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第 1 章  水道ビジョンの策定 

1.1 策定の趣旨 

伊達市の水道事業は、昭和 35 年の創設認可による給水開始以降、3 度の拡張事業によ

り給水区域を拡張しながら施設整備を推進し、安全で安定した水道水の供給に努めてき

ました。 

平成 18 年 3 月には旧大滝村と合併し、伊達市水道事業のほか本町簡易水道事業、北

湯沢・優徳簡易水道事業が加わり、3 つの水道事業を運営することになりました。その後、

平成 22 年 3 月に旧大滝村の 2 つの簡易水道事業を統合し大滝区簡易水道事業としてい

ます。 

伊達市水道事業は平成 28 年度を計画目標年度とする第 3 次拡張事業認可に基づき、

拡張整備や水源整備を推進していますが、『おいしい水の供給』や『耐震対策』、『老朽施

設の更新』など、更に高度化・多様化するニーズへの対応が求められています。 

このような状況の中で、伊達市水道事業が安全な水を安定的に供給するため、水道事

業の現状の課題を抽出し、具体的な施策を実施できるよう目指すべき将来像や目標を設

定し、その実現方針を示す「伊達市水道ビジョン」を策定しました。 

 

 

出典：水道ビジョン 厚生労働省平成 16 年 
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第１章 水道ビジョンの策定 

 
 

1.2 計画の位置づけ  

本ビジョンの計画期間は、21 世紀の中頃を見据えつつ、概ね 10 年間を計画期間とし

平成 24 年度から平成 33 年度までの計画とします。 

 
水道ビジョンと関連する事業計画の計画期間 

本ビジョンは、伊達市水道事業における将来の方向性を示すものですが、事業の推進

に際しては、第六次伊達市総合計画の『自然を育み未来に向かって挑戦する人にやさし

いまち』の将来像をはじめ、厚生労働省や北海道の水道ビジョン等の関連する計画と整

合を図ります。また、本ビジョンに従って、より詳細な個別計画・実施計画を策定し、

事業を推進します。 

 

水道ビジョン及び水道事業計画の体系図 
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第 2 章 伊達市の概況 

2.1 自然的・社会的条件  

2.1.1 位置・地勢 

伊達市は明治３年（1870 年）に、仙台藩一門亘理伊達家領主の伊達邦成とその家臣・

領民たちが集団で移住をして開拓したという歴史を持っています。 

地理的には、北海道の南西部に位置し、函館市と札幌市のほぼ中間にあり、南は噴火

湾（内浦湾）に面し、東は工業都市室蘭市、いで湯の里登別市、西と北は支笏洞爺国立

公園ゾーン内にある、洞爺湖町と壮瞥町に隣接しています。 

さらに、大滝区は壮瞥町をはさんでの飛び地となり札幌市、千歳市、喜茂別町、留寿

都村、白老町と隣接しています。 

厳しい冬の期間が長い北海道にあって四季を通じて温暖な気候に恵まれていることか

ら「北の湘南」とも呼ばれ、道内はもとより道外からも移り住む方々が増えています。

暮らしを支える病院や銀行、大型ショッピングセンター、商店街などが市街地の中にコ

ンパクトに集約されている暮らしやすいまちとなっています。 

平成 21 年度に策定された第六次伊達市総合計画では、「食」・「教育」・「生きがい」・「環

境」の４つの重点政策に基づく施策を展開し、『自然を育み未来に向かって挑戦する人に

やさしいまち』を将来像としたまちづくりを進めています。 

 

 

伊達市の位置 
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第 2 章 伊達市の概況 

 
 

2.1.2 人口構造 

過去 10 年間の人口の推移を見ると、平成 18 年に大滝村と合併して以降、少しずつで

はありますが減少しています。 

また、5 歳階級別人口では 50 代～60 代の人口が も多くなっており、将来的にも少

子・高齢化が進むことが予想されます。 

 
行政区域内人口の推移（住民基本台帳人口より） 

 

        
5 歳階級別人口（平成 22 年度 国勢調査より） 

35,745 35,915 36,014 35,988 36,082

37,607 37,390 37,172 37,043 36,790

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（人）

合併により増加

微減傾向

0 1,000 2,000 3,000 4,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

5歳階級別人口（人）

2010

11.8%

57.8%

30.4%

老年（65歳以上）

生産年齢（15～64歳）

年少（0～14歳）
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2.1.3 産業構造 

本市の産業別就業者の割合は、第 1 次産業が 10.8％、第 2 次産業が 18.3％、第 3

次産業が 70.9％となっており、第 3 次産業の割合が高いですが、全道と比較すると第 1

次産業の比率が高くなっています。 

 

 
    第１次産業・・・農業・林業・水産業・牧畜業 

    第２次産業・・・鉱業・製造業・建設業 

    第３次産業・・・運輸・通信・電気・ガス・商業・金融・公務などサービス業 

 

 

 
産業別就業者の割合（平成 17 年度国勢調査より） 

 
１）農業 

本市の農業は、明治初期の開拓以来、先進諸国の知識、技術の先駆的導入によって寒

地農業の確立を図り、模範農業として本道初期開拓の発展に大きく貢献しました。こう

した開拓 140 年余の歴史を背景に、恵まれた気象条件、土壌条件、地理的条件を活かし

て都市近郊型農業を確立し、野菜を中心に畑作、水稲、酪農、花きなど多角的な複合経

産業別就業者数 【単位：人】

伊達市計 1,797 10.8% 3,038 18.3% 11,754 70.9%

旧伊達市 1,687 10.6% 2,988 18.9% 11,163 70.5%

大滝区 110 14.6% 50 6.7% 591 78.7%

200,822 7.9% 495,496 19.4% 1,857,082 72.7%

第3次産業

全道

区分 第1次産業 第2次産業

7.9%

14.6%

10.6%

19.4%

6.7%

18.9%

72.7%

78.7%

70.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全道

大滝区

旧伊達市

第1次産業 第2次産業 第3次産業
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第 2 章 伊達市の概況 

 
 

営を展開しています。 

特に野菜は約 70 種の栽培品目があって本市の農業の中心をなし、ハクサイ、ネギ、キ

ャベツなどは全道有数の生産量を誇っており、道央圏への野菜供給基地として大きな役

割を果たしているほか、「伊達野菜」の市場開拓と銘柄確立を目指し、首都圏市場への計

画出荷も進められています。 

農業の推移 

 

 

２）林業 

大滝区の森林面積は地区総面積の 88%、24,209ha を占め、そのうち国有林が 62%

の 14,954ha、民有林は 38%の 9,255ha となっており、天然林はカラマツ、トドマ

ツを中心とした二次林、人工林はその大半が育成途上の森林となっています。 

 

３）水産業 

本市の水産業は、噴火湾養殖漁業の要所にあり、ホタテ貝などの貝類を主体とした養

殖漁業で発展してきました。また、サケの増殖事業ではふ化放流技術向上のため、黄金・

関内地区に伊達さけ・ますふ化場を設置し、サケの安定的な回帰を図っています。 

水産業の推移 

 

 

平成12年 641 戸 283 戸 285 戸 73 戸 3,867 ha 467 ha 3,390 ha 9,420 百万円

平成17年 608 戸 280 戸 238 戸 90 戸 3,919 ha 431 ha 3,476 ha 9,270 百万円

〈世界農林業センサス、農林水産統計年報〉

区分 耕地面積 田 畑 粗生産額農家数
専業 兼業 自給的農家

漁家数 従業員数 動力漁船数 漁獲高数 水揚げ高

（戸） （人） （隻） （t） （百万円）

平成15年 121 148 279 7,443 1,005

平成16年 111 138 265 6,258 1,109

平成17年 101 129 251 5,547 1,267

平成18年 101 131 247 6,109 1,188

平成19年 102 134 245 6,133 1,243

平成20年 97 130 245 5,600 1,134

平成21年 97 130 244 6,937 1,184

〈市商工観光水産課〉

区分
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４）商業 

本市の商業は、胆振西部を商圏とし、購買力吸引型広域商業ゾーンとして発展してき

ており、綱代町、市役所通りを中心として鹿島・大町・錦町、駅前に商店街が形成され

ています。しかし、近年大型店の進出等により古くからの商店街には空き店舗が目立ち

ます。 

国道沿いには自動車販売店、ガソリンスタンドや大型のスーパーマーケットなどが立

地しています。近年はコンビニエンスストアや各種専門店が進出し、新たな商店街を形

成しています。 

商業の推移 

 
 

 

家事用以外（一般）の推移 

商店数 従業員数 商品販売額 一店当たり販売額

（店） （人） （千円） （千円）

平成 3年 492 2,635 61,636,000 125,276

平成 6年 447 2,926 67,442,000 150,877

平成 9年 427 2,709 71,503,000 167,454

平成11年 439 3,071 69,375,000 158,030

平成14年 429 3,018 61,220,000 142,704

平成16年 405 2,781 60,527,000 149,449

平成19年 398 2,738 50,711,470 127,416

〈商業統計調査〉

区分
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５）工業 

本市では明治初期から農村工業が盛んで、道央地区新産業都市の指定に伴って工業が

活発化し、現在では地域で生産される農産物を加工する食料品工業を中心に発展してき

ているほか、コンクリート製品製造などが産業の重要な一翼を担っています。 

2 つの工業団地を有し、北海道縦貫自動車道伊達インターチェンジに隣接する松ヶ枝地

区中小企業団地及び現在分譲中の伊達長和工業団地（工業専用地域）があります。 

伊達長和工業団地付近には北海道電力㈱伊達発電所があり、すでに数社の企業が立地

操業しており、今後も企業立地を進めていきます。 

工業の推移 

 

 
家事用以外（北電）の推移 

工業出荷額等

（百万円）

平成  9年 44 1,025 16,333

平成10年 41 1,016 16,685

平成 11年 41 956 16,427

平成 12年 39 919 14,146

平成 13年 37 925 13,730

平成 14年 36 887 14,180

平成 15年 41 929 14,750

平成 16年 33 856 16,419

平成 17年 32 825 17,101

平成 18年 30 580 14,541

平成 19年 34 653 15,807

平成20年 33 658 16,786

平成21年 33 665 16,732

※数値は従業者4人以上の事業所 〈工業統計調査、市商工観光水産課〉

区分 事業所数 従業者数
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2.2 水道事業の概要 

2.2.1 伊達市水道事業の沿革 

 

■ 伊達市水道事業のはじまり 

北黄金町にある「茶飲み場遺跡」。これは伊達家臣達や開拓に携わった人々に使用され

ていた湧水の跡です。この史跡に示されるように、本市は地下水や湧水に恵まれ、良質

の水源が多いことが特色となっております。 

しかし、昭和 19 年６月、昭和新山の噴火によって上長和町では井戸水が枯渇し、長流

川の水を汲むようになったことから 昭和 27 年に簡易水道の認可を得て、翌 28 年４月

より給水開始（給水人口 400 人、日 大給水量 60m ）をしたことが市水道の始まりで

す。 

 

■ 創 設 期 

市街地を給水区域とする上水道は昭和 35 年 12 月に認可を得て、翌 36 年 10 月に工

事着工、39 年３月に竣工しました。 この工事は総事業費１億 1,000 万円を投じて気門

別川沿いの深井戸２か所を水源とする日 大給水量 4,050m の施設を建設し、昭和 38

年１月から供給開始となりました。 

昭和 40 年 10 月の国勢調査における当時の人口は 26,847 人。一方、給水人口は

9,985 人であったことから、当時の全人口に対する普及率は４割に満たない規模でした。 

 
■ 第１次拡張事業及び第２次拡張事業  

昭和 46 年以降になると市総人口が３万人を超え、当時の給水施設では対処できなくな

ったこと、さらに昭和 47 年に市制が施行されたことから昭和 49 年３月に第１次拡張事

業に着手しました。 

この事業では、気仙川を新たな水源とするほか、周辺地区の給水区域拡大や有珠地区

を除く上長和、稀府、黄金の３か所の簡易水道を統合しました。 

そして、第 2 次拡張事業においては北海道電力㈱伊達発電所の大口給水や、夏期には

海水浴客などで水量が限界に達する有珠地区の需要を確保するため、昭和 53 年３月に認

可を受け、同年５月に着工しました。これにより、計画給水人口は創設期の１万 5,000

人から３万 6,300 人にまで増加しました。 

  
■ 第２次拡張変更事業 

第 2 次拡張事業では、北海道縦貫自動車道が気仙川の 2 箇所の水源と交差することに

なり、2 箇所の施設を 1 施設に統合し上流へ約 1,300ｍ移設する事業を行いました。 
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平成 11 年３月には北黄金浄水場に当時 新のテクノロジーを誇る遠方監視制御装置

を設置し、管理体制を充実させるなど現在も安定給水の確保に努めており、上水道の充

足状況においても今後急激な人口の増加や大量の水を使用する企業等の進出がない限り、

現状規模で対応が可能となっております。 

 

■ 第３次拡張事業 

第3次拡張事業では給水区域外となっていた地区に、優良田園住宅の建設が計画され、

この地区への良好な飲料水供給を目的とし、給水区域の拡張を行いました。 

また、給水区域外地区では良質な地下水や湧水による個人井戸を使用し飲料水を確保

していましたが、一部の地域において硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素が水道法に定める基

準値を上回っていることがわかりました。このことから、基準値を超過している地区に

ついては個人井戸を休止し、水質も良好で安定した給水が可能である上水道区域に包括

しました。 

更に、現在、河川表流水と井戸を水源としている北黄金水系において、取水量の安定

確保の観点から新規に井戸を求め、住民への安定給水に努めています。 

第 3 次拡張変更は、給水要望のある区域を拡張し、給水面積が 49.1km2 から 49.3km2

となりました。 

 
伊達市水道事業の沿革 

  

給水人口 1人1日 １日 大

(人) 大給水量 給水量

(L/日) (m /日) 

創設 S35.12.20 S36.10 S39.3 15,000 278 4,050 110,000 創設

第１次拡張 S49.3.30 S49.3 S52.3 25,800 335 8,644 611,400
区域拡張
給水人口増加
給水量増加

第２次拡張 S53.3.30 S53.5 S55.3 36,300 435 15,800 835,490
区域拡張
給水人口増加

給水量増加

第２次拡張変更 H2.3.27 H3.7 H3.11 36,300 435 15,800 116,656 取水地点の変更

第３次拡張 H19.4.27 H19.4 H29.3 36,700 430 15,800 665,700
区域拡張
給水人口増加
取水地点の新設

第３次拡張変更 H21.12.16 H21.12 H29.3 36,700 430 15,800 692,307 区域拡張

概要

計画 

(千円) 

事業費

事業名 
認可
年月

起工
年月

竣工
年月
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2.2.2 水需要の現況 

 

伊達市水道事業（旧伊達市） 

水道事業の給水人口は平成 15 年度まで増加傾向でしたが、その後は増減を繰り返して

おり、ほぼ横這いの状況です。 

一日 大給水量や一日平均給水量も給水人口と同様に増減を繰り返していますが、こ

の要因として北海道電力㈱伊達発電所の使用水量の変動が挙げられます。 

 

 

 

水道事業の給水人口と一日 大給水量の推移 

31,097 31,183
31,960 31,537 31,613 31,775 31,702 31,592 31,553 31,442

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（人）
行政区域内人口 給水区域内人口 給水人口

14,020

12,163
11,603

12,361 12,267 12,078
12,678

12,068

13,116

11,764

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（m3/日） 一日平均給水量 一日 大給水量

数値は給水人口 

数値は一日 大給水量 
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2.2.3 水道施設の概要 

水道事業区域（旧伊達市）は、館山水系、長和水系、北黄金水系、黄金水系の 4 つの

水系（給水区域）に分割されます。 

各水系別の水道施設の概要を次ページ以降に示します。 

 

