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         は じめに  

 

富里市の水道事業は、昭和４８年に創設認可を受け、保

健衛生の向上、生活の合理化などを目的に昭和５０年から

給水を開始しました。その後、成田空港開港による急激な

人口増加、経済発展などによる水需要の増加に対応する

ため昭和５７年から第１次拡張事業を進めてまいりました。 

しかしながら、近年の水道事業を取り巻く状況として人口減少や少子高齢化など

による水需要の減少、老朽化施設の維持管理や更新、管路の耐震化、災害対策な

ど多くの課題を抱えております。 

こうした状況のもと、本市としても、市民の皆様に安心で安全な水の供給を継続し

ていくため、この度「富里市地域水道ビジョン」を策定いたしました。 

この「富里市地域水道ビジョン」は、平成１６年に策定・平成２０年に改訂された国

の水道ビジョンが示す、目指すべき方向性と主要政策課題についての取り組みや当

市水道事業のあるべき姿を描いたものであります。 

今後はこのビジョンをもとに、市民の皆様の暮らしを支えるライフラインの充実を図

るため、施設の計画的な更新を進めるとともに、水質の管理や水の効率的利用の促

進に努めてまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

平成 ２３ 年 ３ 月 

富里市長 相川堅治  

 

 

 

 

 

 

 

 市の花 サルビア 市の木 やまざくら 
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1.1 策定の趣旨 

 

水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化等による人口の減少や、社会経済の低迷など

による水需要の変化に直面する一方、高度経済成長期に整備してきた施設の老朽化が進

み、近い将来、大規模な更新事業が必要になるなど、大きな変化を迎えつつあります。 

一方、近年頻発している大地震に対する備えや顕在化しつつある環境問題への対応、

水道水に対する安全性やおいしさに対する要求の高まり等の課題に適切に対処していく

必要があり、その基礎となる運営基盤の強化や技術力の確保が求められています。 

このように、水道事業を取り巻く社会環境が急速に変化しているなか、厚生労働省で

は「水道ビジョン」を策定（平成 16 年 6 月、改訂平成 20 年 7 月）、「安心」「安全」｢持

続｣「環境」「国際」という 5 つの主要政策課題を掲げ、これを水道界全体で取り組んで

いくものと位置づけました。さらに、水道ビジョンの目標達成のために、各水道事業者

が自らの事業の現状と将来の見通しを分析評価したうえで目指すべき将来像を描き、そ

の実現のための方策を示すものとして「地域水道ビジョン」の作成を求めています。 

こうした背景を踏まえ、富里市民の生活や都市活動を支えるライフラインとして、安

全で良質な水道水を、将来にわたって安定して供給し続けるため、「富里市地域水道ビジ

ョン」を策定し、今後の事業の中長期的な方向性と、これを達成するための具体的内容

を示すものとします。 
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  1.2 「富里市地域水道ビジョン」の位置付け 

 

富里市は、これまでの総合計画（平成 13 年度～平成 22 年度）に引き続き、平成 23 年

度から平成 32 年度までを計画期間とする総合計画を策定しました。 

｢富里市地域水道ビジョン」においても、総合計画との整合性を考慮しつつ平成 23 年

度から平成 32 年度までにおける本市の水道事業の基本計画として位置づけ、より安全で

安心な水を安定して供給し続けることができるよう、効率的かつ安定的な事業運営に取

り組むものとします。 

 

 

 

総合計画とは 

 地方自治法第 2条第 4項において「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議

決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これ

に即して行なうようにしなければならない。」とされており、これに基づき、市町村が策定す

る計画です。 

総合計画は、都市基盤、産業、福祉、教育、環境など市民生活に関わる長期計画を指します。

市が行うさまざまな事業はこの総合計画の方向性に基づいて実施され、「基本構想」、「基本計

画」、｢実施計画」、で構成されています。 
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計画年 目標年

将来へ継続

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

<基本構想>　

<基本計画>　

<実施計画>　

地 域 水 道 ビ ジ ョ ン

こ れ ま で の 総 合 計画

現 行 の 総 合 計 画

（ １０年間 ）

Ｈ２３～３２

持続的改善

《 前期５年 》

Ｈ２３～２７

【第1期3年】

H23～25

【第2期3年】

H25～27

【第3期3年】

H28～30

【第4期3年】

H30～32

《 後期５年 》

Ｈ２８～３２

1.3 計画期間 

 

「富里市地域水道ビジョン」は、平成 22 年度で策定し、平成 23 年度（2011 年度）を

計画初年度とし、計画期間を 10 年間、計画目標年度を平成 32 年度（2020 年度）として

策定します。 

また、「富里市地域水道ビジョン」に示す目標と計画は、変化する社会情勢や水道利用

者のニーズに応えるため、定期的な見直しを図り、持続的改善に努めていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富里市地域水道ビジョンの計画期間 
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2.1 富里市の概要 

 

富里市は、千葉県北部の北総台地のほぼ中央に位置し、東京都心から東に 50～60km 圏、

成田国際空港からは西に約 4km のところに位置しています。 

東西約 10km、南北約 11km、面積 53.91km2で、北は成田市、西は酒々井町、南は八街市、

東は芝山町・山武市に接しています。 

地勢は南北に分かれ、標高は約 40～50m の台地で面積のおよそ 63％以上が山林及び農

地で、住宅地は 16％程度です。市の中央より根木名川、高崎川の源をなし、肥沃な農地

や自然環境に恵まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年の平均気温は 14.8℃、年間降水量は 1,638.0mm となっており、温暖な気候

です。（観測所 富里市消防本部・署） 

市の東側約 4km には成田国際空港（以下「成田空港」と略す。）が立地しており、恵ま

れた自然と肥沃な大地を活かした農業都市に加えて、成田市を母都市とする成田空港都

市圏の一翼を担いつつ、快適な居住空間を提供する住宅都市としての役割が求められて

おり、首都圏の都市的開発に際して大きな可能性とポテンシャルを有する都市です。 
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項目

事業名
富里市水道事業

創設計画
富里市水道事業
第１次拡張計画

富里市水道事業
第１次拡張計画
（既変更計画）

富里市水道事業
第１次拡張計画
(既変更計画）

① 事業認可年月日 昭和48年3月31日 昭和57年3月24日 同左 同左

② 計画目標年次 昭和55年
平成7年

(延期 平成12年）
平成17年 平成27年

③ 計画１日 大給水量 7,000ｍ3/日 22,270ｍ3/日 17,100ｍ3/日 19,900ｍ3/日

④ 計画１人１日 大給水量 350㍑/人･日 420㍑/人･日 413㍑/人･日 400㍑/人･日

⑤ 計画給水人口 20,000人 53,000人 41,340人 49,600人

⑥ 工　期
昭和48年9月

　　～昭和52年3月

昭和57年7月
　　～平成7年3月

(延期 平成13年3月)

昭和57年7月
　　～平成18年3月

昭和57年7月
　　～平成28年3月

⑦ 一部給水 昭和50年1月1日 昭和57年12月1日 平成13年4月1日 平成18年4月1日

全部給水 昭和52年4月1日
平成7年4月1日

(延期 平成13年4月1日)
平成18年4月1日 平成28年4月1日

⑧ 給水対象 富里市 同左 同左 同左

1 同左 同左 同左

富里市の一部
日吉倉、日吉倉新田、
久能、七栄、大和台、
根木名、大堀、武州、
旧平、両国、葉山、大
和、宮内、旭、立沢
の一部及び富里市工業
団地、日吉台

富里市全域

富里市の一部
日吉倉、日吉倉新田、
久能、七栄、大和台、
根木名、大堀、武州、
旧平、両国、葉山、大
和、宮内、旭、日吉
台、金堀、中沢の一
部、立沢の一部、二重
堀の一部、吉川の一
部、実の口の一部、新
橋の一部、高野の一部

富里市全域

市町村名

市町村数

給水区域

給水開始年月日

2.2 水道事業の沿革 

 

本市の水道事業は、昭和 48 年 3 月に創設認可を受け、昭和 50 年 1 月から計画給水人

口 20,000 人の規模で給水を開始しました。 

その後、人口増加にともない、昭和 57 年度から第 1次拡張事業に着手し、給水区域を

富里市全域として、計画給水人口 53,000 人、計画 1日 大給水量 22,270m3の規模をもっ

て、水道施設の整備を行ってきました。 

こうして、第 1次拡張事業に着手して以来、着実に施設整備を続けた結果、平成 21 年

度末現在での普及率は、行政区域内人口ベースで 74.3％に達しています。 

また、経営状況については、合理化に努め、平成 9 年 4 月に料金改定を行った結果、

安定基調で推移しています。 

しかし、給水区域を市全体に拡張したことから、配水管の未整備区域が市南部地域に

多く残っています。拡張事業を継続するために、5 年ごとに再評価を行い、費用対効果

の分析、コスト縮減及び代替案の可能性について検証を行うとともに、水道事業の財政

収支の状況を勘案しつつ判断しています。 

なお、市内には富里市水道事業のほか、「東七栄水道管理組合」、「㈱ティエフケー葉山

寮・職員住宅」、「JGS インパレス七栄」「JGS 十倉独身寮」、「葉山水道組合」、「七栄代替

地水道組合」、「ハニワ台ニュータウン」「医療法人千葉光徳会・中沢病院」、「共同住宅グ

リーンヒルタチバナ」、「特別養護老人ホーム九十九荘」、「十倉厚生園」、「ラディソンホ

テル成田エアポート本館」の 12 の専用水道があります。 

  富里市水道事業の沿革 
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給水区域平面図 
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3.1 富里市水道事業の現況 

富里市水道事業は、昭和 48 年 3 月に地下水を水源として創設しました。（計画給水人

口 20,000 人、計画 1 日 大給水量 7,000m3） 

昭和 53 年に成田国際空港が開港すると人口が急増し、それに伴い水需要も増加の一途

をたどり、創設当時の規模能力では対応が不可能となったことから、昭和 57 年 3 月に第

1次拡張事業の認可を受けて、計画給水人口を 53,000 人、計画 1日 大給水量を 22,270m3

とし、印旛広域水道用水供給事業（以下「印広水」と略す）からの受水を水源に加えて

事業を進めてきました。 

その後、需要のすう勢により幾度かの変更建設計画を策定し、平成 17 年度策定の計画

では、平成 27 年度を目標年度とし、給水人口 49,600 人、1 日 大給水量 19,900m3の計

画で事業を進めております。 

平成 21 年度末の水道普及率は 74.3％で、全国平均 97.5％及び千葉県平均 94.3％（い

ずれも平成 20 年度実績値）と比較すると、かなり低い水準にとどまっています。 

有収率は平成 12 年度の 89.7％から低下を続けていましたが、漏水を減少させるよう

努力しており、平成 21 年度実績では上昇し 86.0％となりました。 

近年、渇水や地震等の災害に強い水道施設づくりが必要となっていますが、そのため

の老朽化した石綿セメント管の布設替え、経年化した浄水場施設の更新、更には水道施

設全体の耐震強化、非常時対応能力の拡充整備を図っていくことが、現在の大きな課題

となっています。 
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給水人口・給水量の実績

給水区域内人口 給水人口 有収水量

１日平均給水量 １日 大給水量

3.2 給水状況 

富里市の人口は、過去 10 年間緩やかな増加傾向で推移してきましたが、近年は横這い

で、約 51,500 人でほぼ一定となっています。 

施設の規模や稼働率に関連する 1 日 大給水量は、平成 15 年度約 13,700m3/日を除くと、

15,000m3/日前後で推移しています。 
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有収水量

86%無効水量

14%

有効無収水量

0%

１日平均給水量の内訳 (平成21年度)

生活用 85%

業務・営業用

10%

工場用 5% その他 0%

有収水量の内訳

0 

2,000 
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6,000 
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16,000 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

１日平均給水量の内訳とその推移

無効水量

有効無収水量

その他

工場用

業務・営業用

生活用

一人当たりの生活用水は、平成 12 年度に 250 ㍑あったものが、平成 14 年度までに 243

㍑に減少、以降は 240 ㍑でほぼ一定となっています。業務営業用水については 1,100m3/

日前後で、大きな変化はみられませんが、工場用水はそれまで約 800m3/日であったのが、

平成 18 年度以降 550m3/日前後まで減少しています。 
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普及率は平成 12 年度実績 71.7％に対し、平成 21 年度実績値では 74.3％と、わずかな

