濃縮槽 Φ１７ｍ×４ｍ　　９００ｍ３ ２池

天日乾燥床 RC造　　６２０ｍ３ １０床

薬品注入設備 【PAC】貯留槽　１０ｍ３　Φ３．２ｍ×H1.8m １槽

【苛性ソーダ】貯留槽　４ｍ３　Φ２ｍ×H1.8m ２槽
１軸ねじ式　　１，９００ｍｌ／ｍ　　　　インバータ制御 ２台

【次亜塩素】貯留槽　　５ｍ３　Φ２．２ｍ×H１．９ｍ ２槽
前次亜　　　　　１軸ねじ式　　８００ｍｌ／ｍ　　　　インバータ制御 ２台
中次亜　　　　　１軸ねじ式　　８００ｍｌ／ｍ　　　　インバータ制御 ２台
後次亜　　　　　１軸ねじ式　　６００ｍｌ／ｍ　　　　インバータ制御 ２台

【硫酸】貯留槽　　１ｍ３ ２槽
１軸ねじ式　　２００ｍｌ／ｍ　　　　インバータ制御 ２台

中央監視装置 中央監視設備 １式

水質検査機器 【濁度計】 ４台
【高感度濁度計】 ６台
【PH計】 ３台
【残塩計】 ５台
【アルカリ度計】 ３台

太陽光発電装置 太陽光発電設備　　１５０ｋｗ １式

③ 南部配水池（久米山加圧ポンプ所）
所在地 伊賀市守田町１２３１－２
貯水能力等 ５，０００ｍ３　×２池
水源 ゆめが丘浄水場　小田浄水場より
関連施設 高区中継ポンプ場　上之庄中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　Φ28.3ｍ×Ｈ８ｍ ２池

水質監視機器 【残塩計】 ２台

緊急遮断弁設備 第1配水池　　Φ５００ １基
第2配水池　　Φ４００ １基

加圧ポンプ設備 加圧タンク　　１２．５ｍ3 １基
（久米山加圧ポンプ所）【加圧ポンプ】

Φ８０　　０．７５ｍ３／ｍ×４５ｍ　　　１１ｋｗ ２台

④ 高区中継ポンプ場
所在地 伊賀市西明寺３２２５
貯水能力等 １８０ｍ３
水源 南部配水池より
関連施設 高区配水池　

種別 形状・寸法
ポンプ井 Ｗ４．６５ｍ×Ｌ６．５５ｍ×Ｈ３ｍ 2井

【送水ポンプ】
Φ１５０×２ｍ３／ｍ×６０ｍ　　　３７ｋｗ 4台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　２００ｌ ２槽

【注入ポンプ】
12.５ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　　　１５ｗ ４台

水質監視機器 【残塩計】 1台



⑤ 高区配水池
所在地 伊賀市荒木１８５７－７
貯水能力等 ５，０００ｍ３
水源 高区中継ポンプ場より
関連施設 桜ヶ丘中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　Φ２３ｍ×Ｈ１２ｍ 1池

水質監視機器 【残塩計】 1台

緊急遮断弁設備 Φ４００ 1基

⑥ 桜ヶ丘中継ポンプ場
所在地 伊賀市荒木１７０４－４
貯水能力等 ３９ｍ３
水源 高区配水池より
関連施設 桜ヶ丘配水池

種別 形状・寸法
受水槽 W4.7m×L３．１ｍ×H2.7m　　　　３９ｍ３ 1池

【送水ポンプ】
Φ80×０．５ｍ３／ｍ×１３５ｍ　　３０ｋｗ 2台

⑦ 桜ヶ丘配水池
所在地 伊賀市桜ヶ丘
貯水能力等 １２０ｍ３
水源 桜ヶ丘中継ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 RC造　　１２０ｍ３ 1池

⑧ 上之庄中継ポンプ場
所在地 伊賀市上之庄１４２２－１
貯水能力等 ３０ｍ３
水源 南部配水池より
関連施設 猪田高区配水池　古花配水池

種別 形状・寸法
貯水池 ＲＣ造　　　　３０ｍ３

【送水ポンプ】
Φ１２５×１．４１ｍ３／ｍ×１１０ｍ　　４５ｋｗ 2台

⑨ 猪田高区配水池
所在地 伊賀市山出１６１０－１
貯水能力等 ９０ｍ３
水源 上之庄中継ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＦＲＰ製　Φ３×３ｍ　　　９０ｍ３ １池

⑩ 古花配水池
所在地 伊賀市菖蒲池１７３４
貯水能力等 ４００ｍ３
水源 上之庄中継ポンプ場
関連施設 湯屋谷中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　Φ１０ｍ×Ｈ５ｍ 1池

水質監視機器 【残塩計】 1台

緊急遮断弁設備 Φ２００ 1基



⑪ 湯屋谷中継ポンプ場
所在地 伊賀市湯屋谷３７９
水源 古花配水池より
関連施設 桂配水池

種別 形状・寸法
送水ポンプ Φ４０×０．０３５ｍ３／ｍ×９５ｍ　　　　　５．５ｋｗ 2台

水質監視機器 【残塩計】 1台

⑫ 桂配水池
所在地 伊賀市桂５５６－１
貯水能力等 １００ｍ３
水源 湯屋谷中継ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　　Ｗ５ｍ×Ｌ１０ｍ×Ｈ２ｍ　　　１００ｍ３ 1池

⑬ 東谷中継ポンプ場
所在地 伊賀市鍛冶屋字５反田８６３
水源 古花配水池より
関連施設 東谷配水池

種別 形状・寸法
送水ポンプ Φ４０×０．０４ｍ３／ｍ×５０ｍ　　　　　３．７ｋｗ 2台

⑭ 東谷配水池
所在地 伊賀市東谷１７６５
貯水能力等 ５０ｍ３
水源 上野第3配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　　　５０ｍ３ 1池

⑮ 上野南ポンプ所
所在地 伊賀市下神戸１６６４－３
貯水能力等 １，１２０ｍ３
水源 ゆめが丘浄水場より
関連施設 上野第3配水池

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　W１４．４ｍ×L１９．４ｍ×H２．５　　　　６７５ｍ３ ２池

【送水ポンプ】
上野第3向　Φ１５０×２．４４ｍ３／ｍ　　　　　　　１１０ｋｗ 2台
青山向　　　Φ１２５×１．７ｍ３／ｍ　　　　　　　　　７５ｋｗ 2台

⑯ 上野第3配水池
所在地 伊賀市東谷字御殿295-2
貯水能力等 １０００ｍ３
水源 上野南ポンプ所より
関連施設 東谷配水池

種別 形状・寸法
配水池 PC造 1池

Φ１３．５ｍ×H７．５ｍ

次亜注入設備 タンク一体型　　２００L １槽
１２ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　　３０ｗ ２台

水質監視機器 【残塩計】 1台

緊急遮断弁設備 Φ４００ 1基



⑰ ゆめが丘調整池
所在地 伊賀市ゆめが丘７－８－４
貯水能力等 １，５００ｍ３
水源 ゆめが丘浄水場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 PC造　１，５００ｍ３ 1池