 
水道事業（旧伊達市）水系別給水区域図 
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館山第２ポンプ所 館山１号取水井 

館山管理棟 館山配水池 

１） 館山水系 

館山水系の取水井・管理棟及び配水池は、市街地中心部に給水している施設で、水

道事業の創設期に建設された施設です。 

水源は深井戸４井から一日 大 4,050m3 を取水しており、水質は良好であるため塩

素滅菌のみの浄水処理を行っています。 

館山町の高台に配水池 1,350m3 を有しており、一日 大 4,050m3 を自然流下方式

で給水しています。 

 
館山水系水道施設フロー図 

 

  
 

  

深井戸No.1

深井戸No.2

館山水源深井戸

深井戸No.3

深井戸No.4

塩素滅菌 配水池

給　水　区　域

市街地区
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長和配水池 

長和管理棟 

管理棟内電気設備 

長和第４ポンプ所 

２） 長和水系 

長和水系の取水井・管理棟及び配水池は、市の北西部に給水している施設で水道事

業の第 2 次拡張期に建設された施設です。 

水源は深井戸４井から一日 大 5,352m3 を取水しており、館山水系と同様に水質は

良好であるため塩素滅菌のみの浄水処理を行っています。なお、長和水系の各水源に

は圧力タンクが設置されています。 

長和町の高台に配水池 2,000m3 を有しており、一日 大 5,352m3 を自然流下方式

で給水しています。 

 

長和水系水道施設フロー図 
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沈でん池① 気仙川表流水水源 

３） 北黄金水系 

北黄金水系の水源・浄水場（場内配水池）は、市の南東部に給水している施設で、

市内で も大きな浄水処理施設を有しています。 

水源は深井戸 2 井から一日 大 2,240m3、気仙川表流水から一日 大 4,045m3

を取水しており、着水井→沈でん池→緩速ろ過池により浄水処理後、塩素滅菌を行っ

ています。 

浄水場内に配水池 2,219m3 を有しており、一日 大 6,285m3 を給水しています。

給水区域には主に自然流下方式で給水していますが、一部の高台には浄水場内に設置

した加圧ポンプにて給水しています。 

また、給水区域内の稀府中継ポンプ所、末永中継ポンプ所より給水している区域が

あります。 

 

 
北黄金水系水道施設フロー図 
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緩速ろ過池 沈でん池② 

配 水 池 管理施設 

監視設備 稀府中継ポンプ所 

末永中継ポンプ所 末永中継ポンプ所ポンプ設備 
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緩速ろ過池 

配 水 池 

流量計室建屋 

滅菌設備 

４） 黄金水系 

黄金水系の水源・浄水場（場内配水池）は、市の南部末端の黄金地区に給水してい

る施設で、比較的小規模な施設です。 

水源は北黄金水系と共同で取水している気仙川表流水から一日 大 112.5m3 を取

水しており、緩速ろ過池により浄水処理後、塩素滅菌を行っています。 

浄水場内に配水池 96m3 を有しており、一日 大 112.5m3 を自然流下方式で給水

しています。 

 

 
黄金水系水道施設フロー図 
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-17-



 
 

第 2 章 伊達市の概況 

 
 

５） 管路の布設状況 

管種別の布設状況では、強度の高いダクタイル鋳鉄管の布設割合が 45.9％を占めて

いますが、地震に弱いとされる塩化ビニル管の布設割合も 39.1％と高い割合を占めて

います。 

布設年代別でみると、布設後 10 年以内の管路が 25.6％と高い割合となっています

が、30 年以上経過している管路も全体の 40％を占めており、その内 8.7％は 40 年

以上経過しています。 

 

 
管路の管種別布設割合 

 
管路の年代別布設延長 

45.5%

39.1%
10.3%

2.7%
1.1%

0.81%

0.36%

0.17%

1.34%
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鋼管
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ダクタイル鋳鉄管（耐震）
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8.2％
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2.2.4 組織 

平成 23 年４月１日現在の組織体制は、以下に示すとおりです。 

 

１）組織図 

 

 

２）業務内容 

水道課各係別の主な業務内容は以下のとおりです。 

【料金係】 

 水道料金の賦課及び徴収、検針業務に関すること 

 水道事業の資金計画、予算及び決算に関すること 

 水道使用の受付及び給水栓の開閉に関すること 

 水道用資材、量水器の保管管理及び出納に関すること 

 工事請負等の入札及び契約に関すること 

【建設係】 

 原水及び浄水、水道施設の維持管理に関すること 

 水量及び水質に関すること 

 水道施設の新設及び拡張工事に関すること 

 水道施設工事の調査、設計及び監督に関すること 

 給水装置工事の設計審査及び完成検査に関すること 

 簡易水道に関すること 

水　道　部

水　道　課 下水道課

（ ） 参　事 （ ） 参　事 
建　設　係

（ ） 5人 
料　金　係

（ ） 7人 

（ ） 出納係 

上下水道事業経営審議会

（ ） 主　査 
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2.2.5 水道事業会計 

平成 20 年度から平成 22 年度までの水道事業の収益的収支（営業に関する収支）の内

訳と推移、資本的収支（建設に関する収支）の内訳と推移を以下に示します。収支の状

況より、水道事業決算の概要を説明します。 

 

１）収益的収支の概要 

収益的収支は、水道水を供給するために必要な費用（原水及び浄水費・配水及び給

水費・総係費・減価償却費など）と水道水を提供することにより得た料金収入（水道

料金）で構成されます。 

近年３ヵ年の収益的収支（営業に関する収支）についてみると、水道料金などの収

入が原水及び浄水費・配水及び給水費・総係費・減価償却費・支払利息などの支出を

上回り、平成 22 年度は純利益を 134,065 千円計上しています。収入の大部分（約

90％）は給水収益であり、他会計からの繰入もないため健全な経営状況といえます。 

 

 
収益的収支の推移（平成 20 年度～22 年度） 

（単位：千円）

区　　分 H20 H21 H22

収　入

水道料金 627,802 529,621 533,192

受託工事収益 943 1,578 3,034

その他営業収益 57,851 58,841 56,822

営業外収益 1,856 1,633 308

収入計 688,452 591,673 593,356

支　出

原水及び浄水費 79,228 86,331 83,485

配水及び給水費 21,830 24,876 27,646

受託工事費 766 1,293 2,707

業務費 24,259 20,668 21,193

総係費 132,884 138,339 149,483

減価償却費 148,229 146,604 147,953

資産減耗費 21,669 16,139 10,000

支払利息など 18,933 15,900 15,605

雑支出 290 169 144

過年度損益修正損 1,119 3,871 1,075

支出計 449,207 454,190 459,291

688,452

591,673 593,356

449,207 454,190 459,291

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

H20 H21 H22

（千円）

収入

支出
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２）資本的収支の概要 

資本的収支は、水道水を供給するために必要となる施設（土木施設・管路・機械・

電気設備・建物など）の建設費用（建設改良費と関連する人件費・事務費など）とそ

の財源（企業債・工事負担金・補助金など）で構成されています。 

近年３ヵ年の資本的収支（建設に関する収支）についてみると、建設改良費・企業

債償還金などの総支出に対する財源として、企業債、補助金、工事負担金だけでは不

足するため、不足分を当年度分及び過年度分の損益勘定留保資金などにより補てんし

ています。 

資本的支出における企業債元金償還金の割合が非常に低く、借入額が少ない

ことがわかります。 

 

 
資本的収支の推移（平成 20 年度～22 年度） 

 

 

（単位：千円）

区　　分 H20 H21 H22

収　入

企業債 20,000 20,000 20,000

工事負担金 770 1,743 4,348

補助金 28,000 25,000 4,482

補てん財源 316,692 352,232 255,865

収入計 365,462 398,975 284,695

支　出

建設改良費 296,802 377,205 261,122

企業債償還金 67,763 20,449 22,388

国庫補助金返還金 897 1,321 1,185

支出計 365,462 398,975 284,695

48,770 46,743
28,830

365,462

398,975

284,695

316,692

352,232

255,865
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家事用口径 13～25mm の水道料金 家事用以外口径（13～25mm）の水道料金

2.2.6 水道料金 

 

１）水道事業の水道料金（旧伊達市） 

水道事業の水道料金体系は以下に示すとおり、用途を家事用、家事用以外、浴場用に

分類し、更に口径別に区分しています。料金制度は基本料金と超過料金の合計額に消費

税額を加算した金額を請求する二部料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの取替

えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途やメーター口径により料金が

変わります。 

超過料金は口径による区分はなく、使用水量が多くなると単価が高くなる逓増型の料

金制度を採用しています。 

水道事業の水道料金表（月額・税別） 

 

 
 

（消費税を除く） 

用　途 口径（mm）

13～25 950円 9m ～15m 130円

40 4,150円 16m 以上 160円

50 5,880円

13～25 2,000円

40 5,190円 11m ～50m 150円

50 7,380円 51m ～1,000m 190円

75 14,070円 1,001m ～5,000m 220円

100 22,960円 5,001m 280円

150 66,660円

200 103,810円

浴場用 区別なし 4,390円 100m まで 101m 以上 50円

＊上記料金は一ヶ月分の料金となります。

＊上記計算額に消費税を加えた額がそれぞれの料金となります。 

家事用以外 10m まで

基本料金 超過料金（１m あたり）

家事用 8m まで
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家事用の水道料金 家事用以外の水道料金 

家事用（13～25mm）の水道料金 家事用以外（13～25mm）の水道料金 

２）簡易水道事業の水道料金（大滝区） 

簡易水道事業の水道料金体系は以下に示すとおり、用途を家事用と家事用以外に分類

し、用途別の料金体系となっています。料金制度は基本料金と超過料金の合計額を請求

する二部料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの取替

えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途により料金が変わります。 

超過料金は用途による区分はありますが、口径や使用量にかかわらず一定の単価とし

ています。 

簡易水道事業の水道料金表（月額・税込み） 

 

 

 
 
３）事業別の料金比較 

水道事業と簡易水道事業の水道料金を比較すると、使用水量が少ない場合は同程度の

金額となりますが、使用水量の増加に伴い料金の差異が大きくなります。 

 

（消費税を含む）

用途

家事用 8m まで 1,150円 1m あたり 94円

家事用以外 30m まで 4,200円 1m あたり 115円

＊上記料金は一ヶ月分の料金となります。
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第３章 現状と課題 

3.1 業務指標（PI）を用いた課題の抽出 

3.1.1 業務指標（PI）とは 

平成 17 年１月に（社）日本水道協会規格として策定された「水道事業ガイドライン

JWWA Q100」に基づく業務指標（PI）は、水道事業体が自らの事業活動を定量化し、

数値の推移や他都市と比較することによって、問題点の把握、目標や施策の決定等に活

用することができます。 

本市水道事業の課題の抽出にあたっては、この業務指標（PI）を活用することとし、近

年３ヵ年の値を算出し、その値の経年変化、全国平均値や北海道内平均値との比較によ

り評価分析しています。 
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3.1.2 業務指標（ＰＩ）の算出と課題の抽出 

『安心』の課題の抽出 

『安心』には、全ての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給を目指すための指

標として、「水資源の保全」に関する指標と「水源から給水栓までの水質管理」に関する

指標があります。 

 

「水資源の保全」に関する PI を以下に示します。 

なお、表に示される『優位向』が、↑の場合は高い値の方が良い数値、↓の場合は低

い値の方が良い数値であることを示しています。 

量的な安心を求める場合、水源水量を確保すること、余裕があることが重要となりま

す。本市の水源は地下水（深井戸）と表流水であり、7：3 の比率で地下水利用の割合が

高くなっています。 

地下水は、取水ポンプの効率や周辺環境への影響を考慮すると、必要以上の取水量を

確保することができません。 

このため、水源余裕率は道内の平均値よりもやや小さな値となっていますが、平成 22

年度で 37.4％の水源余裕率があるため問題はありません。 

一方、原水有効利用率は減少傾向であり、原因としては水道管路や給水管からの漏水

量の増加等が考えられ、この値の向上に努めていく必要があります。 

 

「水源から給水栓までの水質管理」に関する PI を以下に示します。 

質的な安心を求める場合、水質基準に適合していること、適切な水質監視をしている

ことが重要となります。 

水質面では、「カビ臭から見たおいしい水達成率」や「塩素臭から見たおいしい水達成

率」が 100％であり、他の PI 値についても水質基準に対して良好な値を示しています。 

道内の平均値と比較してやや大きな値となっているのは「重金属濃度水質基準比」、「無

機物質濃度水質基準比」ですが、これは長和水系の水源にて硬度や蒸発残留物の値がや

や高くなっていることが影響しており、今後も監視していく必要があります。 

■水資源の保全

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

1001 水源利用率 ％ ↑ 55.3 51.0 65.5 60.8 61.7

1002 水源余裕率 ％ ↑ 50.3 57.7 33.9 23.2 37.4

1003 原水有効利用率 ％ ↑ 83.8 74.4 83.1 82.1 79.7

　※全国平均値、北海道平均値は水道統計H20より算出した値である。

優位向
伊達市PI

業務指標No. 単位
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表流水水源（北黄金・黄金水系）

では、台風などの強い雨の後に原水

の濁度が上昇するため一時的に取水

を停止することがあります。現状で

は、このような状況が長期間継続す

ることはなく、頻度も少ないため現

状の施設容量で対応可能ですが、自

然環境の変化などが生じた場合は対

策が必要となります。 

上記の水源水質の課題に加え、

有珠山による火山活動の影響につ

いても考慮し、将来的には代替水源の検討なども必要になると考えられます。 

 

 

■水源から給水栓までの水質管理

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

1101 原水水質監視度 項目 ↑ － － 56 54 54

1102 水質検査箇所密度 箇所/100ｋ㎡ ↑ － － 8.1 8.1 8.1

1103 連続自動水質監視度 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

1105 カビ臭から見たおいしい水達成率 ％ ↑ 92.7 96.2 95.0 100.0 100.0

1106 塩素臭から見たおいしい水達成率 ％ ↑ － － － 100.0 100.0

1107 総トリハロメタン濃度水質基準比 ％ ↓ 23.5 17.7 6.0 9.0 14.0

1108 有機物（ＴＯＣ）濃度水質基準比 ％ ↓ 15.0 18.8 20.0 20.0 17.0

1110 重金属濃度水質基準比 ％ ↓ 2.5 1.5 7.0 10.0 5.0

1111 無機物質濃度水質基準比 ％ ↓ 11.6 9.8 19.0 14.0 13.0

1112 有機物質濃度水質基準比 ％ ↓ 4.6 5.2 13.0 5.0 0.0

1114 消毒副生成物濃度水質基準比 ％ ↓ 4.4 2.9 0.0 0.0 0.0

1115 直結給水率 ％ ↑ － － 99.0 99.0 99.0

1116 活性炭投入率 ％ ↓ － － 0.0 0.0 0.0

1117 鉛製給水管率 ％ ↓ 15.9 0.7 0.0 0.0 0.0

伊達市PI
優位向No. 業務指標 単位

『安心』の課題 

有効率の向上（漏水対策） 

水源水質の監視強化 

水質悪化時の対応と安定水源の確保 

気仙川表流水取水施設 
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『安定』の課題の抽出 

『安定』には、いつでもどこでも安定的に生活用水を確保することを目的とし、「連

続した水道水の供給」、「将来への備え」及び「リスクの管理」に関する指標がありま

す。 

「連続した水道水の供給」に関する PI を以下に示します。 

漏水事故や地震災害などの緊急時においても給水を維持するためには、配水池の貯留

容量を確保することが重要となります。 

本市の配水池貯留能力は 0.57 日＝13.7 時間分を確保しており、道内平均値と比較す

るとやや劣りますが、標準とされる 12 時間分以上を確保しているため問題はありません。 

一方、現在の配水池容量で給水人口一人当たりの貯留飲料水量として 90 リットルを確

保していますが、配水池が耐震構造になっていないため、地震時における急激な水位低

下が懸念されます。 

普及率が道内平均値と比較すると低い値となっているのは、地下水が豊富なことから

多数の飲用井戸・飲用水利用組合が設置されていることが影響しています。 

  