がら上昇傾向にありますが、全国平均 97.5％及び千葉県平均 94.3％（いずれも平成 20

年度実績値）に比べ、依然低い水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、給水区域を市全域としている一方で、配水管の未整備区域が市南部地域に多

く残っていることによります。これらの地域は主に市街化調整区域となっており、事業

の経営状況と投資効果を勘案しながら、水道未普及地区の解消を進めています。 

 

3.3 水 源 

水源は、地下水と印広水から購入する浄水です。 

地下水は、口径 300mm、深度 120ｍの深井戸 5 井（1 号取水井～5 号取水井）から、そ

れぞれ 1,500m3/日を上限として水中モーターポンプで取水し、富里浄水場へ導水して浄

水処理し、配水池で受水した浄水と混合して貯留し、ポンプ圧送により配水しています。 

現在、取水能力は 1,500m3/日×5 井＝7,500m3/日ありますが、富里市全域が千葉県環境

保全条例によって地下水採取についての規制区域に指定されており、3～5 号取水井の 3

井分、4,500m3/日については、将来、印広水からの受水に転換を図ることとなっていま

す。 

導水管には石綿セメント管が使われており、震災時の非常用水源として活用するため

には、導水管路の耐震化が必要となっています。 

 

給水人口と普及率の推移 
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平成22年3月現在

第1号取水井  富里市七栄651-122 1,500m3/日

第2号取水井  富里市七栄646-121 1,500m3/日

第3号取水井  富里市七栄646-276 1,500m3/日 暫定井

第4号取水井  富里市七栄426-3 1,500m3/日 暫定井

第5号取水井  富里市七栄448-12 1,500m3/日 暫定井

受水 富里市浄水場  富里市七栄651-122 15,270m3/日 協定水量

浄水場 富里市浄水場

処理方式
マンガン接触ろ過

塩素滅菌・急速ろ過

処理対象 鉄・マンガン

水源名 第1～5号取水井

付帯施設 管理棟

配水場 富里市浄水場

配水池数 4

有効容量 8,540m3

配水方式 ポンプ圧送

導水管（m） 2,287 取水井～浄水場

配水管（m） 135,827 給水区域一円

総延長（m） 138,114

管路

備考

水源

浄水施設

配水施設

主要水道施設 名称 位置 能力

地下水

 富里市七栄651-122 22,270m3/日

 富里市七栄651-122 7,500m3/日

3.4 浄水施設 

富里市浄水場では、着水井に導水された地下水に対し、塩素剤による滅菌と酸化を行

い、特殊ろ材（含気泡多孔性硬質ろ材）による急速ろ過（ろ過速度 300m/日）を行って、

除鉄・除マンガン処理をしています。 

施設のろ過機 3基は昭和 59 年に設置されたもので、26 年が経過しています。 

また、ろ過機 3基は全てが常用で、予備機がありません。 

管理棟も含めて、構造物の耐震化及び受変電設備等の更新が課題となっています。 

 

3.5 配水施設 

富里市浄水場内にある配水池から配水ポンプで加圧し、配水しています。 

基幹施設である配水地は、平成 8 年度以前の耐震基準で設計されているため、耐震性

能の評価を行い、その結果に応じた対策が必要となります。 

配水ポンプは、2 系統となっています。1系は 90kW のセルビウス可変速ポンプ 4 台、2

系は 37kW の固定速ポンプ 2 台（老朽化のため休止中）と、37kW の HC 式可変速ポンプ 4

台ですが、いずれもインバータ式可変速ポンプに更新することが望まれます。 

配水管路については、布設総延長 135,827m のうち耐震性・水密性に劣る石綿セメント

管 9,455m が残っています。 

 

主要な水道施設の一覧 
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計画給水人口 計画１日 大給水量

（人） （m
3
/日）

（計画/実績/達成率） （計画/実績/達成率）

38,144 14,520

72.0% 65.2%

備　　考

22,27053,000

工期　昭和57年12月1日

　　　　　～平成7年3月

　　(延期　平成28年3月)

達成率 ＝ 実績値／計画値

　　　　　　項　目

 水道事業名

創設または変更事業名

認可（計画期間）年月日

第1次拡張事業計画

富里市水道事業

　　　昭和57年3月24日

3.6 水道事業計画の達成状況 

平成 21 年度現在の進捗状況は、給水人口が達成率 72.0％、１日 大給水量が達成率

65.2％となっています。 

 

 

事業計画の進捗状況（平成 21 年度） 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

水源利用率 ％
(一日平均配水量/確保している

水源水量)×100
60.2 59.4 54.7 55.6 －

業務指標(PI)の説明

水源余裕率 ％
[(確保している水源水量/一日

大配水量)－1]×100
52.2 51.8 56.8 46.2 ↑

業務指標(PI)の説明

原水有効利用率 ％ (年間有効水量/年間取水量)×100 75.6 75.5 81.6 86.3 ↑

業務指標(PI)の説明

自己保有水源率 ％ (自己保有水源水量/全水源水量)×100 32.9 32.9 32.9 100.0 －

業務指標(PI)の説明

水源の水質事故数 件 年間水源水質事故件数 0.0 0.0 0.0 0.0 ↓

業務指標(PI)の説明

地下水率 ％
(地下水揚水量 / 水源利用水量) ×

100
42.7 44.6 38.6 89.7 －

業務指標(PI)の説明

番号 業務指標（PI）名 単位 算式 優位向
本水道

油や廃液の流出や農薬、化学肥料等により水源が汚染され、取水停止になること及び取水停止になるおそ

れがある件数を表します。

地下水揚水量の水源利用に対する割合です。地下水はコストが安く、水量・水質が安定しているので、水

道事業にとって価値の大きな水源であり、この比率が高ければ経営上も有利です。

水源のゆとり度、水源の効率性を現しています。渇水時には100％取水できないこともあり、ある程度の

ゆとり度が必要です。

大需要量に対してどれだけゆとりを持って水源を確保しているかを示すもので、安定供給のためには、

ある程度のゆとりを見込んだものである必要があります。

取水量に対して、どれだけ有効に利用されたかを示す指標です。水道システム全体における水源利用の有

効性を表すもので、高いほうがよく、漏水量が多いと低くなります。

本水道が保有する全ての水源のうち、単独で管理し、自らの意思で自由に取水できる水源の占める度合い

を表しています。

2201

4101

1001

1002

1003

1004

 

 4.1 水源の状況  

＊印広水からの受水と深井戸 5 井による地下水を合わせて 6 ヶ所の水源を有してい

ます。 

 

4.1.1 水源の水量  

◇総量としての水源能力について 

印広水等により確保する水源の水量は、認可計画で22,770m3/日とされており、

これに対して水源利用率は約 60～55％、水源余裕率は 50％台であり、未給水区域

の解消を踏まえても、全体としての水源水量は十分です。 

◇個々の水源能力としての課題 

富里市は千葉県の定めた地下水採取についての規制区域となっています。 

現在 5 井ある深井戸のうち、3 井は将来、印広水からの受水に転換することと

なります。 

 

4.1.2 水源の水質  

◇水質状況 

受水、地下水ともに水質に問題はありません。 

 

表 4.1.1 水源に関する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

[全国50％値]  各業務指標(ＰＩ)の分布において、値の低いほうからの事業体数の累積が50％となる値で、

「ＰＩ値が普通」と定められた値。 

[優  位  向]  ↑高いほうが望ましい ↓低いほうが望ましい －いずれとも示せない 

第４章 水道事業の課題 
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 4.2 浄水施設の状況  

＊富里市では浄水処理を行っているのは富里市浄水場の 1 箇所のみです。そこで地

下水の浄水処理のほか、印広水からの受水もしています。 

 

4.2.1 浄水施設の状況  

◇富里市浄水場 

地下水に対して、塩素剤による酸化処理を行った後、マンガン接触ろ過による

除鉄・除マンガン処理を行っています。 

沈澱池はありません。 

処理水と印広水からの受水を配水池で混合し、配水しています。 

 

4.2.2 浄水施設の機能性  

◇浄水処理能力 

除鉄・除マンガン処理を行うためのろ過機は 3 基ありますが、設置後 26 年を経

過し、全台常用、予備機無しの状態です。 

平成 20 年度の水質検査の結果、色度については浄水場出口で 0.5 度未満であっ

たものが、給水栓末端で 0.5 度となっています。 

浄水場出口でのマンガン濃度は 0.005mg/㍑未満となっていますが、その微量の

マンガンイオンが、消毒用の残留塩素と化学反応して、色度となったものと思わ

れ、徐々に色度の上昇傾向にあります。 

これは原水中に含まれるマンガンが極めて微量ながら配水中へ漏出している可

能性があり、ろ材の交換時期の見直し等、浄水処理の一層の管理徹底が求められ

ます。 

◇機能維持 

基幹施設としての機能を維持するため、耐震性や施設・機器の老朽度等を総合

的に判断して、計画的に改良を行う必要があります。施設・機器は多数あり、互

いに密接な関係があるため、重要度・緊急度を慎重に評価し、安全で経済的な工

法を検討する必要があります。 

◇系統間の原水融通率 

浄水場及び配水場は富里市浄水場 1 ヶ所のため、系統間の原水融通率はありま

せん。複数系統化を図ることは運用の安定性，柔軟性及び危機対応性を高めるた

めに重要な要素です。 

また、隣接する他事業体間での震災時の融通を図ることも大切です。 

◇非常時対応水源 

取水井と浄水場を結ぶ導水管には石綿セメント管が多く使われていること、場

外の取水井には自家発電設備等が設置されていないことから、非常時に対する自

己水源確保を検討する必要があります。 

また、複数の水源を保有していることを活用し、一部の水源が汚染された場合

でも、健全な水源を有効に利用できるようにする必要があります。 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

浄水予備力確保率 ％
[(全浄水施設能力－一日 大浄水量)/

全浄水施設能力]×100
1.0 3.3 12.0 27.4 －

業務指標(PI)の説明

経年化浄水施設率 ％
(法定耐用年数を超えた浄水施設能力/

全浄水施設能力)×100
0.0 0.0 0.0 0.0 ↓

業務指標(PI)の説明

浄水施設耐震率 ％
(耐震対策の施されている浄水施設能力

/全浄水施設能力)×100
0.0 0.0 0.0 0.0 ↑

業務指標(PI)の説明

薬品備蓄日数 日 平均薬品貯蔵量/一日平均使用量 28.60 28.60 28.60 27.5 －

業務指標(PI)の説明

燃料備蓄日数 日 平均燃料貯蔵量/一日使用量 1.5 1.5 1.5 0.7 ↑

業務指標(PI)の説明

自家用発電設備容
量率

％
(自家用発電設備容量/当該設備の電力

総容量)×100
69.5 69.5 69.5 54.7 ↑

業務指標(PI)の説明

2003

全浄水施設能力に対する予備力の割合であり、水運用の安定性、柔軟性及び危機対応性を示すものです。

経年化した浄水施設がどの程度の割合を占めるかを示すものです。

2101

浄水施設のうち、高度な耐震化がなされている施設の、全浄水施設能力に対する割合で、震災時において

も安定的な浄水処理ができるかどうかを示します。

浄水場などで使う、主として発電機用の燃料が、一日平均使用量に対して何日分貯蔵してあるかを示し、

震災等の停電時においても運転を継続できる期間を表します。

自家用発電機の容量が、必要とされる電力の総量に対する割合を示し、非常時における稼動可能な電気設

備の割合や危機対応性を表しています。

2211

2212

2207

2216

浄水場で使う薬品が、一日平均使用量に対し、何日分貯蔵してあるかを示し、浄水処理が安定して継続で

きることを表します。薬品は、長期保存による劣化の心配もあるので、適切な保存期間に注意する必要が
あります。

本水道
優位向番号 業務指標（PI）名 単位 算式

表 4.2.1 浄水施設に関する指標 
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 4.3 配水施設の状況  

＊富里市浄水場が、現在唯一の配水場でもあります。 

 

4.3.1 施設能力の状況  

◇配水池容量の状況 

認可給水量に対して、現在の設計指針に照しあわせると、約 2,000m3不足してい

ます。 

また、本水道は負荷率が約 85.8％と高く、効率的である一方、配水池貯留能力

が全国の平均的事業体よりも小さい特徴があります。 

◇配水ポンプ施設の状況 

配水ポンプは 2 系統に分かれており、2 系の配水ポンプの一部は老朽化のため

使用できなくなっています。 

運転制御方法も含めて、新たなものに更新して行くことが望まれます。 

 