水質監視機器 【残塩計】 1台



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．上野地区
●上野南部配水系統（２）

水源

関連施設

⑫比自岐・高山浄水場（浄水池）　⑬高山・蓮池配水池
水質検査地点

① 上野西部水源
所在地 伊賀市大内３４０５－３
処理能力等 ５８３ｍ３
水源 地下水（深井戸）
関連施設 上野西部配水池

種別 形状・寸法
取水井 Φ２５０ｍｍ×８０ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ８０×０．４１ｍ３／ｍ×５０ｍ　　　　７．５ｋｗ 1台

ポンプ井 ＳＵＳ製　　　４００ｍ３ 1井
Ｗ８．０ｍ×Ｌ１２．５ｍ×Ｈ４．０ｍ
【送水ポンプ】
Φ１２５×１．０４ｍ３／ｍ×Ｈ１０８ｍ　　４５ｋｗ 2台

ろ過設備 鋼板製急速ろ過機（除鉄除マンガン）
Φ２．４ｍ　　　６００ｍ／日 2基
【逆洗ポンプ】　
Φ１５０×３．２ｍ３／ｍ×Ｈ１１ｍ　　　　１１ｋｗ ２台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　１０００Ｌ １槽

ＦＲＰ製　　　１００Ｌ（小出槽） ２槽
【注入ポンプ】
液中ピストン式　　１６ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　　　２５ｗ ４台

水質監視機器 【残塩計】 ３台

② 上野西部配水池
所在地 伊賀市法花３１５７－３
貯水能力等 ４００ｍ３
水源 上野西部水源
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造Φ１１．２ｍ×４．２ｍ 1池

③ 猪田第１水源
所在地 伊賀市猪田５４８３－１
処理能力等 ７００ｍ３
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 猪田配水池　

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　Φ３ｍ×７ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ４０×０．１８ｍ３／ｍ×１０ｍ　　　０．７５ｋｗ 2台

ポンプ井 RC造
W３．６ｍ×L２．５ｍ×H３ｍ　　　　２７ｍ３ 1井
【送水ポンプ】
Φ６５×０．５ｍ３／ｍ×４８ｍ　　　７．５ｋｗ 2台

①上野西部水源　③猪田第1水源　⑦丸山第1水源　⑨比土水源（第2、第3）
⑪比自岐・高山水源
②上野西部配水池　④猪田配水池　⑤丸山中継ポンプ場　⑥丸山第２配水池
⑧丸山配水池　⑩比土配水池　



次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　１００Ｌ １槽

【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　　　３０ｍｌ／ｍ　　　　１５ｗ 2台

水質監視機器 【残塩計】 １台
【PH計　】 １台

④ 猪田配水池
所在地 伊賀市猪田
貯水能力等 ２７９ｍ３
水源 猪田第１水源　南部配水池より
関連施設 丸山中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 RC造　　２７９ｍ３ 1池

⑤ 丸山中継ポンプ場
所在地 伊賀市下郡
貯水能力等 ２０ｍ３
水源 猪田配水池より　南部配水池より
関連施設 丸山第２配水池

種別 形状・寸法
受水槽 RC造　Φ３×３ｍ　　２０ｍ３ 1井

【送水ポンプ】
Φ６５×０．３ｍ３／ｍ×８１ｍ　　　１１ｋｗ 2台

水質監視機器 【残塩計】 1台

⑥ 丸山第２配水池
所在地 伊賀市森寺４１６－２
貯水能力等 ２００ｍ３
水源 丸山中継ポンプ場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＦＲＰ製　　　Φ４×H３．５ｍ　　　　　　２００ｍ３ 1池

⑦ 丸山第１水源
所在地 伊賀市下神戸１２３１
処理能力等 ７６５ｍ３
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 丸山配水池

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　Φ３ｍ×６．８ｍ １井

【送水ポンプ】
Φ８０×０．７ｍ３／ｍ×８４ｍ　　　１８．５ｋｗ ２台

ろ過設備 鋼板製（除鉄除マンガン）
Φ１６００　　　１，１００ｍ３／日 1基

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　　　　２００Ｌ １槽

【注入ポンプ】
ダイヤフラム式　３０ｍｌ／ｍ　　１５ｗ　 ２台

水質監視機器 【残塩計】 1台
【ＰＨ】 1台



⑧ 丸山配水池
所在地 伊賀市枡川
貯水能力等 ２２０ｍ３
水源 丸山第１水源
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　１１０ｍ３ 2池

⑨ 比土水源（第２）
所在地 伊賀市比土２５２３－９
処理能力等 ５９１ｍ３
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 比土配水池

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　　Φ３ｍ×Ｈ６．３ｍ １井

【送水ポンプ】
Φ６５×０．３７ｍ３／ｍ×Ｈ１００ｍ　　　１５ｋｗ ２台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　　２００Ｌ １槽

【注入ポンプ】
　　　　　　　３０ｍｌ／ｍ ２台

比土水源（第３）
所在地 伊賀市比土２３７６－２１
処理能力等
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 比土配水池

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　　Φ３ｍ×Ｈ６．３ｍ １井

【送水ポンプ】
Φ６５×０．３５ｍ３／ｍ×Ｈ９４ｍ　　　１１ｋｗ ２台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】
注入設備 ＦＲＰ製　　　　　１００Ｌ １槽

【注入ポンプ】
　　　　　　　１２．５ｍｌ／ｍ ２台

自家用発電機 １台

⑩ 比土配水池
所在地 伊賀市比土
貯水能力等 ２００ｍ３
水源 比土水源
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 RC造　W４．７×L６．８×H３．１　　１００ｍ３ ２池

【送水ポンプ】
Φ４０×０．２ｍ３/ｍ×３０ｍ　　２．２ｋｗ ２台

水質監視機器 【残塩計】 １台



⑪ 比自岐・高山水源
所在地 伊賀市高山２３１９－２
貯水能力等 ２０ｍ３
水源 滝川ダム（ダム水）
関連施設 丸山配水池

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　　　　２０ｍ３ １井

【取水ポンプ】
Φ５０×０．３５ｍ３／ｍ×Ｈ３０ｍ　　３．７ｋｗ 2台

⑫ 比自岐・高山浄水場（配水池）
所在地 伊賀市高山２３１９－２
処理能力等 ５００ｍ３
水源 滝川ダム（ダム水）
関連施設 高山配水池

種別 形状・寸法
急速ろ過機 鋼板製　Φ２．１×Ｈ４．５２ｍ 1基

３８０ｍ３／日　　　１２０ｍ／日
緩速ろ過設備 ＲＣ造

Ｗ５ｍ×Ｌ１０ｍ　　　　５０ｍ２ 3池
３８０ｍ３／日　　　５ｍ／日 1池予備

浄水池（配水池兼） Ｗ５ｍ×L７ｍ×H４ｍ　　　　１４０ｍ３ 2池

送水ポンプ Φ４０×０．１ｍ３／ｍ×８９ｍ　　　　５．５ｋｗ 2台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽注入ポンプ一体型】
注入設備 ＦＲＰ製　　　１００L ２台

１２ｍｌ／ｍ（max）　　　２５ｗ

水質監視機器 【残塩計】 １台

⑬ 高山配水池
所在地 伊賀市高山４７０－４
貯水能力等 ９６ｍ３
水源 比自岐・高山浄水場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　　W７ｍ×L５ｍ×H3ｍ　　　９６ｍ３ 1池