 

 

■連続した水道水の供給

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

2001 給水人口一人当たり貯留飲料水量 Ｌ/人 ↑ 277.2 270.8 90.0 90.0 90.0

2002 給水人口一人当たり配水量 Ｌ/日/人 ↑ 368.5 346.8 335.0 311.0 317.0

2003 浄水予備力確保率 ％ ↑ 27.2 28.4 23.6 17.0 25.5

2004 配水池貯留能力 日 ↑ 1.2 1.1 0.53 0.58 0.57

2005 給水制限数 日 ↓ 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

2006 普及率 ％ ↑ 96.6 96.7 90.2 90.2 90.1

2007 配水管延長密度 ㎞/ｋ㎡ ↑ 7.8 5.8 4.2 4.4 4.5

2008 水道メータ密度 個/㎞ ↑ 63.7 50.1 69.0 67.0 66.0

伊達市PI
優位向No. 業務指標 単位

長和配水池 北黄金配水池 
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「将来への備え」に関する PI を以下に示します。 

将来的にも安定した給水を続ける

ためには、浄水場、配水池、電気・機

械設備、管路などの水道施設を計画的

に更新していく必要があります。 

現状において浄水施設では耐用年

数を超過している施設はありません

が、設備については 47.1％が耐用年

数を超過している状況です。 

管路については、新設管と更新管あ

わせると管路総延長の 3～5％程度の割合で毎年布設しています。今後は、老朽管の更新

の比率が更に高くなるものと想定されるため、計画的な管路更新を進めていく必要があ

ります。また、北黄金浄水場から市街地への幹線管路は、延長の長い重要な管路となる

ため、バイパス管の布設などにより給水の安定性を確保する必要があります。 

 

布設年度別管路延長  

■将来への備え

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

2101 経年化浄水施設率 ％ ↓ 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0

2102 経年化設備率 ％ ↓ 40.9 38.3 47.8 47.1 47.1

2103 経年化管路率 ％ ↓ 9.4 8.3 12.3 12.5 13.0

2104 管路の更新率 ％ ↑ 1.1 1.1 2.1 1.4 1.0

2106 バルブの更新率 ％ ↑ 2.8 1.2 0.7 2.6 2.0

2107 管路の新設率 ％ ↑ 1.2 2.2 2.8 3.2 2.1

優位向No. 業務指標 単位
伊達市PI
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10年以上経過20年以上経過30年以上経過40年以上経過

主要施設の取得年度と経過年数（平成 23 年度） 

施設名称 取得年度 経過年数

黄金浄水場：緩速ろ過池 昭和44年度 42

気仙川取水施設 平成13～14年度 9～10

北黄金浄水場 昭和50～51年度 34～35

北黄金浄水場：沈でん池 昭和54年度 31

館山管理棟 昭和37年度 49

館山配水池 昭和37年度 48

長和管理棟 昭和54年度 31

長和配水池 昭和54年度 31
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「リスク管理」に関する PI を次ページに示します。 

災害などの緊急時にも給水を継続するためには、水道施設の耐震化や応急給水体制の

構築、自家発電機設備の整備などが重要となります。 

本市の浄水場、配水池等の施設は阪神・淡路大震災以降に改定された 新の耐震基準

を満たす施設がなく、管路についても耐震管の布設率は 1.1％と低い状況です。 

水道施設については、想定される地震に対する耐震性評価を実施し、施設の耐震性を

把握した上で、水道施設耐震化の方針について検討する必要があります。 

管路については、液状化や地盤の特

性を考慮したうえで口径別に使用する

管種を選定し、管路布設時に地震に強

い管種を用いることにより、耐震化を

図る必要があります。 

地震や事故に対する備えとして、館

山管理棟には防災備蓄倉庫が設置され

ており、主要な漏水修繕用の材料、応

急給水用のポリタンク、ポリパックな

どを備蓄しています。 

また、緊急時のバックアップ体制と

して館山水系、長和水系、北黄金水系は配水ブロックの末端で連絡されているため、緊

急時に一部の水量を融通することができます。 

 

 

緊急時連絡管のイメージ図 

防災備蓄倉庫内部状況 
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このように、緊急時用の備蓄やバックアップ用の連絡管整備はされていますが、想定

外の地震や津波、火山活動などの発生により、現在の整備・体制では対応できないこと

も懸念されます。 

このため、事故・災害発生時に水道事業として行うべき応急給水・応急復旧などの対

策を迅速かつ的確に行うための応急給水拠点の整備及びマニュアルの充実、水道の防災

方針・応急給水方針等の市民への周知などが必要と考えられます。 

 

 

 

 

■リスクの管理

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

2201 水源の水質事故数 件 ↓ 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0

2202 幹線管路の事故割合 件/100km ↓ 25.3 9.1 0.0 0.0 0.0

2203 事故時配水量率 ％ ↑ 62.8 81.6 0.0 2.1 2.0

2204 事故時給水人口率 ％ ↓ 48.4 54.5 2.1 2.1 60.4

2205 給水拠点密度 箇所/100ｋ㎡ ↑ 50.4 28.0 28.5 28.4 28.4

2207 浄水施設耐震率 ％ ↑ 9.0 7.9 0.0 0.0 0.0

2208 ポンプ所耐震施設率 ％ ↑ 4.7 2.4 0.2 9.1 9.1

2209 配水池耐震施設率 ％ ↑ 55.1 12.8 0.0 0.0 0.0

2210 管路の耐震化率 ％ ↑ 5.6 5.6 0.6 0.8 1.1

2211 薬品備蓄日数 日 ↑ 29.0 22.6 125.0 117.8 117.8

2212 燃料備蓄日数 日 ↑ 8.9 0.8 3.0 3.0 3.0

2213 給水車保有度 台/1000人 ↑ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2214 可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ･ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ保有度 個/1000人 ↑ － － 48.1 72.9 57.6

2215 車載用の給水タンク保有度  /1000人 ↑ 9.9 8.8 0.1 0.1 0.1

2216 自家用発電設備容量率 ％ ↑ 247.8 69.7 5.8 5.8 5.8

2218 給水装置の凍結発生率 件/1000件 ↓ － － 2.8 29.5 9.6

伊達市PI
No. 業務指標 単位 優位向

『安定』の課題 

老朽化設備・管路の計画的な更新 

水道管路の耐震化 

災害への備え（施設耐震化・防災マニュアルの充実） 
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『持続』の課題の抽出 

『持続』には、いつまでも安心できる水を安定して供給することを目的とし、「地

域特性にあった運営基盤の強化」、「水道文化・技術の継承と発展」、「消費者ニーズを

ふまえた給水サービスの充実」及び「適正な実行・業務運営」、「適正な維持管理」に

関する指標があります。 

「地域特性にあった運営基盤の強化」に関する PI を 33 ページに示します。 

水道事業を持続するためには経営基盤を安定させることが重要となります。 

総収支比率は 100％以上であれば黒字経営であることを示す指標ですが、本市におい

ては継続して 130％程度の高い値を示しており、他会計からの繰り入れもなく安定した

経営状況であることがわかります。 

料金面では、給水原価、供給単価ともに全国平均値、道内平均値を下回り 1 ヶ月当り

の水道料金も安価となっています。給水収益に対する企業債利息・企業債償還金の割合

も低く企業債（長期借入金）も少ないものと判断されます。 

給水収益に対する減価償却費の割合が全国平均値、道内平均値と比較するとやや低く

なっています。これは施設が老朽化していることを意味しており、更新事業費を一定の

割合で確保した上で、収支バランスが取れた状態が理想的であると考えられます。 

アセットマネジメント検討結果では、料金を据え置きとして施設を法定耐用年数で更

新した場合、収入の減少と支出（主に減価償却費）の増加により、2028 年頃から経常

赤字となることが予想されています。 

今後は、アセットマネジメント検討をベースとし、給水収益、建設投資、企業債、減

価償却費などのバランスを考慮した、事業計画、収支計画（料金設定）を作成する必要

があります。 

 
水道資産の更新需要（アセットマネジメント検討より） 
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収益的収支の推移（法定耐用年数による更新・料金据え置き） 

 

料金収入と資本費の比率（法定耐用年数による更新・料金据え置き） 

 

また、伊達地区と大滝区では事業や会計、料金などが異なるため、市民への統一的な

水道サービスを目指すために、料金統一や事業統合に向けた検討が必要となります。 
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「水道文化・技術の継承と発展」に関する PI を次ページに示します。技術の継承と発

展に関する指標として、技術職員率、水道業務経験年数度などが挙げられます。技術職

員率は全国及び道内平均値と同程度ですが、水道業務経験年数度は平均値を大きく下回

っています。 

職員の異動が 3～5 年の周期で行われているため技術の継承が難しい状況となってい

ます。健全な水道事業を維持していくための人員を確保しながら、内部研修時間の確保、

外部研修の利用により、技術の継承と高度化に努めていく必要があります。 

■地域特性にあった運営基盤の強化

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

3001 営業収支比率 ％ ↑ 116.2 119.5 160.1 135.9 134.0

3002 経常収支比率 ％ ↑ 108.3 109.7 153.6 131.4 129.5

3003 総収支比率 ％ ↑ 108.0 109.3 153.3 130.3 129.2

3004 累積欠損金比率 ％ ↓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3005 繰入金比率（収益的収支分） ％ ↓ 6.3 7.3 0.0 0.0 0.0

3006 繰入金比率（資本的収入分） ％ ↓ 26.1 29.9 0.0 0.0 0.0

3007 職員一人当たりの給水収益 千円 ↑ 64,062 47,782 48,292 40,740 41,015

3008 給水収益に対する職員給与費の割合 ％ ↓ 15.3 18.8 14.2 19.2 19.5

3009 給水収益に対する企業債利息の割合 ％ ↓ 13.2 14.3 3.0 3.0 2.9

3010 給水収益に対する減価償却費の割合 ％ ↓ 32.4 35.3 23.6 27.7 27.7

3011 給水収益に対する企業債償還金の割合 ％ ↓ 33.4 39.8 10.8 3.9 4.2

3012 給水収益に対する企業債残高の割合 ％ ↓ 446.1 511.6 94.4 111.8 110.6

3013 料金回収率 ％ ↑ 99.1 101.4 146.8 123.5 122.2

3014 供給単価 円/ － 185.2 224.8 187.1 169.9 168.1

3015 給水原価 円/ ↓ 205.3 224.8 127.5 137.6 137.5

3016 １ヶ月当たり家庭用料金（10 ） 円 ↓ 2,637 3,540 1,344 1,270 1,270

3017 １ヶ月当たり家庭用料金（20 ） 円 ↓ 4,230 5,533 2,971 2,793 2,793

3018 有収率 ％ ↑ 85.9 82.8 86.8 86.9 87.2

3019 施設利用率 ％ ↑ 59.2 57.0 67.0 62.2 63.1

3020 施設 大稼働率 ％ ↑ 72.8 71.7 76.4 83.0 74.5

3021 負荷率 ％ ↑ 81.2 79.6 87.7 74.9 84.7

3022 流動比率 ％ ↑ 1,094.5 1,287.3 1,279.8 1,178.3 935.6

3023 自己資本構成比率 ％ ↑ 64.5 58.0 87.3 87.6 87.6

3024 固定比率 ％ ↓ 154.0 245.5 95.0 95.9 95.0

3025 企業債償還元金対減価償却費比率 ％ ↓ 97.2 108.3 45.7 13.9 15.1

3026 固定資産回転率 回 ↑ 0.12 0.10 0.16 0.13 0.13

3027 固定資産使用効率  /10000円 ↑ 7.6 5.8 8.9 7.9 7.9

優位向No. 業務指標 単位
伊達市PI
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「消費者ニーズをふまえた給水サービスの充実」に関する PI を以下に示します。 

現状ではモニタやアンケートなどの実施はなく、直接消費者のニーズを把握すること

はできていません。将来的には、アンケートやホームページを利用した意見収集、苦情

データの蓄積などにより、消費者のニーズを把握していく必要があります。また、水道

ビジョンの公表のほか、定期的な情報発信を充実していく必要があります。 

 

 

 

  

■水道文化・技術の継承と発展

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

3101 職員資格取得度 件/人 ↑ 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5

3102 民間資格取得度 件/人 ↑ － － － 0.0 0.0

3103 外部研修時間 時間 ↑ － － 3.6 4.7 4.0

3104 内部研修時間 時間 ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3105 技術職員率 ％ ↑ 45.7 46.2 53.8 46.2 46.2

3106 水道業務経験年数度 年/人 ↑ 14.2 16.5 8.0 7.8 6.6

3107 技術開発職員率 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3108 技術開発費率 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3109 職員一人当たり配水量  /人 ↑ 384,915 258,810 297,000 276,000 280,000

3110 職員一人当たりメータ数 個/人 ↑ 1,197 975 1,102 1,108 1,113

優位向No. 業務指標 単位
伊達市PI

■消費者ニーズをふまえた給水サービスの充実

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

3201 水道事業に係わる情報の提供度 部/件 ↑ － － 1.0 1.0 1.0

3202 モニタ割合 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3203 アンケート情報収集割合 人/1000人 ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3204 水道施設見学者割合 人/1000人 ↑ － － 6.2 7.1 5.6

3206 水質に対する苦情割合 件/1000件 ↓ － － 0.3 0.9 0.8

3208 監査請求数 件 ↓ － － 0.0 0.0 0.0

3209 情報開示請求数 件 ↑ － － 0.0 0.0 0.0

3210 職員一人当たり受付件数 件/人 ↑ － － 432.4 429.2 435.9

No. 業務指標 単位
伊達市PI

優位向
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「適正な実行・業務運営」、「適正な維持管理」に関する PI を以下に示します。 

本市においては、ダクタイル鋳鉄管・鋼管率が高いため、管路の事故割合が低く、漏

水率や給水件数当たり漏水量も道内平均値と比較して低く、管路の維持管理が適切にさ

れているものと判断されます。 

浄水場事故割合は 0％であり、設備点検実施率も 300％以上と法定点検回数の 3 倍を

上回る点検を実施しているため、施設や設備の維持管理も適正になされています。 

PI による評価からも現状の維持管理体制が良好であるものと判断されるため、将来的

にも現在の維持管理体制を継続し、断水事故の抑制、漏水量の低減に努めていく必要が

あります。また、より効率的な維持管理の実現、高い管理レベルの継続を目指し、第三

者委託や PFI 等の導入についても検討していく必要があります。 

 

  

 

 

 

 

  

