
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

はじめに 

 

本市の水道事業は、平成17年10月の合併前の旧西脇市で昭和32年に給水を開

始して以来、半世紀以上が経過し、現在第７期拡張事業に至っています。同じ

く旧黒田庄町では昭和46年から、芳田地区（旧西脇市）は簡易水道により昭和

49年からそれぞれ給水を開始しており、現在、水道普及率はほぼ 100パーセン

トになり、市民生活に不可欠なライフラインとなっています。 

本市ではこれまで水道水の安定供給に重点をおいた事業運営に努めてきてお

り、大きな事故や給水制限を行うことなく給水を継続してきました。 

しかしながら、近年は社会情勢の変化や人口減少により給水収益が低迷する

中、老朽化した施設や管路の更新が必要な時代を迎えており、この変革の時代

に対応した新たな経営課題に取り組むため、事業全般にわたる将来ビジョンが

必要不可欠となっています。 

 

このたび策定しました「西脇市水道ビジョン」は、私たちの大切な水道資源

を将来世代に引き継ぐための様々な課題への対応策を示し、“安心と安定”を“未

来につなぐ”を将来像として、「安心」「安定」「持続」「環境」の４つの基本目

標について中長期的な施策目標を取りまとめたものです。 

 

策定に当たり、貴重な御意見、御提言をいただきました西脇市水道事業審議

会の委員の皆様をはじめ、市民アンケートに御協力いただきました皆様に、心

からお礼を申し上げます。 

 

今後は、この「西脇市水道ビジョン」を基本として、「安全で良質な水道水の

安定供給」を第一義とした水道経営に全力で取り組んでまいります。 

 

平成24年３月      

 

西脇市長        
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１ 策定の趣旨 

 背景 

我が国の水道は、横浜市に近代水道が布設されて以来 120年余りが経過し、

昭和30年代から40年代にかけての高度成長期を契機に、急速な面的・量的拡

大期を経て、大部分の国民が利用できるまでに普及しています。 

しかし、近年、水道普及期に整備された施設の多くが、老朽化し更新時期

を迎えている一方で、人口減少時代へ突入し水需要は減少傾向にあるなど、

水道事業経営を取り巻く環境は大きく変化しています。 

こうした中で、平成16年６月に厚生労働省により、我が国の水道のあるべ

き姿として「水道ビジョン」（平成20年７月改訂）が策定され、水道事業を

経営する上での施策目標（安心、安定、持続、環境、国際）が示されました。 

これに続いて、平成17年10月に同省より各水道事業者に対して、自らの事

業の現状と将来見通しを定量的に分析・評価した上で、目指すべき将来像を

描き、その実現方策を示す「地域水道ビジョン」の策定が求められました。 

（参考：ひょうご県営水道ビジョンが平成23年３月に作成されています） 

 経緯 

本市の水道事業は、平成17年10月の市町合併前の旧西脇市で昭和32年に給

水を開始して以来、半世紀以上が経過しており、現在、第７次拡張事業に至

っています。同じく旧黒田庄町では昭和46年に、また、芳田地区（旧西脇市）

では簡易水道により昭和49年にそれぞれ給水を開始しています。 

現在の給水人口は、３事業の合計で約４万３千人となっており、水道普及

率はほぼ 100％を達成しています。 

いずれの事業においても、給水を開始して以来、安定給水に重点をおいた

事業運営に努めてきており、これまで大きな事故や給水制限を行うことなく

給水を継続してきました。 

 現状 

これから本格的に始まる老朽施設の更新や、近年頻発している大規模災害

等（特に地震）対策に際して、既存施設を各種指針に基づき更新・改良する

には多額の費用が必要となります。 

このような中で、人口減少等の社会情勢の変化に適切に対応し、一方では

戦略的な事業展開にも対応できるように、効率的な施設整備計画と健全な経

営計画を立案し、既存施設の有効利用や施設の統廃合等を行うことにより、

引き続き安全で良質な水の安定供給を目指しています。 



第１章 西脇市水道ビジョンの策定に当たって 

3 

また、平成22年１月には西脇市上下水道事業審議会から、「西脇市上下水

道事業の経営の健全化について」（答申）をいただきました。 

今回、西脇市総合計画に定めた政策・施策を基本とし、その実現に向けた

具体的方策を示す計画として、「お客さまアンケート調査」や「上下水道事

業審議会の答申」を踏まえ、西脇市水道ビジョンを策定するものです。 

 

２ 位置付け・計画期間 

 位置付け 

本市では、平成19年９月に西脇市総合計画（計画期間：平成19年度～平成

30年度）を策定しており、都市像を“人輝き 未来広がる 田園協奏都市”

と定め、基本計画での水道事業が目指す姿を“安全で良質な水道水の安定供

給”として掲げています。 

本市水道ビジョンは、上位計画である西脇市総合計画と厚生労働省が示し

た「水道ビジョン」との整合を図り、今後、策定する水道事業経営計画の指

針にするとともに、並行して行う水道事業計画の基本方針とします。 

 計画期間 

本水道ビジョンの計画期間は、21世紀の中ごろを見通しつつ、平成24

（2012）年度を開始年度とし、平成33（2021）年度を目標年度とする10年間

として、本市水道事業が抱える諸課題に対して設定した目標を実現するため、

具体的施策を展開していきます。 
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西 脇 市 総 合 計 画 

基 本 構 想  ：平成19～30年度 

前期基本計画 ：平成19～24年度 

後期基本計画 ：平成25～30年度 

「安全で良質な水道水の安定供給」 

水道ビジョン（厚生労働省） 

平成16年６月策定（平成20年７月改訂）

〈安心〉 〈安定〉 〈持続〉 〈環境〉 〈国際〉

「21世紀初頭における水道のあるべき姿」

現状の分析・評価 

課題の抽出 

将来像の設定 
【基本理念】 

“安心と安定”を“未来につなぐ” 

目標の設定 

開始年度 

平成24（2012）年度 

■ 水道事業経営計画 

■ 水道事業計画 

■ 水道事業実施計画 

意見・答申 

ニーズの把握 

事業評価 

施策展開 

指針・基本方針

本市水道事業が抱える諸課題解決に向け具体施策 

水道事業ガイドライン

（日本水道協会） 

業務指標（ＰＩ） 

お客さまアンケート調査 

西脇市上下水道事業 

審 議 会 へ の 諮 問 

計画期間10か年

目標年度 

平成33（2021）年度 

実現方策の検討 
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１ 西脇市の概況 

(1) 位置・地勢・気候 

本市は、兵庫県のほぼ中央部の東経 135度と北

緯35度が交差する「日本列島の中心・日本のへそ」

に位置しています。 

地形的には、中国山地の東南端が播磨平野に接

する地点にあり、西光寺山（標高 712.9ｍ）を

高峰に標高 200～ 600ｍの山地や丘陵に囲まれています。また、中央部を県

下 長の一級河川加古川が流れ、市域南部で杉原川、野間川と合流しており、

これらの河川沿いに開けた平野部に市街地や農地が形成されています。 

市域は、東を篠山市、西を加西市、多可町、南を加東市、北を丹波市に接

し、東西約19km、南北約13km、面積は132.47km2となっており、兵庫県面積の

約 1.6％を占めています。 

土地利用では、山林が全体の約67％と広い面積を占めており、可住地面積

の割合は約29％となっています。これは、他の北播磨３市※の可住地面積割

合がいずれも50％を超えている中で非常に少ない割合ですが、その内訳は水

田を主とする耕地が約17％、宅地が約12％となっています。 

気候は、瀬戸内式気候に属しており一年を通して比較的温暖ですが、気温

の年較差・日較差が大きい内陸型の特徴を併せ持っています。 

 

※ ここでは、本市と同じ北播磨地域にあり、人口規模が近い小野市、加西市、加東市を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇市の位置 
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(2) 沿革 

本市には、縄文中期以降の各年代にわたる、様々な遺跡があることから、

この地域が人々にとって住みやすい地であったことがうかがえます。 

中世においては、中央貴族や寺社の荘園として繁栄し、這田庄、富田庄、

比延庄、黒田庄などが存在しており、近世になっては農業を中心とした農村

集落が点在していました。また、江戸時代、幕藩体制当初は大部分が姫路藩

の所領でしたが、幕末期には天領や多くの藩の支配領地が混在していました。 

明治期の廃藩置県の後、明治９年に兵庫県となり、明治22年の市制町村制

施行に伴ない多可郡津万村ほか５か村が誕生しました。この頃から織物産業

の成長と鉄道の開通により、耕地整理の終了した西脇区を中心に住宅や商店

が立ち並び、市街地が形成されてきたことから、大正６年に津万村が町制施

行し西脇町となりました。 

第二次世界大戦後、織物・釣針産業の興隆を背景に、昭和27年４月に歴史

的・経済的につながりの深い西脇町・日野村・重春村・比延庄村の１町３村

が合併し、県下の内陸地域では 初の市となる西脇市が誕生しました。更に、

昭和29年３月には、加西郡芳田村を編入し、播磨内陸地域の拠点都市として

発展を遂げてきました。 

一方、黒田庄町は明治期に多可郡黒田庄村となり、昭和35年１月に町制施

行しました。近代以降は織物・釣針産業の興隆に伴ない、西脇産業圏の一角

を担うとともに、近年は神戸ビーフの素牛となる「黒田庄和牛」の生産と有

機土壌化の推進など農業の振興に力を注いでいます。 

平成17年10月には、地理的・歴史的・経済的につながりの深い両市町が合

併して新「西脇市」として誕生し、その都市像を「人輝き 未来広がる 田

園協奏都市」と掲げ、市民誰もがいきいきと輝き、未来への広がりが期待で

きるまちづくりを進めています。 

 

 
西脇市の沿革 

＜市制町村制＞ 
（明治22年） 

津万村 

重春村 

日野村 

西脇町 

比延庄村 

芳田村（昭和29年3月30日編入） 

黒田庄村 

西脇市

（大正6年改称）

（昭和27年4月1日）

西脇市 

（平成17年10月1日）

徳部野地区（昭和49年4月1日中町との境界変更）

黒田庄町 

（昭和35年1月1日） 
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(3) 社会・交通 

本市の人口は、昭和35年の51,173人をピークに減少を続け、平成22年国勢

調査においては42,802人となっており、兵庫県人口の約 0.8％を占めていま

す。 

近年の人口動向をみると、前回（平成17年）国勢調査における本市の総人

口は43,953人となっており、平成19年に策定した西脇市総合計画では、これ

を基準に平成22年度の総人口を41,788人と推計していました。しかし、今回

（平成22年）の国勢調査では、推計値よりも約 1,000人多い結果となってお

り、人口の減少傾向はやや落ち着いてきています。なお、昼間人口は若干な

がら流入超過となっています。 

道路交通網としては、東播磨臨海部と丹波・北近畿を結ぶ広域幹線道路で

ある国道 175号が市域中央部を流れる加古川に沿うように南北に通ってい

るほか、国道 427号、県道黒田庄多井田線、県道上鴨川西脇線、主要地方道

西脇八千代市川線、主要地方道西脇三田線などが隣接市町を結んでいます。 

更に、市の南側には京阪神地域と直結する中国自動車道が通っており、高

速バスで大阪から約90分の時間的距離にあります。 

また、鉄道はＪＲ加古川線が山陽本線加古川駅と福知山線谷川駅を結んで

おり、神戸から約80分の時間的距離にあります。 

 

 
上空から見た西脇市 
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２ 水道事業の概要 

(1) 計画給水人口と給水量 

本市の水道事業は、市町合併以前から旧西脇市において経営してきた西脇

地区水道事業と芳田（岡崎）簡易水道事業に、平成17年10月から旧黒田庄町

との合併に伴ない黒田庄地区水道事業が加わり、現在、次に示す３事業体制

で運営しています。 

各々の水道事業の計画給水人口と計画１日 大給水量及び給水区域は次

に示すとおりです。 

 水道事業の計画給水人口と計画１日 大給水量 

事 業 名 計画策定年度 計画給水人口 計画１日 大給水量

西脇地区水道事業 

（第７次拡張認可） 
平成16年度 34,600人 18,400ｍ3 

黒田庄地区水道事業 

（第２次拡張認可（変更）） 
平成11年度 8,500人 4,500ｍ3 

芳田（岡崎）簡易水道事業 

（第１次拡張認可（変更）） 
昭和54年度 2,700人 580ｍ3 

西 脇市合 計  45,800人 23,480ｍ3 

 

 

 
給水区域 
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(2) 水道事業の沿革と経緯 

 西脇地区水道事業 

昭和27年の市制施行から２年後となる昭和29年６月に、本市初の水道事業

として、計画給水人口50,000人、計画１日 大給水量10,000ｍ3とする事業創

設認可を得たことに始まり、昭和30年２月の第１次拡張認可を経て、昭和32

年６月から給水を開始しています。 

その後、生活様式の変化や経済・産業の発展に伴なう水需要の増大に対応

するため、これまで７次にわたる事業拡張を実施してきており、現在、平成

17年３月に取得した第７次拡張認可に基づき、計画給水人口34,600人、計画

１日 大給水量18,400ｍ3の規模で事業運営しています。 

 西脇地区水道事業認可の経緯 

事 業認可 名 認可年月 
給水開始 

年 月 

目標 

年次 

計 画 

給水人口 

計 画 １ 日 

大給水量 

事業創設認可 Ｓ29年６月 ― Ｓ45年 50,000人 10,000ｍ3 

第１次拡張認可 Ｓ30年２月 Ｓ32年６月 Ｓ45年 50,000人 10,000ｍ3 

第２次拡張認可 Ｓ36年３月 Ｓ37年５月 Ｓ45年 35,000人 10,500ｍ3 

第３次拡張認可 Ｓ41年３月 Ｓ41年11月 Ｓ45年 35,000人 7,875ｍ3 

第３次拡張認可（変更） Ｓ43年４月 Ｓ45年４月 Ｓ50年 43,000人 11,000ｍ3 

第４次拡張認可 Ｓ46年３月 Ｓ47年８月 Ｓ50年 32,700人 13,000ｍ3 

第４次拡張認可（変更） Ｓ58年12月 Ｓ59年５月 Ｈ５年 36,370人 14,600ｍ3 

第５次拡張認可 Ｓ61年３月 Ｓ62年４月 Ｈ８年 37,075人 14,780ｍ3 

第６次拡張認可 Ｈ２年３月 Ｈ５年４月 Ｈ８年 37,980人 15,200ｍ3 

第７次拡張認可 Ｈ17年３月 Ｈ20年４月 Ｈ30年 34,600人 18,400ｍ3 
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 黒田庄地区水道事業 

昭和35年の町制施行から９年後となる昭和44年４月に、計画給水人口

08,200人、計画１日 大給水量 1,332ｍ3とする事業創設認可を得て、昭和46

年４月から給水を開始しています。 

その後、生活様式の変化等に伴なう水需要の増大に対応するため、これま

で２次の事業拡張を実施してきており、現在、平成12年３月に取得した第２

次拡張認可（変更）に基づき、計画給水人口 8,500人、計画１日 大給水量

04,500ｍ3の規模で事業運営しています。 

 黒田庄地区水道事業認可の経緯 

事 業認可 名 認可年月 
給水開始 

年 月 

目標 

年次 

計 画 

給水人口 

計 画 １ 日

大給水量

事業創設認可 Ｓ44年４月 Ｓ46年４月 Ｓ54年 8,200人 1,332ｍ3 

第１次拡張認可 Ｓ53年８月 Ｓ54年11月 Ｓ63年 8,400人 2,520ｍ3 

第２次拡張認可 Ｈ５年３月 Ｈ５年４月 Ｈ13年 8,800人 4,500ｍ3 

第２次拡張認可（変更） Ｈ12年３月 Ｈ14年４月 Ｈ20年 8,500人 4,500ｍ3 

 

 芳田（岡崎）簡易水道事業 

西脇地区水道事業の創設認可から19年後となる昭和48年４月に、計画給水

人口 380人、計画１日 大給水量57ｍ3とする事業創設認可を得て、昭和49

年４月から給水を開始しています。 

その後、給水区域の拡張や生活様式の変化等に伴なう水需要の増大に対応

するため、昭和54年６月に第１次事業拡張を実施しており、現在、昭和55年

２月に取得した第１次拡張認可（変更）に基づき、計画給水人口 2,700人、

計画１日 大給水量 580ｍ3の規模で事業運営しています。 

なお、本簡易水道事業は厚生労働省の指導に基づき、平成28年度までに西

脇地区水道事業に統合する予定としています。 

 芳田（岡崎）簡易水道事業認可の経緯 

事 業認可 名 認可年月 
給水開始 

年 月 

目標 

年次 

計 画 

給水人口 

計 画 １ 日

大給水量

事業創設認可 Ｓ48年４月 Ｓ49年４月 ― 380人 57ｍ3 

第１次拡張認可 Ｓ54年６月 Ｓ57年４月 Ｓ58年 2,700人 580ｍ3 

第１次拡張認可（変更） Ｓ55年２月 Ｓ57年４月 Ｓ58年 2,700人 580ｍ3 
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３ 水道施設の概要 

(1) 水道施設の位置 

３水道事業における主要な水道施設の位置を次図に示します。 

 

 
 

水道施設の位置 
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(2) 水源施設と浄水施設 

 西脇地区水道事業 

本事業の水源は、浅井戸（浅層地下水）と県営水道（浄水）受水で構成し

ています。 

浅井戸は、認可水源として８井が存在しますが、第８水源については未整

備であり、現在は既存井戸７井で必要水量を賄っています。 

浄水方法は、第４水源について凝集沈澱・急速ろ過を行っていますが、そ

のほかは現時点においていずれも塩素滅菌のみとなっています。 

なお、県営水道は市内平野町にある県水受水池にて全量を受水しています。 

 水源施設と浄水施設の内訳 

水源施設 形状・寸法 水源種別
計画取水量 

（受水量） 

浄水施設 

（浄水方法） 

第１水源 

RC造 内径6.0ｍ 深6.2ｍ 

SS造 内径3.5ｍ 深1.3ｍ 

HP造 内径1.5ｍ 深2.8ｍ 

浅井戸 1,500ｍ3/日 

第２水源 
RC造 内径5.0ｍ 深7.7ｍ 

HP造 内径1.0ｍ 深4.6ｍ 
浅井戸 2,000ｍ3/日 

（塩素滅菌） 

第３水源 
HP造 内径2.7ｍ 深4.0ｍ 

HP造 内径2.0ｍ 深3.7ｍ 
浅井戸 1,920ｍ3/日 （塩素滅菌） 

第４水源 RC造 内径8.0ｍ 深5.0ｍ 浅井戸 1,500ｍ3/日 
春日浄水場 

（凝集沈澱・急速ろ過）

第５水源 

石積 内径4.3～3.6ｍ 

               深3.9ｍ 

HP造 内径2.0ｍ 深2.7ｍ 

浅井戸 1,780ｍ3/日 （塩素滅菌） 

第６水源 HP造 内径1.5ｍ 深7.3ｍ 浅井戸 300ｍ3/日 （塩素滅菌） 

第７水源 HP造 内径2.0ｍ 深6.7ｍ 浅井戸 1,400ｍ3/日 （塩素滅菌） 

県営水道 

受水 

PC造 内径18.5ｍ 

深7.5ｍ 2池（4,000ｍ3）
浄水受水 8,000ｍ3/日  

計７箇所（現在） 18,400ｍ3/日 計６箇所（現在） 

注１) 計画取水量（受水量）は平成17年３月取得の第７次拡張認可に基づく数値です。 

注２) 未整備の第８水源の計画取水量 900ｍ3/日を加えて、認可計画取水量19,300ｍ3/日となります。 

 

 

 

 

 

 

 
春日浄水場 沈澱池 

春日浄水場 急速ろ過器 
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 黒田庄地区水道事業 

本事業の水源は、浅井戸（浅層地下水）４井と深井戸（深層地下水）１井

で構成しています。 

浄水方法は、深井戸である新田高水源については塩素滅菌のみとしていま

すが、それ以外の浅井戸はすべて膜ろ過を行っています。 

 水源施設と浄水施設の内訳 

水源施設 形状・寸法 水源種別
計画取水量 

（受水量） 

浄水施設 

（浄水施設） 

田高水源 RC造 内径4.0ｍ 深10.5ｍ 浅井戸 970ｍ3/日 
田高浄水場 

（膜ろ過） 

新田高水源 SP造 内径0.4ｍ 深30.0ｍ 深井戸 580ｍ3/日 
田高浄水場 

（塩素滅菌） 

黒田水源 RC造 内径3.0ｍ 深8.5ｍ 浅井戸 1,630ｍ3/日 

新黒田水源 RC造 内径3.0ｍ 深10.4ｍ 浅井戸 1,000ｍ3/日 

黒田浄水場 

（膜ろ過） 

大伏水源 RC造 内径3.0ｍ 深8.5ｍ 浅井戸 720ｍ3/日 
大伏浄水場 

（膜ろ過） 

計５箇所 4,900ｍ3/日 計３箇所 

注） 計画取水量は平成12年３月取得の第２次拡張（第１回変更）認可に基づく数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田高浄水場 