4.3.2 経年変化の状況  

◇経年変化の状況 

法定耐用年数を大幅に超えた電気・機械設備があります。機能性や耐震性を考

慮した効率的で経済的な更新が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 水 池 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

給水人口一人当た
り配水量

L/日/
人

(一日平均配水量/給水人口)×1,000 360 355 326 352 ↓

業務指標(PI)の説明

配水池貯留能力 日 配水池総容量/一日平均配水量 0.62 0.63 0.69 1.05 ↑

業務指標(PI)の説明

給水制限数 日 年間給水制限日数 0 1 0 0 ↓

業務指標(PI)の説明

普及率 ％ (給水人口/給水区域内人口)×100 73.7 74.0 74.3 99.3 ↑

業務指標(PI)の説明

ポンプ所耐震施設
率

％
(耐震対策の施されているポンプ所能力

/全ポンプ所能力)×100
39.5 39.5 39.5 0.0 ↑

業務指標(PI)の説明

配水池耐震施設率 ％
(耐震対策の施されている配水池容量/

配水池総容量)×100
71.9 71.9 71.9 0.0 ↑

業務指標(PI)の説明

施設利用率 ％ (一日平均給水量/一日給水能力)×100 61.5 60.7 55.9 60.1 ↑

業務指標(PI)の説明

施設 大稼働率 ％ (一日 大給水量/一日給水能力)×100 67.2 67.4 65.2 72.6 ↑

業務指標(PI)の説明

負荷率 ％
(一日平均給水量/一日 大給水量)×

100
91.6 90.1 85.8 83.7 ↑

業務指標(PI)の説明

3021

給水人口一人当たり一日何リットル配水したかを示します。都市活動が活発で昼間人口が多い都会では、

この値は給水人口で消費される水量より多くなります。

一日平均配水量の何日（時間）分が配水池で貯留可能であるかを表し、給水に対する安全性、災害・事故

等に対する危機対応性を示しています。

年間に給水制限を実施した日数を示します。

給水区域内で水道を使っている人の割合を示します。

ポンプ施設のうち、高度な耐震化がなされている施設能力の、全ポンプ施設能力に対する割合を示してい

ます。

配水池のうち、高度な耐震化がなされている施設容量の、全配水池容量に対する割合を示します。

一日平均給水量と、一日 大給水量の割合を示します。この数値が大きいほうが効率的であると言えま

す。

一日当りの給水能力に対する、一日平均給水量の割合を示します。この数値が高いほうが効率的であると

言えますが、施設更新や事故に対応できる一定の余裕は必要です。

一日 大給水量と、一日平均給水量の割合を示します。この数値が高いほうが施設が有効活用されている

といえますが、100％に近い場合には、安定的な給水に問題を残しているといえます。

3019

3020

2002

2004

2005

2006

本水道
優位向

2208

2209

番号 業務指標（PI）名 単位 算式

 

表 4.3.1 配水施設に関する指標 
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 4.4 管路施設の状況  

＊平成 21 年度末現在、富里市の導水・配水管の総延長は約 138.1km に及びます。 

 

4.4.1 通水能力の状況  

◇導水能力の確保状況 

各水源から浄水場までの導水能力については問題はありませんが、耐震性・水

密性に劣る石綿セメント管が約 2.1km あり、割合にして 90.5％を占めています。 

◇配水能力の確保状況 

現在のところ、水圧低下による給水不良地区はありませんが、未給水区域を解

消するに当っては、一部幹線ルートの増強が必要になる場合もあります。 

 

4.4.2 耐震化の状況  

◇基幹管路の耐震化の状況 

基幹管路や、避難場所に至る管路等、重要度を勘案した耐震化を推進する必要

があります。 

 

4.4.3 管路経年化の状況  

◇石綿セメント管等の状況 

石綿セメント管が導水管と配水管を合わせて約 11.5km 残っています。 

経年化した管路の更新は多額な費用を要するため、できるだけ早い時期に計画

的な更新事業を平準化して進めていく必要があります。 

◇硬質塩化ビニル管等の状況 

硬質塩化ビニル管は約 70km 布設されています。硬質塩化ビニル管は建設コスト

が低く、錆や腐食が発生しない等のメリットがありますが、機械的強度が低く、

漏水が発生することがあります。経年管を更新することにより、有収率の向上が

期待できます。 

 

4.4.4 その他  

◇管路台帳の電子データ化 

管路台帳の電子データ化や、管路情報システムの本格的な導入について検討す

る必要があります。 

◇有収率の改善 

過去 10 年間、有収率の低下傾向が続いていましたが、漏水を減少させるよう努

力しており、平成 21 年度は上昇し 86.0％となりました。今後も漏水調査を実施

し、老朽管を更新することにより、有収率の改善に努める必要があります。 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

鉛製給水管率 ％ (鉛製給水管使用件数/給水件数)×100 0.0 0.0 0.0 0.0 ↓

業務指標(PI)の説明

配水管延長密度 km/km2 配水管延長/給水区域面積 2.5 2.5 2.5 5.7 ↑

業務指標(PI)の説明

水道メータ密度 個/km 水道メータ数/配水管延長 109 110 110 52 ↑

業務指標(PI)の説明

経年化管路率 ％
(法定耐用年数を超えた管路延長/管路

総延長)×100
0.0 0.0 0.0 0.8 ↓

業務指標(PI)の説明

管路の更新率 ％
(更新された管路延長/管路総延長)×

100
0.00 0.00 0.00 0.59 ↑

業務指標(PI)の説明

管路の更生率 ％
(更生された管路延長/管路総延長)×

100
0.000 0.000 0.000 (データ無) －

業務指標(PI)の説明

管路の新設率 ％ (新設管路延長/管路総延長)×100 0.59 0.28 0.26 0.33 －

業務指標(PI)の説明

幹線管路の事故割
合

件/
100km

(幹線管路の事故件数/幹線管路延長)×

100
0.0 0.0 0.0 0.0 ↓

業務指標(PI)の説明

管路の耐震化率 ％ (耐震管延長/管路総延長)×100 0.4 0.4 0.4 1.9 ↑

業務指標(PI)の説明

ダクタイル鋳鉄
管・鋼管率

％
[(ダクタイル鋳鉄管延長 ＋ 鋼管延長)

/ 管路総延長] × 100
40.1 39.7 39.4 38.9 ↑

業務指標(PI)の説明

2210

5102

全給水件数に占める鉛製給水管が使用されている割合を示します。解消を促進する必要があります。

給水区域面積1km
2
当り配水管が何km布設されているかを示し、配水管に引き込み管(給水管)を接続すると

きの容易さを表します。

配水管1km当り何個の水道メーターが接続されているかを示し、配水管の効率性を表します。管の延長当

りのメーター数が多いことは、建設費、維持管理費が有利になります。

法定耐用年数を超えた管路の割合がどれだけあるかを表すものです。古い管路の使用の可否を示すもので

はありません。

管路総延長に対する、年間に更新された管路延長の割合を示し、この逆数が管路を全て更新するのに必要

な年数になります。

管路総延長に対する、年間に更生（古い管の内面を補修すること）された管路延長の割合を示します。

（全国50％値は平成16年度統計による）

鉄製の水道管であるダクタイル鋳鉄管と鋼管の延長の、総延長に対する割合を示します。一般に、鉄製水

道管は強度が大きく、信頼性が高いといわれています。

耐震性のある材質と継手(管の接続部)により構成された管路延長の、総延長に対する割合を示します。

1117

2007

管路総延長に対する、年間に新設した管路延長の割合を示します。

幹線管路(一般に口径の大きな管で、給水栓を接続する配水管以外の管)での年間の事故(破裂、抜け出

し、漏水など)件数を、100kmあたりで示します。

2008

2103

2104

2105

2107

2202

本水道
優位向番号 業務指標（PI）名 単位 算式

 

表 4.4.1 管路施設に関する指標 
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 4.5 水質の管理状況  

＊採水地点は、浄水・給水栓が 5地点、水源原水が 5 地点の延べ 10 地点で水質検査

を実施しています。 

 

4.5.1 水質検査の状況  

◇水質検査態勢 

毎日検査(色度、濁度、残留塩素)を実施し、水質基準項目（50 項目）及び水質

管理目標設定項目（27 項目のうち、二酸化塩素 * と亜塩素酸 * を除いた 25 項目）

については、主に検査機関に外部委託しています。 

◇水質検査計画 

水質検査項目、検査頻度、検査位置について、年間水質検査計画を作成し、検

査を実施しています。 

◇水質検査結果の公表 

水質検査計画や水質検査結果については、市の広報誌やホームページ等で公表

しています。 

 

* 二酸化塩素：酸化・消毒剤の一種ですが、富里市では次亜塩素酸ナトリウムを

使用しており、二酸化塩素は使用していないため、検査を省略しています。 

* 亜塩素酸：酸化・消毒剤として二酸化塩素を使用した場合に発生する消毒副生

成物であるため、検査を省略しています。 

 

4.5.2 その他  

◇関連機関との連携 

水源での水質汚染や自然災害・事故等が発生した場合（もしくは発生の恐れが

ある場合）に備え、県の関係機関、近隣市町村、水質検査委託機関と連携し、適

切な対応がとれる取り組みを推進することが必要です。さらに「水安全計画」の

策定も必要です。 

◇貯水槽管理 

貯水槽や給水装置について、利用者の実施を把握し、衛生問題の解消を図るた

めの巡回点検や衛生管理の指導に努めていく必要があります。 

◇おいしい水への取り組み 

残留塩素管理の徹底を図るとともに、水道水をおいしく飲むための広報等を通

じ、市民の理解と協力をより高めていく必要があります。 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

原水水質監視度 項目 原水水質監視項目数 38 38 39 (データ無) －

業務指標(PI)の説明

水質検査箇所密度
箇所/

100km2
(水質検査採水箇所数/給水区域面積)×
100

9.3 9.3 9.3 (データ無) ↑

業務指標(PI)の説明

連続自動水質監視
度

台/

(1,000m3/日)

(連続自動水質監視装置設置数/一日平

均配水量)×1,000
0.000 0.000 0.000 (データ無) －

業務指標(PI)の説明

水質基準不適合率 ％
(水質基準不適合回数/全検査回数)×

100
0.0 0.0 0.0 (データ無) ↓

業務指標(PI)の説明

カビ臭から見たおいし
い水達成率

％
[(1－ジェオスミン 大濃度/水質基準

値)＋(1－2-メチルイソボルネオール
大濃度/水質基準値)]/2×100

100 100 100 90 ↑

業務指標(PI)の説明

塩素臭から見たお
いしい水達成率

％
[1－(年間残留塩素 大濃度－残留塩素
水質管理目標値)/残留塩素水質管理目

標値]×100
75 25 75 75 ↑

業務指標(PI)の説明

総トリハロメタン
濃度水質基準比

％
(総トリハロメタン 大濃度/総トリハ

ロメタン濃度水質基準値)×100
22 33 26 20 ↓

業務指標(PI)の説明

有機物（TOC）濃度
水質基準比

％
(有機物 大濃度/有機物水質基準値)×
100

18 16 23 16 ↓

業務指標(PI)の説明

重金属濃度水質基
準比

％

Σ(xi/Xi)/6×100(重金属とは，カドミ
ウム及びその化合物，水銀及びその化

合物，セレン及びその化合物，鉛及び
その化合物，ヒ素及びその化合物及び

六価クロム化合物の6種をいう。xiと
は，各重金属の給水栓での年間測定

大濃度をいう。Xiとは，各重金属の水

質基準値をいう。)

0 0 0 6 ↓

業務指標(PI)の説明

無機物質濃度水質
基準比

％

Σ(xi/Xi)/6×100(無機物質とは，アル

ミニウム及びその化合物，塩化物イオ
ン，カルシウム・マグネシウム等(硬

度)，鉄及びその化合物，マンガン及び
その化合物，ナトリウム及びその化合

物の6種をいう。xiとは，各無機物質の
給水栓での年間測定 大濃度をいう。

Xiとは，各無機物質の水質基準値をい
う。)