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．伊賀地区
●朝古川水系

水源

関連施設

水質検査地点

① 朝古川水源
所在地 伊賀市柘植町５３２９－６
水源 表流水
関連施設 朝古川浄水場

種別 形状・寸法
取水口 ＲＣ造

Ｗ３ｍ×Ｌ３ｍ×Ｈ５．５ｍ
Φ２．５ｍ×８．３ｍ（取水塔）

② 岡鼻水源
所在地 伊賀市柘植町６０５２
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 朝古川浄水場

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　２ｍ×Ｈ４．８ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ８０×０．８５ｍ３／ｍ×８０ｍ　　　１５ｋｗ 2台

③ 平水源（予備）
所在地 伊賀市柘植町字逆塩
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 岡鼻水源地

種別 形状・寸法
取水井 １井

【取水ポンプ】
Φ８０×０．８５ｍ３／ｍ×８０ｍ　　　１５ｋｗ 2台

④ 朝古川浄水場
所在地 伊賀市柘植町５２５１－１
処理能力等 ２，０００ｍ３
水源 朝古川水源　岡鼻水源　平水源
関連施設 朝古川配水池　

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造 １井

Ｗ１．５ｍ×Ｌ３．５ｍ×Ｈ２ｍ　　　５ｍ３

沈殿池 ＲＣ造
Ｗ３．６５ｍ×Ｌ１６．５ｍ×Ｈ３．５ｍ　　　２０８．５ｍ３ 2池

ろ過設備 鋼板製（除鉄除マンガン）   6池
ろ過速度　７０．２ｍ/日　　　　ろ過面積　１７．１ｍ２　 1基

薬品注入設備 PAC注入設備 1式
次亜注入設備 1式

①朝古川水源　②岡鼻水源　③平水源

④朝古川浄水場　⑤朝古川配水池　⑥横地野加圧ポンプ場
⑦余野公園加圧ポンプ場



⑤ 朝古川配水池
所在地 伊賀市柘植町５２５１－１
貯水能力等 ２，０００ｍ３
水源 朝古川浄水場
関連施設 横地野加圧ポンプ場　余野公園加圧ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 Φ１６．６ｍ×Ｈ７ｍ 1池

⑥ 横地野加圧ポンプ場
所在地 伊賀市柘植町
貯水能力等 ５ｍ３　1.5ｍ×2ｍ×1.7ｍＨ ２池
水源 朝古川配水池
関連施設

種別 形状・寸法
送水ポンプ Φ５０×０．２３ｍ３／ｍ×Ｈ６５ｍ　　　７．５ｋｗ 2台

⑦ 余野公園加圧ポンプ場
所在地 伊賀市柘植町
貯水能力等 ２ｍ３
水源 朝古川配水池
関連施設

種別 形状・寸法
受水槽 Ｗ１．５×Ｌ１．２ｍ×Ｈ１．１　　　
送水ポンプ一体型 【送水ポンプ】

Φ４０×０．６ｍ３／ｍ×Ｈ３３ｍ　　　３．７ｋｗ 2台



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．伊賀地区
●滝川水系

水源

関連施設

水質検査地点

① 天道川水源（塚脇導水ポンプ場）
所在地 伊賀市西ノ沢２５２
水源 表流水
関連施設 滝川浄水場

種別 形状・寸法
取水口 堰堤ＲＣ造　

扉ＳＳ製　　Ｗ３．８ｍ×Ｈ２ｍ

沈砂池 ＲＣ造　　５１．７ｍ３
Ｗ３．７ｍ×Ｌ１６．４ｍ×Ｈ２．５ｍ　 1池

ポンプ井 ＲＣ造　　３００ｍ３
Ｗ１０ｍ×Ｌ１０ｍ×Ｈ３ｍ 1井
【導水ポンプ】
Φ２００×５ｍ３／ｍ×Ｈ５０ｍ　　　７５ｋｗ 2台

② 塚脇第１水源
所在地 伊賀市川西５
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 滝川浄水場

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　Φ６ｍ×Ｈ５ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ４０×０．２ｍ３／ｍ×Ｈ１０ｍ　　１．５ｋｗ 2台

塚脇第2水源
所在地 伊賀市西ノ沢２５４－１
水源 地下水（深井戸）
関連施設 滝川浄水場

種別 形状・寸法
取水井 Φ３００×Ｈ１１９ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ１００×１．６ｍ３／ｍ×Ｈ４０ｍ　　１８．５ｋｗ　 1台

③ 滝川川浄水場
所在地 伊賀市川西１６６８
処理能力等 ９，０００ｍ３
水源 天道川水源　塚脇第１・第２水源
関連施設 第１配水池　第２配水池

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　　１７．８ｍ３ １井

Ｗ１．８ｍ×Ｌ３ｍ×Ｈ３．３ｍ　　　

沈殿池 ＲＣ造　　４０９ｍ３
Ｗ５．８ｍ×Ｌ１６．８ｍ×Ｈ４．２ｍ　　 2池

①天道川水源　②塚脇第１水源　第２水源

③滝川浄水場　④第１配水池　⑤第２配水池　⑥第３配水池　⑦山畑配水池
⑧伊賀加圧ポンプ所



ろ過設備 RC製　急速ろ過機 8池
ろ過速度　１１３ｍ/日　
ろ過面積　７９．８２ｍ２

浄水池 ＲＣ造　　　４６２ｍ３
Ｗ１６．５×Ｌ１４ｍ×Ｈ２ｍ 1池
【送水ポンプ】
第1配水池向　　Φ２００×４．２ｍ３／ｍ×７１ｍ　　７５ｋｗ 2台
第2配水池向　　Φ２００×４．２ｍ３／ｍ×４３ｍ　　４５ｋｗ 2台

排水池 ＲＣ造　　　１５０ｍ３
Φ７．３ｍ×Ｈ３．６ｍ 1池

排泥池 ＲＣ造　　　２７ｍ３
Ｗ３ｍ×Ｌ３ｍ×Ｈ３ｍ ２池

濃縮槽 ＲＣ造　　　１０８ｍ３
Φ６ｍ×Ｈ３．８５ｍ 1槽

天日乾燥床 ＲＣ造　　　１６０ｍ３
Ｗ１０ｍ×Ｌ１６ｍ　 4池

薬品注入設備 PAC注入設備 1式
次亜注入設備 1式

中央監視装置 中央管視モニター

水質検査機器 【濁度計】 1台
【PH計　】 1台
【残塩計】 1台

④ 第１配水池
所在地 伊賀市川東３３３１－１
貯水能力等 ２，０００ｍ３
水源 滝川浄水場
関連施設 第３配水池　山畑配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　２，０００ｍ３

Φ１９．２ｍ×Ｈ７ｍ 1池

送水ポンプ 山畑配水池向　　Φ１５０×２．１ｍ３／ｍ×Ｈ１０ｍ　　７５ｋｗ 2台
第3配水池向　　　Φ８０×０．１８ｍ３／ｍ×Ｈ３５ｍ　３．７ｋｗ 2台

緊急遮断弁設備 Φ３５０ 1基

水質検査機器 【残塩計】 1台

⑤ 第２配水池
所在地 伊賀市川東６００－１
貯水能力等 ２，０００ｍ３
水源 滝川配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　２，０００ｍ３

Φ１９．２ｍ×Ｈ７ｍ 1池

緊急遮断弁設備 Φ４００ 1台



⑥ 第３配水池
所在地 伊賀市愛田１５７８
貯水能力等 ２，０００ｍ３
水源 第１配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　２，０００ｍ３