大伏浄水場 

黒田浄水場 

黒田浄水場 膜ろ過設備 
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 芳田（岡崎）簡易水道事業 

本事業の水源は、浅井戸（浅層地下水）２井で構成しています。 

浄水方法は、両水源ともに芳田浄水場でエアレーションと凝集沈澱・急速

ろ過を行っています。 

 水源施設と浄水施設の内訳 

水源施設 形状・寸法 水源種別
計画取水量 

（受水量） 

浄水施設 

（浄水方法） 

芳田 

第１水源 
RC造 内径2.5ｍ 深6.2ｍ 浅井戸 280ｍ3/日 

芳田 

第２水源 
RC造 内径4.0ｍ 深6.0ｍ 浅井戸 300ｍ3/日 

芳田浄水場 

（エアレーションと

凝集沈澱・急速ろ過）

計２箇所 580ｍ3/日 計１箇所 

注） 計画取水量は昭和55年２月取得の第１次拡張（変更）認可に基づく数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芳田浄水場 
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(3) 配水施設 

① 配水区域 

本市の給水区域は、市の中央部を北から南下する一級河川加古川と杉原

川沿いの平野部に広がる市街地と、その支流となる野間川、畑谷川に沿っ

て形成された集落から成り、市内全域へ３つの水道事業により配水してい

ます。 

現在、次図に示すとおり、これを16箇所の配水池が受持つ配水区域に分

割しています。 

 

 

 
 

配水区域 
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② 配水池 

各事業における配水池の概要を次表に示します。 

 配水池の概要 

事業別 配水池名 材質・池数 有効容量 備 考 

童子山配水池 RC造  1池 3,300ｍ3 廃止予定 

春日配水池 PC造  2池 4,900ｍ3  

大谷山配水池 PC造  2池 1,800ｍ3  

岡之山配水池 PC造  1池 1,500ｍ3 
加圧ポンプ室受水槽容量

を含む 

第６配水池 RC造  1池 103ｍ3  

第７配水池 RC造  1池 47ｍ3  

第８配水池 RC造  1池 60ｍ3  

緑風台配水池 RC造  1池 180ｍ3  

茜が丘配水池 SUS造 1池 432ｍ3  

県水受水池 PC造  2池 4,000ｍ3  

西 脇 地 区 

水 道 

計10箇所 16,322ｍ3 
童子山配水池廃止後の 

有効容量13,022ｍ3 

田高配水池 PC造  1池 900ｍ3  

新黒田配水池 PC造  1池 1,500ｍ3  

大伏配水池 RC造  1池 260ｍ3  

門柳調整池 RC造  1池 36ｍ3  

黒田調整池 RC造  1池 32ｍ3  

黒 田庄地 区 

水 道 

計５箇所 2,728ｍ3  

（芳田第１配水池） （RC造1池） （98ｍ3） 休止中 

芳田第２配水池 RC造  1池 115ｍ3  

芳田第３配水池 RC造  1池 125ｍ3  

芳田（岡崎） 

簡 易 水 道 

計２箇所 240ｍ3  

合計17箇所 19,290ｍ3 
童子山配水池廃止後の 

有効容量15,990ｍ3 
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(4) 管路施設 

水道管の用途別（導水・送水・配水管）延長の内訳は次表に示すとおりで

あり、総延長は約 368kmとなっています。 

 

 水道管の用途別延長 

平成22年度における延長（km） 

用 途 別 西脇地区 

水 道 

黒田庄地区 

水 道 

芳田（岡崎）

簡 易 水 道
計 割合（％） 

基幹管路 42.0 6.3 1.7 50.0 13.6 

配水管 230.6 62.1 25.0 317.7 86.4 

計 272.6 68.4 26.7 367.7 100.0 

注） 基幹管路とは、導水管と送水管を示します。 

 

 

配水管
86.4%

基幹管路
13.6%

 
水道管の用途別延長比率 
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業務指標（ＰＩ）の活用 

本章において、本市水道事業の現状を分析・評価し、今後、取り組むべき課

題を抽出します。 

分析・評価に際しては、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）を用

いて他の同規模事業体との比較を行うことにより、本市の業務レベルを客観的

に把握します。 

なお、業務指標（ＰＩ）の活用に際して算定する各値は次のとおりとします。 

 

西脇市 
西脇地区水道事業と黒田庄地区水道事業の平成21年度の指標値とし

ます。 

 

同規模事業体平均 

比較対象として、（社）日本水道協会において公表されている給水人

口10,000人～ 100,000人の29事業体の平成20年度平均指標値としま

す。 

 

また、表中の望ましい方向性における記号の意味は次のとおりです。 

↑ より高い値が望ましい方向性 

↑ 100 100の値を上限とする高い値が望ましい方向性 

↓ より低い値が望ましい方向性 

↓   0 0の値を下限とする低い値が望ましい方向性 

望ましい

方向性 

― 設定は特になし 

 



第３章 現状の分析・評価と課題の抽出 

23 

１ 人口と水需要の動向 

本市水道事業の将来における給水人口と給水量を予測し、今後、必要とな

る施設能力や財政状況を検討する上での基礎資料とします。 

(1) 給水人口 

過去10年間（平成13～22年度）の給水人口の推移をみると、各事業ともに

減少が続いており、平成22年度において３事業の合計で43,917人となってい

ますが、本水道ビジョン目標年度である平成33年度には約39,700人に減少す

るものと予測しています。 

また、給水普及率は平成22年度実績で99.8％と高率で、ほとんどの市民の

皆さまに水道を利用いただいている状況にあり、総人口と給水人口はほぼ等

しいものとなっています。 

次図に本市全体の水道事業別給水人口の実績と予測を示します。この中で、

平成28年度に西脇地区水道事業の人口が増加し、芳田（岡崎）簡易水道事業

の人口が消えていますが、これはこの年に芳田（岡崎）簡易水道事業を西脇

地区水道事業に統合する予定にしていることによるものです。 

なお、西脇市総合計画では平成32年における本市推計人口を36,597人とし、

既存の水道事業認可における計画給水人口は３事業の合計で45,800人とし

ており、差異が生じています。 
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(2) 給水量 

過去10年間（平成13～22年度）の給水量の推移は、全体として横ばいから

わずかに減少の傾向にあり、近年における給水量としては、平成16年度にお

いて３事業合計で１日平均給水量15,669ｍ3/日、１日 大給水量19,638ｍ3/

日を記録しています。 

これまでの動向から、給水量は今後も緩やかに減少していくものと予測さ

れますが、戦略的な事業展開にも対応できるように、平成33年度から業務・

営業用水量について 1,500ｍ3/日の増量を見込んでいます。 

これらのことから、本水道ビジョンの計画期間における給水量は、目標年

度（平成33年度）において、１日平均給水量が約14,680ｍ3/日に、１日 大

給水量が約19,100ｍ3/日になるものと予測しています。 

次図に本市全体の水道事業別給水量の実績と予測を示します。この中で、

平成28年度に西脇地区水道事業の給水量が増加し、芳田（岡崎）簡易水道事

業の給水量が消えていますが、これは給水人口と同様の理由によるものです。 

なお、既存の水道事業認可における計画１日 大給水量は、３事業の合計

で23,480ｍ3/日としており、水需要に対して大幅に余裕を有しています。 
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２ 施設における現状分析・評価と課題抽出 

(1) 取水施設 

① 取水量 

各事業における、水源ごとの計画取水量と平成22年度取水実績は次表に

示すとおりです。 

市全体では、取水実績に対して十分な計画取水（受水）量を有していま

すが、県営水道受水を除く自己水源からの取水実績をみると、計画取水（受

水）量に対してわずかに過負荷の状況にあります。 

なお、水道事業別の状況は次のとおりです。 

 西脇地区水道事業 

第１水源及び第２水源の取水実績が、年間を通じて計画取水量に対して

低負荷となっており、適切な取水管理が必要な状況です。 

第４水源については、これとは逆に取水が過負荷の状況にあり抑制する

必要があります。 

その他の水源は、現状において安定した取水が可能です。 

ただし、近年、水源付近における河川改修等の影響により、浅井戸水源

の水位に変動が生じていることから、今後とも安定した取水を継続してい

くための対策が必要となっています。 

 黒田庄地区水道事業 

いずれの水源も、年間を通じて計画取水量に応じた取水を継続しており、

今後も安定した取水が可能です。 

 芳田（岡崎）簡易水道事業 

事業全体として、計画取水量に対して取水が過負荷の状況にあり抑制す

る必要があります。 
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 水源別計画取水量と取水実績 

取水実績（平成22年度） 
事 業 別 水 源 種 別 

計 画取水 量 

（ 受水量 ） 平 均 大 

第１水源（浅井戸） 

第２水源（浅井戸） 
3,500ｍ3/日 590ｍ3/日 877ｍ3/日 

第３水源（浅井戸） 1,920ｍ3/日 1,018ｍ3/日 1,196ｍ3/日 

第４水源（浅井戸） 1,500ｍ3/日 7,479ｍ3/日 9,861ｍ3/日 

第５水源（浅井戸） 1,780ｍ3/日 894ｍ3/日 1,347ｍ3/日 

第６水源（浅井戸） 300ｍ3/日 453ｍ3/日 516ｍ3/日 

第７水源（浅井戸） 1,400ｍ3/日 754ｍ3/日 1,012ｍ3/日 

県営水道受水 8,000ｍ3/日 1,750ｍ3/日 1,880ｍ3/日 

西 脇 地 区 

水 道 

計 18,400ｍ3/日 12,938ｍ3/日 16,689ｍ3/日 

田高水源 （浅井戸） 970ｍ3/日 492ｍ3/日 952ｍ3/日 

新田高水源（深井戸） 580ｍ3/日 385ｍ3/日 672ｍ3/日 

黒田水源 （浅井戸） 1,630ｍ3/日 593ｍ3/日 1,385ｍ3/日 

新黒田水源（浅井戸） 1,000ｍ3/日 629ｍ3/日 1,140ｍ3/日 

大伏水源 （浅井戸） 720ｍ3/日 486ｍ3/日 727ｍ3/日 

黒 田庄地 区 

水 道 

計 4,900ｍ3/日 2,585ｍ3/日 4,876ｍ3/日 

芳田第１水源（浅井戸）

芳田第２水源（浅井戸）
580ｍ3/日 687ｍ3/日 1,003ｍ3/日 芳田（岡崎） 

簡 易 水 道 
計 580ｍ3/日 687ｍ3/日 1,003ｍ3/日 

合計 23,880ｍ3/日 16,210ｍ3/日 22,568ｍ3/日 

内自己水源合計 15,880ｍ3/日 14,460ｍ3/日 20,688ｍ3/日 

注１） 計画取水（受水）量は平成22年度末における各々の事業認可の計画目標年次における数値です。 

注２） 西脇地区水道の第８水源（計画取水量 900ｍ3/日）は未整備です。 

 

 取水量に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

1001 水源利用率 （％） 61.4 45.3 60.5 ― 

1002 水源余裕率 （％） 40.5 75.3 41.4 ― 

1003 原水有効利用率 （％） 90.6 76.5 88.8 ↑ 

1004 自己保有水源率 （％） 87.5 100.0 45.4 ― 

注） 自己保有水源率とは、全水源水量に対する自己所有水源水量の割合を示すものであり、今後、県

水受水量の増量に伴ない低下していく見込みです。 

 

内 容 分 野 

第１水源と第２水源の適切な取水管理が必要 安定 
課

題 

第４水源と芳田地区水源の取水を抑制していくことが必要 安定 
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② 原水水質 

原水の水質検査は、水道法において特に定められていませんが、本市で

は水源から給水栓までの水質変化を総合的に捉えるため、すべての水源に

おいて、給水栓で実施している項目（消毒副生成物と味を除く。）の検査を

年１回実施しています。 

なお、水源種別ごとの水質状況は概ね次のとおりです。 

 浅井戸（浅層地下水） 

浅井戸は13箇所を有していますが、このうち第４水源を除く12箇所の水

質は年間を通じて概ね良好であり、塩素滅菌処理により水質基準を満足す

る水道水が得られています。 

ただし、水質管理目標設定項目では遊離炭酸と腐食性（ランゲリア指数）

が目標値に対して超過あるいは不足している水源があり、これらについて

は適切な浄水処理を行い改善することが望まれます。 

第４水源は、他の水源に比べて水質が不良であり、水質基準項目では色

度、濁度が基準値を超過し、水質管理目標設定項目においても腐食性のほ

かにマンガン、アルミニウム、有機物、臭気が目標値を超過あるいは不足

しているため、現在、春日浄水場で行っている凝集沈澱・急速ろ過による

処理を継続していく必要があります。 

 深井戸（深層地下水） 

本市で唯一の深井戸水源である新田高水源の水質は、地表水の影響を受

け難いため年間を通じて良好であり、塩素滅菌処理により水質基準値を満

足する良質な水道水が得られています。 

ただし、水質管理目標設定項目では、遊離炭酸と腐食性（ランゲリア指

数）が目標値に対して超過あるいは不足しています。 

 浄水受水（県営水道） 

県営水道は、兵庫県水道用水供給事業の三田浄水場及び船津浄水場にお

いて適切に処理された浄水を、県水受水池にて受水しているもので、水質

は良好で安定しています。 
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なお、水質管理目標設定項目における遊離炭酸と腐食性の水源別水質検

査値（平成22年度）を、目標値と対比して評価した結果を次表に示します。 

 水質管理目標設定項目における水源別の遊離炭酸と腐食性の評価 

遊離炭酸（㎎/L） 腐食性（ランゲリア指数） 
事 業 別 水 源 名 

目標値 H22検査値 評価 目標値 H22検査値 評価 

第１水源 

第２水源 
33 超過 -2.6 不足 

第３水源 32 超過 -2.3 不足 

第４水源 2.6 適合 -2.6 不足 

第５水源 19 適合 -3.3 不足 

第６水源 29 超過 -2.2 不足 

西 脇 地 区 

水 道 

第７水源 9.4 適合 -3.1 不足 

田高水源 19 適合 -2.6 不足 

新田高水源 23 超過 -1.8 不足 

黒田水源 16 適合 -3.1 不足 

新黒田水源 25 超過 -2.7 不足 

黒田庄地区 

水 道 

大伏水源 42 超過 -2.8 不足 

芳田第１水源 33 超過 -2.8 不足 芳田（岡崎） 

簡 易 水 道 芳田第２水源 

20以下

42 超過 

-1 程 度

以上（極

力0に近

づける）

-2.7 不足 

 

 原水水質に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

1101 原水水質監視度 （項目） 57 57 55 ↑ 

 

 

内 容 分 野 

第４水源の水質不良に対して適切な浄水処理を継続することが必要 安心 
課

題 

遊離炭酸と腐食性（ランゲリア指数）が目標値に対して超過あるいは不

足している水源に対して適切な浄水処理を行うことが望ましい。 
安心 
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③ クリプトスポリジウム等による汚染のおそれ 

水道水質基準項目及び水質管理目標設定項目とは別に、水道原水におけ

るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断と予防対策について、

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」（平成19年３月31日付け

厚生労働省通知）により、水源及び原水の状況に対して次表のとおりにリ

スクレベルが分類されています。 

 水道原水に係るクリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断と予防対策 

リスク 

レベル 
水源及び原水の状況 必要な予防対策 

レベル

４ 

【クリプトスポリジウム等による汚染のおそれが高い】 

地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出

されたことがある施設 

・ろ過設備（急速ろ過、緩速

ろ過、膜ろ過等）を整備 

レベル

３ 

【クリプトスポリジウム等による汚染のおそれがある】 

地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標

菌が検出されたことがある施設 

・ろ過設備（急速ろ過、緩速

ろ過、膜ろ過等）又は紫外

線処理設備を整備 

レベル

２ 

【当面、クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い】

地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水として

おり、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設 

・３か月に１回以上、原水の

指標菌検査を実施 

レベル

１ 

【クリプトスポリジウム等による汚染の可能性が低い】 

地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としてお

り、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設 

・年１回の原水水質検査 

・被圧地下水以外の有無の確

認 

・井戸内部の状況等の点検 

注） 指標菌とは大腸菌及び嫌気性芽胞菌をいいます。 

 

なお、ここで「レベル２」に分類される水源については、当面、クリプ

トスポリジウム等による汚染の可能性が低いと判断されますが、これらは

いずれも、その上流域に糞便等の処理施設等（下水等処理施設、家畜糞尿

の処理施設など）が存在しています。 

よって、本市では安全な水の供給を目指す観点から、「レベル２」の水源

についても「レベル３」すなわちクリプトスポリジウム等による汚染のお

それがある水源と同様の取扱いをします。 

なお、各事業における水源のクリプトスポリジウム等による汚染のおそ

れは、次に示すとおりです。 
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 西脇地区水道事業 

本地区の自己水源はすべて浅井戸であり、いずれも汚染のリスクレベル

は「レベル２」又は「レベル３」に該当するため、既に春日浄水場で急速

ろ過により対策済みの第４水源を除き、クリプトスポリジウム等への予防

対策が必要です。 

 西脇地区水道の水源施設におけるクリプトスポリジウム等による汚染のリスクレベル 

水源施設 水源種別 水源及び原水の状況 
リスク 

レベル 

第１水源 浅井戸 

第２水源 浅井戸 

地表水以外の水である施設浅層地下水を原水として

おり、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３ 

第３水源 浅井戸 

地表水が混入していない被圧地下水以外の水である

浅層地下水を原水としており、原水から指標菌が検

出されたことがない。 

レベル２ 

第４水源 浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３ 

第５水源 浅井戸 

地表水が混入していない被圧地下水以外の水である

浅層地下水を原水としており、原水から指標菌が検

出されたことがない。 

レベル２ 

第６水源 浅井戸 

地表水が混入していない被圧地下水以外の水である

浅層地下水を原水としており、原水から指標菌が検

出されたことがない。 

レベル２ 

第７水源 浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３ 
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 黒田庄地区水道事業 

本市で唯一の深井戸である新田高水源の汚染リスクレベルは「レベル１」

に該当するため、クリプトスポリジウム等への予防対策の必要はありませ

ん。 

これ以外の水源はすべて浅井戸であり、汚染のリスクレベルは「レベル

３」に該当するため予防対策が必要ですが、いずれも既に浄水施設に膜ろ

過設備を整備済みです。 

 黒田庄地区水道の水源施設におけるクリプトスポリジウム等による汚染のリスクレベル 

水源施設 水源種別 水源及び原水の状況 
リスク 

レベル 

田高水源  浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

新田高水源 深井戸 

地表水等が混入していない被圧地下水である深層地

下水のみを原水としており、原水から指標菌が検出

されたことがない。 

レベル１

黒田水源  浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

新黒田水源 浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

大伏水源  浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

 

 芳田（岡崎）簡易水道事業 

本地区の自己水源はすべて浅井戸であり、汚染のリスクレベルは「レベ

ル３」に該当するため、クリプトスポリジウム等への予防対策が必要です

が、既に浄水施設に急速ろ過設備を整備済みです。 

 芳田（岡崎）簡易水道の水源施設におけるクリプトスポリジウム等による汚染のリスクレベル 

水源施設 水源種別 水源及び原水の状況 
リスク 

レベル 

芳田第１水源 浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

芳田第２水源 浅井戸 
地表水以外の水である浅層地下水を原水としてお

り、原水から指標菌が検出されたことがある。 
レベル３

 

 

内 容 分 野 
課

題 

西脇地区において滅菌処理のみを行っている第１水源、第２水源、第３

水源、第５水源、第６水源、第７水源はクリプトスポリジウム等対策が必

要 

安心 
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④ 取水施設の老朽度 

本市の自己水源は、すべて井戸（地下水）に依存しており、このうち

も古い第１水源は、水道創設時である昭和32年に竣工したもので、供用開

始後すでに50年以上を経過しています。また、そのほかにも水道拡張期で

ある昭和30年代から50年代にかけて、水需要の増加に対応するために整備

した井戸を、現在においても活用していますが、地方公営企業法では、井

戸（さく井）の耐用年数を10年と比較的短期に設定しており、本市の水源

井戸はいずれもこれを大幅に超過している状況にあります。 

しかしながら、現状においてこれらの井戸に機能面での大きな支障は生

じておらず、構造的にも目立った劣化は認められないことから、水道施設

として概ね健全性を保っているものと推測しています。 
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(2) 浄水施設 