9 7 8 15 ↓

業務指標(PI)の説明

消毒副生成物濃度
水質基準比

％

Σ(xi/Xi)/5×100(消毒副生成物とは，

臭素酸，クロロ酢酸，ジクロロ酢酸，
トリクロロ酢酸，ホルムアルデヒドの5

種をいう。xiとは，各消毒副生成物の
給水栓での年間測定 大濃度をいう。

Xiとは，各消毒副生成物の管理目標値

をいう。)

0 0 0 10 ↓

業務指標(PI)の説明

1104

1110

1111

1114

1105

1106

1107

1108

給水栓の水質が、国で定められている水質基準に違反した率で、1項目でも違反している場合は違反とみなし

ます。基本的には0でなければなりません。

カビ臭原因物質であるジオスミンや2-メチルイソボルネオール(2-MIB)の多少による水道水のおいしさを示す
指標の一つです。

塩素臭とは、残留塩素に起因する異臭味で、水道水のおいしさを損なう原因の一つとなります。この業務指

標は、残留塩素の多少による水道水のおいしさを示す指標の一つです。

番号 業務指標（PI）名 単位 算式

1101

1102

1103

本水道
優位向

上記5種類の消毒副生成物には人に対して発ガン性の可能性があるものが含まれています。この業務指標は、
これら5種類の消毒副生成物の多少による水道水の安全性を示す指標の一つです。

上記6種類の無機物質(簡単にいうとミネラル分)は色水、濁水の原因となるため、この業務指標は、味や色な

どの水道水の性状を示す指標の一つです。

この業務指標は、有機物(TOC)の濃度の多少による水道水の安全性やおいしさを示す指標の一つです。平成21
年4月1日より水質基準値が強化されたため、指標値を比較する場合には注意する必要があります。

上記の6種類の重金属はいずれも人体に有害な金属であり、この業務指標は、重金属の多少による水道水の安

全性を示す指標の一つです。

トリハロメタンは、塩素消毒により自然に生成される消毒副生成物で、人に対して発ガン性の可能性がある

ものがあります。この業務指標は、トリハロメタンの多少による水道水の安全性を示す指標の一つです。

原水水質をどの程度詳細に監視しているかを、監視している項目数で表したものです。必ずしも項目数が多

いことが良いことではなく、その原水の特質によります。富里市の原水は、受水と深井戸地下水です。

毎日水質検査に関して、給水区域100km
2
当りの監視密度を示したものです。

一日平均配水量1,000m
3
あたりに設置されている連続自動水質監視装置(配水管に設置されて、濁度、色度、残

留塩素を24時間連続で測定できる装置)の台数を示したものです。

表 4.5.1 水質管理に関する指標 
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 4.6 災害対策の状況  

＊大地震、水害、水質事故、管路漏水事故等に備えた整備を進めています。 

 

4.6.1 応急給水対策の状況  

◇応急給水量の確保 

配水池を利用した応急給水量の確保対策を進めています。今後は、配水池の耐

震化整備や水道災害対策拠点、応急給水拠点の整備を進めることが必要です。 

◇応急給水機材の整備 

震災時の応急給水体制の強化には、給水車、給水タンク等の他、応急復旧に必

要な資機材等の整備、充実を図ることが課題となっています。 

◇応急給水拠点 

現在、1 ヶ所の配水拠点で給水しているため、水道システムの緊急時の融通性

は無く、ここが事故等で停止したときには、市全体で全面断水となります。維持

管理面での安易さを考慮しつつも、水道システムの分散化について検討を進める

必要があります。 

 

4.6.2 危機管理対策の状況  

◇施設の安全対策 

水道施設の安全を維持するために、赤外線センサー、侵入者検知器等を使った

整備を、民間警備会社に委託して行っています。 

しかしながら、治安などに対する社会的不安が強まっている今日、テロ対策等

も考慮した、一層の警備強化を図る必要があります。 

◇危機管理マニュアルの整備 

地震、水害、水質事故等に備えるため、応急給水体制、災害復旧体制などの手

法、職員出勤体制を明記した指針である「水道危機管理マニュアル」が整備され

ています。 

◇県・近隣事業体との連携 

危機管理・防災対策は、被害の大きさにより広域的な連携が必要となります。

県の関連機関や近隣事業体との相互支援協定や広域ネットワークの構築について

協議・検討を進めていく必要があります。 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

給水人口一人当た
り貯留飲料水量

L/人
[(配水池総容量(緊急貯水槽容量は除

く)×1/2＋緊急貯水槽容量)/給水人口]
×1,000

112 112 112 194 ↑

業務指標(PI)の説明

事故時配水量率 ％ (事故時配水量/一日平均配水量)×100 0.0 0.0 0.0 52.5 ↑

業務指標(PI)の説明

事故時給水人口率 ％ (事故時給水人口/給水人口)×100 100.0 100.0 100.0 42.2 ↓

業務指標(PI)の説明

給水拠点密度
箇所/

100km2
(配水池･緊急貯水槽数/給水区域面積)

×100
1.9 1.9 1.9 27.4 ↑

業務指標(PI)の説明

給水車保有度
台/

1,000人
(給水車数/給水人口)×1,000 0.026 0.026 0.026 0.00 ↑

業務指標(PI)の説明

車載用の給水タン
ク保有度

m
3
/

1,000人

(車載用給水タンクの総容量/給水人口)

×1,000
0.034 0.034 0.034 0.10 ↑

業務指標(PI)の説明

単位 算式

稼動できる給水車(容量1m
3
以上)が、給水人口1,000人当り何台確保されているかを示し、緊急時に水道が

有効な緊急給水活動を実施できるかを表しています。

緊急時に使用できる車載用給水タンクの総容量が、人口1,000人当り何m
3
保有されているかを示し、大地震

などの事態が発生した場合、水道が有効な応急給水活動を実施できるかを示しています。

災害時に一人当たりに確保されている飲料水量を示したものです。災害時の水の 低必要量は、1人1日3
リットルとされていますが、災害から日が経つにつれて、3リットルでは不十分となります。

大の浄水場又は 大の管路が事故で24時間停止したときに配水できる水量の、平均配水量に対する割合

を示す指標で、水道事システムの緊急時の融通性を示すものです。

大の浄水場又は 大の管路が事故で24時間停止したときに給水できない人口の、給水人口に対する割合

を示す指標で、水道事システムの緊急時の融通性を示すものです。

緊急時に応急給水できる貯水拠点が、給水区域100km
2
当り何箇所あるかを示し、震災時の飲料水の確保の

しやすさを示した指標です。

本水道
優位向番号 業務指標（PI）名

2213

2215

2001

2203

2204

2205

 

表 4.6.1 災害対策に関する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
非常用自家発電設備 
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 4.7 水道経営の状況  

＊平成 9 年 4 月に水道料金の改定を実施しました。今後も健全経営を図るため、中

長期的な視点から適正料金の維持に努めます。 

 

4.7.1 収益性  

◇収支の状況 

営業収支比率、経常収支比率、総収支比率ともに 100％を上回り、良好な状況

にあります。 

◇資産の状況 

固定資産回転率、固定資産使用効率ともに全国の平均的な値を上回っており、

施設が効率的に使用されています。 

◇財務の状況 

財務面での健全性は、自己資本構成比率からみると全国の平均的な値より良好

ですが、固定比率と企業債償還元金対減価償却費比率からみると全国の平均的な

値より劣っています。経営健全化計画を策定して財務の安全性向上に取り組んで

いるところであり、過剰な設備投資や新規借り入れの抑制に努めます。 

 

4.7.2 生産性等  

◇事業の効率性 

職員 1 人当たりの給水収益、配水量、メータ数は全国の水道事業の平均的値を

大きく上回っています。 

有収率は平成 21 年度に 86.0％に上昇し、全国の平均的な値 87.1％に近づきま

したが、経営改善のためさらに向上させる必要があります。 

（また、有収率の向上は、経営効率の観点以外にも、水源の有効活用や省エネ

ルギー効果といった環境負荷軽減の観点からも重要です。） 

◇料金について 

供給単価、給水原価ともに全国的にみても高い水準にあります。一方料金回収

率は平成 20 年度まで 100％未満で、繰入金等の料金収入以外の収入に頼らざるを

得ない状況にありましたが、平成 21 年度に 103％となり、全国の事業体の平均的

な値を上回りました。 

給水収益に対する職員給与費、企業債利息、減価償却費及び企業債償還金の割

合は、全国事業体の平均的な値を下回っていることから、費用構成から見た供給

単価の設定は、低めになされているといえます。 

◇繰入金について 

収益的収支分及び資本的収入分の繰入金比率は、全国的事業体に比べて高くな

っています。料金回収率は改善されつつありますが、今後は老朽施設・老朽管の

更新、耐震化等の事業の実施に伴い給水原価が上昇し、引き続き繰入金が必要に

なると予想されます。 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

営業収支比率 ％ (営業収益/営業費用)×100 108.6 105.7 110.9 115.8 ↑

業務指標(PI)の説明

経常収支比率 ％
[(営業収益＋営業外収益)/

(営業費用＋営業外費用)]×100
110.3 108.7 111.7 106.6 ↑

業務指標(PI)の説明

総収支比率 ％ (総収益/総費用)×100 110.0 108.4 111.3 106.3 ↑

業務指標(PI)の説明

累積欠損金比率 ％
[累積欠損金/

(営業収益－受託工事収益)]×100
0.0 0.0 0.0 0.0 ↓

業務指標(PI)の説明

繰入金比率（収益
的収支分）

％ (損益勘定繰入金/収益的収入)×100 1.8 1.6 2.0 0.1 －

業務指標(PI)の説明

繰入金比率（資本
的収入分）

％ (資本勘定繰入金/資本的収入)×100 17.5 16.2 26.4 6.6 －

業務指標(PI)の説明

職員一人当たり
給水収益

千円/人 (給水収益/損益勘定所属職員数)/1,000 112,634 111,631 111,410 54,534 ↑

業務指標(PI)の説明

給水収益に対する
職員給与費の割合

％ (職員給与費/給水収益)×100 7.7 7.8 6.3 14.1 ↓

業務指標(PI)の説明

給水収益に対する
企業債利息の割合

％ (企業債利息/給水収益)×100 9.5 7.0 6.5 11.0 ↓

業務指標(PI)の説明

給水収益に対する
減価償却費の割合

％ (減価償却費/給水収益)×100 12.7 12.8 12.9 31.9 ↓

業務指標(PI)の説明

給水収益に対する企業
債償還金の割合

％ (企業債償還金/給水収益)×100 43.0 20.4 16.0 30.4 ↓

業務指標(PI)の説明

給水収益に対する
企業債残高の割合

％ (企業債残高/給水収益)×100 221.4 212.5 202.4 367.8 ↓

業務指標(PI)の説明

3010

3011

3012

3007

3008

3004

収益的収入に対する繰入金の依存度を表しており、経営状況の健全性、効率性を示す指標の一つです。

資本的収入に対する繰入金の依存度を表しており、経営状況の健全性、効率性を示す指標の一つです。

3005

3006

3009

番号 業務指標（PI）名 単位 算式 優位向

営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど営業利益率が高

いことを表します。これが100％未満であることは、営業損失を生じていることを意味します。

3001

3002

3003

収益性を見る際の も代表的な指標です。経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すも

ので、この比率が高いほど経常収益率が高いことを表します。これが100％未満であることは、経常損失

を生じていることを意味します。

総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が100％未満の場合は、収益で

費用を賄えないことになり、健全な経営とはいえません。

本水道

給水収益に対する企業債償還金の割合を示しており、企業債償還金が水道事業経営に与える影響を分析す

るための指標です。

給水収益に対する企業債残高の割合を示しており、企業債残高の規模と水道事業経営に与える影響を分析

するための指標です。

営業活動の結果生じた欠損金が当該年度で処理できずに、複数年にわたって累積した累積欠損金の、営業

収益(受託工事収益を除く)に対する割合で、0％であることが望ましいとされています。

給水収益に対する企業債利息の割合を示しており、水道事業の効率性及び財務安全性を分析するための指

標の一つです。

給水収益に対する減価償却費の割合を示しており、水道事業の効率性及び財務安全性を分析するための指

標の一つです。年度間の格差については、小さいほうが事業経営の安定性の観点から望ましいとされてい

ます。

損益勘定所属職員一人当たりの生産性について、給水収益を基準として把握するための指標で、この数値

が高いほど事業効率が良いといえます。

給水収益に対する職員給与費の割合を示しており、事業の生産性及び効率性を分析するための指標の一つ

です。

表 4.7.1 水道経営に関する指標         (その 1) 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