Φ１９．２ｍ×Ｈ７ｍ 1池

薬品注入設備 次亜注入設備　
注入機 2台

水質検査機器 【残塩計】 1台

緊急遮断弁設備 Φ２００ 1台

⑦ 山畑配水池
所在地 伊賀市山畑
貯水能力等 ２，０００ｍ３
水源 第１配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　２，０００ｍ３

Φ１９．２ｍ×Ｈ７ｍ 1池

水質検査機器 【残塩計】 1台

薬品注入設備 次亜注入設備　　５０Lタンク　
注入機 2台

緊急遮断弁設備 山畑配水系統　Φ３００ 1基
希望ヶ丘配水系統　Φ２００ 1基

⑧ 伊賀加圧ポンプ所
所在地 伊賀市愛田１４３０－２
貯水能力等 １，３５０ｍ３
水源 大山田調整池より
関連施設 第３配水池　

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　　W１４．４ｍ×L１９．４ｍ×H２．５ｍ　　　６７５ｍ３ ２池

【送水ポンプ】
Φ１５０×１．９８ｍ３／ｍ　　　７５ｋｗ ２台



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．阿山地区
●玉滝水系

水源

関連施設

⑦山生田加圧所　⑧東湯舟加圧所　⑨内保加圧所
⑩北ポンプ所　⑪大山田調整池

水質検査地点

① 槙山第１水源（滝谷水源）
所在地 伊賀市槙山３８７０
水源 表流水
関連施設 玉滝浄水場

種別 形状・寸法
取水口 ＲＣ造

Ｗ１ｍ×Ｌ８．５ｍ

沈砂池 ＲＣ造　　２１ｍ３
Ｗ１．５ｍ×Ｌ７ｍ×Ｈ２ｍ 1池

② 玉滝浄水場
所在地 伊賀市玉滝８５４２
処理能力等 １，８７０ｍ３／日
水源 槙山第１水源　槙山第２－１水源　槙山第２－２水源
関連施設 焼尾配水池　槙山新田送水ポンプ場

種別 形状・寸法
沈殿池 ＲＣ造

Ｗ４ｍ×Ｌ９ｍ×Ｈ３．５ｍ　　　　　　１２６ｍ３ 2池

急速ろ過池 ＲＣ造
ろ速　１２０ｍ／日　　　ろ過面積５．６５ｍ２ ４池

浄水池 ＲＣ造　　　１２１ｍ３
Ｗ８．２ｍ×Ｌ８．２ｍ×Ｈ１．８ｍ 1池
【送水ポンプ】
Φ１００×１．３ｍ３／ｍ×２２ｍ　　　１１ｋｗ 2台

排水池 ＲＣ造　　１２６ｍ３
Ｗ３ｍ×Ｌ７ｍ×Ｈ３ｍ　　　６３ｍ３ 2池

濃縮槽 ＲＣ造　　１２６ｍ３
Ｗ６ｍ×Ｌ６ｍ×Ｈ３．５ｍ 1池

天日乾燥床 ＲＣ造　　　１８０ｍ２
Ｗ５ｍ×Ｌ９ｍ 4池

薬品注入設備 PAC注入設備 1式
次亜注入設備 1式
苛性ソーダ注入設備 1式

中央監視装置 中央監視モニター １式

水質検査機器 【濁度計】　原水　浄水 2台
【アルカリ度計】 1台
【残塩計】 1台
【PH計】 1台

①槙山第１水源

②玉滝浄水場　③玉滝配水池　④焼尾配水池
⑤槙山新田送水ポンプ場　⑥槙山新田配水池





③ 玉滝配水池（玉滝浄水場内）
所在地 伊賀市玉滝８５４２
貯水能力等 ９４０ｍ３
水源 玉滝浄水場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　　９４０ｍ３

Φ１５．５ｍ×Ｈ５ｍ 1池

緊急遮断弁設備 Φ１５０ ２基

④ 焼尾配水池
所在地 国有林ー７５林班
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 玉滝浄水場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　　５００ｍ３

Φ１２．７ｍ×Ｈ４ｍ 1池

⑤ 槙山新田送水ポンプ場
所在地 伊賀市神山２５６５
貯水能力等 ６ｍ３
水源 玉滝浄水場
関連施設 槙山新田配水池

種別 形状・寸法
ポンプ井 ＳＵＳ製

Ｗ１ｍ×Ｌ４ｍ×Ｈ１．５ｍ 1槽
【送水ポンプ】
Φ４０×０．１ｍ３／ｍ×１３．５ｍ　　　７．５ｋｗ 2台

⑥ 槙山新田配水池
所在地 伊賀市槙山３８３４－１
貯水能力等 ３４．５ｍ３
水源 槙山新田送水ポンプ場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＳＳ製　　　３４．５ｍ３

Ｗ２ｍ×Ｌ５ｍ×Ｈ３．４５ｍ　 1池

水質検査機器 淡水滅菌機 1台



⑦ 山生田加圧所
所在地 伊賀市玉滝
水源 玉滝浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
インバータポンプ 【送水ポンプ】

Φ５０×０．２ｍ３／ｍ×４０ｍ　　　３．７ｋｗ １台

⑧ 東湯舟加圧所
所在地 伊賀市東湯舟
水源 玉滝浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
ブースターポンプ 【送水ポンプ】

Φ４０×０．２９ｍ３／ｍ×３８ｍ　　　３．７ｋｗ 2台

⑨ 内保加圧所
所在地 伊賀市内保
水源 玉滝浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
ブースターポンプ 【送水ポンプ】

Φ４０×０．２９ｍ３／ｍ×３８ｍ　　　３．７ｋｗ 2台

⑩ 上野北ポンプ所
所在地 伊賀市中友生１８９４－１９
貯水能力等 ２６０ｍ３
水源 ゆめが丘浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
ポンプ井