■適正な実行・業務運営

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

5003 年間ポンプ平均稼働率 ％ ↓ － － 63.7 59.5 63.7

5004 検針誤り割合 件/1000件 ↓ － － 0.0 0.0 0.1

5005 料金請求誤り割合 件/1000件 ↓ － － 0.0 0.0 0.0

5006 料金未納率 ％ ↓ － － 2.6 2.9 5.0

5007 給水停止割合 件/1000件 ↓ － － 17.2 15.6 16.7

5008 検針委託率 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

5009 浄水場第三者委託率 ％ ↑ － － 0.0 0.0 0.0

優位向
伊達市PI

No. 業務指標 単位

伊達市水道庁舎 北黄金集中管理所 
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■適正な維持管理

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

5101 浄水場事故割合 ％ ↓ － － 0.0 0.0 0.0

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 ％ ↑ 42.3 33.2 44.8 45.8 47.2

5103 管路の事故割合 件/100㎞ ↓ 7.5 3.6 3.6 2.6 3.1

5104 鉄製管路の事故割合 件/100㎞ ↓ － － 1.0 0.0 3.7

5105 非鉄製管路の事故割合 件/100km ↓ － － 4.9 4.9 2.4

5106 給水管の事故割合 件/1000件 ↓ 5.8 3.7 3.8 2.4 1.9

5107 漏水率 ％ ↓ 5.5 7.2 2.6 1.0 4.9

5108 給水件数当たり漏水量  /年/件 ↓ 19.7 21.4 7.1 2.5 11.9

5109 断水・濁水時間 時間 ↓ 2.2 0.3 0.0 0.1 0.6

5110 設備点検実施率 ％ ↑ － － 331.5 377.8 348.3

5111 管路点検率 ％ ↑ － － 9.1 8.3 7.9

5112 バルブ設置密度 基/km ↑ 12.7 29.8 21.1 21.0 21.3

5113 消火栓点検率 ％ ↑ － － 100.0 100.0 100.0

5114 消火栓設置密度 基/㎞ ↑ 3.0 1.4 2.3 2.3 2.2

5115 貯水槽水道指導率 ％ ↑ － － － － －

優位向No. 業務指標 単位
伊達市PI

『持続』の課題 

将来を見通した収支計画の作成 

大滝区との料金・会計・事業の統一検討 

人員の確保と技術の継承 

情報の発信と消費者ニーズの把握 

第三者委託等の導入の検討 
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『環境』の課題の抽出 

『環境』には、環境保全へ貢献することを目的とし、「地球温暖化防止、環境保全

などの推進」、「健全な水循環」に関する指標があります。 

「地球温暖化防止、環境保全などの推進」、「健全な水循環」に関する PI を以下に示

します。 

本市において配水量 1m3 当りの電力消費量は、道内平均値をやや上回っています。主

に館山水系、長和水系、北黄金水系の深井戸に設置されている取水ポンプの電力量とな

りますが、適切な位置（標高）に配水池を配置し自然流下で配水しているため、現状に

おいて 大限の効率化が図られています。 

今後、地球温暖化防止を促進するためには、漏水量の低減やポンプ容量の適正化によ

る消費電力の削減、インバータポンプの導入等による省エネルギー対策が必要となりま

す。 

また、北黄金水系、黄金水系では表流水を取水していますが、健全な水循環を将来に

向けて守っていくうえで、水源周辺の水源涵養林を保全する必要があります。 

 

 
 

  

■地球温暖化防止、環境保全などの推進

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

4001 配水量1 当たり電力消費量 ｋＷｈ/ ↓ 0.47 0.34 0.46 0.49 0.52

4002 配水量１ｍ3当たり消費エネルギー MJ/m3 ↓ － － 1.77 1.86 1.99

4003 再生可能エネルギー利用率 ％ ↑ － － 0.00 0.00 0.00

4005 建設副産物のリサイクル率 ％ ↑ － － 100.0 100.0 100.0

4006 配水量1m3当たり二酸化炭素排出量 t・CO2/m3 ↓ － － 3.6 3.7 3.5

優位向No. 業務指標 単位
伊達市PI

■健全な水循環

全国 北海道

平均値 平均値 H20 H21 H22

4101 地下水率 ％ － 72.2 48.8 63.1 62.4 64.5

No. 業務指標 単位
伊達市PI

優位向

『環境』の課題 

漏水量の低減、設備容量の適正化 

省エネルギー対策 

水源涵養林の保全 
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3.2 課題のまとめ 

伊達市水道事業の課題を、業務指標（PI）を用いて、『安心』、『安定』、『持続』、『環

境』の視点から抽出しました。以下に抽出した課題を整理します。 
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第４章 目指すべき将来像（基本理念） 

4.1 基本理念 

伊達市水道事業は、昭和 35 年の創設以来、3 回の拡張事業により現在の給水区域へ拡張

し、市民のライフラインとして安全で安定した水道水の供給に努めてきました。 

水道を取り巻く環境が、水量増加・拡張整備の時代から水量減少・資産維持の時代に変

化していく中で、水質の維持・向上、老朽化資産の更新、施設や管路の耐震化、経営基盤

の強化、技術の継承、環境対策など様々な課題に対応していく必要があります。 

また、上位計画の第六次伊達市総合計画では、『自然を育み未来に向かって挑戦する人に

やさしいまち』を将来像としたまちづくりを進めています。 

このような状況を踏まえ、伊達市水道事業では『人と自然にやさしい水道』を基本理念

として、安心・安全に飲める水を安定的に供給しながら、経営基盤を強化し、ライフライ

ンとしての役割を一層充実させていきます。 
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第５章 目標と具体的な施策 

5.1 給水人口・給水量の見通し 

 

本ビジョンでは、目標期間を概ね 10 年間と設定し、基本理念に基づく具体的な施策を展

開します。 

近年 10 ヶ年の実績から予測した、平成 33 年度までの伊達市水道事業の給水人口及び給

水量の見通しを示します。 

推計結果より給水人口は緩やかな減少傾向となります。平成 23 年度の給水人口 31,653

人が平成 33 年度には 29,783 人となり 10 年間で 1,870 人減少する見込みです。 

一日 大給水量は平成 25 年度まで増加し、その後減少傾向となります。 大となる平成

25 年度の値は、13,601m3/日と推計され、その後平成 33 年度までに 13,165m３/日ま

で減少する見込みです。 

 

 
※数値は一日 大給水量を示す   

水道事業の給水人口と給水量の見通し（H23～H33） 
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5.2 目標と具体的な施策 

 

5.2.1 安心して飲める水の確保  

『安心して飲める水の確保』を目標とし、水質の安全性や安定性を高め、安定的な水

源の確保に努めます。 

 

より安全な水、安心な水を供給するために、水源から給水栓までに存在する危害

を抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御することが重要となります。 

バイオアッセイの強化や水源監視カメラの設置を盛り込んだ『水安全計画』を作

成し、安全な水の給水に努めます。 

残留塩素濃度は 0.4mg/㍑以下を維持し、「おいしい水」の供給に努めます。 

 

水源の水をより有効に活用し、水源水量の安定化を目指すために、計画的な老朽

管の更新と漏水調査の実施により漏水量を低減します。 

漏水量を低減することにより配水量の減少が使用電力量の減少となるため省エ

ネルギー対策としても有効です。 

 

長和水系の水源（地下水：深井戸）では硬度や蒸発残留物がやや高い値となって

います。将来的にはこれらの値が悪化する恐れもあるため、代替水源の調査や給水

区域の再編などについて検討し、水源の安定化を目指します。 

 

施策① 安全でおいしい水の供給 

施策② 漏水量の低減 

施策③ 代替水源の調査 

安心して飲める水の確保 

施策① 安全でおいしい水の供給 

施策② 漏水量の低減 

施策③ 代替水源の調査 
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5.2.2 安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築   

『安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築』を目標とし、平常時の給水の

安定性を高めるための計画的な施設更新を実施し、地震等の災害に対応可能な水道シス

テムの構築を目指します。 

 

 

アセットマネジメント検討結果を考慮し作成した建設投資額と財政収支見通し

に基づき、管路や設備などの水道施設を計画的に更新します。 

管路や設備をより効率的に更新するために、水道施設の老朽度評価や耐震性評価、

重要度評価などによる更新優先順位を考慮し、計画的に水道施設の更新を進めます。 

構造物や設備を更新する場合には、水需要予測に合わせた施設規模の縮小や施設

の統合など、効率的な水運用について検討します。 

 

 

水道施設の耐震性を簡易的に評価する耐震 1 次診断調査等を実施し、詳細な構造

計算に基づき施設耐震性を評価する耐震２次診断の必要性について検証し、水道施

設の耐震化の方向性を位置づけます。 

耐震化の方向性に基づき、耐震化整備と老朽化による更新整備とのバランスを考

慮しながら、水道施設の耐震化整備を進めていきます。 

管路については、避難所、病院などの重要施設への配水管や導水管・送水管など

の耐震化を優先的に進めます。 

 

 

大規模な地震や集中豪雨などの災害、水質事故や施設事故に対応するために、既

存の『危機管理マニュアル』を活用し、応急給水・復旧対策を確実かつ迅速に進め

られるよう訓練し、必要な人員・備蓄の確保に努めます。 

「日本水道協会北海道地方支部の災害時相互応援協定」や、伊達管工事業協同組

合との「大規模災害時における水道の応急活動に関する協定」などを活用し、早期

に復旧できる体制づくりに努めます。 

施策① 計画的な水道施設の更新 

施策② 水道施設の耐震化整備 

施策③ 危機管理体制の強化 
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また、新型インフルエンザなどの感染症により職員数が減少した場合でも、給水

を継続するために業務の体制を整えます。 

 

 

災害時に応急給水拠点となる配水池の緊急遮断弁整備や応急給水設備の設置等

を計画的に実施します。 

 

 

安定した水の供給のために、北黄金浄水場から市街地へ向かう配水幹線（φ400mm）

のバイパス管を整備します。 

 

 

給水区域内の水道未利用者に対しては水道利用の依頼を継続的に実施し、給水区

域外については、給水区域拡張の妥当性について検討を行っていきます。 

 

 

 

 

施策④ 応急給水拠点の整備 

施策⑤ バイパス管整備事業の推進 

施策⑥ 普及率の向上 

安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築 

施策① 計画的な水道施設の更新 

施策② 水道施設の耐震化整備 

施策③ 危機管理体制の強化 

施策④ 応急給水拠点の整備 

施策⑤ バイパス管整備事業の推進 

施策⑥ 普及率の向上 
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5.2.3 健全で持続可能な事業運営   

『健全で持続可能な事業運営』を目標とし、経営の安定化を目指すための計画作成や

民間委託の検討を行い、サービスを向上させるため経営・料金の統一や広報・広聴活動

の充実を図ります。 

 

アセットマネジメント検討による建設投資額を考慮した向こう10年間の詳細な

事業計画を作成し、水道料金や借入額を調整しながら健全な経営を維持することに

努めます。 

 

現在、異なるシステムとなっている伊達地区と大滝区の料金体系を合併協定に基

づき統一します。 

将来的に、事業統合を実施するための準備として、大滝区簡易水道事業の資産状

況を把握し、財政収支の将来見通しについて検討します。 

 

職員の経験年数が少ないことから、将来を見据えて知識や技術・管理方法などの

継承を計画的に行う必要があります。 

今後、限られた職員数で安定的に事業を継続していくため、これまで培ってきた

職員の知識・技術などをマニュアル化し、内部研修の充実及び外部研修への参加を

図ります。 

また、水道事業の経験豊かな人材確保に努めます。 

 

 

ホームページや広報紙を利用したわかりやすい情報公開を進めるとともに、利用

者からの意見を聴取します。 

また、伊達市水道ビジョンはフォローアップを含め、完成したものはホームペー

ジにて公表します。 

 

施策① 健全な事業運営 

施策② 料金統一・事業統合の検討 

施策③ 技術継承のシステムづくり 

施策④ 広報・広聴活動の充実 
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事業を進める上で民間委託による効果が期待される場合は、PFI や第三者委託な

どの導入について検討します。 

 

 

 

 

  

施策⑤ 民間委託の検討 

健全で持続可能な事業運営 

施策① 健全な事業運営 

施策② 料金統一・事業統合の検討 

施策③ 技術継承のシステムづくり 

施策④ 広報・広聴活動の充実 

施策⑤ 民間委託の検討 
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5.2.4 環境にやさしい水道  

『環境にやさしい水道』を目標とし、施設更新時の規模縮小や統合を含めた環境負荷

低減の検討や省エネルギーの検討を行います。また、健全な水循環を将来に向けて守っ

ていくために水源の保全に努めます。 

 

 

施設や設備を更新する際には施設規模を適正化し、省エネルギーに配慮した設備

を導入するなどの環境対策を実施します。 

 

 

漏水量の低減や省エネルギー型・高効率型の機械設備の導入、ポンプのインバー

ター化などによる省エネルギー対策を検討します。 

 

 

水源の定期的な維持管理や水源周辺の開発行為等の監視により、水源水質や水量

の保全に努めます。 

また、「北海道水資源の保全に関する条例（仮称）」に基づき、北海道と連携して

水資源保全地域の適正な土地利用を促すとともに、国レベルでの水源保全の取り組

みについて要請していきます。 

 

施策① 施設更新時の環境対策 

施策② 省エネルギーの検討 

施策③ 水源の保全 

環境にやさしい水道 

施策① 施設更新時の環境対策 

施策② 省エネルギーの検討 

施策③ 水源の保全 
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第 6 章 大滝区簡易水道事業 

第 6 章 大滝区簡易水道事業 

6.1 簡易水道事業の概要 

6.1.1 大滝区の概況 

平成 18 年 3 月に伊達市と合併した大滝区は、支笏洞爺国立公園の中央部に位置し大

都市札幌、空の玄関千歳市など７つの市町村と接し、雄大な自然環境と豊富な温泉量を

誇る地区です。特に温泉資源は観光施設だけではなく、福祉施設、温泉熱を利用したハ

ウス等の農業施設及び住宅など広く活用され、区の基幹産業を支えています。 

大滝区は、長流川沿いに集落があり、上流部に本町、中流部に優徳町、下流部に北湯

沢温泉町が形成されています。 

 

6.1.2 簡易水道事業の沿革 

大滝区の簡易水道事業は、本町地区の簡易水道事業が始まりで、昭和 45 年 3 月末当

初認可を取得、翌 46 年 7 月に供用を開始し、その後昭和 56 年に拡張、平成 6 年には

整備変更を行い現在に至っています。 

北湯沢地区の簡易水道は、昭和 48 年３月末に当初認可を取得し、昭和 50 年 4 月に

供用を開始、その後昭和 60 年に拡張による認可変更を行っています。また、優徳地区簡

易水道は、昭和 54 年６月末に当初認可を取得、翌 55 年 4 月に供用を開始しています。 

平成 7 年 6 月北湯沢地区簡易水道事業と優徳地区簡易水道事業を統合する認可変更を

行い、その後、平成 13 年と平成 19 年に拡張事業認可を行っています。 

平成 22 年３月には、北湯沢・優徳地区簡易水道事業と本町簡易水道事業を事業統合し

ました。 

事業統合では、事業名称を「大滝区簡易水道事業」と改め、水道事業を合理的かつ計

画的に推進することを目的として、計画給水人口 1,700 人、計画一日 大給水量

1,521m３/日の変更届出を行い、現在に至っています。 
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6.1.3 水需要の現況 