料金回収率 ％ (供給単価/給水原価)×100 98.1 98.0 103.0 99.5 ↑

業務指標(PI)の説明

供給単価 円/m3 給水収益/有収水量 227.7 228.3 228.0 172.9 ↓

業務指標(PI)の説明

給水原価 円/m3
[経常費用－(受託工事費＋材料及び不

用品売却原価＋附帯事業費)]/有収水量
232.0 233.0 221.5 172.5 ↓

業務指標(PI)の説明

有収率 ％ (有収水量/給水量)×100 78.9 79.3 86.0 87.1 ↑

業務指標(PI)の説明

流動比率 ％ (流動資産/流動負債)×100 812.0 1067.0 1310.0 932.8 ↑

業務指標(PI)の説明

自己資本構成比率 ％
[(自己資本金＋剰余金)/

負債・資本合計]×100
65.9 67.8 69.6 64.2 ↑

業務指標(PI)の説明

固定比率 ％
[固定資産/(自己資本金＋剰余金)]

×100
137.6 132.4 127.6 113.7 ↓

業務指標(PI)の説明

企業債償還元金対
減価償却費比率

％
(企業債償還元金/当年度減価償却費)
×100

339.7 159.0 124.5 94.1 ↓

業務指標(PI)の説明

固定資産回転率 回
(営業収益－受託工事収益)/[(期首固定
資産＋期末固定資産)/2]

0.16 0.16 0.16 0.09 ↑

業務指標(PI)の説明

固定資産使用効率 m3/

10,000円
(給水量/有形固定資産)×10,000 9.0 8.9 8.2 7.1 ↑

業務指標(PI)の説明

職員一人当たり
配水量

m3/人 年間配水量 / 全職員数 501,350 493,510 454,561 344,358 ↑

業務指標(PI)の説明

職員一人当たり
メータ数

個/人 水道メータ数 / 全職員数 1,455 1,476 1,494 1,058 ↑

業務指標(PI)の説明

自己資本がどの程度固定資産に投下されているかを表す指標で、一般的に100％以下であれば、固定資本
への投資が自己資本の枠内に収まっていることになり、財務面で安定的といえます。

一年間に職員一人当たり何m
3
配水したことになるかを表し、事業の効率性を示す指標の一つです。

投下資本の回収と再投資との間のバランスを見る指標で、100％以下であると財務的に安全です。

年間総給水量の有形固定資産に対する値であり、この値が大きいほど施設が効率的であることを意味して
います。

供給単価と給水原価の関係を表しており、事業の経営状況の健全性を示す指標の一つです。料金回収率が
100％を下回っている場合、給水にかかる費用が、料金収入以外の収入で賄われていることを意味しま

す。

有収水量1m
3
当りについて、どれだけの収益を得ているかを表すものです。水道事業の事業環境には大きな

差があるため、単純に金額だけでサービスの良し悪しを判断することはできません。

有収水量1m
3
当りについて、どれだけの費用がかかっているかを表すものです。水道が使う水源の種類や原

水の水質など、事業環境に影響を受けるため、原価の水準だけで経営の優劣を判断することはできませ

ん。

一年間に固定資産額の何倍の営業収益(受託工事費を除く)があったかを示すもので、水道事業はいわゆる
装置産業であることから、この指標は重要な指標といえます。

総資本（負債及び資本）に占める自己資本の割合を表しており、事業の財務的健全性を見る指標の一つで

す。

番号

3109

3110

年間の配水量(給水量)に対する有収水量の割合を示すもので、水道施設及び給水装置を通して給水される

量がどの程度収益につながっているかを示す指標です。経営効率向上の観点から従来より重視されてきま
したが、水源の有効活用や漏水量の減少による省エネルギー効果といった環境負荷軽減の観点からも注目

されています。

3018

3023

3024

3025

3026

水道メータ総数を全職員数で除した値で、事業の効率性を示す指標の一つです。

3022

業務指標（PI）名 単位 算式
本水道

優位向

3027

3013

3014

3015

流動負債に対する流動資産の割合であり、事業の財務安全性を見る指標です。短期債務に対する支払い能

力を表し、100％を下回っていれば不良債務が発生している可能性が高いと考えられます。

表 4.7.1 水道経営に関する指標         (その 2) 
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 4.8 利用者サービスの状況  

＊親しみのある開かれた水道を目指します。 

 

4.8.1  窓口サービスの状況  

◇料金徴収業務 

検針、開閉栓、料金収納等の業務は、民間に委託しています。料金収納は、窓口、

金融機関での口座振替のほか、コンビニエンスストアでの収納も実施しています。 

◇サービスの向上 

今後、多様化するお客様ニーズに対応できるよう、料金支払い方法の多様化、窓

口営業時間の拡大や各種問い合わせへの対応等のサービスの充実を図る必要があ

ります。 

今後もカード決済による収納などの新たなサービス導入に向けての調査・研究を

進める必要があります。 

 

 

4.8.2 給水サービスの状況  

◇給水区域 

市内に配水管が布設されていない区域が残っており、水道加入の要望にこたえら

れない場合があります。未給水区域の早期解消を目指します。 

◇料金体系 

適正な料金体系となるよう努めます。 

◇給水圧・水質 

本管で給水圧力の不足する地区はありませんが、未給水区域解消に伴い、今後は

圧力が不足気味になる地区や給水圧力が高くなりすぎる地区が発生することが懸

念されます。 

配水管の増径等も含めた管網の見直しと改善策の検討が必要です。 

また、おいしい水の供給を目指した残留塩素管理等、水質管理体制の強化を図る

ことも大切です。 

◇安定給水の維持 

経年管の布設替えを計画的に平準化して行うことにより、災害に強く経済的な安

定給水の向上を図ります。 

 

4.8.3 情報サービスの状況  

◇情報サービスの状況 

水道水の安全性・利便性のＰＲや、利用者が知りたい情報を手軽に入手できるよ

う、広報活動、施設見学やホームページなどによって情報提供を推進し、水道事業

への理解の拡大とニーズの把握に努めます。 



第４章 水道事業の課題 

 

 - 28 -

全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

1ヶ月当たり家庭用

料金（10m3）
円

1ヶ月当たりの一般家庭用(口径13mm)の

基本料金＋10m
3
使用時の従量料金

1,974 1,974 1,974 1,365 ↓

業務指標(PI)の説明

1ヶ月当たり家庭用

料金（20m3）
円

1ヶ月当たりの一般家庭用(口径13mm)の

基本料金＋20m
3
使用時の従量料金

3,969 3,969 3,969 2,940 ↓

業務指標(PI)の説明

標準的な家庭における水使用量に対する料金を表すもので、消費者の経済的負担を示す指標の一つです。

水道事業体ごとに水源の種類や場所、施設の建設時期、事業規模が異なることから、他の公共料金に比

べ、地域格差が大きくなっています。

標準的な家庭における水使用量に対する料金を表すもので、特に世帯人数2人～3人の家庭の１箇月の使用

量を想定したものです。水道事業体ごとに水源の種類や場所、施設の建設時期、事業規模が異なることか

ら、他の公共料金に比べ、地域格差が大きくなっています。

3016

3017

優位向番号 業務指標（PI）名 単位 算式
本水道

 

表 4.8.1 利用者サービスに関わる指標 
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全国50％値

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成20年度

配水量1m3当たり電
力消費量

kWh/m3
全施設の電力使用量

 / 年間配水量
0.37 0.37 0.34 0.44 ↓

業務指標(PI)の説明

配水量1m3当たり消
費エネルギー

MJ/m3
全施設での総エネルギー消費量
 / 年間配水量

1.34 1.33 1.23 1.63 ↓

業務指標(PI)の説明

再生可能エネル
ギー利用率

％
(再生可能エネルギー設備の電力使用量

/ 全施設の電力使用量) × 100
0.00 0.00 0.00 0.00 ↑

業務指標(PI)の説明

配水量1m3当たり二

酸化炭素(CO2)排出

g･CO2

/m3
[総二酸化炭素（CO2）排出量

/ 年間配水量] × 10
6 127 157 143 157 ↓

業務指標(PI)の説明

4003

4006

番号 業務指標（PI）名 単位 算式

4001

4002

本水道
優位向

取水から給水栓まで1m
3
の水を送水するまでに要した電力消費量を示しています。消費電力の多くは送水・

配水のための電力で、地形的条件に左右されます。

取水から給水栓まで1m
3
の水を送水するまでに要した消費エネルギーを示しています。この指標は電力だけ

でなく、水道事業全体のエネルギー消費を対象としており、その多くは送水・配水のためのエネルギー

で、地形的条件に左右されます。

水道事業の中で行っている再生可能エネルギー（自己の水力発電、太陽光発電等）の使用量の全施設で使

用しているエネルギー使用に対する割合を示します。

配水した水1m
3
当り、水道事業として何gの二酸化炭素を排出したかを示します。

 4.9 環境貢献の状況  

＊地球温暖化防止、廃棄物の減量化への取り組みを推進しています。 

 

4.9.1 省エネルギー対策  

◇漏水量の削減による消費エネルギー損失の削減 

漏水調査を実施し、有収率の向上に努め、漏水の防止とエネルギー損失の削減を

推進していく必要があります。 

◇設備の高効率化 

ポンプ、電気設備、事務所の照明・空調等の高効率化により CO2排出量削減を推

進します。 

 

   4.9.2 再生可能エネルギー対策  

◇再生可能エネルギーの利用 

再生可能エネルギーには太陽光発電、小水力発電、風力発電等があり、CO2 排出

量を削減する効果があります。富里市水道事業では今のところいずれも採用してい

ませんが、今後は導入を検討します。 

 

   4.9.3 資源の循環、地域への環元  

◇建設廃材のリサイクル 

水道管路等の建設工事に伴い発生する建設副産物(コンクリート塊，アスファル

ト塊，発生残土等)については、浅層埋設による発生量の縮減、建設廃材のリサイ

クルによる環境負荷の低減を実施しています。 

 

表 4.9.1 環境貢献に関する指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度の二酸化炭素排出量は、実排出係数を用いて算出しました。 
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今回計画値　富里市地域水道ビジョン（目標年度　平成32年度）

単　位 計 画 値 備　　考

給 水 区 域 内 人 口 人 52,605

給 水 人 口 人 39,559

普 及 率 ％ 75.2

1 人 1 日 大 給 水 量 Ｌ/日・人 381

1 日 大 給 水 量 m3/日 15,090

単　位 水　　量 備　　考

印 広 水 受 水 m3/日 12,090

第 1 号 取 水 井 m3/日 1,500

第 2 号 取 水 井 m3/日 1,500

第 3 号 取 水 井 m3/日 受水に切替 緊急用水源

第 4 号 取 水 井 m3/日 受水に切替 緊急用水源

第 5 号 取 水 井 m3/日 受水に切替 緊急用水源

計 m3/日 15,090

平成21年度　実績値

単　位 実 績 値 備　　考

給 水 区 域 内 人 口 人 51,367

給 水 人 口 人 38,144

普 及 率 ％ 74.3

1 人 1 日 大 給 水 量 Ｌ/日・人 381

1 日 大 給 水 量 m3/日 14,520

平成17年度　変更建設計画（目標年度　平成27年度）

単　位 計 画 値 備　　考

計 画 給 水 人 口 人 49,600

計 画 1 人 1 日 大 給 水 量 Ｌ/日・人 400

計 画 1 日 大 給 水 量 m3/日 19,900

単　位 水　　量 備　　考

印 広 水 受 水 m3/日 12,900

第 1 号 取 水 井 m3/日 1,500

第 2 号 取 水 井 m3/日 1,500

第 3 号 取 水 井 m3/日 1,500 暫定井

第 4 号 取 水 井 m3/日 1,500 暫定井

第 5 号 取 水 井 m3/日 1,500 暫定井

計 m3/日 20,400
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5.1 計画基本諸元 

 

富里市地域水道ビジョンにおける計画基本諸元は次のとおりです。(第一次拡張計画の

直近の変更計画と対比する形で示します。) 

 

表 5.1.1 第１次拡張計画（直近の変更計画）との比較 

 

第５章 将来の見通し 
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5.2 給水人口と給水量の予測結果 

 

予測結果を次に示します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.1 給水人口と給水量の予測結果 
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6.1 基本理念 

 

 

 