【送水ポンプ】
Φ１５０×２．２ｍ３／ｍ　　　７５ｋｗ ３台

⑪ 大山田調整池
所在地 伊賀市真泥４７８４－３
貯水能力等 ９７０ｍ３
水源 上野北ポンプ所
関連施設

種別 形状・寸法
調整池 ９７０ｍ３

追塩素注入設備 貯留槽　　３００L １槽
２４ｍｌ／ｍ ２台

水質検査機器 【残塩計】 1台



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要

１．阿山地区
●丸柱水系

水源

関連施設

水質検査地点

① 西米の川ダム
所在地 伊賀市丸柱３６
水源 表流水（ダム水）
関連施設 丸柱浄水場

種別 形状・寸法
取水口 ＲＣ造

堤頂長　　６５．３ｍ

取水施設 フローティングタイプ　Φ２００

② 丸柱浄水場
所在地 伊賀市丸柱２２０５
処理能力等 １１６５ｍ３／日
水源 西米の川ダム
関連施設 丸柱低区配水池　丸柱高区配水池

種別 形状・寸法
沈殿池 ＲＣ造　　８３ｍ３

Ｗ２．５ｍ×Ｌ９．５ｍ×Ｈ３．５ｍ 1池

活性炭ろ過設備 鋼板製　　Φ２．６ｍ
重力式　　１，２００ｍ３／日 2基

急速ろ過機 鋼板製
Φ３．３５ｍ ２基
ろ速　１２０ｍ　　ろ過面積　８．８ｍ
【ろ過ポンプ】
Φ８０×０．７５ｍ３／ｍ×１７ｍ　　５．５ｋｗ 2台

送水ポンプ Φ１００×０．５９ｍ３／ｍ×８０ｍ　　１５ｋｗ 2台

排水池 ＲＣ造　９６ｍ３
Ｗ５ｍ×Ｌ１０．７ｍ×Ｈ１．８ｍ ２池

濃縮槽 鋼板製
Φ４．８×Ｈ４ｍ 1基

天日乾燥床 ＲＣ造　　　１３６ｍ２
Ｗ３．１ｍ×Ｌ１１ｍ 4池

薬品注入設備 PAC注入設備 1式
次亜注入設備 1式
苛性ソーダ注入設備 1式

中央監視装置 中央監視装置 1式

水質検査機器 【濁度計】原水　浄水 2台
【残塩計】 1台
【PH計　】 1台

①西米の川ダム

②丸柱浄水場　③丸柱低区配水池　④石川配水池　⑤河合配水池
⑥丸柱高区配水池　⑦波敷野配水池



③ 丸柱低区配水池（丸柱浄水場内）
所在地 伊賀市丸柱２２０５
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 丸柱浄水場より
関連施設 石川配水池　河合配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　５００ｍ３

Φ１２．７ｍ×Ｈ４ｍ 1池

緊急遮断弁設備 Φ150 1基

④ 石川配水池
所在地 伊賀市石川１４５－１
貯水能力等 ７２ｍ３
水源 丸柱低区配水池より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　　　　７２ｍ３

Ｗ５ｍ×Ｌ４．８ｍ×Ｈ３ｍ 1池

⑤ 河合配水池
所在地 伊賀市河合１４７５－２
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 丸柱低区配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　５００ｍ３

Φ１１．５ｍ×Ｈ５ｍ 1池

⑥ 丸柱高区配水池
所在地 伊賀市音羽６１２－１
貯水能力等 ４９０ｍ３
水源 丸柱浄水場より
関連施設 波敷野配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造

Φ１２．５ｍ×Ｈ４ｍ 1池

緊急遮断弁設備 Φ150 1基

⑦ 波敷野配水池
所在地 伊賀市波敷野８５８－５
貯水能力等 ６１．５ｍ３
水源 丸柱高区配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　　６１．５ｍ３

Ｗ４．６×Ｌ４．５ｍ×Ｈ３ｍ 1池



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（閉庁日点検業務等）
１．島ヶ原地区
●第１浄水場系

水源

関連施設

水質検査地点

① 島ヶ原加圧ポンプ所
所在地 伊賀市島ヶ原１４７９０－３
貯水能力等 １９２ｍ３
水源 ゆめが丘浄水場より
関連施設 第１配水池

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　W5ｍ×L６．４ｍ×H３ｍ　　　　９６ｍ３ ２池

【送水ポンプ】
Φ１００×０．５２１ｍ３／ｍ　　　１８．５ｋｗ ２台

② 第１配水池
所在地 伊賀市島ヶ原２０１－１
貯水能力等 ８６０ｍ３
水源 島ヶ原加圧ポンプ所
関連施設 山菅中継ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造

Ｗ８．６ｍ×Ｌ８．６ｍ×Ｈ３ｍ　　　２２０ｍ３　　 2池
Ｗ９．５ｍ×Ｌ７．５ｍ×Ｈ３ｍ　　　２１０ｍ３ 2池

③ 山菅中継ポンプ場
所在地 伊賀市島ヶ原6800-2
貯水能力等 ３６ｍ３
水源 第１配水池より
関連施設

種別 形状・寸法
受水槽 加圧タンク 1基

【送水ポンプ】
Φ　　　　０．４７５ｍ３／ｍ×７３ｍ　　１１ｋｗ 2台
Φ　　　　０．３１５ｍ３／ｍ×９０ｍ　　１１ｋｗ 1台

ゆめが丘浄水場より

①島ヶ原加圧ポンプ所　②第１配水池　③山菅中継ポンプ場



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（閉庁日点検業務等）
１．島ヶ原地区
●第２浄水場系

水源

関連施設

水質検査地点

① 松林坊川水源
所在地 伊賀市島ヶ原１０３８５
水源 表流水
関連施設 第２浄水場

種別 形状・寸法
取水口 Ｗ２．７ｍ×Ｌ３．２ｍ　　　　1池

② 第２浄水場
所在地 伊賀市島ヶ原１０６９４
処理能力等 ７００ｍ３／日
水源 松林坊川水源
関連施設 第２配水池

種別 形状・寸法
活性炭吸着塔 SUS製　　１．４５ｍ×H７．２ｍ

ろ過面積　２．１ｍ２ 2基

凝集沈殿装置 上向流式凝集沈殿装置
Φ３ｍ×H７ｍ 2基

ろ過設備 急速ろ過装置　　重力式
Φ２．７ｍ×H４．５ｍ
逆洗水自己保有型　　ろ過面積　　５．７３ｍ２ 2基

配水池 SUS製  ３９２ｍ３　（第２配水池） 1池
（ポンプ井兼） 【送水ポンプ】

Φ６５　１１ｋｗ（川南向け） 2台
Φ５０　7.5ｋｗ（不見上向） 2台

排水池

薬品注入設備 【PAC】　３ｍ３ 1槽
ダイヤフラム式　６０ｍｌ／ｍ　　１８ｗ 2台
【苛性ソーダ】　１ｍ３ 1槽
ダイヤフラム式　３０ｍｌ／ｍ　　１５ｗ 2台
【次亜塩素】
ダイヤフラム式　３０ｍｌ／ｍ　　１５ｗ（３００Lタンク一体型） 2台
ダイヤフラム式　３０ｍｌ／ｍ　　１５ｗ（１００Lタンク一体型） 2台

中央監視装置 中央監視設備 1式

水質検査機器 【原水UV計】 1台
【濁度計】　原水　浄水 2台
【残塩計】 1台

①松林坊川水源

②第２浄水場　③第２配水池　④川南高架水槽　⑤不見高区高架水槽
⑥不見上低区配水池



③ 第２配水池
所在地 伊賀市島ヶ原１０６９４
貯水能力等 ３９２ｍ３
水源 第２浄水場　
関連施設 川南高架水槽　不見上高区高架水槽　

種別 形状・寸法
配水池 ＳＵＳ製　　　３９２ｍ３

Ｗ９ｍ×Ｌ１１×Ｈ４ｍ 1池

④ 川南高架水槽
所在地 伊賀市島ヶ原１０７２５
貯水能力等 ３０ｍ３
水源 第２配水池より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＦＲＰ製　　３０ｍ３

Φ４ｍ×Ｈ３ｍ 1池

⑤ 不見上高区高架水槽
所在地 伊賀市島ヶ原１１０７７－６
貯水能力等 ３０ｍ３
水源 第２配水池より
関連施設 不見上低区配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＦＲＰ製　　３０ｍ３

Φ４ｍ×Ｈ３ｍ 1池

⑥ 不見上低区配水池
所在地 伊賀市島ヶ原１１０７７－６
貯水能力等 ３９６ｍ３
水源 不見上高区高架水槽より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造

