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1 はじめに
1.1 第２回審議会の内容

鈴鹿市上水道事業の投資試算2

現行計画である第５期拡張事業計画の次の事業計画を策定中であり、投資試算についても見直す予定
のため、第２回審議会では、現時点で想定される投資の方針について整理します。

第２回審議会

第３回審議会
 第２回の内容の精度向上
 投資試算（事業計画と概算事業費）の提示

 現行計画である第５期拡張事業計画の次の事業計画を策定中

 投資試算についても、技術的な調査や詳細の検討を行い、平成２９年２月頃新たに策定
する予定

 新たな取り組みも踏まえた事業計画となる予定であり、第２回審議会では現時点で想定
される投資の方針について整理
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1 はじめに
1.2 投資の課題（第1回審議会資料より）

管路や水道施設については、耐震化等のため、多額の更新費用が発生します。また、多数の配水

ブロックを配置し、施設を複数所有しているため、規模の適正化や有効利用の検討が必要です。

 管路の耐震化率は現在9.9％であり、管路事故の未然防止のため優先度が高い管路から
更新を実施しているが、総事業費として約870億円の投資を要すること。

課
題
1

 送水場や配水池についても耐震化等に多額の費用投資を要すること。
課
題
2

投 資 の 課 題

 人口分散に応じて多数の配水ブロックを配置しており、自己水源や送水場等の施設を複数
所有しているため、規模の適正化や有効利用について検討が必要であること。

課
題
3



2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.1 「老朽管更新計画の概要」（第1回審議会資料より）

鈴鹿市上水道事業の投資試算4

管路の耐震化については、管路更新に合わせて実施します。

また、管路更新の優先順位は、管路の老朽度や重要度を基にした物理的診断、管路事故によって発生する

想定被害額と管路の更新に必要な費用を考慮して、決定しています。

配水細管
φ50以下

配水支管
基幹管路

第3種 第2種 第1種

物
理
的
評
価
点
数

76～100

I（42）

H（90）
G3（80） G2（75） G1（72）

低
↑

老
朽
度

↓
高

（73）

51～75 F（79）
E3（58） E2（64） E1（64）

（63）

26～50 D（73）
C3（56） C2（60） C1（58）

（59）

0～25 B（44）
Ａ3（41） Ａ2（33） A1（24）

（29）

低 ← 重要度 → 高

更新優先度グループ

※括弧内は平成25年度時点から算定した更新期限（単位：年後） ※大規模配水ブロックは、住吉道伯配水ブロック、国府第
2配水ブロック、国府配水ブロック、高岡配水ブロック

管路分類 管路の機能

基幹
管路

第1種
基幹管路

導水管及び送水管

第2種
基幹管路

配水幹線（大規模配水ブロッ
ク※はφ300mm以上、その他
はφ200mm以上）

第3種
基幹管路

配水幹線から重要施設（避難
所・病院等）までの配水管

その他
配水管

配水支管
上記に属さない配水支管
（φ75mm以上）

配水細管 φ50mm以下の配水管

【参考】管路の重要度分類
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従来の水道管は接合部の構造上、大きな地震などに遭遇すると接合部から抜けてしまいます。
大きな地震などに遭遇しても抜けることがない水道管のことを耐震管といい、従来の水道管を耐震管に
更新していくことを管路耐震化といいます。
耐震管は大きな振動に耐えるために材質や構造が複雑なので、従来の水道管より高価になります。

口径 管の種類 1ｍ布設するのに必要な金額※

φ50mm 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 約30,000円

φ75mm以上 ダクタイル鋳鉄管（K形） 約60,000円(口径φ100mmの場合)

（従来の水道管）

口径 管の種類 1ｍ布設するのに必要な金額※

φ50mm 水道配水用ポリエチレン管 約50,000円

φ75mm以上 ダクタイル鋳鉄管（NS形） 約80,000円(口径φ100mmの場合)

（耐震管）

2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.1 「管路耐震化とは」 （1/2）

（提供）日本ダクタイル鉄管協会

※鈴鹿市上下水道局の独自算出による。

※上図は鋳鉄管の例
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2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.2 「管路耐震化とは」 （2/2）
【参考】「耐震管の性能」

従来の水道管は地盤崩落により破断してしまいます。 耐震管は地盤崩落でも破断せず通水が可能です。

千葉県における土砂災害状況
（提供）日本ダクタイル鉄管協会

熊本県における地震被害状況
（提供）株式会社 クボタ



2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.3 「管路更新基本計画」 （1/2）

鈴鹿市上水道事業の投資試算7

管路の耐震化（更新）事業は、計画的かつ継続的に実施する必要があります。

○管路更新基本計画
 更新完了時期：概ね89年後
 総事業費：約870億円
 耐震化率：9.9％（平成27年度末）

○現在布設されている管路を対象とし
た管路更新基本計画が完了する頃に
は、計画の初期に更新した管路が次の
老朽管となっています。

○管路施設は水道事業の要であり、計
画的かつ継続的に更新し、健全性を維
持していく必要があります。

伊勢湾

四日市市

鈴鹿市上下水道局
津市

「鈴鹿市老朽管更新基本計画(H25.3)」より
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2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.4 「管路更新基本計画」 （2/2）
管路更新基本計画は、災害発生時に被害が軽減できるよう計画しておりますが、近年突発的な漏水事故
が発生しており、復旧に係る費用投資が必要となります。また、鉄道軌道下や国道を横断する管路につ
いては、事故が発生した際に交通機関に及ぼす影響が大きいため、優先的に更新する必要があります。