～市民の暮らしを支えるライフラインの充実～ 

 

 

 

 

 

6.2 基本目標 

 

１．安全で信頼される水道【安心】 

・良質で豊富な水源を確保し、水質検査体制の強化により安全な水を供給する、信

頼される水道を築いていきます。 

 

２．災害に強い水道【安定】 

・浄水場や基幹管路の更新・改良と耐震化を計画的に実施し、災害に強い施設整備

と応急体制の確保・復旧体制の強化に努めます。 

 

３．安定した経営基盤の確立【持続】 

・合理的・効率的な事業運営を行いコストを削減するとともに、利用者の理解が得

られる適正な料金水準により、水道事業を安定的に維持していきます。 

 

４．環境負荷の少ない水道【環境】 

・資源の有効利用やリサイクル、漏水の防止によるエネルギー損失の削減に努めま

す。 

 

第６章 目指すべき方向 

安心・安全な水を未来につなぐ 

水道は、蛇口をひねればいつでも水が使えるものと思われがちですが、安心・安全な

水を安定的に供給するために、たゆまぬ努力が続けられています。 



第６章 目指すべき方向 

 - 33 -

6.3 施策目標 

 

富里市水道の将来像を実現するため、次のような施策を進めます。 

 

 

１）安心で信頼される水道  

 (1) 安心で良質な水源の確保 

 (2) 安全でおいしい水の供給 

 (3) 信頼される水道の構築 

  

２）災害に強い水道  

 (1) 経年化施設及び管路の着実な更新・改良

 (2) 迅速な応急対策と復旧体制 

 (3) 災害に備えた安定給水の確保 

  

３）安定した経営基盤の確立  

 (1) 健全経営の確立 

 (2) 業務体制の強化と効率化 

 (3) 親しみのある開かれた水道 

  

４）環境負荷の少ない水道  

 (1) 省エネルギー対策 

 (2) 廃棄物の減量やリサイクルの促進 
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1）安心で信頼される水道 

(1) 安心で良質な水源の確保 

・新たな水源の確保 

・水源保全対策の推進 

(2) 安全でおいしい水の供給 

・水質監視体制の整備 

・水安全計画の策定と水質管理の徹底 

・浄水水質管理の強化によるおいしい水の供給 

・洗管・貯水槽管理の促進 

・市全域給水に向けての管路整備 

(3) 信頼される水道の構築 

・経年管路の更新 

・水質検査計画の策定と結果の公表 

・非常時水源の確保 

・保全管理システムの導入と保全管理計画の策定 

 

2）災害時に強い水道 

(1) 経年化施設及び管路の着実な更新・改良 

・施設の更新・耐震化計画の推進 

・耐震管路の整備 

・石綿セメント管の布設替え 

(2) 迅速な応急対策と復旧体制 

・危機管理マニュアルの更新整備 

・応急給水量及び応急設備の確保 

(3) 災害に備えた安定給水の確保 

・浄水場の更新 

・配水拠点の新設 

・機能評価及びアセットマネジメントに基づく更新計画策定 

 

3）安定した経営基盤の確立 

(1) 健全経営の確立 

・経営の効率化・高水準化 

・経営基盤の強化 

(2) 業務体制の強化と効率化 

・管路情報システムの構築 

・運転管理支援システムの構築 
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(3) 親しみのある開かれた水道 

・窓口サ－ビスの向上 

・給水サービスの向上 

・情報サービスの向上 

 

4）環境負荷の少ない水道 

(1) 省エネルギー対策 

・省エネルギーの推進 

(2) 廃棄物の減量やリサイクルの促進 

・建設廃材発生量の低減 

・建設廃材のリサイクル 
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4つの基本目標

①新たな水源の確保 ・ 印広水の促進 1.水源整備

②水源保全対策の推進 ・水源地の保全 1.水源整備

①水質監視体制の整備 ・浄水処理向上計画の推進 2.施設整備

②水安全計画の策定と水質管理
   の徹底

・水質管理の徹底、水安全計画の策定 6.水質管理

③浄水水質管理の強化による
   おいしい水の供給

・おいしい水を供給するための水質管理 6.水質管理

④洗管・受水槽管理の促進 ・洗管の実施、受水槽管理の促進 6.水質管理

⑤市全域給水に向けての管路
   整備

・未普及地区の解消 4.管路整備

①経年管路の更新 ・経年施設更新計画の推進 5.管路更新

②水質検査計画の策定と結果の
   公表

・水質検査計画の作成、結果の公表 6.水質管理

③非常時水源の確保 ・非常時水源の確保、災害・渇水時対策 8.災害対策

④保全管理システムの導入と
   保全管理計画の策定

･効率的維持管理、経済的な維持補修計画 7.安全管理

①施設の更新･耐震化計画の推進
・経年施設更新計画、基幹施設の耐震化計画
 の推進

2.施設整備

②耐震管路の整備 ・重要な基幹管路の耐震化 5.管路更新

③石綿セメント管の布設替え ・布設替え計画の策定と計画的な整備 5.管路更新

①危機管理マニュアルの更新
   整備

・危機管理マニュアルの見直し整備と応急
 復旧方針の策定

8.災害対策

②応急給水量及び応急設備の
   確保

・給水拠点の整備、応急給水量・応急給水
 設備の確保

8.災害対策

①浄水場の更新 ・総合判断に基づく更新計画の策定 3.浄水場更新

②配水拠点の新設 ・新設計画の策定 3.浄水場更新

③機能評価及びｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄに
   基づく更新計画策定

・老朽度予測による長期保全計画、総合的
 判断に基づく更新計画策定

7.安全管理

①経営の効率化･高水準化
・情報管理システムによる業務の効率化、
 民間委託の活用

9.経営強化

②経営基盤の強化
・適正な料金水準、資金計画･財政計画
 の策定、広域化の検討

9.経営強化

①管路情報システムの構築 ・水道管路管理システムの構築 10.情報支援

②運転管理支援システムの構築
・遠方監視システムによる運転管理、保全
 管理データベースの構築

10.情報支援

①窓口サ－ビスの向上 ・窓口サ－ビスの強化 11.サービス

②給水サービスの向上
・適切な料金体系の維持、安全な水質・給水
 圧の維持

11.サービス

③情報サービスの向上 ・利用者満足度の向上、情報公開 11.サービス

（1) 省エネルギー
     対策

①省エネルギーの推進 ・有効率の向上、エネルギー損失の低減 12.環境貢献

①建設廃材発生量の低減 ・浅層埋設等による建設廃材発生量の低減 12.環境貢献

②建設廃材のリサイクル ・リサイクルによる環境負荷の軽減 12.環境貢献

具体的施策と12の整備事業重点施策と施策目標

2） 災害に
　　強い水道

3） 安定した経営
　　基盤の確立

(1) 経年化施設及び
　　管路の着実な
　　更新･改良

(2) 迅速な応急対策
　　と復旧体制

（3) 災害に備えた
　　安定給水の確保

(1) 健全経営の確立

(1) 安心で良質な
　　水源の確保

４）環境負荷の
　　少ない水道

(2) 業務体制の強化
　　と効率化

(3) 親しみのある
     開かれた水道

1） 安心で信頼
　　される水道

(2) 安全でおいしい
　　水の供給

(3) 信頼される水道
　　の構築

（2) 廃棄物の低減や
     リサイクルの促進
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目標達成のため、次のように施策の展開と整備事業を推進します。 

 

 7.1 水源整備計画  

＊安心で良質な水源の確保に努めます。 

 

7.1.1 新たな水源の確保   

◇印広水の促進 

現在、水道事業の主な水源は、印広水からの受水と、深井戸による地下水で、

平成 21 年度実績によれば、受水量は一日平均約 8,083m3で、地下水取水量は一日

平均約 5,090m3となっています。 

浄水受水は自己水源よりコストが高いため、需要量の推移をみながら、経営の

負担とならないよう印広水との調整に努めます。 

◇災害、渇水時対策 

取水場基幹施設の耐震化を図るとともに、災害や渇水時にも被害影響を受けに

くい深井戸水源の保守に努めます。 

また、災害対策として、すべての導水管について、現在の石綿セメント管をＮ

Ｓ形ダクタイル鋳鉄管への布設替えを計画して、耐震化を目指します。 

 

7.1.2 水源保全対策の推進  

◇水源の保全 

自己水源は深井戸で、本来は浅い地層から汚染されることはありませんが、井

戸の老朽化により損傷すると汚染される可能性があるため、適切に管理を行い汚

染を予防します。 

具体的には、暫定井を含め５井とも、緊急時対策用の貴重な水源として、保存

維持管理するために、老朽化に対応した整備計画と維持管理計画を策定します。 
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 7.2 施設整備計画  

＊安全でおいしい水の供給と災害に備えた安定給水の確保に努めます。 

 

7.2.1 水質監視体制の整備  

◇水質監視設備の整備の推進 

自動連続計測機器の整備と遠方監視の集中化により、水質管理体制の強化を図

ります。 

◇テロ対策の実施 

近年、故意に水道水に毒物を混入したり設備を破壊する等のテロ行為に対する

懸念が高まっていることから、原水及び浄水水質の連続監視とともに、監視カメ

ラや赤外線センサーによる侵入者の検知等、セキュリティ対策の強化を図ります。 

◇浄水処理向上計画の推進 

除鉄・除マンガン設備の予備機設置やろ材交換等の検討を行って、より安心で

おいしい水の供給実現を推進します 

 

7.2.2 施設の更新・耐震化計画の推進  

◇経年施設更新計画の推進 

経年施設及び設備については、アセットマネジメント * 結果等を参考に、健全

経営を維持できる更新計画に基づいて、整備事業を推進します。 

◇基幹施設の耐震化計画の推進 

基幹施設の取水場、浄水場、配水池等については耐震性の調査結果等に基づい

て、経年施設の更新時期を勘案した、効率の良い耐震化整備事業を推進します。 

 

* アセットマネジメント：一般に、アセットマネジメント（資産管理）とは、「国

民の共有財産である社会資本を、国民の利益向上のために、長期的視点に立

って、効率的かつ効果的に管理運営する体系化された実践活動である」とさ

れています。 

 また、水道におけるアセットマネジメント（資産管理）の定義等は、下記

のとおりです（出典：厚生労働省健康局水道課「水道事業におけるアセット

マネジメント（資産管理）に関する手引き ～中長期的な視点に立った水道

施設の更新と資金確保～ ）。 

 

定義等 

◆水道におけるアセットマネジメント（資産管理）とは、「水道ビジョンに掲げた持続可能な

水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわた

って効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指す。 

◆水道におけるアセットマネジメント（資産管理）の実践においては、水道事業の特性（代替

性が小さい、受益者負担が原則など）を踏まえつつ、技術的な知見に基づき現有資産の状態・

健全度を適切に診断・評価し、中長期の更新需要見通しを検討するとともに、財政収支見通

しを踏まえた更新財源の確保方策を講じる等により、事業の実行可能性を担保する必要があ

る。 
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 7.3 浄水場更新計画  

＊浄水場の計画的な更新を推進します。 

 

7.3.1 浄水場の更新  

◇総合的判断に基づく更新計画の策定 

「富里市水道事業更新計画」の策定を進めています。浄水場の更新計画につい

ては、複数案の比較検討による評価と事業経営面等を総合的に勘案し、老朽化し

た浄水施設の更新及び耐震化、浄水処理方法等の改善を施設整備基本方針として

います。 

 

7.3.2 配水拠点の新設  

◇新設計画の策定 

富里市では、1 箇所の浄水場から配水を行っており、中継を行う施設がありま

せん。そのため、全域給水を行おうとすると、水圧が足りなくなったり、逆に水

圧が高すぎて不便になる地区が出てくることが予想されます。 

また、災害時のリスク分散の観点からも、もう１箇所の配水拠点を整備するこ

とも検討する必要があります。 
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 7.4 管路整備計画  

＊安全でおいしい水の供給、信頼される水道の構築に努めます。 

＊災害に備えた安定給水の確保、迅速な応急対策と復旧の確保を目指します。 

 

7.4.1 市全域給水に向けての管路整備  

◇未普及地区の解消 

市南部地域を中心に、配水管の未整備区域が残っています。これらの地域の多く

は市街化調整区域に指定されており、開発行為が規制されているため、配水管を布

設しても投資効果が上がらないのが経営上の課題となっています。 

また、設備や管路の老朽化が進行しており、これらの更新にも多大な費用がかか

ります。事業の経営状況と投資効果を勘案しながら、未整備区域の解消を目指して

管路整備を進めます。 
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 7.5 管路更新計画  

＊信頼される水道の構築、災害に強い施設づくりの推進に努めます。 

 