１）本町地区 

本町地区の給水人口は平成 13 年度以降減少傾向となっていますが、平成 20 年度以降

は緩やかな減少となっています。 

一日 大給水量や一日平均給水量も給水人口と同様に減少していますが、平成 21 年度

から平成 22 年度にかけては横這いであり、傾向の変化が見られます。 

 

 

 

 

本町地区の給水人口と一日 大給水量の推移 
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２）北湯沢・優徳地区 

北湯沢・優徳地区の給水人口は増減を繰り返しほぼ横這いで推移しています。 

有収水量や一日平均給水量も給水人口と同様に増減を繰り返していますが、一日 大

給水量は近年増加傾向にあります。 

使用水量の多くは宿泊施設等で使用される家事用以外であり、景気や社会情勢等が使

用水量の変動に影響しているものと想定されます。 

 

 

 

 

北湯沢・優徳地区の給水人口と一日 大給水量の推移 
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6.1.4 施設の概要 

簡易水道事業は、本町水系、優徳水系、北湯沢水系の３つの水系（給水区域）に分割

されます。 

各水系別の水道施設の概要を次ページ以降に示します。 

 

大滝区簡易水道事業水系別給水区域図 
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表流水取水施設 浄水場全景 

前処理施設 緩速ろ過池 

１）本町水系 

本町水系の水源・浄水場（場内配水池）は、大滝区の本町地区に給水している施設

で、給水規模は比較的小規模なものとなっています。 

水源は長流川支流本町川右岸より表流水 203m3/日、本町川支流左股川より表流水

127m3/日を取水しており、着水井→前処理施設→沈でん池→緩速ろ過池により浄水

処理後、塩素滅菌を行っています。 

浄水場内に配水池 206m3 を有しており、一日 大 300m3 を自然流下方式にて給

水しています。 

 

 
本町水系水道施設フロー図 
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前処理施設 

緩速ろ過池 沈でん池 

表流水取水施設 

２）優徳水系 

優徳水系の水源・浄水場（場内配水池）は、大滝区の優徳町、大成町付近に給水し

ている施設で、本町水系と同様に給水規模は比較的小規模なものとなっています。 

水源は長流川支流村雨川より表流水 231m3/日を取水しており、着水井→前処理施

設→沈でん池→緩速ろ過池により浄水処理後、塩素滅菌を行っています。 

浄水場内に配水池 154m3 を有しており、一日 大 211m3 を給水しています。 

給水区域には主に自然流下方式で給水していますが一部の高台地区にポンプ加圧方

式で給水しています。 

 
優徳水系水道施設フロー図 
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表流水取水施設 浄水場全景 

３）北湯沢水系 

北湯沢水系の水源・浄水場・配水池は、大滝区の北湯沢温泉町付近に給水している

施設で、大滝区の中では も大きな施設となります。 

水源は長流川水系カバユサンナイ川支流共徳川より 841m３/日、長流川水系カバユ

サンナイ川より表流水 272m3/日を取水しており、1 系及び 2 系が着水・混和槽→前

処理施設→沈でん池→急速ろ過池による浄水処理を、3 系が着水・混和槽→前処理施設

→膜処理による浄水処理を行っています。その後、浄水池の流入部で塩素滅菌を行い、

場内の送水ポンプにて配水池へ送水しています。 

北湯沢温泉町の高台に配水池 941m3 を有しており、一日 大 942m3 を給水して

います。給水区域には主に自然流下方式で給水していますが一部の高台地区にポンプ

加圧方式で給水しています。 

 

 
北湯沢水系水道施設フロー図 
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前処理施設 前処理施設 

沈でん池 1・2 系 沈でん池 3 系 

膜処理装置 送水ポンプ 

電気設備 計装設備 
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6.2 簡易水道事業の課題 

 

『安心』の課題 

 高濁度への対策 

北湯沢浄水場では、台風などの強い雨の後などの高濁度発生時に水量が不足する場

合があります。高濁度が長時間継続する場合も考慮した対策が必要となります。 

 適切な水質監視 

大滝区の３つの浄水場は表流水を水源としており、現状においてクリプトスポリジ

ウムはでていませんが、適切な水質監視により対応していく必要があります。 

『安定』の課題 

 北湯沢地区の水量不足への対応 

北湯沢地区では温泉施設の繁忙期に水量が不足する場合があります。継続した給水

ができるように施設の増設が必要となります。 

 水道施設の老朽化と耐震化への対応 

本町地区は昭和 46 年、北湯沢地区は昭和 50 年、優徳地区は昭和 55 年から供用開

始しており、供用開始後 30 年～40 年が経過しています。 

一部の施設・設備は更新されていますが、創設当時の施設の老朽化や耐震性の不足

が懸念されます。 

『持続』の課題 

 水道事業を持続するための資産管理 

簡易水道事業は特別会計で運営されているため、水道資産の状況を把握できていま

せん。将来的な水道事業との統合も視野に入れ、簡易水道事業の資産を把握し、長

期的な視点で管理・更新していく必要があります。 

『環境』の課題 

 水源涵養林の保全 

各水系では表流水を取水していますが、健全な水循環を将来に向けて守っていくう

えで、水源周辺の水源涵養林を保全する必要があります。 
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6.3 簡易水道事業の水需要の見通し 

近年 10 ヶ年の実績から予測した、平成 33 年度までの大滝区簡易水道事業の給水人口及

び給水量の推計結果を示します。 

北湯沢地区の水需要が安定しているため大幅な減少にはなりませんが、一日 大給水量

は平成 23 年度の 1,489m３/日から平成 33 年度の 1,386m３/日と 103m３/日の減少が

予想されます。 

給水人口は、人口動態による減少が続き平成 23 年度の 1,041 人から平成 33 年度の

898 人と 143 人の減少が予想されます。 

 

※数値は一日 大給水量を示す   

大滝区簡易水道事業の給水人口と給水量の見通し（H23～H33） 
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第 6 章 大滝区簡易水道事業 

6.4 簡易水道事業の施策 

『安心』の施策 

 安全でおいしい水の供給 

濁度上昇への対応やクリプトスポリジウム対策のため、水道事業と同様に『水安全

計画』を作成し、水質に対してのリスクの把握や適切な監視方法の検討を行い、安

心して飲める水道の供給を目指します。 

残留塩素濃度 0.4mg/㍑以下を目標とし、「おいしい水」の供給に努めます。 

『安定』の施策 

 施設の拡張とバックアップ体制の構築 

北湯沢地区の水量不足への対応として、配水池の増設を計画し、本町浄水場からの

バックアップ連絡管を整備し、災害時の水融通としても活用します。 

 

 
連絡管のイメージ図 

 

 水道施設の計画的な更新 

創設から 30 年～40 年が経過している水道施設に対して、給水の安定性を確保する

ために、計画的な更新を実施します。 

 水道施設の耐震化 

現状の水道施設の耐震性を評価し、耐震化整備を進めていきます。 

管路については、避難所、病院などの重要施設への配水管や導水管・送水管などの

耐震化を優先的に進めます。 
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第 6 章 大滝区簡易水道事業 

『持続』の施策 

 水道資産と更新需要の把握 

簡易水道事業の資産状況を調査し、アセットマネジメントを検討し長期的な視点で

の更新需要の把握、財政収支見通しの作成を行います。 

 第三者委託の導入検討 

より効率的、安定的な運用を目指すため、第三者委託の導入について検討します。 

『環境』の施策 

 水源の保全 

水源の定期的な維持管理や水源周辺の開発行為等の監視により、水源水質や水量の

保全に努めます。 
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第 7 章 フォローアップ 
 

第 7 章 フォローアップ 

 

目標の達成と事業の計画的な実施のためには、適切な進捗管理（フォローアップ）が

必要となります。 

フォローアップには、イメージ図に示すＰＤＣＡサイクルを活用し、計画の策定

（Plan）→事業の推進（Do）→目標達成状況の確認（Check）→改善の検討（Action）

のサイクルに従い、業務指標を用いた再評価や目標達成の確認を行い、修正が必要にな

った場合に計画の見直しを行います。 

 

 

ＰＤＣＡサイクル 
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資料1　水道事業ガイドライン　業務指標（PI）の解説

No. 業務指標 単位 算出方法 解説

1001 水源利用率 ％
（１日平均配水量/確保している水源
水量）×100

1002 水源余裕率 ％
[（確保している水源水量/１日 大配
水量）-1]×100

1003 原水有効利用率 ％ （年間有効水量/年間取水量）×100
　この業務指標は、漏水率と類似しているが、取水量に対し有効に
使われた割合を示している。漏水率より広い意味で水道システム全
体としての原水利用の有効性を示す。

1101 原水水質監視度 項目 原水水質監視項目数
　この指標は、原水監視の取り組み状況についての業務指標とし
た。

1102 水質検査箇所密度
箇所

/100ｋ㎡
（水質検査採水箇所数/給水区域面
積）×100

　適切な水質検査を実施するため、給水区域の状況に応じた水質
検査箇所の選定に関する業務指標とした。

1103 連続自動水質監視度
台/（1000
 /日）

（連続自動水質監視装置設置数/１日
平均配水量）×1000

　面的に広がる配水管網においての水質管理は重要な問題であ
る。この管網内に連続自動水質監視装置を設置して水質を監視して
いる。この監視状態を指標として、配水量とを関係付けたのがこの
指標である。

1105
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

　この指標は水質基準を満たした上で、より安全、よりおいしい水を
給水するための業務指標とした。なお、水道水の温度は制御不可能
なため、また保冷など消費者側の条件もあるので除いた。

1106
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

　おいしい水研究会（厚生省水道環境部長私的研究会　昭和60年4
月）がまとめたおいしい水の要件によると、残留塩素濃度は0.4mg/L
以下とされている。この指標は水質基準を満たした上で、よりおいし
い水を給水するための業務指標である。

1107
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
メタン水質基準値)×100

　この指標は水質基準に示されている値を超えて、より安全な水を
給水するための業務指標である。

1108
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

　この指標は水質基準に示されている値を超えて、より安全、よりお
いしい水を給水するための業務指標である。

1110 重金属濃度水質基準比 ％
(6項目の重金属毎の 大濃度をそれ
ぞれの水質基準値で除した値の合計
/6)×100

　重金属は数多くあるため、水質基準項目に定められている６種類
による業務指標とした。

1111
無機物質濃度水質基準
比

％
(6項目の無機物質毎の 大濃度をそ
れぞれの水質基準値で除した値の合
計/6)×100

　この指標は、水質基準項目に定められている無機物質６種類によ
る業務指標とした。

1112
有機物質濃度水質基準
比

％
(4項目の有機物質毎の 大濃度をそ
れぞれの水質基準値で除した値の合
計/4)×100

　この指標は、水質基準項目に定められている有機物質４種類によ
る業務指標とした。

1114
消毒副生成物濃度水質
基準比

％
(5項目の消毒副生成物毎の 大濃度
をそれぞれの水質基準値で除した値
の合計/5)×100

　消毒副生成物濃度として、代表的な消毒副生成物を選び統合指
標とした。

1115 直結給水率 ％ （直結給水件数/給水件数）×100
　直結給水を実施している割合を示しており、水質管理の信頼性確
保に対する取り組み度合いやサービス品質の安全性を示す指標の
一つである。

1116 活性炭投入率 ％
（年間活性炭投入日数/年間日数）×
100

　活性炭の投入は、活性炭の種類、除去する物質、濃度、又は水質
事故などの緊急性により異なる。しかし、このような条件によって投
入理由を分類することは実際困難である。このため単純に投入日数
だけの業務指標とした。

1117 鉛製給水管率 ％
（鉛製給水管使用件数/給水件数）×
100

　水質の安全性から､鉛製の給水管は使用されていないことが原則
であるが、現状は以前の給水管がそのまま残存していることも多
い。水道メータまでは水道事業者が配水管の布設替えに伴って、管
種変更することもある。

2001
給水人口１人当たり貯留
飲料水量

Ｌ/人
[（配水池総容量×1/2+緊急貯水槽容
量）/給水人口]×1000

　地震時などの災害時の飲料水確保として、余裕のある配水池が必
要である。災害時の 低必要量は一人一日3Lとなっている。

2002
給水人口１人当たり配水
量

Ｌ/日/人 （１日平均配水量/給水人口）×1000
　給水人口一人一日当たりの水消費量は、水環境の保全に対する
取り組みの一つである節水型消費パターンの促進度合いを示す指
標である。

　水道サービスでは水量が十分行き渡ることが、サービスの安定性
から必要なことである。このためには水源水量が十分確保されてい
なければならない。水源水量と実際に消費される水量の比は、水源
のゆとり度、水源の効率性を表しており、渇水にはある程度のゆとり
が必要である。
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No. 業務指標 単位 算出方法 解説

2003 浄水予備力確保率 ％
[（全浄水施設能力-１日 大浄水量）/
全浄水施設能力]×100

　この指標は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指標の一つである。
　浄水施設能力は、原水水質の汚染事故時や施設の事故時又は改
良・更新時にも対応が可能となる予備力を確保していることが望まし
い。

2004 配水池貯留能力 日 配水池総容量/１日平均配水量

　この指標は、一日平均配水量の何時間分が配水池などで貯留可
能であるかを表しており、給水に対する安定性、災害、事故等に対
する危機対応性を示す指標である。この値が高ければ、非常時にお
ける配水調節能力や応急給水能力が高いといえる。

2005 給水制限数 日 年間給水制限日数
　年間に給水制限を受けた割合であり、需要者の快適・利便性を示
す指標、給水サービスの安定性を示す指標である。

2006 普及率 ％ （給水人口/給水区域内人口）×100
　給水区域内に居住する人口に対する給水人口の割合であり、事
業サービス享受の概況を総合的に判断するための指標、当該事業
の地域性を示す指標の一つである。

2007 配水管延長密度 ㎞/ｋ㎡ 配水管延長/給水区域面積 　給水区域面積1km
2
当たりの配水管延長を表しており、消費者から

の給水申込みに対する物理的利便性の度合いを示すものである。

2008 水道メータ密度 個/㎞ 水道メータ数/配水管延長
　配水管延長1km当たりの水道メータ数を表しており、配水管路が
担っている給水件数の数を示すものである。

2101 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

　耐用年数はその施設の経年度とは深い関係にあることは確かで
ある。地方公営企業法施行規則に定められている法定耐用年数を
もって施設の経年度とした。

2102 経年化設備率 ％
（経年化年数を超えている電気・機械
設備数/電気・機械設備の総数×100

　経年化年数はその電気・機械設備の経年度とは深い関係にあるこ
とは確かである。水道施設を維持管理していく上で、詳細な調査を
絶えず行うわけにもいかない。そのため、主要機器の使用年数を施
設の経年度とした。

2103 経年化管路率 ％
（法定耐用年数を超えた管路延長/管
路延長）×100

　耐用年数はその施設の経年度とは深い関係にあることは確かで
ある。水道施設を維持管理していく上で、詳細な調査を絶えず行う
わけにもいかない。そのため、法定耐用年数を管路の経年度とし
た。

2104 管路の更新率 ％
（更新された管路延長/管路総延長）
×100

　年間に更新された導・送・配水管の割合を表しており、管路の信頼
性確保に対する執行度合いを示すものである。

2106 バルブの更新率 ％
（更新されたバルブ数/バルブ設置数）
×100

　年間に交換されたバルブの割合を表しており、管路における配水
制御上の信頼性確保に努めている度合いを示している。

2107 管路の新設率 ％ （新設管路延長/管路総延長）×100
　年間の管路整備の度合いを示すものである。給水区域内において
は未普及地区の解消に向け配水管網の整備を推進することが求め
られる。