平成28年5月に発生した長太地区近鉄軌道付近漏水
事故とその影響範囲（第1回審議会資料より）

（平面図）

横断図方向

漏水箇所

近
鉄
名
古
屋
線

（横断図）

漏水箇所

写真方向

湧水発生

漏水事故に伴う影響範囲（濁水）

大木中学校

長太小学校

一ノ宮地区市民センター

近鉄名古屋線
長太ノ浦駅

漏水発生箇所

（長太旭町二丁目地内）
長太公民館

漏水発生箇所写真

近鉄名古屋線



鈴鹿市上水道事業の投資試算9

2 投資の方針
2.1 課題への対応① 管路の耐震化について
2.1.5 「短期的管路更新計画」

緊急給水拠点を始め、避難所や病院等、災害時における重要施設への管路等で更新優先度が
高い管路から更新を実施しています。また、計画と進捗率に差が生じているため、次期基本計画
で見直しを検討します。（H27年度末時点の更新延長約26,000ｍ）

前期 中期 後期

(H25～H28) (H29～H31) (H32～H34)

A1 2,729 2,855 2,833 8,418

A2 4,280 4,337 4,267 12,884

A3 1,007 1,054 1,200 3,260

配水支管 B 11,779 11,850 11,791 35,420

19,795 20,096 20,091 59,982

配水細管 I 36,762 36,762 36,761 110,285

56,557 56,858 56,853 170,267

配水細管除く 計

期間合計

更新管路延長(m)

短期的更新計画 総計

更新優先度

基幹管路

四日市市

伊勢湾

津市

前期 中期 後期

A1

A２

A３

B

I



2 投資の方針
2.2 課題への対応② 送水場や配水池の耐震化について
2.2.1 「耐震化の方向性」

鈴鹿市上水道事業の投資試算10

南海トラフ地震など大規模災害の発生確率が高まっている中、非常時においても安定的に給水を行うため

に、送水場や配水池について順次耐震化を進めます。

○これまでに進めた事業

 国府第２配水池、平野送水場、平田送水場、庄野送水場等の耐
震化が完了

高塚配水
ブロック

○現在進めている事業
 鈴鹿市南東地域の施設の耐震化（住吉・道伯配水ブロック）

○今後進めていく事業

 施設が老朽化し、耐震性が不足している鈴鹿市北西地域の施設
の更新（高岡配水ブロック、高塚配水ブロック）

完了した施設 完成年度 整備事業費

国府第２配水池 平成28年度 約9.5億円

平野送水場 平成28年度 約18億円

平田送水場 平成24年度 約17.5億円

庄野送水場 平成18年度 約10億円

高岡配水
ブロック

住吉・道伯
配水ブロック



2 投資の方針
2.2 課題への対応② 送水場や配水池の耐震化について
2.2.2 「現在進めている事業」

鈴鹿市上水道事業の投資試算11

住吉・道伯配水ブロックの耐震化に取り組んでいます。

○鈴鹿市南東部に位置する送配水施設のうち、
庄野送水場、平田送水場の耐震化が完了してお
り、住吉配水池の耐震化を行うことで、鈴鹿市最
大の配水ブロックである住吉・道伯配水ブロックの
耐震化が推進されます。

○住吉配水池
 貯水量15,000m3の鈴鹿市最大の配水池

 鈴鹿市最大の住吉・道伯配水ブロック（鈴鹿
市南東地域）へ配水している

 耐震診断により、耐震性能が不足

○住吉・道伯配水ブロック 給水人口
 101,389人（平成28.3末）

平野送水場 道伯配水池

住吉配水池

自然流下区域

自然流下区域

住吉・道伯配水ブロック

住吉・道伯配水ブロック平田送水場

庄野送水場

住吉配水池
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老朽化し、耐震性能も不足する施設が残る高岡配水ブロックと高塚配水ブロックにある施設を補強または

更新します。
平田送水場

河田送水場 高岡配水池 自然流下区域 高岡配水ブロック

高区加圧区域 高岡加圧配水ブロック(東)

低区加圧区域 高岡加圧配水ブロック(西)

北中勢水道用水供給事業

(木曽川系)