① 浄水量 

各事業における浄水場ごとの計画浄水量（公称能力）、浄水施設能力（潜

在能力）、平成22年度浄水実績は次表に示すとおりです。 

なお、水道事業別の状況は次のとおりです。 

 西脇地区水道事業 

本地区で、唯一、ろ過設備を有する春日浄水場は、平成22年度における

大浄水量の実績（ 9,271ｍ3/日）が、平成30年度の目標計画浄水量（ 3,140

ｍ3/日）と大きく異なるものとなっています。 

これは、既存事業認可において春日浄水場の浄水量を段階的に県営水道

受水に切り替え、計画目標年度である平成30年度に計画浄水量まで減少さ

せていく計画としているためであり、浄水施設能力としては 8,000ｍ3/日を

有していることから支障を生じる程度ではありません。 

また、第６水源についても同様の傾向にありますが、これについては浄

水方法が塩素滅菌のみであるため、施設能力の不足は実用上支障になるも

のではありません。 

なお、西脇地区全体としても、 大浄水量の実績（14,219ｍ3/日）に対し

て、浄水施設能力（16,200ｍ3/日）は余裕を有しています。 

 黒田庄地区水道事業 

平成22年度における 大浄水量（ 3,773ｍ3/日）に対して、３箇所の浄水

場を合わせた計画浄水量及び浄水施設能力（ 4,500ｍ3/日）は余裕を有して

います。 

 芳田（岡崎）簡易水道事業 

平成22年度における 大浄水量の実績（ 928ｍ3/日）に対して、芳田浄水

場の計画浄水量及び浄水施設能力（ 580ｍ3/日）は不足しています。 
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 浄水施設別計画浄水量と浄水実績 

浄水実績（平成22年度） 
事 業 別 浄水施設別 

計 画浄水 量

（公称能力）
浄水施設能力

平 均 大 

第１水源 

第２水源 
3,220ｍ3/日 3,220ｍ3/日 590ｍ3/日 877ｍ3/日

第３水源 1,770ｍ3/日 1,018ｍ3/日 1,196ｍ3/日

春日浄水場 
3,140ｍ3/日

8,000ｍ3/日 6,998ｍ3/日 9,271ｍ3/日

第５水源 1,640ｍ3/日 1,640ｍ3/日 894ｍ3/日 1,347ｍ3/日

第６水源 280ｍ3/日 280ｍ3/日 453ｍ3/日 516ｍ3/日

第７水源 1,290ｍ3/日 1,290ｍ3/日 754ｍ3/日 1,012ｍ3/日

西 脇 地 区 

水 道 

計 9,570ｍ3/日 16,200ｍ3/日 10,707ｍ3/日 14,219ｍ3/日

田高浄水場 1,450ｍ3/日 1,450ｍ3/日 813ｍ3/日 1,275ｍ3/日

黒田浄水場 2,400ｍ3/日 2,400ｍ3/日 1,095ｍ3/日 1,840ｍ3/日

大伏浄水場 650ｍ3/日 650ｍ3/日 438ｍ3/日 658ｍ3/日

黒 田庄地 区 

水 道 

計 4,500ｍ3/日 4,500ｍ3/日 2,346ｍ3/日 3,773ｍ3/日

芳田浄水場 580ｍ3/日 580ｍ3/日 619ｍ3/日 924ｍ3/日芳田（岡崎） 

簡 易 水 道 計 580ｍ3/日 580ｍ3/日 619ｍ3/日 924ｍ3/日

合 計 14,650ｍ3/日 21,280ｍ3/日 13,672ｍ3/日 18,916ｍ3/日

注） 計画浄水量は平成22年度末における各々の事業認可の計画目標年次における数値です。 

 

以上に示すとおり、西脇地区では浄水実績と計画浄水量（公称能力）が

整合していない状況にありますが、浄水施設能力については余裕を有して

おり、浄水処理に支障は生じていません。 

なお、西脇地区においては、今後、既存水源のクリプトスポリジウム対

策として新たな浄水施設の整備を行うことが必要であり、その際には、芳

田（岡崎）簡易水道の西脇地区水道への事業統合や、県営水道の受水計画

と老朽化している春日浄水場と芳田浄水場の取扱いなど、関連する要素を

含めて事業全体の視点から計画することが必要です。 

 浄水量に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2003 浄水予備力確保率 （％） 13.8 37.9 29.4 ― 

 

 

内 容 分 野 課

題 

西脇地区で今後整備する新たな浄水施設は、事業全体の視点から関連す

る要素を含めて計画することが必要 
安定 
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② 浄水方法と水質 

浄水の水質検査は、毎年度作成している水道水質検査計画に基づき、配

水系統ごとで選定した13箇所の給水栓水において、水道法に定められてい

る水質基準項目と、検査することが望ましいとされている水質管理目標設

定項目について実施しています。 

また、これらとは別に次図に示す市内８箇所の給水栓水において、一般

のお客さまに水質監視モニタリングをお願いして、残留塩素、ｐＨ値、色、

濁り、臭い、味を毎日監視していただいており、水質異常の早期発見に努

めています。 

 

 

 

 

 

水質検査及び水質監視モニタリング位置図 

 

 

 

なお、各水道事業における浄水方法と給水栓水質は次のとおりです。 
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 西脇地区水道事業 

浄水方法は、第４水源について春日浄水場で凝集沈澱・急速ろ過を行っ

ていますが、それ以外の６箇所の浅井戸については各水源で塩素滅菌のみ

を行っています。 

給水栓水質は、すべてが水質基準を満足していますが、クリプトスポリ

ジウム等への対策は、第４水源を除き未整備の状況にあり、ろ過設備（急

速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）又は紫外線処理設備の整備が急務の状況で

す。 

なお、水質検査及び水質監視モニターの結果をおいしい水の観点からみ

ると、全体的に残留塩素濃度が高くカルキ臭が感じられるおそれがあるた

め、残留塩素濃度を低減することが望まれます。 

そのほかは、有機物濃度とカビ臭原因物質の濃度が若干高い時期があり

ますが、対策を要するほどの程度ではありません。 

 浄水方法と給水栓水質の状況 

水源施設 水源種別
浄 水 施 設 

（浄水方法） 
給水栓水質その他 

第１水源 浅井戸 

第２水源 浅井戸 
（塩素滅菌） 

第３水源 浅井戸 （塩素滅菌） 

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

いるが、クリプトスポリジウム等への対

策が未整備である。 

第４水源 浅井戸 
春日浄水場 

（凝集沈澱・急速ろ過）

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

おり、クリプトスポリジウム等への対策

として急速ろ過を整備済みである。 

第５水源 浅井戸 （塩素滅菌） 

第６水源 浅井戸 （塩素滅菌） 

第７水源 浅井戸 （塩素滅菌） 

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

いるが、クリプトスポリジウム等への対

策が未整備である。 
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 黒田庄地区水道事業 

浄水方法は、深井戸である新田高水源について塩素滅菌のみとしていま

すが、それ以外の浅井戸はすべて膜ろ過を行っています。 

給水栓水質は、すべてが水質基準を満足しており、クリプトスポリジウ

ム等に対しても対策済みであり問題のない状況です。 

なお、おいしい水の観点から水質をみると、有機物濃度が若干高い時期

があるほかは特に問題となる項目は見られず、有機物についても対策を要

するほどの程度ではありません。 

 浄水方法と給水栓水質の状況 

水源施設 水源種別 
浄水施設 

（浄水方法） 
給水栓水質その他 

田高水源 浅井戸 
田高浄水場 

（膜ろ過） 

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

おり、クリプトスポリジウム等への対策

として膜ろ過を整備済みである。 

新田高水源 深井戸 
田高浄水場 

（塩素滅菌） 

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

おり、クリプトスポリジウム等への対策

は必要ない。 

黒田水源 浅井戸 

新黒田水源 浅井戸 

黒田浄水場 

（膜ろ過） 

大伏水源 浅井戸 
大伏浄水場 

（膜ろ過） 

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

おり、クリプトスポリジウム等への対策

として膜ろ過を整備済みである。 

 

 芳田（岡崎）簡易水道事業 

浄水方法は、芳田浄水場でエアレーションと凝集沈澱・急速ろ過を行っ

ています。 

給水栓水質は水質基準を満足しており、クリプトスポリジウム等に対し

ても対策済みであり問題のない状況です。 

なお、おいしい水の観点から水質をみると、有機物濃度が若干高い時期

があるほかは特に問題となる項目は見られず、有機物についても対策を要

するほどの程度ではありません。 

 浄水方法と給水栓水質の状況 

水源施設 水源種別 
浄水施設 

（浄水方法） 
給水栓水質その他 

芳田 

第１水源 
浅井戸 

芳田 

第２水源 
浅井戸 

芳田浄水場 

（エアレーションと

凝集沈澱・急速ろ過）

給水栓水質は水質基準をすべて満足して

おり、クリプトスポリジウム等への対策

として急速ろ過を整備済みである。 
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 浄水水質に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

1102 
水質検査箇所密度 

 （箇所/100km2） 
13.1 20.2 20.2 ↑ 

1103 
連続自動水質監視度 

 （台/(1000m3/日)） 
0.000 0.000 0.188 ↑ 

1104 水質基準不適合率 （％） 0.0 0.0 0.0 ↓0 

1105 
カビ臭から見たおいしい水 

達成率 （％） 
75 100 92 ↑100 

1106 
塩素臭から見たおいしい水 

達成率 （％） 
0 50 44 ↑100 

1107 
総トリハロメタン濃度 

水質基準比 （％） 
32 13 32 ↓0 

1108 
有機物（ＴＯＣ）濃度 

水質基準比 （％） 
40 30 17 ↓0 

1109 
農薬濃度水質管理目標比 

 （％） 
0.000 0.000 0.004 ↓0 

1110 重金属濃度水質基準比 （％） 7 3 7 ↓ 

1111 
無機物質濃度水質基準比  

 （％） 
13 6 13 ↓ 

1112 
有機物質濃度水質基準比 

 （％） 
8 0 9 ↓ 

1113 
有機塩素化学物質濃度 

水質基準比 （％） 
0 0 2 ↓0 

1114 
消毒副生成物濃度 

水質基準比 （％） 
0 0 8 ↓0 

 

 

内 容 分 野 

第１水源、第２水源、第３水源、第５水源、第６水源、第７水源はクリ

プトスポリジウム等対策としてろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）

又は紫外線処理設備を整備することが必要 

安心 

西脇地区の残留塩素濃度を低減することが望ましい。 安心 

西脇地区で水質検査箇所数を増やすことが必要 安心 

課

題 

連続自動水質監視装置を整備していくことが必要 安心 
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③ 浄水施設の老朽度・耐震度 

 老朽度 

各浄水場について、竣工から現在までの経過年数を、地方公営企業法に

おける法定耐用年数と対比することにより、簡易的に老朽度を評価した結

果を次表に示します。 

これによると、春日浄水場の建物と水槽などの構築物及び芳田浄水場の

建物が、法定耐用年数を超過するまでには至っていないものの、更新の要

否を検討すべき老朽度レベルであると想定されます。 

その他の施設については、健全又は改良・強化すべき弱点があっても許

容できる老朽度レベルであると想定されます。 

 耐震度 

各浄水場の竣工年における水道施設耐震工法指針（（社）日本水道協会発

行）に示されている耐震水準から、簡易的に耐震度を評価した結果を次表

に示します。 

これによると、春日浄水場及び芳田浄水場については、現在の耐震基準

に対して安全性が不足している可能性があると想定されます。 

その他の施設については、現在の耐震基準を満足するレベルにあると想

定されます。 

 浄水施設の経過年数と老朽度・耐震度評価 

法定耐用年数 
浄水場名 竣工年 

経過 

年数 

① 種別 構 造 年数②

超過 

年数 

①－② 

老朽度

評 価 

耐震度

評 価

建物 SRC造/RC造 38年 -１年 △ × 
春日浄水場 S49年 37年 

構築物 RC造 60年 -23年 △ × 

建物 SRC造/RC造 38年 -29年 ○ ○ 
田高浄水場 H14年 ９年 

構築物 RC造 60年 -51年 ○ ○ 

建物 SRC造/RC造 38年 -30年 ○ ○ 
黒田浄水場 H15年 ８年 

構築物 RC造 60年 -52年 ○ ○ 

建物 SRC造/RC造 38年 -31年 ○ ○ 
大伏浄水場 H16年 ７年 

構築物 RC造 60年 -53年 ○ ○ 

建物 SRC造/RC造 38年 -10年 △ △ 
芳田浄水場 S58年 28年 

構築物 RC造 60年 -32年 ○ △ 

注） 老朽度及び耐震度の評価は、次頁に示す「水道施設の老朽度・耐震度の簡易的評価基準」に基づ

くものです。 
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水道施設の老朽度・耐震度の簡易的評価基準 

老朽度及び耐震度の評価基準については、(社)日本水道協会発行の「水

道施設更新指針」における考え方を参考にして、簡易的に次表のとおりと

します。 

 経過年数と老朽度の評価基準 

経 過 年 数 老 朽 度 評価 

０年～法定耐用年数の１／２ 
健全である、又は改良・強化すべき弱点があっても

許容できる老朽度レベルであると想定される。 
○ 

法定耐用年数の１／２～法定

耐用年数 

劣化診断を実施した上で更新の要否を検討すべき老

朽度レベルであると想定される。 
△ 

法定耐用年数を超過 
早急に劣化診断を実施すべきであり、計画的な更新

が必要とされる老朽度レベルであると想定される。 
× 

 

 取得年と耐震度の評価基準 

取 得 年 耐 震 度 評価 

平成９年度以後 

水道施設耐震工法指針・解説（1997年版）による地

震動レベル１又はレベル２に対応する耐震水準にあ

ると想定される。 

○ 

昭和55年度～平成８年度 

水道施設耐震工法指針・解説（1979年版）による震

度法における水平震度 0.2に対応する耐震水準にあ

ると想定される。 

△ 

昭和54年度以前 
水道施設耐震工法指針が発行される以前であり耐震

性をほとんど考慮していないと想定される。 
× 

 

 浄水施設の老朽度・耐震度に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2101 経年化浄水施設率 （％） 0.0 0.0 4.8 ↓ 

2102 経年化浄水設備率 （％） 0.0 0.0 46.1 ↓ 

2207 浄水施設耐震率 （％） 0.0 100.0 5.4 ↑ 

 

 

内 容 分 野 課

題 

春日浄水場と芳田浄水場は、今後も使用する場合には劣化診断及び耐震

診断調査を実施して、適当な対策を講じることが必要 

安定 

持続 
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(3) 配水施設 

① 配水池の貯留能力 

配水池の標準的な貯留容量については、水道施設設計指針2000（（社）日

本水道協会発行）において１日 大給水量の12時間分以上を確保すること

が望ましいとされています。 

各事業における、配水池ごとの１日 大配水量（平成22年度実績）に対

する貯留時間は次表に示すとおりです。 

本市全体における貯留時間は、標準とされる12時間を上回る約15.8

（20.0）時間を確保しており、水需要に対して必要な貯留容量を有してい

ますが、事業別にみると芳田（岡崎）簡易水道において大幅に不足してい

ます。 

また、そのほかにも各配水池単位でみると、西脇地区水道の第６配水池、

第７配水池、黒田庄地区水道の大伏配水池、門柳調整池、黒田調整池につ

いては貯留時間が12時間を下回っており、受持ち配水区域の調整あるいは

増設等の対策が必要な状況です。 
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 配水池別１日 大配水量に対する貯留時間 

事 業 別 配水池名 有効容量 
１日 大配水量

（平成22年度）
貯留時間 

童子山配水池 3,300ｍ3 2,020ｍ3 39.2ｈ 

春日配水池 4,900ｍ3 10,201ｍ3 11.5ｈ 

大谷山配水池 1,800ｍ3 3,646ｍ3 11.8ｈ 

岡之山配水池 1,500ｍ3 1,170ｍ3 30.8ｈ 

第６配水池 103ｍ3 476ｍ3 5.2ｈ 

第７配水池 47ｍ3 126ｍ3 9.0ｈ 

第８配水池 60ｍ3 81ｍ3 17.8ｈ 

緑風台配水池 180ｍ3 90ｍ3 48.0ｈ 

茜が丘配水池 432ｍ3 222ｍ3 46.7ｈ 

県水受水池 (4,000ｍ3) ―  ―  

西脇地区水道 

計 
12,322ｍ3 

(16,322ｍ3)
18,032ｍ3 

16.4ｈ 

(21.7ｈ)

田高配水池 900ｍ3 1,219ｍ3 17.7ｈ 

新黒田配水池 1,500ｍ3 1,740ｍ3 20.7ｈ 

大伏配水池 260ｍ3 637ｍ3 9.8ｈ 

門柳調整池 36ｍ3 132ｍ3 6.5ｈ 

黒田調整池 32ｍ3 96ｍ3 8.0ｈ 

黒田庄地区水道 

計 2,728ｍ3 3,824ｍ3 17.1ｈ 

芳田第２配水池 115ｍ3 969ｍ3 2.8ｈ 

芳田第３配水池 125ｍ3 337ｍ3 8.9ｈ 
芳田（岡崎） 

簡 易 水 道 
計 240ｍ3 1,306ｍ3 4.4ｈ 

合 計 
12,290ｍ3 

(19,290ｍ3)
23,162ｍ3 

15.8ｈ 

(20.0ｈ)

注1) 門柳調整池及び黒田調整池は、配水区域を有しているため配水池として計上しています。 

注2) （ ）内は有効容量に県水受水池を加算した場合の数値です。 

 

 配水池の貯留能力に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2002 
給水人口１人当たり配水量 

 （L/日/人） 
343 303 358 ― 

2004 配水池貯留能力 （日） 
1.19 

(H22:1.33)
1.20 1.06 ↑ 

2006 給水普及率 （％） 99.8 99.8 98.6 ↑100 

 

 

内 容 分 野 課

題 

芳田地区配水池、第６配水池、第７配水池、大伏配水池、門柳調整池、

黒田調整池は貯留容量が不足しているため調整等が必要 
安定 
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② 配水池の老朽度・耐震度 

 老朽度 

各配水池について、竣工から現在までの経過年数を、地方公営企業法に

おける法定耐用年数と対比することにより、簡易的に老朽度を評価した結

果を次表に示します。 

なお、老朽度の評価基準については、浄水施設と同様とします。 

竣工後の経過年数では、西脇地区の童子山配水池が も古く、春日配水

池、岡之山配水池及び受水池、緑風台配水池がこれに続き、黒田庄地区で

は大伏配水池、門柳調整池、黒田調整池が古く、田高配水池がこれに続き

ます。これらは法定耐用年数を超過するまでには至っていないものの、更

新の要否を検討すべき老朽度レベルであると想定されます。 

また、その他の施設については、健全又は改良・強化すべき弱点があっ

ても許容できる老朽度レベルであると想定されます。 

ただし、配水池内面は常に水道水に含まれる塩素による影響を受けてお

り、特に気相部となる天井や壁上部などは腐食し易い環境にあるため、想

定以上に劣化が進行しているおそれがあります。 

 耐震度 

各配水池の竣工年における水道施設耐震工法指針（（社）日本水道協会発

行）に示されている耐震水準から、簡易的に耐震度を評価した結果を次表

に示します。 

なお、耐震度の評価基準については、浄水施設と同様とします。 

これによると、西脇地区においては童子山配水池、春日配水池、岡之山

配水池及び受水池、緑風台配水池、大谷山配水池、第６～第８配水池が、

また、黒田庄地区においては大伏配水池、門柳調整池、黒田調整池、田高

配水池、新黒田配水池が、更に芳田地区においては第２配水池、第３配水

池が、現在の耐震基準に対して安全性が不足している可能性があります。 

これに対して、茜が丘配水池と県水受水池は、いずれも竣工年が新しく

現在の耐震基準を満足しています。 
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 配水池の経過年数と老朽度・耐震度評価 