2201 水源の水質事故数 件 年間水源水質事故件数

　水源の水質事故は、水の供給にとって重大な障害となる場合が多
い。したがって、種々の対策により、水質事故を減らすことが重要
で、断水率等と同時に使用し、水道サービスの安定性の指標として
の使用が考えられる。

2202 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

　年間の幹線管路での事故件数であり、管路施設の健全性を示す
ものである。

2203 事故時配水量率 ％
（事故時配水量/１日平均配水量）×
100

　水道システムのリスク管理として、単純化して 大浄水場と 大ポ
ンプ場の全面停止を想定した。これは、システムの融通性、余裕度
などをあらわし、サービスの安定性を示している。

2204 事故時給水人口率 ％ （事故時給水人口/給水人口）×100
　水道システムのリスク管理として、単純化して 大浄水場と 大ポ
ンプ場の全面停止を想定した。これは、システムの融通性、余裕度
などをあらわし、サービスの安定性を示している。

2205 給水拠点密度
箇所

/100ｋ㎡
（配水池・緊急貯水槽数/給水区域面
積）×100

　給水区域100km2当たりの拠点数であり、緊急時の利用しやすさを
表している。また、危機対応性を示す指標の一つである。

2207 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

　水道構造物の耐震性はレベル2、ランクAの安全度が必要とされて
いる。新設はレベル2で設計されるとしても、老朽化した施設をレベ
ル2に引き上げるのは困難なことである。このため、補修による耐震
性向上策の場合は慎重に評価されるべきである。

2208 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

　水道構造物の耐震性はレベル2、ランクAの安全度が必要とされ
る。新設はレベル2、ランクAで設計されるとしても、老朽化した施設
をレベル2に引き上げるのは困難なことである。このため、補修によ
る耐震向上策の場合は慎重に評価されるべきである。この指標は
ポンプ所の耐震性を判断するもので、ポンプの耐震性ではない。
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No. 業務指標 単位 算出方法 解説

2209 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

　水道構造物の耐震性はレベル2、ランクAの安全度が必要とされ
る。新設はレベル2で設計されるとしても、老朽化した施設をレベル2
に引き上げるのは困難なことである。このため、補修による耐震向
上策の場合は慎重に評価されるべきである。併せて、漏水も考慮す
べきである。
　ポンプ所と配水池が一緒の施設はその施設の役割の重要性によ
り、どちらかの指標を選択する。

2210 管路の耐震化率 ％ （耐震管延長/管路総延長）×100
　導・送・配水管路の耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に
対する水道システムの安全性、危機対応性を示すものである。

2211 薬品備蓄日数 日 平均薬品貯蔵量/１日平均使用量
　浄水場における水処理用薬品は貯蔵が不可欠である。地震時に
おいては搬入が不可能となることもある。必要な薬品量の備蓄につ
いては、調和が取れていることが望ましい。

2212 燃料備蓄日数 日 平均燃料貯蔵量/１日使用量
　浄水場における燃料は貯蔵が不可欠である。地震時においては
搬入が不可能となることもある。備蓄率については、災害時等の停
電予想期間の電力を補えることが望ましい。

2213 給水車保有度
台/1000

人
（給水車数/給水人口）×1000

　緊急時の備蓄品は多いほどよいが、コスト、管理上の問題もある。
実際にはこの他に、エンジンポンプ、照明、ウォーターバルーン、水
パック袋、簡易浄水器なども必要である。ここでは緊急用の給水車
をその代表とした。

2214
可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ･ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ保有
度

個/1000
人

（可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ･ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ数/給水人口）
×1000

　緊急時の備蓄品は多ければ多いほどよいが、コスト、管理上の問
題がでてくる。実際にはこの他に、エンジンポンプ、照明、ウォーター
バルーン、簡易浄水器なども必要である。ここでは可搬ポリタンク・
ポリパックをその代表とした。

2215
車載用の給水タンク保有
度

 /1000
人

（車載用給水タンクの総容量/給水人
口）×1000

　本指標は、災害時の人口1000人当たりの車載用給水タンク保有
度を表しており、地震災害等に対する危機対応性を示すものであ
る。

2216 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

　水道施設における電気設備の電力総容量に対する自家用発電設
備容量の割合で、非常時に稼動可能な電気設備の割合を示すもの
である。非常時の危機対応性を示す指標の一つである。

2218 給水装置の凍結発生率
件/1000

件
（給水装置の年間凍結件数/給水件
数）×1000

　年間における給水栓1000件当たりの凍結発生件数を表しており、
水道事業を取り巻く地域性を表すものである。通常凍結の起こらな
い地域で、寒波の発生があると、その年のこの指標は異常に大きく
なる。

3001 営業収支比率 ％ （営業収益/営業費用）×100

　営業収支比率は、収益性を見る際のひとつの指標である。
　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、これが
100％未満であることは営業損失が生じていることを意味する。

3002 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

　経常収支比率は、収益性を見る際の も代表的な指標である。
　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利益率が高いことを表し、これが
100％未満であることは経常損失が生じていることを意味する。

3003 総収支比率 ％ （総収益/総費用）×100
　総収支比率は、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
えないこととなり、健全な経営とはいえない。

3004 累積欠損金比率 ％
[累積欠損金/（営業収益－受託工事
収益）]×100

　累積欠損金比率は、水道事業体の経営状況が健全な状態にある
かどうかを、累積欠損金の有無により把握しようとするもので、営業
収益（受託工事収益を除く）に対する累積欠損金の割合をいう。

3005
繰入金比率（収益的収支
分）

％ （損益勘定繰入金/収益的収入）×100

　収益的収入に対する繰入金の依存度を表しており、事業の経営状
況の健全性、効率性を示す指標のひとつである。
　水道事業は水道料金を財源とする独立採算制を基本としており、
この値は低い方が望ましい。

3006
繰入金比率（資本的収入
分）

％ （資本勘定繰入金/資本的収入）×100

　資本的収入に対する繰入金の依存度を表しており、事業の経営状
況の健全性、効率性を示す指標のひとつである。水道事業は水道
料金を財源とする独立採算制を基本としており、この値は低い方が
望ましい。

3007
職員一人当たりの給水収
益

千円
（給水収益/損益勘定所属職員数）
/1000

　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ある。

3008
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

　給水収益に対する職員給与費の割合を表しており、事業の収益性
を分析するための指標のひとつである。
　給水収益は本来、できるだけ給水サービスに充てられることが好
ましく、職員給与費に充てることにより、この指標が上昇することは
好ましくない。
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No. 業務指標 単位 算出方法 解説

3009
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
　給水収益に対する企業債利息の割合を表しており、事業の収益性
を分析するための指標のひとつである。

3010
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
　給水収益に対する減価償却費の割合を表しており、事業の収益性
を分析するための指標のひとつである。

3011
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
　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
元金が経営に与える影響を分析するための指標である。

3012
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
　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
規模と経営への影響を分析するための指標である。

3013 料金回収率 ％ （供給単価/給水原価）×100

　供給単価と給水単価の関係を表しており、事業の経営状況の健全
性を示す指標のひとつである。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
とを意味する。

3014 供給単価 円/ 給水収益/有収水量 　この指標は、有収水量1m
3
当たりについて、どれだけの収益を得て

いるかを表すものである。

3015 給水原価 円/ 
[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

　有収水量1ｍ
3
当たりについて、どれだけの費用がかかっているか

を表すものである。

3016
１ヶ月当たり家庭用料金
（10 ）

円
１ヶ月当たりの一般家庭用（口径13
㎜）の基本料金+10 使用時の従量料
金

3017
１ヶ月当たり家庭用料金
（20 ）

円
１ヶ月当たりの一般家庭用（口径13
㎜）の基本料金+20 使用時の従量料
金

3018 有収率 ％ （有収水量/給水量）×100
　この指標は、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、施設の稼動状況がそのまま収益につながっているかど
うかが確認できる。

3019 施設利用率 ％
（１日平均給水量/１日給水能力）×
100

　この指標は、一日当たりの給水能力に対する一日平均給水量の
割合を示したもので、水道施設の経済性を総括的に判断する指標
であり、数値が大きいほど効率的であるとされている。

3020 施設 大稼働率 ％
（１日 大給水量/１日給水能力）×
100

　この指標は、施設の一日当たり 大運転時間とその施設の計画
運転時間に対する割合を示すところであるが、これらの算出には困
難を伴うことから、一日 大給水量と一日給水能力の割合で示すこ
ととしたもので、水道事業の施設効率を判断する指標のひとつであ
る。

3021 負荷率 ％
（１日平均給水量/１日 大給水量）×
100

　この指標は､水道事業の施設効率を判断する指標のひとつであ
る。数値が大きいほど効率的であるとされている。水道事業のような
季節的な需要変動がある事業については、給水需要のピーク時に
あわせて施設を建設することとなるため、需要変動が大きいほど施
設の効率は悪くなり、負荷率が小となる。

3022 流動比率 ％ （流動資産/流動負債）×100

　流動比率は、流動負債に対する流動資産の割合であり、短期債務
に対する支払能力を表している。流動比率は100％以上であること
が必要であり、100％を下回っていれば不良債務が発生していること
になる。

3023 自己資本構成比率 ％
[（自己資本金+剰余金）/負債・資本合
計]×100

　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、財
務の健全性を示す指標のひとつである。事業の安定化のために
は、この比率を高めていくことが必要である。

3024 固定比率 ％
[固定資産/（自己資本金+剰余金）]×
100

　固定比率は、自己資本がどの程度固定資産に投下されているか
を見る指標であり、100％以下であれば固定資産への投資が自己資
本の枠内におさまっていることになる。100％を超えていれば借入金
で設備投資を行っていることになり、借入金の償還、利息の負担な
どの問題が生じる。

3025
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

　企業債償還元金対減価償却費比率は、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ある。一般的に、この比率が100％を
超えると再投資を行うに当たって企業債等の外部資金に頼らざるを
得なくなり、投資の健全性は損なわれることになる。

3026 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]

　固定資産回転率は固定資産に対する営業収益の割合であり、期
間中に固定資産の何倍の営業収益があったかを示すものである。
　水道事業は施設型の事業であることから、固定資産回転率は重
要な指標であり、回転率が高い場合は施設が有効に稼動しているこ
とを示し、一方、低い場合は一般的に過大投資になっていることが
考えられる。

　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
者の経済的利便性を示す指標のひとつである。水道事業はそれぞ
れの水道事業体毎に水源の種類や場所、水道施設の建設時期、事
業規模等が異なり、更に人件費や施設の維持管理費にも違いがあ
るので、水道料金に地域格差が生じるのはやむを得ない面がある。
一方、日常生活に不可欠な水道の料金に大きな地域格差があるこ
とは好ましくないのも事実であり、全国平均などと比較の上、格差是
正に向けた対応が求められる。
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3027 固定資産使用効率
 /10000

円
（給水量/有形固定資産）×10000

　固定資産使用効率は、有形固定資産に対する年間総給水量の割
合である。この率が高いほど施設が効率的であることを意味し、数
値の低い場合は、遊休資産、未稼動資産についての検討を要する。

3101 職員資格取得度 件/人
職員が取得している法定資格数/全職
員数

　水道事業を遂行するには、法定で定められた資格が必要である。
これらがないとき、業者に業務委託することもある。しかし、職員が
もっていることがより望ましい。

3102 民間資格取得度 件/人
職員が取得している民間資格取得数/
全職員数

　この資格は本来民間資格で､水道事業者は強制されるものではな
いが、水道事業を行う上で、民間業者と同様の知識、技能を有する
ことが、職員の能力向上のため必要である。

3103 外部研修時間 時間
（職員が外部研修を受けた時間・人
数）/全職員数

　研修は、職員の資質向上のために実施されるが、資格取得などと
同様、水道事業管理者が必要と認めたものでなければならない。個
人的な自己研修もあるが、それは何処まで認めるかが難しいので含
めない。

3104 内部研修時間 時間
（職員が内部研修を受けた時間・人
数）/全職員数

　研修は、職員の資質向上のために実施されるが資格取得などと同
様、水道事業管理者が必要と認めたものでなければならない。個人
的な自己研修もあるが、それは何処まで認めるかが難しいので含め
ない。

3105 技術職員率 ％ （技術職員総数/全職員数）×100
　技術の継承の必要性がいわれているが、技術職が少なくなってい
るのが現状である。この率が低くなることは、水道事業体として直営
での施設の維持管理が難しくなることにつながる。

3106 水道業務経験年数度 年/人
全職員の水道業務経験年数/全職員
数

　通常市町村にあっては、水道事業体の職員は人事異動で水道以
外の部局に配属されることが多い。このため、水道業務に携わった
経験年数は勤務年数と同一ではない。業務は経験によってその遂
行能力にも差がでるので、組織全体として見れば、十分経験を積ん
だ職員がいることが望ましい。水道事業体に所属していることをもっ
て水道業務経験とするが、水道固有でない業務も含まれる。

3107 技術開発職員率 ％
（技術開発業務従事職員数/全職員
数）×100

　水道技術開発に対する人的投資の度合いを示す指標である。

3108 技術開発費率 ％ （技術開発費/給水収益）×100 　水道技術開発に対する投資の度合いを示す指標である。

3109 職員一人当たり配水量  /人 年間配水量/全職員数 　水道サービス全般の効率性を示す指標の一つである。

3110 職員一人当たりメータ数 個/人 水道メータ数/全職員数 　水道サービス全般の効率性を示す指標の一つである。

3201
水道事業に係る情報の提
供度

部/件 広報誌配布部数/給水件数
　水道事業に係る情報の提供度は、事業への理解や透明性の確保
等を目的として行っている広報の活動状況を示す指標である。

3202 モニタ割合
人/1000

人
（モニタ人数/給水人口）×1000

　消費者との双方向コミュニケーションを推進している度合いを示す
指標である。

3203 アンケート情報収集割合
人/1000

人
（アンケート回答人数/給水人口）×
1000

　消費者のニーズの収集実行度を示すものである。内容は質問の
仕方や自由意見などにより異なる。ここではそのような手段としてア
ンケートによる情報の収集に焦点を当てたもので、ニーズそのもの
は別とする。

3204 水道施設見学者割合
人/1000

人
（見学者数/給水人口）×1000

　消費者との双方向コミュニケーションを推進している割合を示すも
のである。

3206 水質に対する苦情割合
件/1000

件
（水質苦情件数/給水件数）×1000

　水質に対する苦情件数は、給水件数に対する、においや味などの
年間苦情割合であり、消費者の水質への満足度を示す指標の一つ
である。

3208 監査請求数 件 年間監査請求件数
　これは苦情、訴訟とも関係が深いが正規の法的制度であるので、
ここでは件数のみとした。

3209 情報開示請求数 件 年間情報開示請求件数 　正規の法的制度であるので、ここでは件数のみとした。

3210 職員一人当たり受付件数 件/人 受付件数/全職員数
　この業務は水道事業の中でも、日常業務として重要で数多くの件
数が処理されている。

4001
配水量1 当たり電力消
費量

ｋＷｈ/ 全施設の電力使用量/年間配水量
　電力は事故時の確保が重要であるので、単に効率だけでなく環
境、リスクの分散から少々効率が悪くても2重化することもある。特に
配水系等の地形条件で、消費電力量は変わる。