○河田送水場、高岡配水池
 耐震診断により、耐震補強が必要

 更新の際には、施設規模や施設規模の最適化
も考慮して、補強方法を検討

○高岡配水ブロック 給水人口
 51,281人（平成28.3末）

2 投資の方針
2.2 課題への対応② 送水場や配水池の耐震化について
2.2.3 「今後進めていく事業」（1/2）

河田送水場 高岡配水池
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○広瀬送水場、高塚配水池
 耐震診断により、耐震性能が不足

 更新の際には、施設規模や施設規模の最適化
を考慮して送配水能力などを決定

○高塚配水ブロック 給水人口
 2,657人（平成28.3末）

2 投資の方針
2.2 課題への対応② 送水場や配水池の耐震化について
2.2.3 「今後進めていく事業」（2/2）

広瀬送水場 高塚配水池
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○水需要の減少が予想されます。

→施設規模や施設能力の最適化に取り組み、効率的な施設運用ができるよう検討します。
（検討結果についての詳細は第３回審議会で提示します。）

○施設運用の問題（加圧配水、自己水源の余剰、旧簡易水道施設の維持管理など）に対応する必要があります。

→自己水源の有効利用や配水ブロックの再編成により、加圧配水ブロックの解消を目指します。
また、旧簡易水道施設については、維持管理性の向上に取り組みます。

水需要を予測し、施設規模の適正化に取り組みます。また、配水ブロックの再編成や自己水源の有
効利用を行います。

2 投資の方針
2.3 課題への対応③ 施設規模の適正化や有効利用の検討について
2.3.1 「施設規模の適正化や有効利用の方向性」



鈴鹿市上水道事業の投資試算1515

水需要の見通しは、施設規模の適正化や有効利用の検討の基礎となります。水量の実績は減少傾向

であり、今後も減少する見通しです。

2 投資の方針
2.3 課題への対応③ 施設規模の適正化や有効利用の検討について
2.3.2 「水需要の見通し」（1/2）
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○人口の推計方法
 上位計画である鈴鹿市総合計画2023における人口推計に従う

○水量の推計方法
 用途別（生活用、業務・営業用、工場用、その他用）の有収水量を、時系列傾向分析法により推計

なお、業務・営業用と工場用については、近年大口需要者の水量減少が著しいため、それらを考慮して推計
 有収率、有効率、負荷率を設定して、一日平均給水量を推計

一日有収水量＝生活用有収水量＋業務・営業用有収水量＋工場用有収水量＋その他用有収水量
一日平均給水量＝一日有収水量÷有収率

2 投資の方針
2.3 課題への対応③ 施設規模の適正化や有効利用の検討について
2.3.2 「水需要の見通し」（2/2）

【参考】 「水需要の推計方法」



鈴鹿市上水道事業の投資試算17

加圧配水ブロックの解消や自己水源の適正な運用等を検討していきます。

○自己水源の適正な運用
 西冨田水源、井田川水源については、揚水能力に余裕が生じており、適正な運用について検討していきます。

○旧簡易水道施設を利用している配水ブロックの最適化（山本、長澤、小岐須、庄内）

 上記の配水ブロックは旧簡易水道の施設で運用を行っていますが、施設の老朽化や水源の不安定性（水量、水質）など
から、維持管理の負荷が増大しており、安定的な供給を継続するための最適化について検討していきます。

2 投資の方針
2.3 課題への対応③ 施設規模の適正化や有効利用の検討について
2.3.3 「施設運用における問題の解消」（1/2）

○加圧配水ブロックの解消
（高岡加圧配水ブロック（西、東））

 自然流下により適正な水圧が確保できない場合は、
加圧配水を行います。

 配水ポンプの故障や停電の影響などにより配水ポン
プが停止すれば断水するので、それに対応するため
の投資を行っています。

 また、近年の環境問題やコスト縮減という視点からも、
省エネルギーや動力費削減を目指す必要があります。

（自然流下方式） （加圧配水方式）

高い所から低い所
へ、地形勾配により
配水する。

低い所から高い所へ、
加圧して配水する。

配水ポンプにより中間で圧力を加
える。ポンプには動力が必要となる。

特別な動力を必要としない。

配水池

配水池
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2 投資の方針
2.3 課題への対応③ 施設規模の適正化や有効利用の検討について
2.3.3 「施設運用における問題の解消」（2/2）

西冨田水源 井田川水源

山本水源（表流水）
庄内水源（表流水）
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水道事業については、管路及び施設の耐震化、また、施設規模の適正化の目標を設定する予定です。

3 投資試算の目標（案）

収支ギャップ
の解消

現状把握・分析、将来予測
投
資
試
算

目標設定、投資の合理化 投資計画の策定

財
源
試
算

現状把握・分析、将来予測 財源構成検討、目標設定 財政計画の策定

投

資

・
財

政

計

画

経

営

戦

略

 管路耐震化の目標
目
標
１

 施設耐震化の目標
目
標
２

 施設規模適正化の目標
目
標
３
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