Ｗ８ｍ×Ｌ８ｍ×Ｈ３．１ｍ　　　　　　１９８ｍ３ 2池



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（閉庁日点検業務等）
１．大山田地区
●山田系

水源

関連施設

水質検査地点

① 山田水源
所在地 伊賀市中村２０５１
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 山田浄水場

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造

Φ３ｍ×Ｈ８ｍ 1井
【取水ポンプ】
Φ１００×１．７４ｍ３／ｍ×２０ｍ　　　　１１ｋｗ 2台

② 馬野川水源
所在地 伊賀市広瀬１７９２
水源 表流水
関連施設 山田浄水場

種別 形状・寸法
取水口 ＲＣ造

Ｗ１７．８ｍ×Ｈ０．８ｍ
Ｗ２．５ｍ×Ｌ３．５ｍ×Ｈ８ｍ
【取水ポンプ】
Φ１２５×１．８１ｍ３／ｍ×３０ｍ　　　　　１５ｋｗ 2台

③ 山田浄水場
所在地 伊賀市中村２９
処理能力等 ２、４８０ｍ３／日
水源 山田水源　馬野川水源
関連施設 山田系配水池　馬野系配水池

種別 形状・寸法
原水槽 ３９．６ｍ３　　W６ｍ×L３ｍ×H２．２ｍ １井

【原水ポンプ】
　　　　　　０．６３ｍ３／ｍ　　　　３．７ｋｗ 1台
　　　　　　１．８１ｍ３／ｍ　　　　１１ｋｗ 1台

水質検査機器 【濁度計】 1台
【PH計】 1台

山田水系
種別 形状・寸法
沈殿池 RC造　W３．１５ｍ×L１２ｍ×H３．５ｍ　　　１３２ｍ３ 2池

ろ過設備 急速ろ過池　ろ過速度　１４１ｍ／日
【ろ過ポンプ】
Φ１００×１．５ｍ３／ｍ×１０ｍ　　　１１ｋｗ 2台

浄水池 RC造　１３５ｍ３　　Ｗ７ｍ×Ｌ１０ｍ×Ｈ２ｍ １池
【送水ポンプ】
Φ１２５×１．５ｍ３／ｍ×６０ｍ　　３０ｋｗ 2台

水質検査機器 【濁度計】ろ過水 １台
【残塩計】ろ過水、浄水 2台
【PH計】浄水 1台

①山田水源　②馬野川水源

③山田浄水場　④山田系配水池　⑤馬野系配水池　⑥大沢配水池



馬野川水系
種別 形状・寸法
前処理ろ過機 ろ過面積　６．１５ｍ２

ろ過速度　１４６ｍ／日 2基
処理能力　１，３００ｍ３／日

ろ過ポンプ井 RC造　３８ｍ３
【ろ過ポンプ】
Φ１２５×１．８１ｍ３／ｍ×１６ｍ　　　１１ｋｗ 2台

ろ過設備 急速ろ過機
ろ過面積　１２．５ｍ２　　ろ過速度　７２ｍ／日 2基

浄水池 RC造　７５ｍ３　　Ｗ７ｍ×Ｌ４ｍ×Ｈ２．８ｍ 1池
【送水ポンプ】
Φ１５０×１．１ｍ３／ｍ×７５ｍ　　３０ｋｗ 2台

水質検査機器 【濁度計】ろ過水 １台
【残塩計】ろ過水、浄水 2台
【PH計】浄水 1台

排水池 RC造　　１２０ｍ３ 1池

薬品注入設備 PAC注入設備 1式
次亜注入設備 1式
苛性ソーダ注入設備 1式

中央監視装置 中央監視設備 1式

④ 山田系配水池
所在地 伊賀市中村字角部97
貯水能力等 １５００ｍ３
水源 山田浄水場
関連施設 大沢配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　

Ｗ１１ｍ×Ｌ１２．３ｍ×Ｈ６ｍ　　　７５０ｍ３ ２池

⑤ 馬野系配水池
所在地 伊賀市中村字角部97
貯水能力等 ６４４ｍ３
水源 山田浄水場
関連施設 大沢配水池

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　　

Ｗ８．５ｍ×Ｌ１０．８ｍ×Ｈ３．５　　　　３１８ｍ３ ２池

⑥ 大沢配水池
所在地 伊賀市大沢字千戸
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 山田系配水池　馬野系配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　５００ｍ３

Φ１０ｍ×Ｈ５ｍ 1池



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（閉庁日点検業務等）
１．大山田地区
●高良城浄水場

水源

関連施設

水質検査地点

① 稲妻水源
所在地 伊賀市上阿波字黒岩968-1
水源 表流水
関連施設 高良城浄水場

種別 形状・寸法
沈殿池 RC造　W２．５ｍ×L７．５ｍ×H３．２ｍ 2池

緩速ろ過池 RC造　　W７．５ｍ×L９ｍ　　　６６ｍ２ 2池

原水槽 RC造　　W５ｍ×L９．２ｍ×H２．５ｍ １井

水質検査機器 【濁度計】 1台

② 高良城水源
所在地 伊賀市上阿波６９９－２
水源 表流水
関連施設 高良城浄水場

種別 形状・寸法
沈殿池 RC造　W２．５ｍ×L１０ｍ×H３ｍ 2池

緩速ろ過池 RC造　W７．５ｍ×L９ｍ　　６３ｍ２ 2池

水質検査機器 【濁度計】 1台

③ 高良城浄水場
所在地 伊賀市上阿波７０９－４
処理能力等 ７６７ｍ３／日
水源 稲妻水源　高良城水源
関連施設

種別 形状・寸法
原水槽 １井

【膜ろ過供給ポンプ】
Φ６５×５５×０．６～０．５ｍ３／ｍ×３０～３６ｍ　　５．５ｋｗ 2台

膜ろ過設備 精密ろ過膜（MF）　外圧式クロスフロー方式
５０ｍ２／本×6本×2系列　　　８７１ｍ３／日 1式

配水池 SUS製　　W２０ｍ×L１１．６ｍ×H３ｍ　　　６９０ｍ３ 1池

①稲妻水源　②高良城水源

③高良城浄水場　④高良城配水池



排水槽 W２．０ｍ×L３．８５ｍ×H２．８ｍ　　　　　　２１．５ｍ３ 1池

薬品注入設備 【次亜塩素注入設備】
貯留槽　２００L ２槽
ダイヤフラム型　６０ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　９０ｗ ２台
ダイヤフラム型　２５ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　９０ｗ ２台
【塩素中和剤注入設備】
貯留槽　１００L １槽
ダイヤフラム型　６０ｍｌ／ｍ（ｍａｘ）　９０ｗ ２台

中央監視装置 中央監視設備 1式

水質検査機器 【濁度計】原水　浄水 ２台
【温度計】 １台
【残留塩素計】 １台

④ 高良城配水池
所在地 伊賀市上阿波709-4
貯水能力等 ６９０ｍ３
水源 高良城浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 SS造　　