7.5.1 耐震管路の整備  

◇基幹管路の耐震化の整備 

導水管も含めて、大地震発生時でも破損してはならない、重要な基幹管路から

優先的に耐震化を進め、被災時でも緊急給水が可能となるよう整備を推進します。 

しかし、 も重要な導水管の既設延長は 2,287ｍであり、ほとんどが耐震性・

水密性に劣る石綿セメント管が使用されていますので、ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管

等の耐震管路に更新する計画を策定します。 

また、配水管路については、布設総延長 135,827ｍのうち石綿セメント管が

9,455ｍ残っていますので、耐震管路に更新する計画を策定します。 

 

7.5.2 経年管路の更新  

◇経年施設更新計画の推進 

重要な基幹管路の耐震化に合わせた経年管路の更新を推進します。今後、時間

の経過とともに経年（老朽）管が増加しますので、大量の更新が始まる前に実態

を把握し、経営を圧迫しない更新計画を策定します。 

◇直結給水の拡大 

当市の場合、配水管φ100mm 以下の管種はほとんどが硬質塩化ビニル管（ＴＳ

継手）であり、その布設延長は 100km に及ぶものであり、将来の重要な課題とし

て、適切な経年管路としての更新計画を策定します。 

なお、その際、直結給水の拡大も積極的に検討します。 

◇ブロック別給水の検討 

全市の給水区域を配水圧の均等化や減・断水区域の縮小化を目的として、ブロ

ック別給水の区割りを検討いたします。 

 

7.5.3 石綿セメント管の布設替え  

◇ダクタイル鋳鉄管等への布設替え 

強度が低く、地震に弱い石綿セメント管の布設替え計画の策定に努め、優先度

合いを勘案しながら計画的な整備を推進します。 

なお、現在、石綿セメント管は、導水管については既設延長 2,287ｍのうち 2,070

ｍが残っており、配水管路については布設総延長 135,827ｍのうち 9,455ｍが残っ

ています。 

石綿セメント管については、今後遅くとも概ね 10 年以内に、適切な耐震性能を

有する管種、継手への転換を完了するよう努めます。 

（平成 20 年 4 月 8 日付 「水道施設の耐震化の計画的実施について」 

厚生労働省健康局水道課長通知） 
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 7.6 水質管理計画  

＊安全でおいしい水 * の供給、信頼される水道の構築に努めます。 

 

* おいしい水：おいしい水とは、カビ臭から見ると、原因となる化学物質ジェオ

スミンと 2-メチルイソボルネオールの濃度がいずれも 0に近いほどよいとさ

れます。 

また、塩素臭から見ると、残留塩素濃度が 0.4mg/L 以下であれば塩素臭を

不快と感じなくなるとされています。 

 

7.6.1 水安全計画の策定と水質管理の徹底  

◇水安全計画の策定 

水安全計画とは、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現するために、

WHO * が食品製造分野で確立されている HACCP * の考え方を導入して提唱している

ものです。日本では、厚生労働省がガイドラインをとりまとめ、全国の水道事業

者等に策定を推奨しています。 

富里市でも、水安全計画を策定するとともに、水源・浄水処理から配水までを

一元的に、可能な限り連続監視し、記録の保存・閲覧等ができる集中監視システ

ムの充実を図ります。これを適切に運用することにより、水質事故等の発生を未

然に防止し、万一発生した場合には早期の原因究明及び対策を可能とすることで、

危機管理・水質管理の強化を図ります。 

◇水質管理の徹底 

水安全計画に基づいた管理体制を確立し、水質管理の徹底を図ります。 

 

* WHO (World Health Organization)：世界保健機関。 

* HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)：食品の製造過程で、

厳格に衛生・品質の管理を行う方法。ハサップまたはハセップと呼ばれるこ

とが多い。 

 

7.6.2 浄水水質管理の強化によるおいしい水の供給  

◇おいしい水を供給するための水質管理 

飲料水の安全とおいしい水の要件でもある残留塩素 * 管理の強化を図ります。 

また、管路末端で色度，濁度，残塩の監視を強化します。 

◇運転管理の徹底 

運転管理を民間委託し、24 時間体制に移行することにより、事故や異常等が発

生した際に早期対応を可能にします。 

 

* 残留塩素：水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せず残留

している塩素のこと。水道では給水管内の生物再増殖を防止し、微生物的安

全性を確保する必要があるので、消毒剤の残留性が不可欠です。 
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7.6.3 水質検査計画の策定と結果の公表  

◇水質検査計画の作成 

毎年作成している水質検査計画を継続し、水質検査の強化に努めます。 

◇水質検査結果の公表 

水質検査結果は、継続して市のホームページで公表し、利用者の信頼確保に努

めます。 

 

7.6.4 洗管・貯水槽管理の促進  

◇洗管の実施 

赤水等の浄水障害の発生を防ぐため、洗管の計画を作成します。 

◇貯水槽水道 * の管理強化 

特に貯水槽水道については、管理の不備による水質劣化等の問題を解消し、安

全で良質な水を供給するためには、貯水槽水道の設置者への管理方法等の指導及

び情報提供の充実を図ります。 

 

* 貯水槽水道：水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする

もので、簡易専用水道及び受水槽の有効容量 10ｍ3以下のもの（いわゆる小規

模貯水槽水道）の総称。平成 13 年の水道法改正で、貯水槽水道が定義され、

供給規定の適合すべき要件として、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責

任に関する事項が、適正かつ明確に定められていることが追加されました（水

道法第 14 条第２項第５号）。 

 ここでは受水槽とは水道の水を直接受けて貯めておく水槽のことをいい、

貯水槽とは受水槽のほかに高置水槽（建物の屋上等に置かれ、受水槽からポ

ンプで送られた水をためておく水槽）等を含む総称です。 
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 7.7 安全管理計画  

＊老朽施設の計画的更新、業務管理の強化と効率化に努めます。 

 

7.7.1 保全管理システム導入による保全管理計画の策定  

◇保全管理システムによる効率的維持管理 

設備の点検、消耗品の交換や故障発生状況、修理の記録とともに、作業のノウ

ハウ等をデータベース化し、壊れてから直す事後補修ではなく、過剰な予防保全

でもない経済的な保全を可能にします。 

◇経済的な維持補修計画 

老朽施設の更新、施設の耐震化、機能性向上のための改良など、さまざまな目

的を総合的に判断し、重複のない経済的な維持補修と更新の計画を図ります。 

また、道路整備、下水道整備などと協調し、同時施工等による効率的な維持管

理計画を推進します。 

 

7.7.2 機能評価及びアセットマネジメントに基づく更新計画の策定  

◇老朽度予測による長期保全計画の策定 

今世紀半ばを見通した、経年施設・管路の更新量を予測して長期保全計画を検

討し、大量更新に備えた経営基盤の強化を図ります。 

◇総合的判断に基づく更新計画の策定 

健全経営を維持しつつ大量更新時代を乗り切れるよう、更新量の平準化、施設

の延命化等、実現可能な更新計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）の構成要素と実践サイクル 

厚生労働省健康局水道課：「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」より抜粋 
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 7.8 災害対策計画  

＊災害に備えた安定給水の確保、迅速な応急対策と復旧を目指します。 

 

7.8.1 危機管理マニュアルの更新整備   

◇危機管理マニュアルの見直し整備 

厚生労働省の「水道の危機管理対策マニュアル策定指針」を活用し、危機管理

マニュアルの整備を進めます。 

また、常に 新の情報、知見を取り入れて新しいものに継続的な見直しを実施

していきます。 

◇応急復旧方針の策定 

危機管理マニュアルに沿った応急復旧・給水に努めます。 

 

7.8.2 応急給水量及び応急設備の確保   

◇応急給水量の確保 

給水拠点となる配水池容量に、応急給水量を確保します。 

また、災害発生後、迅速な応急給水、応急復旧に対応できる体制づくりを行い

ます。 

・災害発生から３日間は、飲料水として１人１日３リットル確保 

・その後、４～７日間は、トイレ・炊事用として１人1日３～２０リットル確保 

・それ以降は、段階的な給水を図ります。 

◇応急給水設備の確保 

応急給水が支障なくできるよう、施設ならびに機材を整備します。 

・配水池の耐震化及び緊急遮断弁（備蓄水の確保）の整備 

・場内連絡管の整備（配水ピットの改修等） 

・応急給水機材（給水車、簡易給水栓、発電機、ポリタンク等） 

 

7.8.3 非常時水源の確保  

◇非常時水源の確保 

取水・導水・浄水施設が被災した場合は、水が作れない状況となるため、甚大

な被害が想定されます。災害や渇水にも被災影響を受けにくい深井戸 5 井を水源

としていることから、これらを非常時に使用する水源としても位置付け、導水･

浄水施設の耐震化と合わせて、非常時における飲料水の確保を図ります。 

◇水源水質汚染発生時への対応 

複数の水源を保有していることから、水質汚染がないか水源ごとに監視すると

ともに、水質汚染が発生した場合には健全な水源により給水を継続できるよう施

設を整備していきます。 

◇他事業体との協力 

緊急連絡管を整備するとともに、災害応援協定を締結し、合同防災訓練を行う

等、他事業体との連携を深めます。 
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経営改善

経営の効率化

経営の高水準化
経営基盤強化

・業務の標準・マニュアル化

・環境に配慮した事業運営

・適正な料金水準

・適切な資金計画の策定

・財政計画の策定

 7.9 経営強化計画  

＊経営健全化計画は今後も状況に応じて見直しを行い、健全経営の確立に努めます。 

 

7.9.1 経営改善のための対応  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2 経営の効率化・高水準化  

◇業務の標準化と民間委託の活用 

水質検査、運転管理、水道料金徴収等、サービスと信頼性を低下させずに経費

削減できるものについては、民間委託の活用拡大を検討し、コストの節減と効率

化を進めていきます。 

また、運転管理を 24 時間体制に移行して高水準化を目指しします。 

◇環境に配慮した事業運営 

経営環境の情勢変化に対応し、実績を踏まえた上で、定期的に経営計画の見直

しを図っていきます。 

 

7.9.3 経営基盤の強化  

◇適正な料金水準 

安全で安定した水の供給を行うには、計画的な更新による施設水準の維持が欠

かせませんが、更新等の事業費が増加する反面、水需要の減少傾向に伴う料金の

減収により、水道経営は厳しい状況となっています。こうした経営の実態を公開

し、適正な水道料金に対する利用者の十分な理解が得られるよう努めていきます。 

◇適切な資金計画・財政計画の策定 

今後、老朽化した施設を維持管理し、経営基盤を強化するための各種施策を実

行していくためには、経費の増加が見込まれることから、経営コスト削減のため、

透明性のある経営計画を策定し、より原価を意識した企業経営努力を行っていき

ます。 

◇広域化の検討 

広域化のスケールメリットを生かし、経営の効率化を図るため、県、近隣の市

町及び水道事業体と協調し、概ね 20 年後をめどに県内水道の統合・広域化を検討

します。 
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 7.10 情報支援計画  

＊ 業務体制の強化と効率化を目指します。 

 

7.10.1 管路情報システムの構築   

◇水道管路管理システムの構築 

従来、紙の図面で管理していましたが、水道管路管理システムを構築すること

により、電子データ化された地図を利用して管理に必要な情報を得ることができ

ます。維持管理や工事などでの問い合わせに対しても迅速な対応が可能となりま

す。 

 

水道管路管理システム 

給水台帳システム ・戸別給水装置を電子化したファイリングシステム 

貯水槽台帳システム ・貯水槽利用者の情報をデータベース化 

台帳管理システム ・各種台帳を水道管路システムに取り込むためのシステム 

 

7.10.2 運転管理支援システムの構築   

◇遠方監視システムによる運転管理 

井戸の水位、取水量を測定し、適切に管理します。 

また、末端での水圧、水質を浄水場で連続監視するシステムの導入を目指しま

す。 

◇保全管理データベースの構築 

施設に関する損傷・劣化度の評価、設備に関する故障・修理の履歴データは、

予防保全や更新計画の判断指標として不可欠です。機能評価の記録を蓄積し、保

全管理記録のデータベースを構築するための計画を推進します。 
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 7.11 サービス向上計画  