法定耐用年数 
配水池名 竣工年 

経過 

年数 

① 種別 構 造 年数②

超過 

年数 

①－②

老朽度

評 価 

耐震度

評 価 

童子山配水池 S34年 52年 構築物 RC造 60年 -８年 △ × 

S45年 41年 構築物 PC造 60年 -19年 △ × 
春日配水池 

S50年 36年 構築物 PC造 60年 -24年 △ × 

大谷山配水池 H６年 17年 構築物 PC造 60年 -43年 ○ △ 

岡之山配水池 S50年 36年 構築物 PC造 60年 -24年 △ × 

岡之山受水池 S50年 36年 構築物 PC造 60年 -24年 △ × 

第６配水池 H１年 22年 構築物 RC造 60年 -38年 ○ △ 

第７配水池 H１年 22年 構築物 RC造 60年 -38年 ○ △ 

第８配水池 H１年 22年 構築物 RC造 60年 -38年 ○ △ 

緑風台配水池 S54年 32年 構築物 RC造 60年 -28年 △ × 

茜が丘配水池 H17年 ６年 構築物 SUS造 45年 -39年 ○ ○ 

県水受水池 H22年 １年 構築物 PC造 60年 -59年 ○ ○ 

田高配水池 S55年 31年 構築物 RC造 60年 -29年 △ △ 

新黒田配水池 H７年 16年 構築物 RC造 60年 -44年 ○ △ 

大伏配水池 S45年 41年 構築物 RC造 60年 -19年 △ × 

門柳調整池 S45年 41年 構築物 RC造 60年 -19年 △ × 

黒田調整池 S45年 41年 構築物 RC造 60年 -19年 △ × 

芳田 

第２配水池 
S58年 28年 構築物 RC造 60年 -32年 ○ △ 

芳田 

第３配水池 
S58年 28年 構築物 RC造 60年 -32年 ○ △ 

注） 老朽度及び耐震度の評価は、40頁に示す「水道施設の老朽度・耐震度の簡易的評価基準」に基づ

くものです。 

 

 配水池の耐震度に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2208 ポンプ所耐震施設率 （％） 0.0 0.0 21.1 ↑ 

2209 配水池耐震施設率 （％） 
15.6 

(H22:26.5)
0.0 40.5 ↑ 

 

内 容 分 野 

童子山配水池、春日配水池、岡之山配水池及び受水池、緑風台配水池、

田高配水池、大伏配水池、門柳調整池、黒田調整池は、今後も使用する場

合には劣化診断及び耐震診断調査を実施して適当な対策を講じることが必

要 

安定 

持続 

課

題 

大谷山配水池、第６～第８配水池、新黒田配水池、芳田第２及び第３配

水池は、耐震診断調査を実施して適当な対策を講じることが必要 
安定 
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(4) 管路施設 

① 管路の老朽度 

本市の水道管は、事業創設に向け昭和29年に布設を開始して以来、給水

区域の拡張とともに整備を重ね、現在、約 368kmの延長を有しています。 

この中で、事業創設期に布設した水道管は、既に法定耐用年数である40

年以上を経過しており、出水不良や赤水が発生するおそれがあります。更

に、これらの管は現在使用しているものに比べて強度が低い非ダクタイル

鋳鉄管（普通鋳鉄管・高級鋳鉄管と呼ばれる）を使用しているため、破損

事故や漏水の発生が懸念されます。 

現在、本市にはこのような非ダクタイル鋳鉄管が、次表に示すとおり各

口径の合計で約20.2km（平成21年度末）残存しており、重要度の高い老朽

管から優先的に布設替えを行っていくことが必要です。 

 老朽管残存延長一覧表（平成21年度末） 

口 径 
非ダクタイル鋳鉄管の残存延長 

（ｍ） 

φ 500mm 177 

φ 400mm 1,831 

φ 350mm 3,031 

φ 300mm 1,193 

φ 250mm 2,909 

φ 200mm 4,587 

φ 150mm 2,399 

φ 100mm 1,298 

φ  75mm 2,786 

計 20,211 

 管路の老朽度に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2103 経年化管路率 （％） 1.2 0.0 5.9 ↓ 

2106 バルブの更新率 （％） 9.33 ― 1.61 ↑ 

5103 管路の事故割合 （件/100km） 4.3 6.6 6.1 ↓0 

5106 
給水管の事故割合 

 （件/1,000件）
6.0 3.9 5.5 ↓0 

 

内 容 分 野 課

題 重要度の高い老朽管を優先して計画的に更新していくことが必要 持続 
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② 管路の耐震度 

本市では、現在、古くなった管路などを更新する際に、耐震管であるNS

形継手ダクタイル鋳鉄管を使用しています。 

管路総延長に対する耐震管延長の比率（耐震化率）は、平成22年度にお

いて西脇地区水道で30.4％、黒田庄地区水道で 0.2％、芳田（岡崎）簡易

水道で 3.5％となっており、西脇市全体では22.8％にとどまっています。 

また、非耐震管の中には、特に耐震性が劣るとされる石綿セメント管や

非ダクタイル鋳鉄管が残存しています。 

よって、今後、このような耐震性が劣る管路の更新を優先的に実施しつ

つ、市全体として耐震化率を向上させていくことが必要です。 

 耐震管の布設延長 

延長（平成22年度実績） 

区 分 西 脇 地 区

水 道

黒 田庄地 区

水 道

芳田（岡崎）

簡 易 水 道
西 脇市全 体 

水道管総延長 （ｍ） 

（導・送・配水管の合計） 
272,599 68,434 26,678 367,711 

耐震管延長 （ｍ） 

（ダクタイル鋳鉄管NS形） 
82,877 132 941 83,950 

耐震化率 （％） 30.4 0.2 3.5 22.8 

 

 管路の耐震度に関する業務指標（ＰＩ） （平成21年度実績） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2210 管路の耐震化率 （％） 27.0 0.2 10.1 ↑ 

5102 
ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 

 （％） 
66.0 82.3 58.3 ↑100 

注） 水道事業ガイドラインで示す耐震管に該当する管種とは、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）及び水道配水用ポリエチレン管（高密度、熱融着継手）をいいま

す。 

 

内 容 分 野 課

題 

耐震性が劣る管路の更新を優先的に実施し耐震化率を向上させていくこ

とが必要 
安定 
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(5) 給水施設 

① 貯水槽水道 

本市では、現在、３階建てまでの建物※へは配水管と給水管を直接接続し

て給水する「直結給水」としていますが、それ以上の建物へは水道水を一

旦貯水槽に貯めて、そこからポンプ等により高架水槽に上げるなどして給

水する「貯水槽水道」としています。 

平成22年度末において、本市には貯水槽水道として、57件の簡易専用水

道（貯水槽の有効容量が10ｍ3を超える施設）と 112件の小規模貯水槽水道

（貯水槽の有効容量が10ｍ3未満の施設）が存在しています。 

これらの給水施設は、基本的に個人の財産であるため、マンションやビ

ルなどで貯水槽水道（受水槽や高置水槽のある建物）を使用されている場

合、受水槽等を含む施設の管理責任は設置者にあります。 

その内容として、簡易専用水道については水道法により１年以内ごとの

清掃及び検査が義務付けられており、小規模貯水槽水道についても平成14

年４月の水道法改正により、水道事業者が衛生管理に積極的に関与するこ

とが規定されました。 

これを受けて、本市では小規模貯水槽水道についても清浄な水道水を継

続して給水するために、西脇市給水条例で１年に 低１回以上の水槽の清

掃、点検と水道水の水質検査を行うよう努めなければならないことを規定

しています。 

今後とも、設置者に対して適正な管理及び水質検査等を行うよう継続的

に指導・助言し、衛生管理の充実を図っていくことが必要です。 

 

※ 道路面より８ｍ以下で、一定の水圧が保持できる場合に限ります。 
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貯水槽のしくみと管理責任の範囲 

 

内 容 分 野 課

題 

貯水槽水道の適正な管理及び水質検査等を行うよう指導・助言していく

ことが必要 
安心 
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② 鉛製給水管 

鉛製給水管は柔軟性に富み加工が容易なことから、水道事業創設以来、

給水管に多用していました。しかし、近年、水道水への鉛の溶出について

安全性が懸念されるようになり、平成15年４月に水道水質基準値が強化さ

れ、厚生労働省の「水道ビジョン」においても早期に鉛製給水管をゼロに

するという目標が掲げられています。 

本市においても、これまで配水管の布設替工事などに合わせて鉛製給水

管の取替えに努めてきましたが、平成22年度末で 800件が残存しているこ

とから、これらを早期に取替えることが必要となっています。 

 鉛製給水管に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

1117 鉛製給水管率 （％）
5.3 

(H22:3.1)
3.9 7.3 ↓0 

 

 

内 容 分 野 課

題 残存している鉛製給水管を早期に計画的に取替えることが必要 安心 
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３ 事業運営における現状分析・評価と課題抽出 

(1) 危機管理体制 

① 災害対応マニュアル 

本市では、災害対策全般に関し総合的かつ計画的な防災行政の推進を図

り、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、西

脇市防災会議により災害対策基本法第42条の規定に基づく西脇市地域防災

計画（平成20年度修正版）を策定しており、風水害、地震災害、大規模事

故災害等に関する基本的な指針を示しています。 

これについて、上下水道部では、災害等いかなる事態に際しても、重要

なライフラインである水道を市民の皆さまに安定的に供給することが、事

業者に課せられた責務であると心得ています。 

しかしながら、平成７年１月の阪神淡路大震災や平成23年３月の東日本

大震災などの大災害においては、水道施設も甚大な被害を受け地域生活や

産業に多大な支障を及ぼしており、更には施設の老朽化等に起因する事故

や水質汚染など想定される危機事象は広範囲にわたります。 

そのような中で、本市ではこれまで幸いにして大規模な断水を伴なうよ

うな災害や重大事故は発生していませんが、有事の際に速やかにかつ適切

な対応を行なうことを目指して、現在、西脇市地域防災計画に基づく「水

道危機管理対策マニュアル（案）」を作成中であり、早期にこれを完成させ

て、あらゆる災害や事故への予防措置と被災時の復旧体制を確立すること

が必要です。 

 事故に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2201 水源の水質事故数 （件） 0 0 0 ↓0 

2202 
幹線管路の事故割合 

 （件/100km） 
4.8 0.0 2.0 ↓0 

 

 

内 容 分 野 課

題 

水道危機管理対策マニュアルを完成させ、災害への予防措置と被災時の

復旧体制を確立することが必要 
安定 
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② 応援協力体制 

災害が広範囲にわたる場合や被害が甚大な場合などには、本市のみで事

態に対応することが困難であるため、近隣市町や水道工事業者等の応援を

受けて応急給水や応急復旧を行うことが必要となります。 

本市では、そのような事態に備えて関連する事業体や団体と次に示す協

定を締結しており、緊急時には迅速に応援協力を受けられる体制を整えて

います。 

今後は、このような応援協力体制を更に充実させるとともに、近隣事業

体との相互応援協力体制についても強化していくことが必要です。 

 上水道災害応援協力協定（平成18年５月締結） 

西脇市と西脇市上下水道ガス共同組合及び黒田庄町水道工事業組合が、

西脇市内において災害が発生した際、応急対策活動の万全を期すため、応

援協力に関して協定を締結しています。 

 兵庫県水道災害相互応援に関する協定（平成10年３月締結） 

地震や異常渇水その他水道災害における相互応援活動について、兵庫県、

県内各市町、各水道企業団、日本水道協会兵庫県支部、兵庫県簡易水道協

会の各団体と協定を締結しています。 

 災害発生時における日本水道協会関西地方支部内の相互応援に関する協

定（平成９年７月締結） 

地震や異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復でき

るように、日本水道協会関西地方支部内で協定を締結しています。 

 

 

内 容 分 野 課

題 

関連事業体や団体との応援協力体制の充実と、近隣事業体との相互応援

協力体制の強化が必要 
安定 
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③ 災害時給水拠点 

地震等災害時においても、飲料用や生活用として一定量の安全な水を確

保することが必要です。これについて西脇市地域防災計画では、各復旧段

階に応じた応急給水の目標を次表のとおり設定しています。 

 被災時における応急給水目標量 

内容 

時系列 
期 間 

１人当たり水量

（Ｌ/日） 
水量の用途内訳

給水方法と 

応急給水量の想定 

第１次給水 
災害発生から 

３日間 
３ 

生命維持のため

の 小限必要量 

自己貯水による利用と併

せ水を得られなかった者

に対する応急拠点給水 

４日目から 

10日目まで 
３～20 

調理、洗面等 低

限生活に必要な

水量 

自治会、自主防災会を中

心とする給水と応急拠点

給水 

第２次給水 

11日目から 

20日目まで 
20～ 100 

低限の浴用、洗

濯に必要な水量 

仮設配管による給水 

復旧した配水幹線・支線

に設置する仮設給水管か

らの給水 

第３次給水 
21日目から 

完全復旧まで 
100～被災前水量

通常給水とほぼ

同量 

仮設配管からの各戸給水

供用栓の設置 

 

本市では、西脇市地域防災計画において次の２箇所を地域防災拠点に指

定しており、災害発生時には給水拠点として取水場所から水を搬送し、給

水タンクやポリタンクにより避難者や在宅被災者へ給水する計画としてい

ます。 

また、このうちの西脇地区の重春小学校には飲料水兼用耐震性貯水槽（容

量 100ｍ3）を設置済みであり、これにより災害発生から３日間に１人１日

当たり３Ｌの水を供給する場合、約11,000人に給水することが可能です。 

 地域防災拠点（災害時給水拠点） 

地域防災拠点 所 在 地 備 考 

重春小学校 野村町 
飲料水兼用耐震性貯水槽（容量100ｍ3）１基を設

置済み 

防災ステーション 黒田庄町田高  

 

 災害時給水拠点に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2001 
給水人口１人当たり貯留飲料

水量 （L/人） 
206 181 214 ↑ 

2005 給水制限日数 （日） 0 0 1 ↓0 

2205 給水拠点密度 （箇所/100km2） 3.3 20.2 20.7 ↑ 
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内 容 分 野 課

題 西脇地区において災害時給水拠点の箇所数を増やすことが必要 安定 

 

 

④ 配水ネットワーク体制 

本市の配水系統は、現在、各配水池の受持ちごとで16の区域に分かれて

いますが、災害等によりいずれかの区域で配水に支障が生じた場合におい

ても、隣接する区域から応援配水できるように、各々の区域の配水管を相

互に連絡していることが望まれます。 

しかしながら、現状においては西脇地区と黒田庄地区の配水管を連絡す

る管は未整備となっており、また、同一地区内においても、加古川や杉原

川等により配水区域が地形的に分断され、配水ネットワーク体制がぜい弱

な区域が存在しています。 

よって、今後、このような水道事業間及び配水区域を相互に連絡する給

水連絡管を整備・充実していくことが必要です。 

 

 

内 容 分 野 課

題 
水道事業間及び配水区域を相互に連絡する給水連絡管を整備・充実して

いくことが必要 
安定 
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⑤ 応急給水機器の配備 

災害発生時の初期段階では、取水場所から所定の給水拠点へ水を搬送し、

給水タンクやポリタンクにより被災者に対して応急給水を行います。 

よって、これらの機器は実際に使用する際に不足することがないよう、

常に適正数量の配備に努めるとともに、いつでも使用可能な状態で保管し

ておくことが必要です。 

本市における応急給水機器の配備状況は、次表に示すとおりです。 

 応急給水機器の配備状況 

名 称 規 格 等 数量 保管場所 応急給水活動の内容 

1,000Ｌ ３個 春日浄水場 
給水タンク 

800Ｌ １個 田高浄水場 

運搬車に積載、取水場

所から注水し、所定の

給水拠点へ搬送、配水

を行う。 

３個 春日浄水場 
300Ｌ 

２個 田高浄水場 

10個 黒田浄化センター 

５個 田高浄水場 

18個 第２水源倉庫 
20Ｌ 

50個 岡防災倉庫 

70個 春日浄水場 

ポリタンク 

10Ｌ 
410個 第２庁舎下 

運搬車に積載、取水場

所から注水し、所定の

給水拠点へ搬送、市民

個々の容器へ配水を行

う。 

 

 応急給水機器に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2211 薬品備蓄日数 （日） 36.7 3.4 53.3 ― 

2213 給水車保有度 （台/1,000人） 0.030 0.000 0.017 ↑ 

2214 
可搬ポリタンク・ポリパック 

保有度 （個/1,000人） 
16.7 2.3 92.5 ↑ 

2215 
車載用の給水タンク 

保有度 （ｍ3/1,000人） 
0.091 0.11 0.12 ↑ 

2216 自家用発電設備容量率 （％） 6.4 35.1 49.8 ↑ 

 

 

内 容 分 野 課

題 応急給水機器の保有数を充実させることが必要 安定 
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(2) 組織構成 

① 職員構成 

上下水道部では、事業経営の効率化を目指して組織機構の見直しや業務

の外部委託を実施してきている中で、職員数についても継続的に削減して

きています。 

過去５年間における水道担当職員数の推移は次表に示すとおりであり、

平成18年度末に16名でしたが平成22年度末には10名へと削減してきており、

水道事業を適正に運営していく上で必要 小限の人数になっています。 

 水道担当職員数の推移 

職種区分 H18 H19 H20 H21 H22 

事 務 職 ９人 ７人 ６人 ５人 ５人 

技 術 職 ７人 ７人 ６人 ６人 ５人 

合 計 16人 14人 12人 11人 10人 

注1) 技術職には技能職を含む。 

注2) 嘱託職員は含まない。 

7 7 6 6 5

9
7

6 5
5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

H18 H19 H20 H21 H22 （年度）

（人）

事務職

技術職

 
水道職員数の推移 

 組織・職員構成に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

3007 
職員１人当たり給水収益 

 （千円/人）

58,754 

(H22:81,046)
159,921 63,888 ↑ 

3109 
職員１人当たり配水量 

 （ｍ3/人）

412,500 

(H22:473,030)
810,000 335,222 ↑ 

3110 
職員１人当たりメータ数 

 （個/人）

1,340 

(H22:1,489)
2,543 1,069 ↑ 

 

内 容 分 野 課

題 適正な職員数を維持していくことが望ましい。 持続 
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② 技術者の確保 

市民生活や産業活動において重要なライフラインである水道を、安全か

つ安定してお客さまに供給するためには、水道施設の計画、設計、建設か

ら運転管理に至るまでの幅広い専門的知識・技術及び経験が必要です。 

しかし、現在では水道施設の管理業務を外部委託してしているため、平

成22年度末における水道担当職員の年齢構成は、次表に示すとおり組織全

体として年配者の構成比率が高いものとなっており、特に技術職について

は全員が45歳以上という偏った状況にあります。 

そのため、近い将来にベテラン技術者が定年退職していくことを考慮し

て、その経験やノウハウを、次世代を担う職員に継承していくことが喫緊

の課題となっていますが、現状において継承していく若手技術職員が不在

の状況です。 

将来にわたり、水道事業を適正に運営していくために、水道技術を継承

していく人材を計画的に育成していくことが必要となっています。 

 水道担当職員の年齢構成（平成22年度末現在） 

事 務 職 技 術 職 水道担当職員全体 年齢区分

（歳） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

  ～19       

20～24       

25～29 １ 20.0   １ 10.0 

30～34       

35～39 １ 20.0   １ 10.0 

40～44 １ 20.0   １ 10.0 

45～49 １ 20.0 ２ 40.0 ３ 30.0 

50～54 １ 20.0 １ 20.0 ２ 20.0 

55～59   ２ 40.0 ２ 20.0 

計 ５ 100.0 ５ 100.0 10 100.0 

注1) 技術職には技能職１名を含む。 

注2) 嘱託職員１名は含まない。 
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水道職員の職種別年齢構成 

 

 技術者の確保に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

3101 職員資格取得度 （件/人）
0.30 

(H22:0.33)
1.00 1.07 ↑ 

3105 技術職員率 （％） 40.0 0.0 56.1 ― 

 

 

内 容 分 野 課

題 ベテラン技術者の水道技術を継承していく人材の確保・育成が必要 持続 

 

2

1

2

0 1 2 3

  ～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

(年齢)

技術職　(人)

1

1

1

1

1

0123

事務職　(人)