4002
配水量1 当たり消費エ
ネルギー

ＭＪ/ 
全施設での総エネルギー消費量/年
間配水量

　地球環境保全への取り組みが求められるなか、省エネルギーへの
取り組みが強化されている。本指標であるエネルギー原単位（MJ/

ｍ
3
）は、省エネルギー対策に対し具体的な削減目標など環境負荷

低減を図るために取られる有効な施策を選定するのに活用が可能
である。
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4003
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

　本指標は、水道事業体における再生可能エネルギー利用の割合
を表しており、環境負荷低減に対する取り組み度合いを示す指標、
環境保全度を示す指標の一つである。

4005
建設副産物のリサイクル
率

％
（リサイクルされた建設副産物量/建
設副産物排出量）×100

　本指標は、水道事業体における工事等において、発生する建設副
産物の有効利用であり、環境保全への取り組み度合いを示す指
標、環境保全性を示す指標の一つである。

4006
配水量１ 当たり二酸化
炭素排出量

g・CO/ 
（総二酸化炭素排出量/年間配水量）
×1000000

　水道事業において温室効果ガス排出量の抑制により環境対策へ
の一つの要素としている。

4101 地下水率 ％ （地下水揚水量/水源利用水量）×100

　水源は地下水と地表水であるが地下水の割合は小規模水道事業
体で大きい。これはコストも安く、安定しているので利用価値が大き
い。しかし、過剰揚水による地盤沈下につながるので、許容の範囲
で利用すること。

5003 年間ポンプ平均稼動率 ％
[ポンプ運転時間の合計/（ポンプ総台
数×年間日数×24）]×100

　本指標は、年間に水道施設の主要設備であるポンプがどの程度
稼動しているのかを示しており、ポンプ施設の余裕度を測定する指
標である。

5004 検針誤り割合
件/1000

件
（誤検針件数/検針総件数）×1000

　この業務指標は、自動検針と人による検針では条件が異なる。し
かし、消費者サイドから見れば、正しい検針を求めているので区別し
ない。

5005 料金請求誤り割合
件/1000

件
（誤料金請求件数/料金請求総件数）
×1000

　この業務指標は、消費者が も関心の高い料金に関する指標で、
正しい料金請求を求めている。

5006 料金未納率 ％
（年度末未納料金総額/総料金収入
額）×100

　水道料金は公平に徴収されるべきであり、金額だけが必ずしも重
要なわけではない。未納の件数も重要である。未納を件数で業務指
標とすることもできるが、一般的には分かりにくいので、金額で業務
指標とした。

5007 給水停止割合
件/1000

件
（給水停止件数/給水件数）×1000

　給水停止は法的根拠に基づき行われるので、正確性、厳密性が
重要である。また、給水停止にかかる費用より、料金の方が少ない
場合もあるが、これは単に未納額率ではなく、給水停止割合にした
点で公平性という視点からは重要である。このような意味でこの業
務指標の意味がある。

5008 検針委託率 ％
（委託した水道メータ数/水道メータ
数）×100

　水道メータは毎月又は毎隔月に検針される。場合によっては臨時
に検針されるものもある。また、自動検針もあり検針作業としてみる
と大きな違いがある。ここでは、単純に個数で仕分けすることによ
り、水道事業者が実施する直営と委託の割合を見ることとする。

5009 浄水場第三者委託率 ％
（第三者委託した浄水場能力/全浄水
場能力）×100

　委託には、受託水道業務技術管理者をおかない従来型の委託も
あるが、ここでは厳密に法に基づく第三者委託とした。従来型は委
託の範囲、境界が厳密でなく何処までが委託か不明な部分がある
からである。また、浄水場の数よりも委託している度合いをよく表し
ている浄水場能力とした。

5101 浄水場事故割合
10年間の
件数/箇

所

10年間の浄水場停止事故件数/浄水
場総数

　浄水場の事故は多いが、施設の２重化やバックアップ機能が働い
て、浄水、送水には影響がでないようになっていることが一般であ
る。しかし、事故により停止すると影響が大きい。

5102 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

　導・送・配水管路の母材の強度に視点を当てた指標で、維持管理
上の容易性を示すものである。

5103 管路の事故割合 件/100㎞ （管路の事故件数/管路総延長）×100
　年間の導・送・配水管路の事故件数を、延長100km当たりの件数
に換算したものであり、管路の健全性を示すものである。

5104 鉄製管路の事故割合 件/100㎞
（鉄製管路の事故件数/鉄製管路総延
長）×100

　年間の鉄製導・送・配水管路の事故件数を、延長100km当たりの
件数に換算したものであり、鉄製管路の健全性を示すものである。

5105 非鉄製管路の事故割合 件/100km
（非鉄製管路の事故件数/非鉄製管路
総延長）×100

　年間の非鉄製導・送・配水管路の事故件数を、延長100km当たり
の件数に換算したものであり、非鉄製管路の健全性を示すものであ
る。

5106 給水管の事故割合
件/1000

件
（給水管の事故件数/給水件数）×
1000

　配水管分岐から水道メータまでの給水管の健全性を示すものであ
る。給水装置の維持管理は、原則として消費者の責任の下で行わ
れるべきものであるが、給水サービス向上の観点から水道事業体
の積極的対応が求められている。

5107 漏水率 ％ （年間漏水量/年間配水量）×100

5108 給水件数当たり漏水量  /年/件 年間漏水量/給水件数

5109 断水・濁水時間 時間
（断水・濁水時間*断水・濁水区域給水
人口）/給水人口

　断水は渇水によっても起こるが、これは突然ということはなく、ここ
でいう断水とは事前に予測できない場合に限る。また、私的な給水
管工事は断水を伴っても私的な責任範囲なので含めない。

　水量の把握は維持管理の基本的事項で、正確に測定される必要
がある。漏水量は直接測定が不可能なので推定によらざるを得な
い。しかし、“水量の分類”のような論理的分析によることが望まし
い。
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No. 業務指標 単位 算出方法 解説

5110 設備点検実施率 ％
（電気・計装・機械設備等の点検回数/
電気・計装・機械設備等の法定点検回
数）×100

　過去１年間に水道施設の主要設備の点検が、機器数に対してど
の程度実施されたかを表しており、管理の適正度を示す指標であ
る。

5111 管路点検率 ％
（点検した管路延長/管路総延長）×
100

　管路に対する年間の点検率であり、管路の健全性確保に対する
執行度合いを示すものである。

5112 バルブ設置密度 基/㎞ バルブ設置数/管路総延長

　配水操作の柔軟性や管路の維持管理の容易性を示すものであ
る。バルブは管路施設の構成状況、地形等に配慮して動水圧の平
均化、合理的水運用及び管路の維持管理等が適切に行えるよう、
適所に配置することが必要である。

5113 消火栓点検率 ％ （点検した消火栓数/消火栓数）×100
　消火栓に対する年間の点検率であり、消防水利機能の健全性確
保に対する執行度合いを示すものである。

5114 消火栓設置密度 基/㎞ 消火栓数/配水管延長

　管路施設の消防能力、救命ライフラインとしての危機対応能力の
度合いを示すものである。水道は消防水利の役割も担っており、消
火栓は火災発生時の消防水利としての機能を果たすことを目的とし
ている。

5115 貯水槽水道指導率 ％
（貯水槽水道指導件数/貯水槽水道総
数）×100

　水質の安全性のため、貯水槽に対しても十分管理を行き届かせる
必要がある。このため水道事業者がどの程度関与しているかこの指
標は示している。

『水道事業ガイドライン　社団法人日本水道協会』より
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資料-2 用語の解説 

1

2

3

4

5

6

7

8

【あ行】

アセットマネジメント検討（あせっとまねじめんとけんとう）

　平成21年7月に厚生労働省が策定した「水道事業におけるアセットアネジメント（資産管
理）に関する手引き」に基づき、中長期的な視点に立って水道資産全体の更新需要を把握し、更
新を実施した場合の財政収支の見通しを作成すること。アセットマネジメント検討により、更新
投資や財源確保の必要性を認識し、水道施設の更新が着実に実施されることを目的としている。

一日 大給水量（いちにちさいだいきゅうすいりょう）

　年間の一日給水量のうち 大のものを一日 大給水量（m3/日）といい、これを給水人口で除
したものを一人一日 大給水量（Ｌ/人/日）という。

一日平均給水量（いちにちへいきんきゅうすいりょう）

　塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、加熱した押出し成形機によって製造した
もの（呼び径13～300mm, JIS K 6742）。塩化ビニル管又は塩ビ管とも呼ばれている。こ
の管は、耐食性・耐電食性に優れ、スケールの発生もなく軽量で接合作業が容易であるが、反
面、衝撃や熱に弱く、紫外線により劣化し、凍結すると破損しやすい。また、シンナーなどの有
機溶剤に侵されるので、使用場所や取り扱いに注意が必要である。

亜硝酸態窒素（あしょうさんたいちっそ）

　水中の亜硝酸イオン（NO2
－）または亜硝酸塩に含まれている窒素のことで、亜硝酸性窒素と

もいう。水に混入したアンモニア性窒素が酸化されて生ずる場合が多いが、硝酸態窒素の還元に
よって生じる場合も多い。亜硝酸塩は赤血球のヘモグロビン（体内組織へ酸素を運搬する）と反
応してメトヘモグロビンを生成し、呼吸酵素の働きを阻害するメトヘモグロビン血症を起こす。

　年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水量（m3/日）といい、これを給水人口で除
したものを一人一日平均給水量（Ｌ/人/日）という。

インバータ（いんばーた）

　出力周波数を任意に可変することができるため、ポンプやエアコン等電動機の回転速度制御に
用いられ、無段階でスムーズな制御が可能、回転数に関らず95％以上の高効率運転、始動電流
が比較的少ない等の長所があり、回転数制御方式の主流となっている。

液状化（えきじょうか）

　地震の際に地下水位の高い砂地盤が、振動により液体状になる現象。これにより比重の大きい
構造物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の軽い構造物（下水管等）が浮き上がったりする。

塩化ビニル管（えんかびにるかん）

営業外収益（えいぎょうがいしゅうえき）

　収益勘定の一つ。主たる営業活動以外の財務活動から生じる収入。収益勘定は、営業収益、営
業外収益及び特別利益に区分されるが、営業収益と営業外収益を区分するのは、それが主たる営
業活動を源泉としているか、それ以外の活動を源泉としているかという点である。預貯金・貸付
金から生じる受取利息、有価証券の配当、損失補てん的な意味を持つ補助金、雑収益などがこれ
に当たる。
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

遠方監視制御（えんぽうかんしせいぎょ）

　遠方に設置された施設及び設備機器（テレメータ）を、制御所から遠方監視及び操作設備に
よって監視制御すること。遠隔監視制御あるいはテレメータ・テレコントロールとも呼ぶ。１カ
所の制御所から複数の被制御所を管理することができるため、大幅な省力化と集中化を進める上
で、今日では施設管理上欠かせない制御となっている。

応急給水（おうきゅうきゅうすい）

　地震、渇水及び配水施設の事故などにより、水道による給水ができなくなった場合に、被害状
況に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより、飲料水を給水すること。

応急復旧（おうきゅうふっきゅう）

給水原価（きゅうすいげんか）

　供給原価ともいう。有収水量1m3当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す
もので、次式により算出する。
（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯工事費））/年間総有収水量

企業債利息（きぎょうさいりそく）

　企業債の発行後、各事業年度に支出する支払利息の額または一定期間に支出する支払利息の増
額をいい、地方公営企業の経理上、収益的支出として整理される。

企業債償還金（きぎょうさいしょうかんきん）

　企業債の発行後、各事業年度に支出する元金の償還額または一定期間に支出する元金償還金の
増額をいい、地方公営企業の経理上、資本的支出として整理される。

　地震、風水害などの事故により水道施設が被害を受けた場合に、給水を早期に再開するための
復旧作業のこと。

【か行】

簡易水道（かんいすいどう）

　簡易水道事業の用に供する水道をいい（水道法施行令３条２項）、計画給水人口が5,000人
以下の水道である。

緩速ろ過池（かんそくろかち）

　緩速ろ過法は、1日4～5ｍの遅い速度で濾過し、そのとき砂層表面や砂層内部に増殖した藻
類や細菌などの生物によってつくられた粘質の膜(生物濾過膜)によって水中の不純物を除去する
方法である。緩速ろ過池はその処理を行うための施設。

企業債（きぎょうさい）

　地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債（地公企法22
条）。

過年度損益修正損（かねんどそんえきしゅうせいぞん）

　過去の年度の損益を修正し、損を計上する場合が生じた場合、これを過去の年度の損益計算に
帰属させることは困難なので、これを特別損失として計上する。

給水区域内人口（きゅうすいくいきないじんこう）

　水道事業者が認可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行うこととした区域内の居住人
口のこと。  
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

急速ろ過池（きゅうそくろかち）

　急速濾過法は、原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用いてまず凝集沈澱処理し、残り
の濁質を１日120～150mの速い速度の急速濾過池で濾過し除去する方法であり、その処理を
行うための施設のこと。

供給単価（きょうきゅうたんか）

　給水単価ともいう。有収水量1m3当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの
で、次式により算出する。給水収益/年間総有収水量

行政区域内人口（ぎょうせいくいきないじんこう）

　伊達市全域の居住人口のこと。

給水収益（きゅうすいしゅうえき）

　水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道施設の使用について徴収する
使用料（自治法225条）のこと。通常、水道料金として収入となる収益がこれに当たる。

給水人口（きゅうすいじんこう）

　給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者や観
光客は給水人口には含まれない。水道法に規定する給水人口は、事業計画において定める給水人
口（計画給水人口）をいう。

建設改良費（けんせつかいりょうひ）

　資本的支出として４条予算に計上される、固定資産の新規取得またはその価値の増加のために
要する経費で、経営規模の拡充をはかるために要する諸施設の建設整備などのためのものであ
る。

緊急遮断弁（きんきゅうしゃだんべん）

　地震や管路の破裂などの異状を検知するとロックやクラッチが解除され、自動的に自重や重錘
または油圧や圧縮空気を利用して緊急閉止できる機能を持ったバルブ。

クリプトスポリジウム（くりぷとすぽりじうむ）

　原生動物（寄生虫学では原虫類という）アピコンプレックス亜門胞子虫綱真コクシジウム目ク
リプトスポリジウム科の唯一の属。クリプトスポリジウムのオーシストは球形で直径約5μmと
小さく、４個のスポロゾイトを内包している。クリプトスポリジウムのオーシストは塩素に耐性
であり、水道水の消毒程度の塩素濃度ではほとんど不活化されない。平成８年（1996）６月に
埼玉県越生町で町営水道水が原因となった大規模な集団感染を引き起こしたことから、その対策
の重要性が認識され、厚生省（現厚生労働省）は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策
指針」を全国に通知し、濁度0.1度以下での濾過水管理などの対策を取ることを求めている。

減価償却費（げんかしょうきゃくひ）

　固定資産は、使用によってその経済的価値を減少していくが、この減少額を毎事業年度の費用
として配分すること。減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって徐々に費用化するものである
が、一定の方法により計画的、規則的に行わなければならない（地公企則６条）。これによって
固定資産に投下された資本を回収するもので、この計上額が企業内に留保されるという財務的効
果が現れる。
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建設副産物（けんせつふくさんぶつ）

　建設工事に伴い副次的に得られる物品を総称して建設副産物という。資源有効利用促進法
（1991）により規定される再生資源と、廃棄物処理法（1970）により規定される廃棄物の2
つの概念が含まれる。なお、廃棄物のうち、原材料として利用が不可能なものは、建設副産物に
は含まれない。