＊親しみのある開かれた水道を目指します。 

 

7.11.1 窓口サービスの向上   

◇窓口サービスの強化 

コンビニエンスストアでの収納も実施していますが、窓口営業時間の拡大等に

より、利用される方の利便性の向上に努めます。 

また、接客や電話対応など丁寧で迅速な対応を心掛けます。 

◇料金支払い方法の多様化 

今後もカード決済による収納などの新たなサービス導入に向けての調査･研究

を進めるなど、時代の変化とともに多様化するライフスタイルに対応したサービ

スを展開し、利用される方の利便性の向上に努めます。 

 

7.11.2 給水サービスの向上   

◇給水区域の拡大 

市内に残っている未給水区域を早期に解消し、市民への公平なサービスを実現

します。 

◇適切な料金体系の維持 

適切な水道料金を維持できるよう、経営努力を続けるとともに、施設水準の維

持等に要する費用について利用される方々の理解が得られるよう情報提供に努

めます。 

◇安全な水質・給水圧の維持 

配水管の残留塩素、水圧測定等を定期的に実施し、監視体制の強化により一層

の給水サービス維持に努めます。 

また、適切な給水圧の維持により、3 階建以上の建物への直結給水を可能にす

ることで、貯水槽の清掃等の手間を省くとともに、水質の向上を目指します。 

 

7.11.3 情報サービスの向上   

◇利用者満足度の向上 

水道サービスの向上を図るため、アンケート調査やパブリックコメント等、幅

広い利用者の方からの意見を収集し、改善に繋がる意見を水道経営に反映するこ

とにより、利用者満足度の向上を目指します。 

◇情報公開など 

市のホームページでの情報提供や水道施設見学会などにより、親しみのある水

道を目指していきます。 
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 7.12 環境貢献計画  

＊エコプロジェクトの推進、資源の循環など環境にやさしいエネルギー対策への貢献

に取り組んでいきます。 

 

7.12.1 省エネルギーの推進   

◇消費エネルギーの削減 

老朽管の更新により有効率の向上を図り、漏水によるエネルギー損失の低減を

目指します。 

高効率ポンプ * と効率的な制御方式の採用により、消費電力量の削減を図りま

す。 

 

* 高効率ポンプ：現在浄水場で使用している配水ポンプは旧式の可変速ポンプで

あるため、インバータ方式のポンプに更新することにより、消費電力を削減

することができます。 

 

◇管理棟の省エネ 

空調、照明の省エネ化を目指します。 

 

◇再生可能エネルギーの利用 

太陽光発電や小水力発電等 * の再生可能エネルギーの導入を検討し、二酸化炭

素の排出抑制を目指します。 

 

* 小水力発電：河川、農業用水、上水道等の水力を利用する小規模な発電設備の

ことです。上水道においては、配水管等を流れる水の余剰エネルギーを利用

して発電を行います。 

 

7.12.2 廃棄物の適正処分   

◇建設廃材のリサイクル 

水道管路の布設替え工事等に伴い発生する建設副産物（コンクリート塊、アス

ファルト塊、発生残土等）を、再生して利用するリサイクルを進め、環境負荷の

軽減に努めていきます。 

◇廃石綿等の適正処分 

昭和 50 年代まで使われていた石綿セメント管を更新するときに発生する石綿

を含む廃材は、法令に則り適正に処分します。 
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短　期 中　期 将　来

H23～27年度 H28～32年度 H33年度以降

 1. 水源整備計画

　　 新たな水源の確保 　継　続

　　 水源保全対策の推進 　継　続

 2. 施設整備計画

　　 水質監視体制の整備 整備完了 　継　続

　　 施設の更新・耐震化計画の推進 　継　続

 3. 浄水場更新計画

　　 浄水場の更新

　　 配水拠点の新設

 4. 管路整備計画

　　 市全域給水に向けての管路整備 　継　続

 5. 管路更新計画

　　 耐震管路の整備（主に導水管） 　整備完了

　　 経年管路の更新（主要幹線VP,DIP管路）

     石綿セメント管の布設替え（主に配水管） 　整備完了

 6. 水質管理計画

　　 水安全計画の策定と水質管理の徹底 　整備完了 　見直し

　　 浄水水質管理の強化によるおいしい水の供給 　整備完了 　継　続

　　 水質検査計画の策定と結果の公表 　継　続

　　 洗管・貯水槽管理の促進 　継　続

 7. 安全管理計画

     保全管理システム導入による保全管理計画の策定 　整備完了 　見直し

     機能評価及びｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに基づく更新計画の策定 　継　続

 8. 災害対策計画

　　 危機管理マニュアルの整備 　整備完了 　見直し

　　 応急給水量及び応急設備の確保 　整備完了 　見直し

　　 非常時水源の確保 (導水管)    (自家発) 　整備完了

 9. 経営強化計画

　　 経営改善のための対応 　見直し

　　 経営の効率化・高水準化 　見直し

　　 経営基盤の強化 　見直し

10. 情報支援計画

　　 管路情報システムの構築 　整備完了 　継　続

　　   運転管理支援システムの構築 　整備完了

11. サービス向上計画

　　 　窓口サービスの向上 　継　続

　　　 給水サービスの向上 　継　続

　　　 情報サービスの向上 　継　続

12. 環境貢献計画

　　　 省エネルギーの推進 　継　続

　　 　廃棄物の適正処分 　継　続

　事業計画見直し（印広水関連） ●

水道ビジョン・事業計画骨子

 

8.1 事業推進計画 

◆事業の予定期間 

各施策の着手時期として、短期（5 年以内)、中期（10 年以内）を目途として、概ね

次のとおり策定しました。 
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8.2 財政見通し 

 

8.2.1 水道事業の財政状況 

本市では、平成 9年度の水道料金改定以降は、水道料金を改定していません。 

平成 20 年度までは料金収入が費用を下回っていましたが、事業費の抑制をはじめ経費

節減に努めた結果、現況では料金収入（平成 21 年度供給単価 228.01 円/m3）が費用（平

成 21 年度給水原価 221.47 円/m3）を上回り、収益的収支は、平成 21 年度で 1億 0030 万

円の純利益となっています。 

資本的収入は、繰上償還に係る借入を行うとともに、起債額を抑制し、損益勘定留保

資金、当年度純利益及び繰越利益剰余金を補てん財源としています。 

平成 21 年度末の資金残額は 4億 6,373 万円を確保しています。 

 

 

人件費 動力費

営業外収益
収　　益

その他

利益

営業収益

修繕費

負担金

支払
利息

他会計
補助金

支　　出

その他

繰越利益
剰 余 金

当年度
純利益

収　　入
補てん
財　源企業債

国　補
補助金

損益勘定留保資金

建設改良費
(水道施設整備､施設改良､石綿管整備)

元金償還金

減  価
償却費

収益的収支

補てん財源

資本的収支

給水収益

薬品費

その他 加入金

その他
工　事
負担金

その他

費　　用
営業費用 営業外費用

過年度当年度

 

 

図 8.2.1 補てん財源の流れ 
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収益的収支の算定条件

算定条件

給水収益 給水単価（H22予算）×有収水量

その他 H22予算額で一定

受取利息及び配当金 H22予算額で一定

他会計補助金 H22予算額で一定

雑収益 H22予算額で一定

原水費及び浄水費

薬品費：年間給水量×単価
薬品単価：H22予算より毎年1％上昇
受水費：基本料、調整基本料、使用料ともに
　　　　5年毎(H26,31,36,41年度)に2％上昇
H28年度に3～5号井を廃止
その他：年間給水量×単価
その他単価：実績値より毎年1％上昇

配水費及び給水費

動力費：年間給水量×単価
動力単価：H20実績値で一定
その他：年間給水量×単価
その他単価：実績値より毎年1％上昇

総係費
職員給与費：職員数×単価
給与費単価H22予算より毎年1％上昇

減価償却費
既有施設：償却予定表による
新規資産：H22以降の取得分については、構造物58年、配
水管路38年、電気機械16年で償却

資産減耗費

H22予算
H23以降：更新対象設備は耐用年数を経過していると考え、
取得原価の2/3の5％を更新対象設備の残存価額として除却
費に計上

その他 H22予算額で一定

支払利息

既往債：償還計画表による
新規債：電気・機械設備　元金3年据置15年償還、利率
1.40％で算定
配管・構造物　元金5年据置30年償還、利率2.10％で算定

その他 H22予算額で一定

資本的収支の算定条件

算定条件

H22予算額
H23以降は、補助裏100％を起債

H22予算額で一定

H22予算額で一定

ループ化については、見込まない
拡張については、1/3を見込む

H22予算額で一定

H22予算額で一定

H22予算額
新規事業：年度別事業計画による

既往債：償還計画表による
新規債：電気・機械設備　元金3年据置15年償還、利率
1.40％で算定
配管・構造物　元金5年据置30年償還、利率2.10％で算定

H22予算額で一定

資
本
的
支
出

建設改良費

企業債償還金

その他

項目

資
本
的
収
入

企業債

他会計出資金

他会計負担金

国庫補助金

工事負担金

その他

項目

収
益

営業収益

営業外収益

費
用

営業費用

営業外費用

8.2.2 財政計算の条件 

次の条件で、収益的収支及び資本的収支を試算しました。 

有収水量の減少傾向に伴い、給水収益も減少すると予測されます。 

 

表 8.2.1 収益的収支及び資本的収支の算定条件 
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これまでの水道事業計画では、平成 28 年頃に印広水からの受水量の拡大を図り、地

下水 3 井分をこの受水に転換する予定でしたが、水源計画が不透明な状況にあるため、

今後必要に応じて見直しを行います。地下水 3 井を受水に転換する場合には、「原水費

及び浄水費」の支出が大幅に増加し、収支が悪化すると見込まれます。 

 

 

8.2.3 財政収支の見通し 

収益的収支については、受水単価が今後どのように推移するか不確定なところもあり、

現在の水準から微増傾向と仮定して試算したところ、給水原価の上昇、給水収益の減少

等の要因により、収支は悪化すると予測されました。 

資本的収支は常に支出が収入を上回っていることから、補てん財源を取り崩すことで

繰越財源が減少を続けることになります。 

そこで、施設の更新費用を確保しつつ健全経営を維持するためには、財政状況に応じ

た対策や、経営のさらなる効率化を図る必要があります。 
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図 8.2.2 収益的収支・給水原価・供給単価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.3 資本的収支 
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8.3 改善の計画 

「富里市地域水道ビジョン」は、概ね 10 年後の平成 32 年度を見通した上で、水道事業

の方向性と目標、具体的な整備計画を示したものです。 

しかし、計画の基礎となる水需要については、現時点で想定される要因を考慮して予

測したものですが、今後の社会情勢によって大きく変化する可能性もあります。 

さらに、県次期事業の進捗状況、水源水質の悪化やさらなる経営効率化の要求など、

事業の進捗状況に影響を及ぼすような要因も多々あることから、5 ヶ年ごとに中期的な

視点で計画の見直しを行います。 

計画見直しの際は、事業の計画（Ｐlan）、進捗管理（Ｄo）、目標達成状況の確認 

（Ｃheck）、改善の検討（Ａction）を行うＰＤＣＡサイクルにより進めていきます。 

 

 

 

 

 

計画実施のためのＰＤＣＡサイクル 



第８章 事業の推進 

 - 56 - 

 

8.4 今後の課題 

 

今後の事業運営については、更新と経営の合理的かつ効率的な連動の基に行うアセッ

トマネジメント手法の導入が有効です。アセットマネジメントは、施設・設備の資産情

報とそれらの維持管理情報をデータベース化し、予算の制約や社会情勢等の条件を考慮

しライフサイクルコストの比較によって更新・補修の方法や時期等を定め、計画的に更

新・補修及び維持管理を行うものです。これからの少子高齢化・維持管理・大量更新の

時代に対応した管理手法といえます。 

さらに、水道事業単独で行えることには限界があり、お客様との連携、民間の連携、

広域的な水道事業の連携も必要となります。 

以上のように、今後の水道事業では、事業運営へのマネジメント手法（ＰＤＣＡサイ

クルやアセットマネジメント）の導入や、利害関係者との連携への取り組みを進めるこ

とが求められています。本市では、これらの手法の導入と連携強化を今後の課題と位置

づけ、取り組んでいきます。 
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