西脇市水道ビジョン 

58 

(3) 事業運営 

① 事業の効率性 

今後、水需要の伸びが期待できない中で、事業運営の経済性・効率性を

表す業務指標である有収率、施設利用率、施設 大稼働率、負荷率を他事

業体と比較すると、西脇地区は全体的に平均を上回っており、黒田庄地区

は全体的に平均を下回っています。 

これは、事業規模の違いに加えて、給水対象となる住宅等の密集度が西

脇地区は比較的高く黒田庄地区は比較的低いという、給水区域の地域特性

が大きな要因になっています。 

また、その他の配水管延長密度、水道メータ密度、バルブ設置密度、消

火栓設置密度については、他事業体と比べて大きく乖離していない値とな

っています。 

なお、芳田簡易水道については平成28年度までに西脇地区水道に事業統

合し、上水道事業として一体的に運用するすることが決まっています。 

 事業の効率性に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

2007 配水管延長密度 （km/km2） 9.0 5.0 5.4 ― 

2008 水道メータ密度 （個/km） 49 34 21 ― 

3018 有収率 （％） 92.6 87.0 90.0 ↑ 

3019 施設利用率 （％） 74.4 49.3 59.3 ― 

3020 施設 大稼働率 （％） 86.2 62.1 72.1 ― 

3021 負荷率 （％） 86.3 79.4 83.5 ― 

5109 断水･濁水時間 （時間） 0.00 0.00 0.35 ↓0 

5112 バルブ設置密度 （基/km） 9.7 11.5 14.5 ↑ 

5114 消火栓設置密度 （基/km） 2.4 4.4 2.7 ↑ 

 

 

内 容 分 野 課

題 黒田庄地区は事業の効率性を向上していくことが必要 持続 
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② 外部への業務委託 

本市では、行財政改革の一環として職員数の削減を進めていますが、そ

れと並行して、民間のノウハウを活用し市民サービスの向上と経営の健全

化・効率化を図ることを目的として、次表に示す業務を平成19年10月から

民間事業者に委託しています。 

しかし、上下水道部では今後10年程度の間に多くのベテラン職員が定年

退職を迎えることが見込まれているため、外部委託の拡大については、健

全な事業運営を継続していく上で必要な人材を部内で確保することとの両

立を図りつつ推進していくことが必要です。 

 外部委託業務の種類と内容 

委託業務の種類 委 託 の 内 容 

上下水道部料金関連業務 

・窓口業務 

・閉開栓業務 

・検針業務 

・調定業務 

・上下水道料金収納及び滞納整理業務 

・上記に付随する各種業務 

水道施設管理業務 

・上水道施設の運転管理 

・水質管理 

・保守・点検業務 

・データ記録・報告・管理・保管 

・夜間・休日の漏水に対する初期対応 

・住民からの初期対応 

 

 外部への業務委託に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

5008 検針委託率 （％） 100.0 100.0 99.4 ― 

5009 浄水場第三者委託率 （％） 100.0 100.0 8.3 ― 

 

 

内 容 分 野 課

題 

必要な人材の確保と外部委託を両立させて事業運営の効率化を図ること

が必要 
持続 
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③ 水道料金 

本市における水道料金は、現在、芳田簡易水道を含む西脇地区水道と黒

田庄地区水道において異なるものとなっており、次表及び図に示すとおり

です。 

この理由は、合併以前における両市町の料金体系が大きく異なっていた

ことと、現状においても浄水方法が異なっているために、今日まで統一で

きていないことによるものです。ただし、平成22年10月に西脇地区水道（芳

田簡易水道を含む。）の料金改定を実施したことにより料金格差は縮小して

います。 

なお、料金制度としては、両地区とも水道メータ口径ごとに異なる基本

料金（基本水量分の料金を含む。）と、使用水量に応じて設定している従量

料金からなる二部料金制を採用しており、従量料金については使用水量が

多くなるほど料金単価が高くなる逓増制としています。 

 西脇地区水道の一般家庭に対する料金体系（税込・２月分） （単位：円） 

基 本 料 金 従 量 料 金 
メータ口径 

基本水量 基本料金 21ｍ3～60ｍ3 61ｍ3～ 

13mm 20ｍ3 3,885 

20mm 20ｍ3 3,885 
147.00 

25mm 60ｍ3 17,535 ― 

40mm 100ｍ3 40,845 ― 

50mm 200ｍ3 81,585 ― 

75mm 200ｍ3 155,400 ― 

100mm 400ｍ3 310,800 ― 

210.00 

注1) 従量料金には、このほかに共用及び連用、公衆浴場用、工事用及び臨時用、その他の設定があり

ます。 

注2) 芳田（岡崎）簡易水道を含む。 

 黒田庄地区水道の一般家庭に対する料金体系（税込・２月分） （単位：円） 

基 本 料 金 従 量 料 金 
メータ口径 

基本水量 基本料金 21ｍ3～40ｍ3 41ｍ3～200ｍ3 201ｍ3～ 

13mm 20ｍ3 4,200 

20mm 20ｍ3 5,880 

25mm 20ｍ3 7,980 

210.0 220.50 231.00 

40mm 60ｍ3 23,100 ― 

50mm 80ｍ3 37,800 ― 
231.00 

75mm 200ｍ3 102,900 ― ― 

241.50 

注） 基本料金及び従量料金には、このほかに工事臨時用の設定があります。 
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注） 芳田（岡崎）簡易水道料金体系は西脇地区水道料金と同額です。 

 

 水道料金に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

3017 
１月当たり家庭用料金 

（20ｍ3） （円）

2,572 

(H22:3,412)
4,200 3,307 ↓ 

 

 

内 容 分 野 課

題 

両地区の給水サービス（水質レベル）の均一化を図った上で、料金を統

一していくことが必要 
持続 
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④ 財政状況 

 収益的収支 

収益的収支とは、浄水処理や水道施設の維持管理に要する経費を中心と

した、水道事業における経常的な営業活動に伴なう財政収支のことをいい

ます。 

次表に、過去５年間における収益的収支の決算概要（西脇地区水道、黒

田庄地区水道、芳田（岡崎）簡易水道の合計）を示します。 

事業収益 

事業収益の内訳は、給水収益が全体の96％～97％を占めており、収入の

ほとんどを水道料金に頼っている状況です。 

給水収益は、近年の使用水量の減少に伴ない平成21年度まで減少傾向に

ありましたが、平成22年度はわずかに使用水量が増加したことと、平成22

年10月に西脇地区水道及び芳田（岡崎）簡易水道の料金改定を実施したこ

とにより市全体として増加に転じました。 

このことにより、事業収益全体額についても平成21年度まで続いていた

減少傾向から、平成22年度は増加に転じています。 

事業費用 

事業費用の内訳では、減価償却費が全体の42％～44％と も大きな割合

を占めており、続いて原水及び浄水費、給水及び配水費、営業外費用の順

となっています。 

このうち、企業債残高の減少に伴なう支払い利息の減少、職員数の見直

しによる人件費の削減などにより給水及び配水費、営業外費用が減少して

きているものの、平成21年度から県営水道受水を開始したことや受水施設

の完成に伴ない、原水及び浄水費、減価償却費が増加しています。 

これらのことにより、事業費用全体額については平成20年度までの横ば

い傾向から、平成21年度以降は増加に転じています。 

収支 

収支損益の推移をみると、平成20年度まではわずかに黒字経営を続けて

いましたが、平成21年度に県営水道受水による負担等が影響して赤字経営

に陥り、その後、平成22年度に料金改定を実施したことにより、再度、黒

字経営に回復しています。 

しかし、黒字額はわずかであり、安定経営を継続していくために更なる
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事業運営の効率化に努める必要があります。 

 

 収益的収支の決算概要 （単位：百万円） 

科 目 H18 H19 H20 H21 H22 

事業収益 905 898 878 867 957 

給水収益 871 870 849 840 928 

負担金 2 2 2 2 2 

その他営業収支 2 2 2 1 1 

営業外収益 30 24 23 21 25 

収

入 

特別利益 0 0 2 3 1 

事業費用 865 867 855 933 951 

原水及び浄水費 145 145 155 224 239 

給水及び配水費 141 144 135 120 107 

業務及び総係費 72 71 76 81 79 

減価償却費 372 379 376 396 422 

資産減耗費 7 6 2 3 4 

その他営業費用 0 0 0 0 0 

営業外費用 128 122 111 109 100 

支

出 

特別損失 0 0 0 0 0 

当年度純損益 40 31 23 ▲66 6 

注） 本表は西脇地区水道、黒田庄地区水道、芳田（岡崎）簡易水道の合計です。 
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 資本的収支 

資本的収支とは、将来にわたり安定給水ができるように、水道施設を建

設・改良するための費用を中心とした、水道事業における投資的財政収支

のことをいいます。 

次表に、過去５年間における資本的収支の決算概要（西脇地区水道、黒

田庄地区水道、芳田（岡崎）簡易水道の合計）を示します。 

資本的収入 

資本的収入の内訳は、主に企業債、一般会計出資金、国庫補助金です。 

平成17年度から平成22年度まで実施してきた県営水道受水施設整備事業

に際しては、これらを財源の柱としてきており、今後、実施する予定の浄

水施設新設や老朽施設更新等の事業についても、国庫補助金を有効に活用

することが望まれます。 

資本的支出 

資本的支出の内訳は、建設改良費とこれまでに借り入れた企業債の償還

金です。 

過去５年間における建設改良費の内容は、平成17年度より続けてきた県

営水道受水施設の整備が主な事業ですが、これについては平成22年度で完

成に至りました。 

企業債償還金については、平成19年度から21年度まで国の公的資金繰上

償還制度に基づく一部繰上償還を行ってきたため、その間の支出が増大し

ていますが、その効果により平成22年度には大幅に減少しています。 

収支 

収支差引における不足額については、主に直接の現金支出を伴わない減

価償却費や資産減耗費などの過年度分損益勘定留保資金を充てて賄ってい

ます。 
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 資本的収支の決算概要 （単位：百万円） 

科 目 H18 H19 H20 H21 H22 

資本的収入 870 248 634 328 242 

企業債 139 40 230 103 77 

出資金 196 40 192 103 55 

国庫補助金 196 40 192 103 81 

負担金 289 62 1 1 13 

給水分担金 34 21 19 18 16 

固定資産売却代金 0 0 0 0 0 

収

入 

借入金（簡易水道） 16 45 0 0 0 

資本的支出 1,047 764 894 671 451 

建設改良費 901 536 624 357 332 支
出 企業債償還金 146 228 270 314 119 

差引 ▲177 ▲516 ▲260 ▲343 ▲209 

注） 本表は西脇地区水道、黒田庄地区水道、芳田（岡崎）簡易水道の合計です。 

 

 

 
         （収益的収支）              （資本的収支） 

収益的収支と資本的収支の決算状況 

次表に財政状況に関する業務指標を示します。 

これによると、西脇地区については、事業の収益性を示す営業収支比率、

経常収支比率、総収支比率、料金回収率がいずれも 100％以下となってお

り、事業損失を生じていることを示しています。これは、本指標値が水道

料金改定前の平成21年度赤字決算に基づいているためで、その後、平成22

年10月に料金改定を実施したことにより、平成23年度にはいずれの指標値

も 100％以上に改善する見込みです。 

また、黒田庄地区については、平成21年度決算における事業収支に問題

はありませんが、給水収益に対する企業債利息、減価償却費、企業債償還

金、企業債残高の割合がいずれも高く、平成23年度には経常収支比率、総
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収支比率、料金回収率がいずれも 100％以下になり、事業損失が生じるこ

とが見込まれます。その原因としては、これまで行ってきた多額の事業投

資が影響しています。 

 財政状況に関する業務指標（ＰＩ） 【平成21年度】 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西脇地区 黒田庄地区 両地区合計

同 規 模 

事業体平均 

望ましい

方 向 性

3001 営業収支比率 （％） 97.1 121.6 101.2 117.3 ↑ 

3002 経常収支比率 （％） 88.8 103.2 91.3 107.3 ↑ 

3003 総収支比率 （％） 89.1 103.3 91.6 106.8 ↑ 

3004 累積欠損金比率 （％） 5.3 0.0 4.3 0.7 ↓0 

3005 
繰入金比率 

（収益的収入分） （％） 
0.0 0.0 0.0 1.3 ― 

3006 
繰入金比率 

（資本的収入分） （％） 
31.6 0.0 31.4 11.8 ↓0 

3008 
給水収益に対する 

職員給与費の割合 （％） 
14.5 4.5 12.5 15.7 ↓ 

3009 
給水収益に対する 

企業債利息の割合 （％） 
11.4 16.4 12.4 10.7 ↓ 

3010 
給水収益に対する 

減価償却費の割合 （％） 
48.7 50.5 49.1 30.2 ↓ 

3011 
給水収益に対する 

企業債償還金の割合（％） 
40.9 30.4 38.8 27.1 ↓ 

3012 
給水収益に対する 

企業債残高の割合 （％） 
293.9 607.6 356.2 349.0 ↓ 

3013 料金回収率 （％） 86.3 100.1 88.7 100.6 ↑ 

3014 供給単価 （円/ｍ3） 169.2 226.8 178.2 191.7 ↓ 

3015 給水原価 （円/ｍ3） 196.0 226.6 200.8 192.3 ↓ 

3022 流動比率 （％） 312.2 2,445.1 500.9 1,173.5 ↑ 

3023 自己資本構成率 （％） 79.0 71.9 77.2 65.5 ↑ 

3024 固定比率 （％） 121.1 126.2 122.3 146.1 ↓ 

3025 
企業債償還元金 

対減価償却費比率 （％） 
83.9 60.2 79.0 95.9 ↓ 

3026 固定資産回転率 （回） 0.07 0.05 0.06 0.12 ↑ 

3027 
固定資産使用効率 

 （ｍ3/10,000円） 
4.2 2.5 3.8 6.9 ↑ 
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 財政状況に関する業務指標（ＰＩ） 【平成22年度】 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区 両地区合計 

望ましい 

方 向 性 

3001 営業収支比率 （％） 105.3 122.0 108.0 ↑ 

3002 経常収支比率 （％） 98.0 103.8 99.0 ↑ 

3003 総収支比率 （％） 98.1 103.8 99.1 ↑ 

3004 累積欠損金比率 （％） 6.7 0.0 5.5 ↓0 

3005 
繰入金比率（収益的収入分）

 （％）
0.3 0.0 0.2 ― 

3006 
繰入金比率（資本的収入分）

 （％）
33.8 0.0 33.5 ↓0 

3008 
給水収益に対する 

職員給与費の割合 （％）
11.6 5.0 10.4 ↓ 

3009 
給水収益に対する 

企業債利息の割合 （％）
8.7 15.3 9.9 ↓ 

3010 
給水収益に対する 

減価償却費の割合 （％）
47.0 49.6 47.4 ↓ 

3011 
給水収益に対する 

企業債償還金の割合 （％）
10.3 26.7 13.3 ↓ 

3012 
給水収益に対する 

企業債残高の割合 （％）
260.7 577.8 318.0 ↓ 

3013 料金回収率 （％） 95.2 100.3 96.1 ↑ 

3014 供給単価 （円/ｍ3） 187.6 226.4 193.6 ↓ 

3015 給水原価 （円/ｍ3） 196.9 225.6 201.4 ↓ 

3022 流動比率 （％） 568.9 2818.2 827.2 ↑ 

3023 自己資本構成率 （％） 79.6 72.9 77.9 ↑ 

3024 固定比率 （％） 118.6 122.8 119.6 ↓ 

3025 
企業債償還元金 

対減価償却費比率 （％）
21.9 53.7 27.9 ↓ 

3026 固定資産回転率 （回） 0.07 0.05 0.07 ↑ 

3027 
固定資産使用効率 

 （ｍ3/10,000円）
4.4 2.6 3.9 ↑ 
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 財政状況に関する業務指標（ＰＩ） 【平成23年度見込値】 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区 両地区合計 

望ましい 

方 向 性 

3001 営業収支比率 （％） 113.8 109.3 113.1 ↑ 

3002 経常収支比率 （％） 104.7 96.1 103.2 ↑ 

3003 総収支比率 （％） 104.1 95.0 102.5 ↑ 

3004 累積欠損金比率 （％） 0.0 0.0 0.0 ↓0 

3005 
繰入金比率（収益的収入分） 

 （％） 
0.2 0.0 0.1 ― 

3006 
繰入金比率（資本的収入分） 

 （％） 
10.5 65.0 18.7 ↓0 

3008 
給水収益に対する 

職員給与費の割合 （％） 
7.9 5.0 7.4 ↓ 

3009 
給水収益に対する 

企業債利息の割合 （％） 
0.7 13.7 2.8 ↓ 

3010 
給水収益に対する 

減価償却費の割合 （％） 
41.4 46.4 42.2 ↓ 

3011 
給水収益に対する 

企業債償還金の割合 （％） 
9.3 26.2 12.1 ↓ 

3012 
給水収益に対する 

企業債残高の割合 （％） 
― ― ― ↓ 

3013 料金回収率 （％） 102.1 93.6 100.6 ↑ 

3014 供給単価 （円/ｍ3） 228.4 244.5 225.4 ↓ 

3015 給水原価 （円/ｍ3） 223.8 261.2 224.1 ↓ 

3022 流動比率 （％） ― ― ― ↑ 

3023 自己資本構成率 （％） ― ― ― ↑ 

3024 固定比率 （％） ― ― ― ↓ 

3025 
企業債償還元金 

対減価償却費比率 （％） 
22.4 56.6 28.6 ↓ 

3026 固定資産回転率 （回） ― ― ― ↑ 

3027 
固定資産使用効率 

 （ｍ3/10,000円） 
― ― ― ↑ 

注） 平成23年度指標値は見込値です。 

 

 

内 容 分 野 

今後見込まれる料金収入の減少に対して、更なる事業経営の効率化が必

要 
持続 

課

題 

黒田庄地区水道における企業債残高の削減に努めることが必要 持続 

 



第３章 現状の分析・評価と課題の抽出 

69 

⑤ お客さまサービス 

水道事業は、お客さまからの料金収入によって成り立っているものであ

り、事業者にはお客さま満足度を向上させていくことが求められます。 

そのためには、近年、多様化し高度化しているお客さまの水道に対する

ニーズを的確に把握し、お客さまの視点に立ったサービスの充実を図ると

ともに、水道事業についての正しい知識の普及啓発や情報の提供に努める

ことが重要です。 

 料金の収納 

水道料金の収納方法については、上下水道お客さまセンター窓口での支

払い、銀行など金融機関での口座振替及び窓口での支払いに加えて、近年、

コンビニエンスストアでの取扱いを開始しています。 

本市水道の平成22年度における過年度分料金未納率は0.38％と低い状況

にありますが、このようなお客さまの利便性が向上する施策を推進してい

くことにより、更なる未納率の低減を目指すことが望まれます。 

 苦情及び提案等 

お客さまからいただく水質、料金、危機管理など水道に関する様々な内

容の問合せ・苦情等に対して、速やかに納得していただける回答を行うよ

う心掛けています。 

また、提案等をいただいた事項に対しては、必要に応じて部内で検討し

前向きに対処するよう努めています。 

 広報・広聴活動 

ホームページ 

本市ホームページの上下水道では、水道施設の

紹介、経営状況、料金、各種手続、審議会、使用

上の注意など水道全般に関する様々な情報を提

供しています。 

広報誌 

本市が毎月１回発行している「広報にしわき」

の紙面上において、市民の皆様に水道に関するそ

の時々の情報提供や啓発を行っています。 

また、毎年６月１日から７日間にわたる水道週間には、水道に関する特

集を掲載しています。 
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アンケート調査 

お客さまから広く水道事業に対するご意見を伺い、今後の事業運営に役

立たせることを目的として、平成22年７月から８月にかけて「西脇市水道

事業お客さまアンケート調査」を実施しました。 

調査の方法は、お客さまの中から 1,000人の方を無作為に選出し、水道

水に対する意識、利用状況、料金、事業運営など幅広い項目について回答

をいただきました。 

なお、この調査により得られたご意見等は、本水道ビジョンにおける施

策目標の中に反映させています。 

出前講座 

水道職員が、市民の皆様の要望に応じて

講師として各地域に出向き、水道に関する

説明や情報提供などのお話をして、水道を

正しく理解し親しみを持っていただけるよ

う努めています。 

施設見学 

小学生を対象に、学校単位で水道施設の

見学を受け入れており、学校教育の一環と

して役立てていただいています。 

 

 

 

 

内 容 分 野 

料金未納率を低減していくことが望ましい。 持続 

お客さまの満足度・信頼度の向上に努めることが必要 持続 

課

題 

広報及び広聴活動を充実させていくことが必要 持続 
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(4) 環境への影響 