鋼管（こうかん）

　素材に鋼を用いていることから、強度、靭性に富み、延伸性も大きいため、大きな内・外圧に
耐えることができる。また、溶接継手により連結されるため、管路の一体化が可能であり、継手
部の抜け出し防止策が不要となるほか、軽量で加工性が良いなどの特徴がある。こうした反面錆
びやすいため、内外面に高度防食塗装を要することから、他の管路に比べ施工性に劣るなどの短
所がある。

【さ行】

自家発電設備（じかはつでんせつび）

　電力会社から供給を受ける電力とは別に、事業所内で必要な電力を自前で賄うための発電設
備。使用機関は主にディーゼルとガスタービンである。電力会社からの電源供給が途絶えた時
や、受変電設備の故障時などの非常用電源として、照明、換気、消火設備、通信設備及び監視制
御設備等への 小保安電力を確保するために設置する。

事業認可（じぎょうにんか）

硬度（こうど）

　水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの合計量を、これに対応する炭酸カルシウムの
mg/㍑に換算して表示したもので、一般には総硬度のことをいう。硬度が高すぎると下痢の原因
となり、石鹸の洗浄効果が低下する。適当な硬度の水は味を良くしたり、水道管の腐食を防ぐの
に役立つとされている。

工事負担金（こうじふたんきん）

　地方公営企業が開発行為者や他企業などから依頼を受けて、当該事業の施設工事を行う場合
に、その工事の負担として依頼者から収納する金銭的給付。水道事業においては、開発行為者か
らの依頼による配水管の新設や下水道など他企業の工事などに起因して必要となる配水管の位置
変更、消火栓の設置などの工事に伴い収納している。

更新需要（こうしんじゅよう）

　今後耐用年数を迎える施設を更新するために必要な投資額

　水道事業・水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣又は都道府県知事から受
ける認可をいう。事業認可は、行政法上の公企業の特許に相当するもので、認可を受けないと法
の保護を受けることができない。また、事業の内容を変更する場合にも、変更認可申請を行う必
要がある。

自然流下方式（しぜんりゅうかほうしき）

　高台などから位置エネルギーを利用して水を流下させる方式。

資産減耗費（しさんげんもうひ）

　資産減耗費は、固定資産除却費と棚卸資産減耗費に分類される。
　固定資産除却費は、固定資産が使用により滅失し、又は機能的にその資本本来の使用に耐えな
くなったときは、この固定資産の帳簿原価を除かなければならない（除却）。この除却の際にこ
の固定資産のまだ減価償却されていない額を除却費として計上する。
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　収益的収入及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建設改良
及び企業債に関する収入及び支出である。収益的収支とともに予算事項の一つである「予定収入
及び予定支出の金額」を構成する（地公企令17条１項・２項）。資本的収入には企業債、出資
金、国庫補助金などを計上し、資本的支出には建設改良費、企業債償還金などを計上する。資本
的収入が支出に対して不足する場合には、損益勘定留保資金などの補てん財源で補てんするもの
とされている。

収益的収入及び支出（しゅうえきてきしゅうにゅうおよびししゅつ）

　企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出をいう。資本的収入及び支
出とともに、予算事項の一つである「予定収入及び予定支出の金額」を構成する（地公企令17
条１項・２項）。収益的収入には給水サービスの提供の対価である料金などの給水収益のほか、
土地物件収益、受取利息などを計上し、収益的支出には給水サービスに必要な人件費、物件費、
支払利息などを計上する。発生主義に基づいて計上されるため、収益的支出には減価償却費など
のように現金支出を伴わない費用も含まれる。

取水井（しゅすいせい）

　地下水を井戸にて取水するための施設を総称して取水井と呼ぶ。

硝酸態窒素（しょうさんたいちっそ）

支払利息（しはらいりそく）

　営業外費用の一つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について支払う利息をい
う。利息は、借入れの事実が存在する期間の経過に従って発生するものであるから、発生の原因
である事実の存した期間によって、その額を割り振るものである。

資本的収入及び支出（しほんてきしゅうにゅうおよびししゅつ）

受託工事収益（じゅたくこうじしゅうえき）

　営業収益の一部をなす。給水装置の新設または修繕などの工事を行った際の対価として受け取
るものである。

受託工事費（じゅたくこうじひ）

　給水装置の新設または修繕などの工事にかかる費用

　水を蒸発乾固したときに残る物質。具体的には、一定量の検水を蒸発皿に入れて水浴上で蒸発
乾固し、残った物質量を求める。濁質のある検水をそのまま蒸発乾固すれば、浮遊物質と溶解性
物質との総和となる。通常の自然水は500mg/㍑以下である。

　水中の硝酸イオン（NO3
－）及び硝酸塩に含まれている窒素のことで、硝酸性窒素ともいう。

硝酸イオンは有機及び無機の窒素化合物の酸化によって増加する。硝酸態窒素を多量に含む水を
摂取した場合、体内で細菌により硝酸塩は亜硝酸塩へと代謝され、亜硝酸塩は血液中でメトヘモ
グロビンを生成して呼吸酵素の働きを阻害しメトヘモグロビン血症を起こす。

浄水場（じょうすいじょう）

　浄水処理に必要な設備がある施設。原水水質により浄水方法が異なるが、一般に浄水場内の施
設として、着水井、凝集池、沈澱池、濾過池、薬品注入設備、消毒設備、浄水池、排水処理施
設、管理室などがある。

浄水池（じょうすいち）

　浄水場内において、浄水処理の運転管理上生じる濾過水量と送水量との間の不均衛を緩和する
とともに、事故時または水質異常時における水量変動の対応などのために浄水を貯留する池。

蒸発残留物（じょうはつざんりゅうぶつ）
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耐震一次診断（たいしんいちじしんだん）

　構造物の耐震性能を概略的に評価する方法。一次診断は、診断の対象構造物を選定し、建設年
代、準拠示方書、概略構造特性及び地盤条件等より、補強・補修などの対策や詳細な耐震２次診
断調査を必要とする構造物を抽出する。

耐震二次診断（たいしんにじしんだん）

　構造物の耐震性能を詳細に評価する方法。二次診断は、一次診断により構造性能の詳細検討が
必要とされた構造物を対象とし、設計図書、地盤条件等をもとに、レベル１及びレベル２地震動
に対して所要の耐震性能を有しているか否かを診断する。

第三者委託（だいさんしゃいたく）

　水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者が、水道の管理に関する技術上の業務の
全部又は一部を他の水道事業者、水道用水供給事業者又は当該業務を実施できるだけの経理的・
技術的基礎を有する者に委託すること。

　事業活動全般にかかる一般管理費。人件費、物件費の総称。

損益勘定留保資金（そんえきかんじょうりゅうほしきん）

　資本的収支の補てん財源の一つで、収益的収支における現金の支出を必要としない費用、具体
的には減価償却費、資産減耗費などの計上により企業内部に留保される資金をいう。
　過年度損益勘定留保資金とは、前年度以前に発生した損益勘定留保資金であるが、当年度の補
てん財源として使用できる額は、過年度に使用した額を控除した残額である。

【た行】

耐震管（たいしんかん）

　震災時においても、管路被害が少ない管路。平成17年1月制定の「水道事業ガイドライン
（JWWA Q 100）」では、管路の耐震化率を算出するために、以下の３種類を耐震管として
定義している。
　・離脱防止機構付き継手を有するダクタイル鋳鉄管
　・鋼管（溶接継手）
　・水道配水用ポリエチレン管（EF継手）

石綿管（ACP）（せきめんかん）

　石綿繊維（アスベスト）、セメント、硅砂を水で練り混ぜて製造したもの。アスベストセメン
ト管、石綿セメント管とも呼ばれる。長所としては耐食性、耐電食性が良好であるほか、軽量
で、加工性が良い、また価格が安いなどがあげられる。一方、強度面や耐衝撃性で劣るなどの短
所がある。

総係費（そうがかりひ）

送水管（そうすいかん）

　浄水場から配水池までに浄水を送る管路施設。

水源涵養林（すいげんかんようりん）

　森林が降雨を貯留する天然の水源としての機能を持つとして、水源涵養林あるいは水源林と呼
んでいる。森林の土壌がこの機能を有しており、樹木は、落ち葉などにより土壌を形成し、ま
た、根が降雨による土壌の流失を防止する役割をはたしている。また、森林を「緑のダム」とし
てダム機能の代替とする考えもあるが、渇水期における樹木からの蒸発散量の影響など、森林の
効果の定量的評価は困難とされている。
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バイオアッセイ（ばいおあっせい）

　既知あるいは未知の物質の生物に対する影響や効果、あるいはその有無や存在量を、生物の反
応（行動変化、刺激への応答、麻痺、致死など）によって検出あるいは定量的に測定する試験方
法。

 着水井（ちゃくすいせい）

　浄水場などへ流入する原水の水位動揺を安定させ、水位調節と流入量測定を行うために設ける
池あるいはマス（桝）のこと。また、水質異常時の薬品の注入箇所、数系統からの原水受水、原
水の分配などの機能をもつものもある。

耐震性貯水槽（たいしんせいちょすいそう）

　地震対策として応急給水を確実に実施するために、地震時の外圧などに対し、十分な耐震、耐
圧設計によって築造された飲料水を貯留する施設。圧力式（有圧密閉型）と自由水面方式（大気
開放型）とがある。貯水槽は、滞留による水質の劣化や残留塩素濃度が低下しない構造とし、さ
らには流入・流出管に緊急遮断弁を設置するなど、飲料水の流出、汚水の流入を防ぐ仕組みなど
が必要である。

濁度（だくど）

　水の濁りの程度を表すもので、精製水1L中に標準物質（カオリンまたはホルマジン）1mgを
含む場合と同程度の濁りを濁度1度（または1mg／L）としている。水道において、原水濁度は
浄水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の も重要な指標の一つである。また、給水栓中の濁
りは、給・配水施設や管の異常を示すものとして重要である。

ダクタイル鋳鉄管（だくたいるちゅうてつかん）

　鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ、強度や靭性に豊んでいる。施工性が
良好であるため、現在、水道用管として広く用いられているが、重量が比較的重いなどの短所も
ある。

　水道事業・水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣又は都道府県知事から受
ける認可をいう。認可は、行政法上の公企業の特許に相当するもので、認可を受けないと法の保
護を受けることができない。また、事業の内容を変更する場合にも、変更認可申請を行う必要が
ある。

【は行】

配水管（はいすいかん）

　配水池から給水施設まで、浄水を送るための管路。

 沈でん池（ちんでんち）

　水よりも重い粒子は、静水中やきわめて静かな流れの中では沈降して水と分離する。この原理
を利用して、原水を静かに流れる広い池に流入させて原水中の粒子（懸濁物）を分離する池を、
沈澱池または沈澱槽と呼ぶ。

導水管（どうすいかん）

水道施設のうち、取水施設を経た水を浄水場まで導く管路施設。

【な行】

認可（にんか）
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　鉄、炭素（含有率２%以上）、ケイ素からなる鉄合金（鋳鉄）で作られた管。直管は遠心力製
造法、異形管は砂型により製造される。1933年、銑鉄に10～20%の鋼を混入して強度を高
め、管厚を薄くした鋳鉄管の規格が制定され、これを高級鋳鉄管と定めたことにより、それ以前
の銑鉄のみの鋳造管を普通鋳鉄管とし、区別している。その後1959年に黒鉛を球状化し、より
靭性の強いダクタイル鋳鉄管が規格、製造化されたことにより、現在はほとんど製造されていな
い。

ポリエチレン管（ぽりえちれんかん）

　プラスチック管の一種で、1962年頃から給水装置に使用され始めた。接合方法は熱融着によ
る方法と機械的に管を締めつけて接続する方法があり、管は軽量で耐寒性、耐衝撃性にすぐれ
る。他の管種に比べ、可撓性に富んでおり、地盤変動に対して影響が少ないなどの特徴を有して
いるが、有機溶剤、ガソリン等に侵されやすいので注意が必要である。

普及率（ふきゅうりつ）

　現状における給水人口と行政区域内人口の割合。給水普及率は計画給水区域における人口のう
ち現状の給水人口との比で、水道普及率とは異なる。

負荷率（ふかりつ）

　一日 大給水量に対する一日平均給水量の割合を表すもので、次式により算出する。

　この比率は水道事業の施設効率を判断する指標の一つであり、数値が大きいほど効率的である
とされている。水道事業のような季節的な需要変動がある事業については、給水需要のピーク時
に合わせて施設を建設することとなるため、需要変動が大きいほど施設の効率は悪くなり、負荷
率が小となる。このことから負荷率を大にすることが経営の一つの目標となる。水道施設の効率
性については、施設利用率、 大稼働率と併せて判断する必要がある。

普通鋳鉄管（ふつうちゅうてつかん）

PFI（ぴーえふあい）

　公共施設の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの
提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方。

PDCAサイクル（ぴーでぃーしーえーさいくる）

　マネジメントサイクルの1つで、計画（ｐｌａｎ）、実行（ｄｏ）、評価（ｃｈｅｃｋ）、改
善（ａｃｔ）のプロセスを順に実施する。このらせん状のプロセスを繰り返すことによって、品
質の維持・向上および継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法がＰＤＣＡサイクルで
ある。

深井戸（ふかいど）

　被圧地下水を取水する井戸をいう。ケーシング、スクリーン及びケーシング内に釣り下げた揚
水管とポンプからなり、狭い用地で比較的多量の良質な水を得ることが可能である。深さは、
30m以上のものが多く、600m以上に及ぶこともある。

　一日平均給水量／一日 大給水量×100（％）

配水池（はいすいち）

　給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える池。配水池容量は、一
定している配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整する容量、配水池より上流側の
事故発生時にも給水を維持するための容量及び消火用水量を考慮し、一日 大給水量の12時間
分を標準としている。
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有収率（ゆうしゅうりつ）

　有収水量を給水量で除したもの（％）。給水量に対し、料金徴収の対象となった水量の割合。
無効水量である漏水等を少なくすることが効果が上がるとされている。

有収水量（ゆうしゅうすいりょう）

　料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。料金水量、他水道事業への
分水量、そのほか公園用水、公衆便所用水、消防用水などで、料金としては徴収しないが、他会
計から維持管理費としての収入がある水量をいう。

※用語解説は、主に「水道用語辞典　第二版」（日本水道協会）から引用または参照した。

水安全計画（みずあんぜんけいかく）

　世界保健機関(WHO)が提言する、水源から給水栓までの各過程で問題となる事項（リスク要
因）を把握・評価し、それを重点的に管理するための計画。

水需要予測（みずじゅようよそく）

　過去の給水実績に基づき、社会・経済の動向や都市の特性に留意し、将来の需要水量を推計す
ること。

【や行】

有効率（ゆうこうりつ）

　地形、構造物の立地または管路の状況など、諸条件に応じたポンプ圧送方式により水を送る設
備を設置した場所。ポンプ設置は、計画水量や計画水圧を満足させ、各種目的に適した型式、大
きさ及び材質などを選定する必要がある。

【ま行】

膜処理（まくしょり）

　逆浸透膜、限外濾過膜、精密濾過膜、イオン交換膜、透析膜などにより水中の不純物を分離す
る処理方法。凝集などの前処理をしないで、原水をこれらの膜に通すことで清浄な水を得ること
ができる。

ポンプ所（ぽんぷしょ）

　有効水量を給水量で除したもの（％）。水道施設及び給水装置を通して給水される水量が有効
に使用されているかどうかを示す指標であり、有効率の向上は経営上の目標となる。
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