Ｗ２０ｍ×Ｌ１１ｍ×Ｈ４　　　　６９０ｍ３ １池



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（閉庁日点検業務等）
１．大山田地区
●馬野浄水場

水源

関連施設

水質検査地点

① 馬野川水源
所在地 伊賀市奥馬野字布引１０７５－１、奥馬野字布引９９５
水源 表流水
関連施設 馬野浄水場

種別 形状・寸法
取水口 馬野川

RC造　　２．４ｍ×２ｍ
足谷川
RC造　　５ｍ×２ｍ

② 馬野浄水場
所在地 伊賀市馬野８９６－３
処理能力等 １８３ｍ３
水源 馬野川水源
関連施設 馬野第１配水池

種別 形状・寸法
普通沈殿池 RC造　W１．５ｍ×L７ｍ×H３ｍ　　６３ｍ３ 2池

【ろ過ポンプ】
Φ４０　０．２０ｍ3／ｍ×３６ｍ×２．２ｋｗ 2台

膜ろ過設備 Q＝１８３m3／日　　　【膜モジュール】　50m2×2本×2系列

【洗浄ポンプ】　φ50-40×0.27m3／m×30m×3.7kw 2台

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】　100L ２槽
注入設備 【注入ポンプ】滅菌用　25ml／m（max）　10w　 ２台

　　　　　　　　　洗浄用　25ml／m（max）　10w ２台

中和剤注入設備 【貯留槽】　50L １槽
【注入ポンプ】　25ml／m（max）　10w ２台

水質検査機器 濁度計 ３台
残塩計 １台

③ 馬野第１配水池
所在地 伊賀市馬野字奥897
貯水能力等 １０３ｍ３
水源 馬野浄水場
関連施設 馬野第２配水池

種別 形状・寸法
配水池 RC造

W4m×L5.2m×H２．５ｍ　　　５２ｍ３ ２池

④ 馬野第２配水池
所在地 伊賀市奥馬野字布引1076‐1
貯水能力等 ６７．５ｍ３
水源 馬野第１配水池より
関連施設 馬野加圧ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 RC造

W5.1ｍ×L９．８ｍ×H１．４ｍ　　６７．５ｍ３ １池

①馬野川水源　足谷川水源

②馬野浄水場　③馬野第１配水池　④馬野第２配水池
⑤馬野加圧ポンプ場　⑥坂下配水池



⑤ 中馬野加圧ポンプ場
所在地 伊賀市中馬野字稲葉195-7
貯水能力等
水源 馬野第２配水池より
関連施設 坂下配水池

種別 形状・寸法
受水槽

【送水ポンプ】
Φ25　　　　０．０３ｍ３／ｍ×３８ｍ　　　０．７５ｋｗ 2台

⑥ 坂下配水池
所在地 伊賀市坂下字上河原245-4
貯水能力等 ６０ｍ３
水源 馬野加圧ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 SUS製

W３m×L４m×H５．０m　　６０ｍ３ １池

●剣谷浄水場
水源

関連施設

水質検査地点

① 東出川水源
所在地 伊賀市川北８０８－１
水源 表流水
関連施設 剣谷浄水場

種別 形状・寸法
取水口 RC造　W7m×L３ｍ １式

② 剣谷浄水場
所在地 伊賀市川北808-1
処理能力等 ９１ｍ３
水源 東出川水源
関連施設 広瀬配水池

種別 形状・寸法
沈殿池 RC造　W１．５ｍ×L４．５ｍ×H３ｍ　　２０．３ｍ３ 2池

緩速ろ過池 RC造　W４ｍ×L５．７ｍ
ろ過面積　　２０．３ｍ2 2池

薬品注入設備 【次亜注入設備】
　0.25ｍｌ／１ｓｔ（ｍａｘ）　 2台
　１００Ｌ（ポンプ一体型） 2槽

③ 広瀬配水池
所在地 伊賀市川北808-1
貯水能力等 ７８ｍ３
水源 剣谷浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 RC造　W４ｍ×L３．９ｍ×H２．５ｍ 2池

②剣谷浄水場　③広瀬配水池

①東出川水源



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（自動電話連絡システム対応）
１．青山地区
●阿保浄水場系

水源

関連施設

⑩工業団地配水池　⑪奥鹿野加圧ポンプ場　⑫奥鹿野配水池　
⑭上津浄水場　

水質検査地点

① 第１水源
所在地 伊賀市阿保上川原１５３２－１
水源 表流水
関連施設 阿保浄水場

種別 形状・寸法
取水口

② 第２水源
所在地 伊賀市阿保上川原１５３２－１
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 阿保浄水場

種別 形状・寸法
取水井 ＲＣ造　　Φ３ｍ×Ｈ８．５ｍ　　 1井

③ 阿保浄水場
所在地 伊賀市阿保上川原１５３２－１
処理能力等 ５，５４７ｍ３
水源 第１水源　第２水源　桐ヶ丘水源
関連施設 桐ヶ丘中継ポンプ場　阿保第１配水池

種別 形状・寸法
取水井 Φ３．０ｍ×H８．０ｍ １井

【取水ポンプ】
Φ１００　　１．１ｍ3/ｍ×１１ｍ　　３．７ｋｗ 2台
Φ１００　　０．７ｍ3/ｍ×３７ｍ　　１１ｋｗ 2台

沈殿池 ２池
【ろ過ポンプ】
Φ１００　０．７ｍ3/ｍ×５０ｍ　　　５．５ｋｗ 4台

ろ過設備 Q=４５ｍ3/ｈ ３基

浄水池 ＲＣ造　　８０ｍ３
Ｗ４ｍ×Ｌ１０ｍ×Ｈ２ｍ　 1池
【送水ポンプ】
阿保第1配水向　Φ１２５　　１．８ｍ３／ｍ×９０ｍ　　　４５ｋｗ ２台

排水池 １池

天日乾燥床 １池

薬品注入設備 次亜注入ポンプ ４台
PAC注入ポンプ ４台
苛性注入ポンプ ４台

①第１水源　②第２水源　⑬滝水源

③阿保浄水場　④阿保第１配水池　⑤阿保第２配水池　⑥青山送水ポンプ所
⑦青山調整池　⑧桐ヶ丘高区配水池　⑨桐ヶ丘低区配水池　



中央監視装置 阿保浄水場中央監視装置 １台
南部浄水場中央監視装置 １台

水質検査機器 濁度計 ２台
PH計 ２台
残塩計 １台

④ 阿保第１配水池
所在地 伊賀市阿保1890
貯水能力等 １，０００ｍ３
水源 阿保浄水場　
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　１，０００ｍ３

Φ１４．６ｍ×Ｈ６ｍ 1池

⑤ 阿保第２配水池
所在地 伊賀市阿保1890
貯水能力等 １，０００ｍ３
水源 阿保浄水場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　１，０００ｍ３

Φ１４．６ｍ×Ｈ６ｍ 1池

⑥ 青山送水ポンプ所
所在地 伊賀市柏尾１８９１－１
貯水能力等 ６８ｍ３
水源 上野南ポンプ所より
関連施設 青山調整値池

種別 形状・寸法
ポンプ井 RC造　　W４．２ｍ×L３．９ｍ×H２．１ｍ　　３４ｍ３ ２池

【送水ポンプ】
Φ１５０×１．４３ｍ３／ｍ　　　　４５ｋｗ 2台

⑦ 青山調整池
所在地 伊賀市福川５４５－２６
貯水能力等 ４７0ｍ３
水源 青山送水ポンプ所
関連施設 桐ヶ丘高区配水池

種別 形状・寸法
調整池 ４７０ｍ３

1池

水質検査機器 【残塩計】 1台

⑧ 桐ヶ丘高区配水池
所在地
貯水能力等 ６６０ｍ３
水源 青山調整池
関連施設 桐ヶ丘低区配水池　

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　６６０ｍ３

Φ１１．３ｍ×Ｈ６．５ｍ　 1池



⑨ 桐ヶ丘低区配水池
所在地 伊賀市桐ヶ丘
貯水能力等 ８８０ｍ３
水源 桐ヶ丘高区配水池
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　　８８０ｍ３