① 環境負荷 

水道事業が活動することによって生じる環境負荷について、次表に関連

する業務指標を示します。 

これによると、西脇地区水道と黒田庄地区水道ともに他事業体に比べて

電力消費量が高い数値を示しています。これは、両地区とも水源井戸から

の取水や山間部への送配水に加圧設備を多用していることが要因となって

いるほか、黒田庄地区については浄水施設に膜ろ過設備を使用しているこ

とが影響しています。 

太陽光や風力・小水力発電等の再生可能エネルギーの利用については、

現在までのところ取組に至っておらず、今後、検討していくべき課題とな

っています。 

また、建設副産物などのリサイクルについては、建設工事に伴なう発生

土の活用などを実施していますが、浄水汚泥など廃棄物の再資源化などに

ついても、今後、取組んでいくことが必要です。 

 環境負荷に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

4001 
配水量１ｍ3当たり 

電力消費量 （kwh/ｍ3）
0.75 0.96 0.35 ↓ 

4005 
建設副産物のリサイクル率 

 （％）
79.1 ― 67.6 ↑100 

 

 

内 容 分 野 

効率的な水道システムを構築し、電力使用量を低減していくことが必要 環境 

建設副産物のリサイクルを更に推進していくが必要 環境 

課

題 

再生可能エネルギーの利用に取組むことが必要 環境 
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② 水資源の有効利用 

水は限りある大切な資源であるため、取水から給水に至る過程において、

できる限り無効水量を少なくするシステムづくりが求められます。 

ここで、水の有効利用に関連する業務指標を次表に示します。 

これによると、黒田庄地区において漏水・不明水が多く、有収率が比較

的低い数値となっており、今後、老朽管の計画的更新などによりこれらを

改善していくことが必要です。 

 

 水資源の有効利用に関する業務指標（ＰＩ） 

西 脇 市 
番号 業 務指標 名 

西 脇 地 区 黒田庄地区

同 規 模 

事業体平均 

望ましい 

方 向 性 

1003 原水有効利用率 （％） 90.6 76.5 88.8 ↑ 

3018 有収率 （％） 92.6 87.0 90.0 ↑ 

4101 地下水率 （％） 100.0 100.0 24.9 ― 

5107 漏水率 （％） 5.0 12.1 6.8 ↓0 

5108 
給水件数当たり漏水量 

 （ｍ3/年/件） 
15.3 38.5 22.1 ↓0 

 

 

内 容 分 野 課

題 黒田庄地区の漏水率を下げて有収率を向上していくことが必要 環境 
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４ 課題のまとめ 

施設における課題 

項 目 課 題 分野 

(1) 取水施設 

 第１水源と第２水源の適切な取水管理が必要 安定 

 
①取水量 第４水源と芳田地区水源の取水を抑制していくこと

が必要 
安定 

 
第４水源の水質不良に対して適切な浄水処理を継続
することが必要 

安心 

 
②原水水質 遊離炭酸と腐食性（ランゲリア指数）が目標値に対

して超過あるいは不足している水源に対して適切な
浄水処理を行うことが望ましい。 

安心 

 
③クリプトスポリジウム

等による汚染のおそれ 

西脇地区において滅菌処理のみを行っている第１水
源、第２水源、第３水源、第５水源、第６水源、第
７水源はクリプトスポリジウム等対策が必要 

安心 

(2) 浄水施設 

 ①浄水量 
西脇地区で今後整備する新たな浄水施設は、事業全
体の視点から関連する要素を含めて計画することが
必要 

安定 

 

第１水源、第２水源、第３水源、第５水源、第６水
源、第７水源はクリプトスポリジウム等対策として
ろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過等）又は紫
外線処理設備を整備することが必要 

安心 

 西脇地区の残留塩素濃度を低減することが望ましい。 安心 

 西脇地区で水質検査箇所数を増やすことが必要 安心 

 

②浄水方法と水質 

連続自動水質監視装置を整備していくことが必要 安心 

 
③浄水施設の老朽度・耐震

度 

春日浄水場と芳田浄水場は、今後も使用する場合に
は劣化診断及び耐震診断調査を実施して、適当な対
策を講じることが必要 

安定 
持続 

(3) 配水施設 

 ①配水池の貯留能力 
芳田地区配水池、第６配水池、第７配水池、大伏配
水池、門柳調整池、黒田調整池は貯留容量が不足し
ているため調整等が必要 

安定 

 

童子山配水池、春日配水池、岡之山配水池及び受水
池、緑風台配水池、田高配水池、大伏配水池、門柳
調整池、黒田調整池は、今後も使用する場合には劣
化診断及び耐震診断調査を実施して適当な対策を講
じることが必要 

安定 
持続 

 

②配水池の老朽度・耐震度 

大谷山配水池、第６～第８配水池、新黒田配水池、
芳田第２及び第３配水池は、耐震診断調査を実施し
て適当な対策を講じることが必要 

安定 

(4) 管路施設 

 ①管路の老朽度 
重要度の高い老朽管を優先して計画的に更新してい
くことが必要 

持続 

 ②管路の耐震度 
耐震性が劣る管路の更新を優先的に実施し耐震化率
を向上させていくことが必要 

安定 

(5) 給水施設 

 ①貯水槽水道 
貯水槽水道の適正な管理及び水質検査等を行うよう
指導・助言していくことが必要 

安心 

 ②鉛製給水管 
残存している鉛製給水管を計画的に取替えることが
必要 

安心 
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事業運営における課題 

項 目 課 題 分野 

(1) 危機管理体制 

 ①災害対策マニュアル 
水道危機管理対策マニュアルを完成させ、災害への
予防措置と被災時の復旧体制を確立することが必要 

安定 

 ②応援協力体制 
関連事業体や団体との応援協力体制の充実と、近隣
事業体との相互応援協力体制の強化が必要 

安定 

 ③災害時給水拠点 
西脇地区において災害時給水拠点の箇所数を増やす
ことが必要 

安定 

 ④配水ネットワーク体制 
水道事業間及び配水区域を相互に連絡する給水連絡
管を整備・充実していくことが必要 

安定 

 ⑤応急給水機器の配備 応急給水機器の保有数を充実させることが必要 安定 

(2) 組織構成 

 ①職員構成 
西脇地区の職員１人当たり給水収益について改善が
必要 

持続 

 ②技術者の確保 
ベテラン技術者の水道技術を継承していく人材の育
成が必要 

持続 

(3) 事業運営 

 ①事業の効率性 
黒田庄地区は事業の効率性を向上していくことが必
要 

持続 

 ②外部への業務委託 
必要な人材の確保と外部委託を両立させて事業運営
の効率化を図ることが必要 

持続 

 ③水道料金 
両地区の給水サービス（水質レベル）の均一化を図
った上で、料金を統一していくことが必要 

持続 

 
今後見込まれる料金収入の減少に対して、更なる事
業経営の効率化が必要 

持続 

 
④財政状況 

黒田庄地区水道における企業債残高の削減に努める
ことが必要 

持続 

 料金未納率を低減していくことが望ましい。 持続 

 
お客さまの満足度・信頼度の向上に努めることが必
要 

持続 

 

⑤お客さまサービス 

広報及び広聴活動を充実させていくことが必要 持続 

(4) 環境への影響 

 
効率的な水道システムを構築し、電力使用量を低減
していくことが必要 

環境 

 建設副産物のリサイクルを更に推進していくが必要 環境 

 

①環境負荷 

再生可能エネルギーの利用に取り組むことが必要 環境 

 ②水資源の有効利用 
黒田庄地区の漏水率を下げて有収率を向上していく
ことが必要 

環境 
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１ 優先度の設定 

第３章において、本市水道事業の現状を分析・評価して抽出した課題を、

厚生労働省が策定した「水道ビジョン」に示される施策目標である『安心』、

『安定』、『持続』、『環境』の観点から分類します。 

なお、「水道ビジョン」に５番目の施策目標として示されている『国際』

については、本市水道事業では現状において該当する課題がないため省略し

ます。 

また、それぞれの課題の優先度については、緊急度、重要度、難易度及び

業務指標値を総合的に勘案して、次表に示すとおりレベル１からレベル３ま

での３とおりに区分し設定します。 

 優先度の設定 

レベル

１ 

○早急に解決すべき課題 

緊 急 度：事業を運営する上で支障をきたしており、早急に解決しなければな

らないもの 

重 要 度：安全で安定した水の供給を脅かしており、水道事業を運営していく

上で解決しなければならないもの 

難 易 度：財政的及び物理的に今後５年程度以内に達成可能と判断されるもの

業務指標値：同規模事業体と比較して著しく劣っており改善が必要なもの 

レベル

２ 

○目標年度までに解決すべき課題 

緊 急 度：事業を運営する上で支障をきたしている、あるいはきたすおそれが

あり、できるだけ早く解決すべきもの 

重 要 度：安全で安定した水の供給を脅かしている、あるいは脅かすおそれが

あり、水道事業を運営していく上で解決すべきもの 

難 易 度：財政的及び物理的に今後10年程度以内に達成可能と判断されるもの

業務指標値：同規模事業体と比較して劣っており改善すべきもの 

レベル

３ 

○ 終的な将来像にむけて取り組む課題 

緊 急 度：事業を運営する上で支障をきたすおそれがあり、将来的に解決が望

まれるもの 

重 要 度：安全で安定した水の供給を脅かすおそれがあり、水道事業を運営し

ていく上で解決することが望ましいもの 

難 易 度：財政的及び物理的に今後10年程度以内に達成することが困難と判断

されるもの 

業務指標値：同規模事業体と比較して劣っており改善が望まれるもの、あるいは

同等以上であっても更なる向上が望まれるもの 
 

 
優先度レベルの区分 

レベル１ 

レベル２

レベル３

現況 目標年度 

（10年度）

終的 

将来像 
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２ 課題の整理と優先度 

『安心』の観点から抽出した課題 

項 目 課 題 
優先度

レベル

施設における課題 

(1) 取水施設 

 
第４水源の水質不良に対して適切な浄水処理を継続

することが必要 
２ 

 

②原水水質 遊離炭酸と腐食性（ランゲリア指数）が目標値に対
して超過あるいは不足している水源に対して適切な
浄水処理を行うことが望ましい。 

２ 

 
③クリプトスポリジウム

等による汚染のおそれ 

西脇地区において滅菌処理のみを行っている第１水

源、第２水源、第３水源、第５水源、第６水源、第

７水源はクリプトスポリジウム等対策が必要 

１ 

(2) 浄水施設 

西脇地区の第１水源、第２水源、第３水源、第５水

源、第６水源、第７水源はクリプトスポリジウム等

対策としてろ過設備（急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過

等）又は紫外線処理設備を整備することが必要 

１ 

西脇地区の残留塩素濃度を低減することが望まし

い。 
２ 

西脇地区で水質検査箇所数を増やすことが必要 ２ 

 ②浄水方法と水質 

連続自動水質監視装置を整備していくことが必要 ２ 

(5) 給水施設 

①貯水槽水道 
貯水槽水道の適正な管理及び水質検査等を行うよう

指導・助言していくことが必要 
２ 

 

②鉛製給水管 
残存している鉛製給水管を計画的に取り替えること

が必要 
２ 
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『安定』の観点から抽出した課題 

項 目 課 題 
優先度 

レベル 

施設における課題 

(1) 取水施設 

第１水源と第２水源の適切な取水管理が必要 ２ 

 ①取水量 
第４水源と芳田地区水源の取水を抑制していくこと

が必要 
２ 

(2) 浄水施設 

①浄水量 

西脇地区で今後整備する新たな浄水施設は、事業全

体の視点から関連する要素を含めて計画することが

必要 

２ 

 

③浄水施設の耐震度 

春日浄水場と芳田浄水場は、今後も使用する場合に

は耐震診断調査を実施して、適当な対策を講じるこ

とが必要 

２ 

(3) 配水施設 

①配水池の貯留能力 

芳田地区配水池、第６配水池、第７配水池、大伏配

水池、門柳調整池、黒田調整池は貯留容量が不足し

ているため調整等が必要 

３ 

童子山配水池、春日配水池、岡之山配水池及び受水

池、緑風台配水池、田高配水池、大伏配水池、門柳

調整池、黒田調整池は、今後も使用する場合には耐

震診断調査を実施して適当な対策を講じることが必

要 

２  

②配水池の耐震度 

大谷山配水池、第６～第８配水池、新黒田配水池、

芳田第２及び第３配水池は、耐震診断調査を実施し

て適当な対策を講じることが必要 

２ 

(4) 管路施設 

 ②管路の耐震度 
耐震性が劣る管路の更新を優先的に実施し耐震化率

を向上させていくことが必要 
２ 

事業運営における課題 

(1) 危機管理体制 

 ①災害対策マニュアル 
水道危機管理対策マニュアルを完成させ、災害への

予防措置と被災時の復旧体制を確立することが必要 
１ 

 ②応援協力体制 
関連事業体や団体との応援協力体制の充実と、近隣

事業体との相互応援協力体制の強化が必要 
３ 

 ③災害時給水拠点 
西脇地区において災害時給水拠点の箇所数を増やす

ことが必要 
３ 

 ④配水ネットワーク体制 
水道事業間及び配水区域を相互に連絡する給水連絡

管を整備・充実していくことが必要 
３ 

 ⑤応急給水機器の配備 応急給水機器の保有数を充実させることが必要 １ 
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『持続』の観点から抽出した課題 

項 目 課 題 
優先度

レベル

施設における課題 

(2) 浄水施設 

 ③浄水施設の老朽度 

春日浄水場と芳田浄水場は、今後も使用する場合に

は劣化診断調査を実施して、適当な対策を講じるこ

とが必要 

２ 

(3) 配水施設 

 ②配水池の老朽度 

童子山配水池、春日配水池、岡之山配水池及び受水

池、緑風台配水池、田高配水池、大伏配水池、門柳

調整池、黒田調整池は、今後も使用する場合には劣

化診断を実施して適当な対策を講じることが必要 

２ 

(4) 管路施設 

 ①管路の老朽度 
重要度の高い老朽管を優先して計画的に更新してい

くことが必要 
２ 

事業運営における課題 

(2) 組織構成 

①職員構成 適正な職員数を維持していくことが望ましい。 ３ 

 
②技術者の確保 

ベテラン技術者の水道技術を継承していく人材の確

保・育成が必要 
１ 

(3) 事業運営 

①事業の効率性 
黒田庄地区は事業の効率性を向上していくことが必

要 
３ 

②外部への業務委託 
必要な人材の確保と外部委託を両立させて事業運営

の効率化を図ることが必要 
３ 

③水道料金 
両地区の給水サービス（水質レベル）の均一化を図

った上で、料金を統一していくことが必要 
１ 

今後見込まれる料金収入の減少に対して、更なる事

業経営の効率化が必要 
２ 

④財政状況 
黒田庄地区水道における企業債残高の削減に努める

ことが必要 
３ 

料金未納率を低減していくことが望ましい。 ２ 

お客さまの満足度・信頼度の向上に努めることが必

要 
２ 

 

⑤お客さまサービス 

広報及び広聴活動を充実させていくことが必要 ２ 

 



西脇市水道ビジョン 

80 

 

『環境』の観点から抽出した課題 

項 目 課 題 
優先度 

レベル 

事業運営における課題 

(4) 環境への影響 

効率的な水道システムを構築し、電力使用量を低減

していくことが必要 
３ 

建設副産物のリサイクルを更に推進していくが必要 ２ ①環境負荷 

再生可能エネルギーの利用に取り組むことが必要 ３ 
 

②水資源の有効利用 
黒田庄地区の漏水率を下げて有収率を向上していく

ことが必要 
２ 
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１ 将来像 

水道は、今や市民生活や産業活動に欠くことができない重要なライフライ

ンとなっています。 

本市においては、常に安全で良質な水を安定して供給することを水道事業

者の責務と心得て、今日まで苦情のない水道を目指して事業経営に努めてき

ました。 

しかしながら、前章までにおいて本市の水道事業を、施設面及び事業運営

面から定量的に分析・評価した中で、多岐にわたる課題が内在していること

が判明しています。 

また、近年、水道に対するお客さまの要求が高度化しており、飲用には市

販のボトル水を利用される方が増加しているなど、水道水に対する信頼性や

満足度の低下が指摘されています。 

更に、地震等の大規模災害で水道施設が損壊し、長期にわたる断水により

市民生活や産業活動に大きな支障を生じることが報じられている中で、本市

においても、災害に強い水道施設づくりが急務になっています。 

このようなことから、本市水道事業では、すべてのお客さまに安心して飲

んでいただける水道水を、安定して供給し続けられるシステムを構築し、未

来につないでいくことを将来像として次の基本理念を設定します。 

 

２ 基本理念 

西脇市水道が将来像として目指す基本理念を 

“安心と安定”を“未来につなぐ” と設定します。 

なお、この理念のもと、すべてのお客さまに満足いただける水道を目指し

て基本目標及び施策目標を設定し、その実現方策を検討していきます。 
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１ 安心に関する基本目標と施策目標 

(1) 基本目標 

基本理念のもと、厚生労働省が示す水道ビジョンの主要政策課題である

『安心』に関して、西脇市水道の基本目標を次のとおりに設定します。 

 

 

 

 

水道事業者にとって、すべてのお客さまに安心して飲んでいただけるおい

しい水道水を供給することは、 も優先しなければならない責務であると認

識しています。 

よって、安心して飲める水道水の供給を、『安心』に関する基本目標とし

て設定します。 

(2) 施策目標 

水道事業に関するアンケート調査によると、ふだんの飲み水として水道水

をそのまま飲まれている方は４人のうち１人に満たないものとなっており、

その理由として水質への不安を挙げられている方が も多く、続いて、臭い

や味などへの不満が挙げられています。 

また、水道に関する知りたい情報では、水質の状況を挙げられている方が

も多く、今後の水道事業で力を入れるべき事柄でも、安全な水の供給やお

いしい水の供給を多くの方が挙げられています。 

このように、お客さまが強く求めている安心して飲める水道水を供給して

いくためには、水源から給水栓に至るまでの水道システム全体において、総

合的に衛生管理を行うことが重要です。 

そこで、上記の基本目標を達成するために、第４章において『安心』の観

点から分類した各課題への対応を念頭において、次の施策目標を設定します。 

 

 

 

 

 

安心して飲める水道水を供給します！ 安安安心心心   

① 浄水施設の整備・充実 
施

策

目

標 

② 水質監視体制の充実 

③ 給水施設の衛生管理 

④ おいしい水の供給 
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２ 安定に関する基本目標と施策目標 

(1) 基本目標 

基本理念のもと、厚生労働省が示す水道ビジョンの主要政策課題である

『安定』に関して、西脇市水道の基本目標を次のとおりに設定します。 

 

 

 

 

水道は、市民生活や産業活動にとって欠くことのできないライフラインで

あることから、水道水を安定して供給することは、水道事業者に課せられた

基本的責務であると認識しています。 

よって、いつでも安定した給水を、『安定』に関する基本目標として設定

します。 

(2) 施策目標 

水道事業に関するアンケート調査によると、地震などの災害による断水の

復旧期間として、９割以上の方が１週間以内の復旧を望まれており、今後の

水道事業で力を入れるべき事柄でも、災害に強い水道施設づくりを多くの方

が挙げられています。 

しかしながら、同時に災害に強い水道施設づくりについては、水道料金が

高くなるのであれば今のままでよいとされる方が多数を占めています。 

水道水を安定供給するためには、平時における水運用体制の充実と併せて、

災害時等に被害を 小限に抑え、速やかな応急措置と早期復旧できる体制を

整備しておくことが重要ですが、その実現には多大な投資を必要とします。 

よって、これらの事業に関しては、水道料金への影響を考慮しつつ、お客

さまの理解を得ながら経済的かつ効率的に進めていかなければなりません。 

そこで、上記の基本目標を達成するために、第４章において『安定』の観

点から分類した各課題への対応を念頭において、次の施策目標を設定します。 

 

 

 

 

安安安定定定   いつでも安定して給水します！ 

③ 耐震化の推進 

④ 危機管理体制の充実 

① 水源の維持と活用 

② 施設の効率的整備・活用 
施

策

目

標 
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３ 持続に関する基本目標と施策目標 

(1) 基本目標 

基本理念のもと、厚生労働省が示す水道ビジョンの主要政策課題である

『持続』に関して基本目標を次のとおりに設定します。 

 

 

 

 

近年、水道事業が量的拡張の時代から質的充実の時代へと移り変わってき

ている中で、今後も安心して飲める水道水を安定して供給していくためには、

将来にわたり健全な経営を持続していくことが必要です。 

よって、健全な事業経営の持続を、『持続』に関する基本目標として設定

します。 

(2) 施策目標 

水道事業に関するアンケート調査によると、水道料金が高いと感じられて

いる方は４人のうち約３人にのぼります。また、水道に関する知りたい情報

では、水質の次に水道料金を挙げられている方が多く、今後の水道事業で力

を入れるべき事柄でも、水道料金の維持を多くの方が挙げられています。 

今後、水需要の伸びを期待することは難しく、事業収入の増加が見込めな

い中で、水道事業が公営企業として健全な経営を持続していくためには、こ

れまで以上に事業運営の効率化を図り、料金値上げを極力抑制しつつ財務体

質を強化していくことが必要です。 

そこで、上記の基本目標を達成するために、第４章において『持続』の観

点から分類した各課題への対応を念頭において、次の施策目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

持持持続続続   健全な事業経営を持続します！ 

③ 財務体質の強化 

④ お客さまサービスの向上 

① 老朽施設の更新 

② 事業運営の効率化 
施

策

目

標 
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４ 環境に関する基本目標と施策目標 

(1) 基本目標 

基本理念のもと、厚生労働省が示す水道ビジョンの主要政策課題である

『環境』に関して基本目標を次のとおりに設定します。 

 

 

 

 

水道事業には、公益的サービスの提供者としての社会的責任と、循環資源

である水を利用する企業としての立場から、地球規模で健全な水循環が持続

するよう環境保全に貢献することが求められています。 

よって、環境保全に貢献することを『環境』に関する基本目標として設定

します。 

(2) 施策目標 

水道事業に関するアンケート調査によると、９割以上の方が水道水の節水

や有効利用を心掛けており、環境保全対策を進めるべきと考えられている方

は４人のうち約３人にのぼっています。 

しかしながら、それと同時に、水道に関する知りたい情報で環境対策を挙

げられている方及び今後の水道事業で力を入れるべき事柄で環境に配慮し

た水道施設づくりを挙げられている方は、いずれも少数にとどまっています。 

このように、お客さまの立場からは、環境保全対策は水の安全や災害対策

あるいは水道料金などに比べて関心が薄いテーマとなっていますが、水道事

業自体が水循環系の一構成要素であるとともにエネルギー消費産業である

ことから、主体的かつ積極的に環境保全に貢献することは、水道事業を営む

者としての責務と考えます。 

そこで、上記の基本目標を達成するために、第４章において『環境』の観

点から分類した各課題への対応を念頭において、次の施策目標を設定します。 

 

 

 

 

 

環環環境境境   環境保全に貢献します！ 

① 環境負荷の低減 

② 水資源の有効活用 

③ 資源循環の推進 

施
策
目
標 
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１ 安心に関する施策目標の実現方策 

(1) 実現方策としての具体的施策 

安心に関する施策目標の実現方策として、第４章において整理した課題に

対する具体的施策を次表のとおりに設定します。 

 課題に対する具体的施策 

施策目標 課 題 具体的施策 
優先度 

レベル 

第４水源の水質不良に対して

適切な浄水処理の継続が必要 

春日浄水場及び芳田浄水場の

廃止 
２ 

遊離炭酸と腐食性（ランゲリア

指数）が目標値に対して超過あ

るいは不足している水源に対

して適切な浄水処理を行うこ

とが望ましい。 

遊離炭酸の除去と腐食性の改

善 
２ 

① 浄水施設の整備・充実

クリプトスポリジウム等の汚

染のおそれがある水源に対し

て対策が必要 

浄水場の新設 １ 

水質検査箇所数を増やすこと

が必要 
水質検査箇所の増設 ２ 

② 水質監視体制の充実 
連続自動水質監視装置の整備

が必要 
連続自動水質監視装置の整備 ２ 

貯水槽水道の適正管理への指

導・助言が必要 
貯水槽水道の衛生管理向上 ２ 

③ 給水施設の衛生管理 
鉛製給水管の計画的な取替え

が必要 
鉛製給水管の取替え ２ 

④ おいしい水の供給 
西脇地区の残留塩素濃度の低

減が望まれる。 
残留塩素濃度の適正管理 ２ 

 

 

   【施策目標】            【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 浄水施設の整備・充実 春日浄水場及び芳田浄水場の廃止 

② 水質監視体制の充実 水質検査箇所の増設 

③ 給水施設の衛生管理 

④ おいしい水の供給 

貯水槽水道の衛生管理の向上 

鉛製給水管の取替え 

残留塩素濃度の適正管理 

連続自動水質監視装置の整備 

遊離炭酸の除去と腐食性の改善 

浄水場の新設 
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(2) 具体的施策の内容 

① 浄水施設の整備・充実 

 春日浄水場及び芳田浄水場の廃止 

西脇地区の第４水源は、色度や濁度などをはじめ水質が他の水源に比べ

て不良であり、今後もこれを継続して活用していくためには、老朽化が進

んでいる春日浄水場により凝集沈澱・急速ろ過の処理を行わなければなり

ません。 

そのため、平成17年度の既存事業認可では春日浄水場の水量を段階的に

低減させて県営水道に切り替えていく計画としていますが、その後に策定

した西脇市水道事業基本計画（平成22年度版）では、平成33年度に第４水

源及び春日浄水場を廃止する計画としています。 

また、同計画においては、施設規模が小さい芳田水源及び芳田浄水場に

ついても、平成28年度に予定している事業統合後に、事業運営の効率化を

図る観点から廃止する計画としています。 

これらについては、今後、新たな水需要予測に基づき水道事業計画を見

直していく中で、既存計画の内容を踏まえつつ廃止する方向で検討してい

きます。 

 遊離炭酸の除去と腐食性の改善 

本市の水源は、いずれもランゲリア指数が-1.0未満であり腐食性が高い

ものとなっていますが、これは原水である地下水に遊離炭酸が多く含まれ

ていることに起因しています。 

遊離炭酸及び腐食性（ランゲリア指数）は、いずれも水質基準を補完す

るものとして位置づけられている水質管理目標設定項目に挙げられている

ものであり、直ちに改善を要するものではありませんが、水質管理上留意

すべき項目として除去及び改善することが望まれます。 

遊離炭酸を除去する方法としては、一般的に処理効果が確実で維持管理

が容易なことからエアレーション処理が多く採用されており、西脇市水道

事業基本計画（平成22年度版）においても、この方法を採用する計画とし

ています。 

これについては、今後、水道事業計画を見直していく中で、クリプトス

ポリジウム等対策施設と併せて浄水方法を再検討し、安全かつ効率的な施

設を整備していきます。 
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 浄水場の新設 

西脇地区では、第４水源を除くすべての水源においてクリプトスポリジ

ウム等への予防対策が必要です。 

これに関して、西脇市水道事業基本計画（平成22年度版）では、これら

６箇所の水源に対して、新たに３箇所の浄水場を整備して対応する計画と

しています。 

なお、浄水方法については、同計画において緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ

過、紫外線処理の４方式に、原水の状況に応じた処理設備を付加して比較

検討した結果、いずれの浄水場も「エアレーションと直接ろ過・紫外線処

理」が経済性において優位であるとの結果を得ています。 

これについても、今後、水道事業計画を見直していく中で、施設数も含

めて再検討し、安全かつ効率的な施設を整備していきます。 

② 水質監視体制の充実 

 水質検査箇所の増設 

西脇地区では、現在、毎日水質検査箇所として４箇所で水質監視モニタ

リングを実施しているところですが、給水面積当たりの箇所数が同規模事

業体と比較して少ない状況にあります。 

ただし、検査箇所の増設は運営コスト増を伴なうため、本市では給水栓

水水質検査箇所と同様に、配水系統ごとに 低１箇所を設けることを基本

として、西脇地区内における水質監視モニタリングを８箇所以上に増加さ

せます。 

 連続自動水質監視装置の整備 

現在、本市では水道法に基づき毎日検査（濁度、色度、残留塩素）を人

手により実施しているところですが、近年、これらを24時間連続して測定

することができる連続自動水質監視装置の普及が進んでいます。 

水質を連続して監視することにより、水質事故を早期に検知し迅速に対

応することが可能になるほか、残留塩素濃度の適正化などに活用すること

が可能であり、水質管理体制の充実を図る上で有効です。 

ただし、その整備にはコストを要することから、今後、費用対効果等を

検証した上で導入の是非を検討します。 
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③ 給水施設の衛生管理 

 貯水槽水道の衛生管理の向上 

貯水槽水道については、これまでも水道事業者の立場として現地調査を

実施してきており、衛生管理に改善が望まれる場合には設置者や管理責任

者に対して指導・助言を継続して行います。 

今後も、貯水槽水道を利用されているお客さまに安心して水道を利用し

ていただけるよう、このような活動を充実させていくとともに、調査や検

査の結果等についても情報提供に努めます。 

なお、一般的に衛生面に優れ、管理負担が少なく、運転コストが低いと

されている直結給水（直結増圧給水を含む。）の適用に関して、現在、本市

では給水圧保持の面から、一律に条件付きで３階建て建物までに制限して

いるところです。 

これについて、今後、給水圧が比較的高い地区においては３階を超える

建物への直結給水を行えるよう適用範囲の拡大を検討し、貯水槽水道から

直結給水への切替えを推進することにより衛生管理の向上を図ります。 

 鉛製給水管の取替え 

鉛製給水管の取替えには多額の費用を要しますが、これには補助金や企

業債が適用されないため、これまで、配水本管の布設替え工事に併せて実

施することで工事費を抑制してきました。そのため、配水本管の工事を行

っていない箇所については、鉛製給水管が残存したままとなっています。 

これについては、現在、配水本管の工事予定がない箇所を含めて、平成

28年度までに鉛製給水管をゼロにすることを目標に計画的に取替えを進め

ているところであり、今後もこの計画を着実に実行していきます。 

なお、水道メータ以降の宅地内給水管については、使用者が所有し管理

する部分であることから、未だ多くの鉛製給水管が残存している状況にあ

り、これらについても早期に取り替えるよう啓発を行っていきます。 
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④ おいしい水の供給 

 残留塩素濃度の適正管理 

給水栓における残留塩素濃度については、水道水の安全性を保つために

水道法において 0.1mg/L以上を確保するよう下限値が定められている一方

で、昭和60年４月に旧厚生省の諮問機関「おいしい水研究会」により示さ

れた「おいしい水の要件」においては、カルキ臭を感じない上限値として

00.4mg/L以下が望ましいとされています。 

一般的に、浄水場で作られた水道水が、管路や配水池などを経由して末

端の給水栓に届くまでには、残留塩素が徐々に消費されて濃度が低下して

いくことから、浄水場では塩素濃度が少し高くなるように設定しています。

このため、配水池に近い地区などでは比較的高い濃度になることが避けら

れませんが、高過ぎるとカルキ臭が感じられ水の味をまずくします。 

本市の水道水の給水栓水残留塩素濃度を水道事業別にみると、黒田庄地

区と芳田地区では平均的に概ね 0.4mg/L以下となっており、「おいしい水の

要件」にほぼ合致していますが、西脇地区については年間を通じてほぼ

00.3mg/L～ 1.0mg/Lと高い範囲にあります。 

よって、西脇地区については、連続自動水質監視装置の導入などにより、

浄水場等出口から給水栓に至るまでの塩素濃度管理を強化し、末端給水に

おいても下限値を確保しつつ、 大値を「おいしい水の要件（ 0.4mg/L）」

以下に低減することを目標として、適切な塩素注入制御に努めます。 
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２ 安定に関する施策目標の実現方策 

(1) 実現方策としての具体的施策 

安定に関する施策目標の実現方策として、第４章において整理した課題に

対する具体的施策を次表のとおりに設定します。 

 課題に対する具体的施策 

施策目標 現状の課題 
具体的施策 

（実現方策） 

優先度

レベル

第１水源と第２水源の適切な

取水管理が必要 
① 水源の維持と活用 

第４水源と芳田地区水源の取

水抑制が必要 

自己水源の水量維持 

県営水道の計画的活用 

２ 

 

２ 

新たな浄水施設は事業全体の

視点から関連する要素を含め

て計画することが必要 

浄水施設能力の適正化 ２ 
② 施設の効率的整備・ 

  活用 
貯留量が不足している配水池

の調整等が必要 
配水池貯留能力の適正化 ３ 

春日浄水場と芳田浄水場は、今

後も使用する場合には耐震診

断調査を実施して適当な対策

を講じることが必要 

耐震性の不足が懸念される配

水池は、耐震診断調査を実施し

て適当な対策を講じることが

必要 

基幹構造物の耐震性確保 ２ 

③ 耐震化の推進 

耐震性が劣る管路の更新が必

要 
基幹管路の耐震性確保 ２ 

水道危機管理対策マニュアル

を完成させ、災害への予防措置

と被災時の復旧体制を確立さ

せることが必要 

危機管理対策マニュアルの整

備・充実 
１ 

関連事業体や団体との応援協

力体制の充実と、近隣事業体と

の相互応援協力体制の強化が

必要 

緊急時応援協力体制の充実 ３ 

災害時給水拠点の箇所数を増

やすことが必要 
災害時給水拠点の充実 ３ 

水道事業間及び配水区域を相

互に連絡する給水連絡管を整

備・充実していくことが必要 

配水ネットワーク体制の充実 ３ 

④ 危機管理体制の充実 

応急給水機器の保有数を充実

させることが必要 
応急給水機器の適正配備 １ 
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   【施策目標】            【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 水源の維持と活用 自己水源の水量維持 

② 施設の効率的整備・活用 浄水施設能力の適正化 

③ 耐震化の推進 

④ 危機管理体制の充実 

基幹構造物の耐震性確保 

基幹管路の耐震性確保 

危機管理対策マニュアルの整備・充実

配水池貯留能力の適正化 

県営水道の計画的活用 

緊急時応援協力体制の充実 

災害時給水拠点の充実 

配水ネットワーク体制の充実 

応急給水機器の適正配備 
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(2) 具体的施策の内容 

① 水源の維持と活用 

 自己水源の水量維持 

本市の自己水源は、14箇所の地下水に依存していますが、このうちの第

４水源と芳田水源（２箇所）については水質悪化への対応と事業の効率化

を目指して、浄水場とともに廃止する予定としています。 

一方、本市周辺には山崎断層をはじめとする、大規模地震を引き起こす

可能性のある活断層が複数存在していることから、災害時にも取水量を確

保するために、多水源化によりリスク分散を図っておくことが望まれます。 

そのためには、残る11箇所の自己水源を将来にわたり活用していくこと

が重要であることから、過剰な汲み上げを抑制し、各々の水源能力に見合

った取水を行うことが大切です。 

しかし、一部の水源については、現実の取水実績が既存事業認可におけ

る計画取水量と乖離しており、水源能力に対して過負荷あるいは低負荷の

取水を行っている状況にあります。 

一般的に、さく井して数十年を経過した井戸では、井内に土砂が堆積し

たり地下水脈が枯渇、移動するなどして、取水可能量が低下している場合

が少なくありません。 

よって、取水実績が減少している井戸については、揚水量調査などを行

い水源能力を把握した上で、適正な水量を取水することにより水源の延命

化を図ります。 

また、必要に応じて井戸本体を改良し水源能力の増強を図り、自己水源

水量の維持に努めます。 

 県営水道の計画的活用 

県営水道の受水は、老朽化が進み能力的にも過負荷の状況が常態化して

いる春日浄水場の処理水量を低減させていく中で、その水量を賄うことを

目的に導入しているもので、平成17年度に施設整備に着手し、平成21年度

から受水を開始しています。 

受水量については、今後、段階的に増量していき、 終的には 8,000ｍ3/

日まで増量する計画としています。 

今後は、兵庫県企業庁との協定を踏まえつつ、水需要の動向と自己水源

の状況、更には事業財政への影響などを総合的に勘案しながら適量を受水

し計画的に活用するよう努めます。 
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② 施設の効率的整備・活用 

 浄水施設能力の適正化 

今後、水需要の伸びが見込めない中で、西脇市水道事業基本計画（平成

22年度版）では、西脇地区水道においてクリプトスポリジウム対策として

３箇所の新たな浄水施設の整備を行う計画としています。 

ただし、本水道には平成28年度に事業統合することが決まっている芳田

地区への給水方法や、県営水道の受水計画と老朽化が進んでいる春日浄水

場及び芳田浄水場の廃止など、今後の事業のあり方として検討しなければ

ならない多くの課題を抱えています。 

よって、浄水施設の整備については、これらの課題と併せて、新たな水

需要予測に基づく水道事業計画を見直していく中で再検討することにより、

各々の浄水施設能力の適正化を図り、効率的な水道施設づくりを推進して

いきます。 

 配水池貯留能力の適正化 

本市における配水池貯留時間は、全体としてみると標準とされる12時間

を上回っており、必要な総貯留容量を有していますが、各配水池を個別に

みると標準貯留時間を下回っているものがあります。 

これらの配水池については、可能な範囲で受け持ち配水区域の見直しを

行い、貯留容量と配水量のバランスを図りますが、調整が困難な場合には

容量の増設を検討して貯留時間の平準化に努めます。 
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③ 耐震化の推進 

 基幹構造物の耐震性確保 

浄水施設の耐震性については、春日浄水場と芳田浄水場が現在の耐震基

準に対して不足している可能性がありますが、西脇市水道事業基本計画（平

成22年度版）では、事業運営の効率化を図る観点から、老朽化が進んでい

る両浄水場を将来的に廃止する計画としています。 

また、配水池の耐震性については、茜が丘配水池と県水受水池を除くす

べての施設が現在の耐震基準に対して不足している可能性がありますが、

この中で童子山配水池は老朽化が進んでおり廃止することを決定していま

す。 

これら耐震性の不足が見込まれる構造物については、水道事業計画を見

直していく中で、今後も継続して使用する施設を選別し、各々の重要度、

規模、代替施設の有無などを総合的に勘案し、優先度の高い施設から耐震

診断調査を実施します。 

なお、調査の結果、対策が必要とされる施設については、修繕、補強、

改造、更新などの構造強化策を検討しますが、水道事業に関するアンケー

ト調査において、水道料金が高くなるのであれば耐震化は今のままでよい

との意見が多数を占めていることなどを考慮し、運用規模の縮小や施設自

体の廃止なども視野に入れた中で、 も経済的で効率的な方策を選定しま

す。 

 基幹管路の耐震性確保 

本市では、現在、管路の布設替えに際して耐震管を使用していますが、

市全体における耐震化率は未だ22.8％（平成22年度実績）にとどまってお

り、一部には漏水の危険性が高い石綿セメント管や非ダクタイル鋳鉄管な

ども残存しています。 

このような耐震性の低い管路については、近年における漏水事故の発生

状況などを踏まえて、計画的に耐震管への布設替えを推進し耐震化率の向

上を図りますが、構造物と同様に、管径の縮小や路線の廃止なども視野に

入れた中で、 も経済的で効率的な方策を選定します。 

なお、布設替えに際しては、被災時に重要拠点となる病院、学校、公民

館などへ至る配水管や代替機能のない導水管・送水管など、重要度の高い

管路の耐震化を優先的に実施します。 

 



西脇市水道ビジョン 

100 

④ 危機管理体制の充実 

 危機管理対策マニュアルの整備・充実 

水道事業に関するアンケート調査では、災害時における断水の復旧期間

として、９割を超える方が１週間以内の早期復旧を望んでいるとの結果を

得ています。 

上下水道部では、水道事業を運営していく中で起こり得る様々な危機を

想定し、西脇市地域防災計画に基づく「水道危機管理対策マニュアル（案）」

を策定しているところであり、早急にこれを完成させて、応急給水や復旧

を円滑に実施していくための具体的行動計画を示します。 

なお、万一の災害発生時には、これらの行動計画等が実際に実行できる

ことが重要であることから、上位計画となる西脇市地域防災計画や組織体

制等との整合を保ちつつ、継続的に内容の見直しを行うことにより実効性

を確保していきます。 

 緊急時応援協力体制の充実 

災害時において、応援出動や資機材の受入れ・調達などが円滑に行える

よう、他市町との相互応援や民間企業の応急活動などについて、それぞれ

協定を締結していますが、今後も、このような応援協力体制の更なる強化・

充実を図っていくとともに、他団体等との合同防災訓練の実施などについ

て検討します。 

 災害時給水拠点の充実 

現在、西脇市地域防災計画において、災害時給水拠点を西脇地区と黒田

庄地区に各１箇所を指定していますが、西脇地区については給水区域面積

に対して指定箇所数が少ない状況にあることから、地域防災計画との整合

を図りつつ、適切な場所を選定し増設する方向で検討します。 

また、飲料水兼用耐震性貯水槽については、西脇地区の災害時給水拠点

に１基を有するのみであるため、災害時給水拠点と併せて増設する方向で

検討します。 

更に、主要な配水池に緊急遮断弁を整備していくことにより、配水管の

損壊等に伴なう配水池内貯留水の流出を防止し、災害時においても一定量

の水を確保すべく努めます。 
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 配水ネットワーク体制の充実 