Φ１２．７ｍ×Ｈ７ｍ 1池

⑩ 工業団地配水池
所在地 伊賀市下川原
貯水能力等 ５００ｍ３
水源 上野南ポンプ所より
関連施設 奥鹿野加圧ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 ＰＣ造　　５００ｍ３

Φ１１．３ｍ×Ｈ５ｍ 1池

⑪ 奥鹿野加圧ポンプ場
所在地 伊賀市下川原
貯水能力等
水源 工業団地配水池
関連施設 奥鹿野配水池

種別 形状・寸法
受水槽

【送水ポンプ】
Φ４０　　０．０２３ｍ３／ｍ×１２８ｍ　　　７．５ｋｗ 2台

⑫ 奥鹿野配水池
所在地 伊賀市奥鹿野
貯水能力等 ６１ｍ３
水源 奥鹿野加圧ポンプ場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 ＲＣ造　　６１ｍ３

Ｗ４ｍ×Ｌ５ｍ×Ｈ３ｍ 1池

⑬ 滝水源
所在地 伊賀市滝１２３８
水源 地下水（浅井戸）
関連施設 上津浄水場

種別 形状・寸法
取水井 RC造　　Φ６×H７．４ｍ １井

⑭ 上津浄水場
所在地 伊賀市滝１２３８
処理能力等 １７０ｍ３
水源 滝水源
関連施設

種別 形状・寸法
取水井 Φ６ｍ×H７．４ｍ　　　　 １井

【取水ポンプ】
Φ６５　　０．１２ｍ3/ｍ×１５ｍ　　　　　　　　３．７ｋｗ 2台

ろ過設備 急速ろ過機　　Q=１７０ｍ3/ｄ １基

浄水池 RC造　　W３．５ｍ×L5ｍ×H１．２ｍ　　　　２１ｍ３
【配水ポンプ】
Φ８０　　０．６１ｍ３／ｍ×８０ｍ　　　１８．５ｋｗ ２台

薬品注入設備 次亜注入ポンプ １式



運転管理等の業務を実施する水道施設の概要
（自動電話連絡システム対応）
１．青山地区
●南部浄水場系

水源

関連施設

⑩床並高区配水池　⑪床並低区配水池　⑫国見加圧ポンプ場　

水質検査地点

① 上高尾取水地
所在地 伊賀市高尾３０９２－１
水源 表流水
関連施設 南部浄水場

種別 形状・寸法
取水口 取水ポンプ

φ65×0.53m3／m×100m×15kw ２台

② 南部浄水場
所在地 伊賀市高尾３０９２－１
処理能力等 ７６０ｍ３
水源 上高尾取水地
関連施設 本配水池　

種別 形状・寸法
沈殿池 RC造　43.8m3　W2.4m×L5.7m×H3.2m ２池

ろ過ポンプ井 RC造　199.5m3　W5.7m×L10m×H3.5m ２池

【ろ過ポンプ】　φ50-40×0.26m3／m×25m×2.2kw ４台

膜処理施設 Q＝722m3／日　　　【膜モジュール】　50m2×2本×2系列

【洗浄ポンプ】　φ65-50×0.42m3／m×25m×3.7kw ２台

浄水池 SUS造　１００ｍ３　　W5m×L8m×H2.6ｍ １池

【送水ポンプ】　　φ65-50×0.5m3／m×27m×5.5kw ２台
　

排水池 １池

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 【貯留槽】　200L ２槽
注入設備 【注入ポンプ】滅菌用　12.3ml／m（max）　15w　 ２台

　　　　　　　　　洗浄用　24.6ml／m（max）　15w ２台

PAC注入設備 【貯留槽】　400L １槽
【注入ポンプ】　24.6ml／m（max）　15w ２台

中和剤注入設備 【貯留槽】　100L １槽
【注入ポンプ】　12.3ml／m（max）　15w ２台

中央監視装置 監視パソコン １台

水質検査機器 濁度計 １台
色度計 １台
残塩計 １台

①上高尾取水地

②南部浄水場　③本配水池　④古田加圧ポンプ場　⑤古田配水池
⑥鈴又配水池　⑦霧生配水池　⑧諸木配水池　⑨鳥岡加圧ポンプ場　



③ 本配水池
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 ９８ｍ３
水源 南部浄水場
関連施設 古田加圧ポンプ場　鈴又配水池

種別 形状・寸法
配水池 SUS造　　９８ｍ３

W４ｍ×L６．５ｍ×H３．８ｍ　　 1池

④ 古田加圧ポンプ場
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等
水源 本配水池より
関連施設 古田配水池

種別 形状・寸法
受水槽

【加圧ポンプ】
Φ　　　　０．２４ｍ３／ｍ×１５２ｍ　　　３ｋｗ ２台

⑤ 古田配水池
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 ５２ｍ３
水源 古田加圧ポンプ場より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　　W５ｍ×L３ｍ×H3.5m　５２ｍ３ 1池

⑥ 鈴又配水池
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 １２６ｍ３
水源 本配水池より
関連施設 鳥岡加圧ポンプ場　床並高区配水池

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　　W６ｍ×L６ｍ×H3.5m　１２６ｍ３ 1池

⑦ 霧生配水池
所在地 伊賀市霧生
貯水能力等 ２０５ｍ３
水源 鈴又配水池より
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　W9.5×L5.5m×H４ｍ　　　２０５ｍ３

1池

⑧ 諸木配水池
所在地 伊賀市諸木
貯水能力等 １２０ｍ３
水源 国見加圧ポンプ場
関連施設

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　　W5m×L６ｍ×H４ｍ　　１２０ｍ３

1池

⑨ 鳥岡加圧ポンプ場
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 ７．８ｍ３
水源 鈴又配水池より
関連施設 　



種別 形状・寸法
受水槽 W3.5m×L1.5m×H1.5ｍ　　７．８ｍ３ １槽

【送水ポンプ】
Φ　　　　０．０５１ｍ３／ｍ×５５ｍ　　　１．１ｋｗ １台

⑩ 床並高区配水池
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 ６６ｍ３
水源 鈴又配水池より
関連施設 床並低区配水池

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　　　W5m×L４．５ｍ×H３　　　６６ｍ３

1池

⑪ 床並低区配水池
所在地 伊賀市高尾
貯水能力等 １１８ｍ３
水源 床並高区配水池より
関連施設 国見加圧ポンプ場

種別 形状・寸法
配水池 SUS製　　W8m×L5m×H３ｍ　　１１８ｍ３

1池

⑫ 国見加圧ポンプ場
所在地 伊賀市種生
貯水能力等 １０ｍ３
水源 床並低区配水池より
関連施設 諸木配水池

種別 形状・寸法
受水槽 W3.5m×L２ｍ×H１．５ｍ　　１０ｍ３ １池

【送水ポンプ】
Φ　　　０．１２ｍ３／ｍ×１６５ｍ　　７．５ｋｗ ２台