西脇地区においては、給水区域全体が加古川により地形的に大きく二分

されていることから、両区域間の水融通を強化するために、重春比延地区

給水連絡管を整備します。 

また、水道事業間を相互に連絡する管として、西脇黒田庄間給水連絡管

についても、今後、整備していく予定です。 

このような給水連絡管を順次整備していくことにより、災害時等におい

ても配水区域間で応援給水が円滑に行えるように、配水ネットワーク体制

の充実を図っていきます。 

 応急給水機器の適正配備 

応急給水を行う際に使用する機器等について、特にポリタンク及びポリ

パックの保有度が低い状況にあることから、西脇市防災会議やその他関係

機関と連携して適正な保有数量を設定し配備します。 

また、これらの機器の保管状況を定期的に点検し、保有数量の不足や品

質の劣化等が生じないようにします。 
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３ 持続に関する施策目標の実現方策 

(1) 実現方策としての具体的施策 

持続に関する施策目標の実現方策として、第４章において整理した課題に

対応する具体的施策を次表のとおりに設定します。 

 課題に対する具体的施策 

施策目標 現状の課題 
具体的施策 

（実現方策） 

優先度 

レベル 

春日浄水場と芳田浄水場は、今

後も使用する場合には劣化診

断調査を実施して適当な対策

を講じることが必要 

老朽化が懸念される配水池は、

劣化診断調査を実施して適当

な対策を講じることが必要 

老朽構造物の更新整備 ２ 

① 老朽施設の更新 

重要度の高い老朽管路を計画

的に更新していくことが必要 
老朽管路の更新整備 ２ 

適正な職員数を維持していく

ことが望ましい。 

水道技術を継承する人材の確

保・育成が必要 

職員構成の適正化 

３ 

 

１ 

必要な人材の確保と外部委託

を両立させて事業運営の効率

化を図ることが必要 

外部委託の適正化 ３ 

② 事業運営の効率化 

事業の効率性を向上していく

ことが必要 
事業効率の向上 ３ 

料金収入の減少に対して事業

経営の効率化が必要 

企業債残高の削減に努めるこ

とが必要 

事業収支の改善 

２ 

 

３ ③ 財務体質の強化 

給水サービスの均一化を図り

料金を統一することが必要 
料金水準・体系の適正化 １ 

料金未納率を低減していくこ

とが望ましい。 
料金収納方法の改善 ２ 

お客さまの満足度・信頼度の向

上に努めることが必要 
お客さまとの接遇向上 ２ 

④ お客さまサービスの 

向上 

広報及び広聴活動を充実させ

ていくことが必要 
広報・広聴活動の充実 ２ 
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   【施策目標】            【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 老朽施設の更新 老朽構造物の更新整備 

② 事業運営の効率化 職員構成の適正化 

③ 財務体質の強化 

④ お客さまサービスの向上 

財政収支の改善 

料金水準・体系の適正化 

料金収納方法の改善 

外部委託の適正化 

老朽管路の更新整備 

お客さまとの接遇向上 

広報・広聴活動の充実 

事業効率の向上 
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(2) 具体的施策の内容 

① 老朽施設の更新 

 老朽構造物の更新整備 

浄水施設については、春日浄水場と芳田浄水場が老朽化により構造体の

劣化が進行している可能性がありますが、西脇市水道事業基本計画（平成

22年度版）では、将来的にこれらを廃止する計画としています。 

また、配水池については、童子山配水池、春日配水池、岡之山配水池・

受水池、緑風台配水池、田高配水池、大伏配水池、門柳調整池、黒田調整

池が老朽化により構造体の劣化が進行している可能性がありますが、 も

古い童子山配水池は廃止することを決定しています。 

このような構造体の劣化が予測される施設については、同時に耐震性も

不足している可能性が高いことから、水道事業計画を見直していく中で、

今後も継続して使用する施設を選別し、各々の重要度、規模、代替施設の

有無などを総合的に勘案し、優先度の高い施設から劣化診断調査を実施し

ます。 

なお、調査結果に応じて修繕、補強、改造、更新などの対策を耐震化対

策との整合を図りつつ検討していくとともに、将来、大規模な修繕や更新

が集中しないようアセットマネジメント（資産管理）手法を活用して、施

設の状況に応じた も経済的で効率的な方策を選定します。 

 老朽管路の更新整備 

本市には、平成21年度末において約20.2kmの老朽管が残存していますが、

これについては平成22年度から厚生労働省の補助事業制度を活用して、重

要度の高い路線から優先的に布設替えを行っているところであり、平成31

年度までの10年間で更新を完了する予定としています。 

しかしながら、西脇地区水道の拡張期である昭和30年代から40年代にか

けて布設した水道管や、黒田庄地区水道の創設期に布設した水道管などが、

ここにきて法定耐用年数を超過してきており、今後、これらの更新に多大

な費用を要することが見込まれます。 

よって、 小の投資で 大の効果を享受できるよう、構造物と同様にア

セットマネジメント手法を活用して路線別に更新の順位付けと時期を設定

し、耐震化対策との整合を図りつつ計画的に布設替えを行っていきます。 
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② 事業運営の効率化 

 職員構成の適正化 

上下水道部では、これまで組織機構の見直しや外部委託業務の拡大によ

り、職員数を継続的に削減してきており、現在では、水道事業を適正に運

営していく上で必要 小限の人員構成になっていると考えています。 

その効果として、業務指標においては職員１人当たりの給水収益や業務

量が他の事業体に比べて多いものとなっています。このことは、本市水道

事業の生産性や効率性が比較的高い水準にあることを示しており、職員数

については、当面、現状を維持していくことが適当であると考えています。 

しかし、個々の職員には外部委託業務の拡大に伴ない、これまで以上に

監督能力や判断力が求められていることから、講習会への参加やＯＪＴな

どを積極的に実施していき、職務遂行能力の向上を図ります。 

また、次世代の事業運営を担う若手技術職員については、組織計画との

整合を図りつつ中長期的な視点に立って計画的に配置し、ベテラン技術者

が持つ経験やノウハウの継承に努めます。 

 外部委託の適正化 

水道事業経営における他事業者や民間事業者との連携については、水道

法や地方自治法の改正等により、様々な方法を採用できるようになりまし

た。 

また、厚生労働省からは平成20年６月に「民間活用を含む水道事業の連

携形態に係る比較検討の手引き」が出され、事業運営基盤の強化を図る方

策として、次表に示す連携形態について具体的方策や比較検討手順などが

示されています。 
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 水道事業における連携形態の概要 

形 態 概 要 

内  容 
水道事業者の責任と管理の下で、業務の一部について民間事業者に個別

に委託するもの 

契約期間 単年度毎を基本とする。 
個別委託 

（従来型業務委託） 

対象業務 メータ検針、設計、水質検査、施設等の保守点検、清掃、警備等 

内  容 

浄水場の運転管理などの技術上の業務を、技術的に信頼できる他の水道

事業者や民間事業者などの第三者に、水道法上の責任を含め委託するも

の 

契約期間 ３～５年ごととし、必要に応じて更新する。 

第三者委託 

（包括的業務委託） 

対象業務 浄水場を中心に水源、ポンプ所、配水池など一体で管理できる範囲 

内  容 
水道施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務を包括的に民間事業者

に委託するもの。施設整備に伴なう資金調達は水道事業者が担う。 

契約期間 10～30年間程度の長期間とする。 ＤＢＯ 

対象業務 施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務全般を一体的に行う。 

内  容 

水道施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務を施設整備に伴なう資

金調達を含めて包括的に民間事業者に委託するもの。事業方式により

BOT、BTO、BOOがある。 

契約期間 10～30年間程度の長期間とする。 
ＰＦＩ 

対象業務 施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業務全般を一体的に行う。 

内  容 
水道施設を地方公共団体が所有し、地方公共団体と民間事業者が事業権

契約を締結することで、民間事業者が経営権を獲得するもの 

契約期間 20～30年間程度の長期間とする。 
公設民営化 

（コンセッション） 

対象業務 一部を除き基本的に水道事業の経営を行うために必要な業務すべて 

内  容 

水道事業を実施している地方公共団体が民間事業者に水道資産を含めた

水道事業を譲渡し、民間事業者が資産を保有した上で水道事業を経営す

るもの 

契約期間 20～30年間程度の長期間とする。 
完全民営化 

対象業務 水道事業の経営を行うために必要な業務すべて 

（参考１） 

指定管理者制度 
内  容 

水道施設の管理委託について、地方公共団体からの指定を受けた指定管

理者（民間事業者、NPO法人、地域団体等）が管理を代行するもの。第三

者委託、DBO、PFI、コンセッションと併せて導入することも可能 

（参考２） 

地方独立行政法人 
内  容 

地域において確実に実施される必要のある事務・事業であって、地方公

共団体自身が直接実施する必要はないが、民間の主体に委ねては確実な

実施が確保できないおそれがあるものを、効率的・効果的に行わせるた

め、地方公共団体が設立する法人 

 

ただし、上表に示す形態の中で、ＤＢＯ、ＰＦＩ、公設民営化、完全民

営化については、自治体による水道事業運営のあり方そのものの議論を要

するものであり、現状の事業運営体制から乖離することから、将来的な検

討課題として位置づけます。 

よって、現時点においては、外部委託の形態として個別委託と第三者委

託について検討します。 
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個別委託 

水道事業者の管理下で、個別の業務を民間事業者などに委託するもので

あり、本市においても既に多くの業務について実施しています。 

主な具体例として、上下水道料金の収納などの料金関連業務と水道施設

の運転管理などの施設管理業務を平成19年10月から民間事業者に委託して

おり、市民サービスの向上と経営の健全化・効率化に効果を上げています。 

今後とも厳しい事業経営が見込まれる中で、「民間に委ねられるものは民

間に」の考え方に基づき、委託化により事業運営の効率化やサービス向上

などの効果が期待できる業務については、聖域を設けることなく適否を検

討し積極的に推進していきます。 

第三者委託 

本市のような中小規模の水道事業体では、限られた職員が広範囲の分野

の業務を担当しなければならず、管理体制が手薄になるとともに技術的対

応にも限界があります。 

そこで、浄水場の運転管理などの業務を技術的に信頼できる第三者に水

道法上の責任を含めて委託することにより、管理体制と技術力の強化を図

ることが可能となり、その効果として、運営コストの削減や的確な技術的

対応など、事業運営の効率化が期待できます。 

ただし、既に実施している水道施設管理業務の民間事業者への個別委託

が、水道事業者側における技術職員の育成を停滞させる要因のひとつにな

っていることから、第三者委託への移行の適否については、部内の人材の

確保・育成との両立を図りつつ慎重に検討していきます。 

 

 

 
第三者委託導入の背景 

 

中小規模水道事業 

  手薄な管理体制 

  技術的対応に限界 

第三者委託の活用

  管理体制の強化 

  技術力の強化 

効率的な事業運営

  運営コストの削減 

  的確な技術的対応 
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 事業効率の向上 

水道事業運営の経済性・効率性に関する業務指標によると、西脇地区に

ついては比較的良好な結果が得られていますが、黒田庄地区については有

収率、施設利用率、施設 大稼働率、負荷率が他の同規模事業体に比べて

劣る結果となっています。 

このため、黒田庄地区では事業効率の向上を目指して改善していくこと

が求められますが、これらの指標値はいずれも事業規模の小ささや住宅密

集度の低さなどの地域特性に起因していることから、本事業単独で効果的

に改善していくことが困難です。 

そこで、西脇地区と黒田庄地区をひとつの事業に統合し、事業規模を拡

大してスケールメリットにより運営基盤（経営基盤と技術基盤）の強化を

図ることが対策として有効であり、かつ望ましい姿であると認識していま

す。 

これにより、各々の施設を事業区域に関わりなく活用することが可能に

なり、市全体として事業効率の向上が図られるものと考えており、その方

向性を持って統合の時期や方法を検討していきます。 
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③ 財務体質の強化 

 財政収支の改善 

人口の減少に伴なう水需要の低迷により、給水収益の増加が期待できな

い中で、今後、県営水道の受水を増量していく予定であるとともに、新た

な浄水施設の建設、老朽施設及び管路の更新や耐震化などへの事業投資を

進めていかなければなりません。 

このため、これらの事業を推進していくことにより、県水受水費や減価

償却費などの増加は避けられず、事業収支が悪化していくことが予測され

ます。 

このような中で、今後とも健全な事業経営を続けていくためには、事業

費用を抑制していくことが不可欠であり、民間的経営手法の導入などによ

り聖域を設けることなく費用の削減に取り組み、職員のコスト意識の高揚

と施設の効率的運用を図っていきます。 

また、このようなコスト削減策を継続しつつ、厚生労働省が推奨するア

セットマネジメント（資産管理）手法を活用して、中長期的視点に立ち水

道施設をライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に管理運営する

ことにより、更新に要する投資の平準化と 小化を図っていきます。 

なお、事業投資の財源については、可能な限り国庫補助制度を活用する

とともに、施設等の健全性を確保しつつ更新時期を先送りして内部留保資

金の積立てを図り、できる限り自己資金で賄うことにより企業債の発行を

抑制します。 

 料金水準・体系の適正化 

本市の水道料金は、旧西脇市と旧黒田庄町で異なる設定となっています。 

これについては、現時点において両地区の給水サービスに差があること

から是正に至っていませんが、今後、西脇地区において未整備となってい

るクリプトスポリジウム等対策を行う浄水施設を整備した後、なるべく早

い時期の料金統一を目指します。 

また、水道事業に関するアンケート調査によると、水道料金について約

４人のうち３人が高いと思うと回答されていることから、料金改定に当た

っては、事業運営の更なる効率化を図ることにより抑制に努めます。 

なお、これと併せて、一定の使用水量に達するまで一定の料金とする基

本水量制や、使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増制について

も賛否両論があることから、お客さまに公正妥当であると御理解いただけ

る料金体系についても検討していきたいと考えています。 
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④ お客さまサービスの向上 

 料金収納方法の改善 

水道料金の収納方法については、お客さまセンターや金融機関の窓口及

び口座振替に加えて、24時間いつでも納付していただけるコンビニエンス

ストアでの取扱いを開始しており、既に多くのお客さまに御利用いただい

ています。 

今後も、社会や生活様式の変化に合わせて、クレジットカードによる納

付など新たな収納方法の導入について検討し、お客さまの利便性の向上と

料金未納率の更なる低減に努めていきます。 

 お客さまとの接遇向上 

水道事業に関するアンケート調査によると、市の対応やサービスに対し

て普通と回答された方が半数以上の多数を占めており、不満あるいは満足

と回答された方は、いずれも少数にとどまっています。 

上下水道部では、お客さまセンター窓口や電話などでいただく、お客さ

まからの問合せ・苦情等に対して、常に迅速かつ適切に対応するよう心掛

けています。 

お客さまセンター窓口業務については、事業運営の効率化とサービスの

向上を目指して、平成19年10月より民間事業者に委託しているところであ

り、今後とも委託事業者との連携を密にして情報の共有化を確実に行い、

お客さまに満足いただける対応に努めます。 

また、お客さまに安心して水道を使用していただけるよう、夜間や休日

の閉開栓、給水トラブル、漏水通報などにも対応できる体制を整備してい

ますが、更なるサービスの充実に努めます。 
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 広報・広聴活動の充実 

上下水道部では、広報紙やホームページなどを通して、お客さまに水道

事業に関する情報を発信しています。 

ただし、水道事業に関するアンケート調査によると、情報の入手先につ

いては広報紙を挙げられた方が約９割と圧倒的に多く、ホームページを挙

げられた方はごく少数にとどまっています。 

ホームページは、閲覧される方がインターネット利用者に限られますが、

今後、更なる普及が見込まれる中で、広報紙に比べて多量の情報を随時提

供することが可能であるため、将来的に も有力な広報媒体になるものと

考えています。 

上下水道部では、お客さまの水道事業に対する理解度は、まだまだ不十

分であると認識しており、これらの広報媒体への掲載内容をこれまで以上

に充実させていくとともに、お客さまの立場から知りたいと思われる情報

を、分かりやすくタイムリーに提供していくよう努めます。 

また、小学生をはじめとする市民の皆さまを対象に、これまでも出前講

座や施設見学などを実施していますが、このような水道とのふれ合いの機

会をできるだけ増やしていくことにより、水道に対する関心と理解を深め

ていただけるよう努めます。 

 

情報提供 

お客さまへの情報の提供については、水道法第24条の２の規定に基づく

同施行規則第17条の２により、次の事項について需要者が容易に入手する

ことができる方法で行うことが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 水道法の規定により情報提供しなければならない事項 

・ 水質検査計画及び水道法第20条第１項の規定により行う定期の水質検査

の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項 

・ 水道事業の実施体制に関する事項（水道法第24条の３第１項の規定による

委託（第三者委託）の内容を含む。） 

・ 水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項 

・ 水道料金その他需要者の負担に関する事項 

・ 給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項 

・ 水道法第20条第１項の規定により行う臨時の水質検査の結果 

・ 災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項 
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また、水道法に定められている以外にも、次に挙げる事項等について、

積極的に情報の開示・提供を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 情報開示・提供を推進する事項 

・ 水道事業の統計に関する事項 

・ 水道施設の整備計画に関する事項 

・ 上下水道部が発注する工事や業務などの入札・契約等に関する事項 

・ 水道関係のイベントや啓発事業のご案内 

・ 水道水ができるまでのしくみ 

・ 水道料金のしくみ 

・ 悪質業者等に関する情報 

・ よくある問合せに関する事項（Ｑ＆Ａ） 
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４ 環境に関する施策目標の実現方策 

(1) 実現方策としての具体的施策 

環境に関する施策目標の実現方策として、第４章において整理した課題に

対応する具体的施策を次表のとおりに設定します。 

 課題に対する具体的施策 

施策目標 現状の課題 
具体的施策 

（実現方策） 

優先度

レベル

効率的な水道システムを構築

し電力使用量を低減していく

ことが必要 

省電力・省エネルギーの推進 ３ 

① 環境負荷の低減 

再生可能エネルギーの利用に

取り組むことが必要 

再生可能エネルギーの利用促

進 
３ 

② 水資源の有効活用 
漏水率を下げて有収率を向上

していくことが必要 
漏水防止対策の推進 ２ 

③ 資源循環の推進 
建設副産物のリサイクルを更

に推進していくことが必要 

建設副産物のリサイクル利用

推進 
２ 

 

 

 

 

 

   【施策目標】            【具体的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 環境負荷の低減 省電力・省エネルギーの推進 

② 水資源の有効活用 漏水防止対策の推進 

③ 資源循環の推進 建設副産物のリサイクル利用推進

再生可能エネルギーの利用促進 
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(2) 具体的施策の内容 

① 環境負荷の低減 

 省電力・省エネルギーの推進 

水道事業を運営していく中で、水源から原水を汲み上げて、浄水場、配

水池、加圧ポンプ所などを経由して、お客さまのもとへ水道水をお届けす

るまでには多大な電力を消費しています。よって、水道事業による環境負

荷を低減するためには、消費電力を節減することが不可欠です。 

これについては、消費電力が多いポンプ設備を更新する際に、運転効率

のよいインバータ制御方式の導入を検討するなど、個々の設備機器をでき

るだけ効率のよいものに切り替えることにより、全体としてエネルギー損

失の少ない施設づくりを行い消費電力の節減に努めます。 

また、庁舎や各施設の空調及び照明機器についても、更新の際に効率の

よい機器に切り替え、公用車には低公害・低燃費車両を導入するなど、水

道施設関連機器のみにとどまらず、身近なところからも省電力・省エネル

ギーを推進していきます。 

 再生可能エネルギーの利用促進 

平成23年３月に発生した東日本大震災に端を発する電力需給のひっ迫に

より、全国レベルで再生可能エネルギーの利用促進が求められています。 

しかしながら、本市水道事業においては、現在までこのような施策に対

して取り組んでいない状況にあります。 

これについては、公益的サービスの提供者である水道事業者としての社

会的責任から、太陽光をはじめ風力や小水力発電などの活用を積極的に取

り組むべき施策として位置付け、経済性のみによらず地球環境保全の観点

から前向きに導入を検討していきます。 
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② 水資源の有効活用 

 漏水防止対策の推進 

水源地から取水する大切な水資源を、無駄なくお客さまへお届けするこ

とは、環境への負荷低減に寄与するだけでなく、動力費や薬品費など事業

費用の縮減にもつながります。 

現在、黒田庄地区においては比較的漏水量が多く有収率が低い状況にあ

ることから、配水系統ごとに配水量を監視しつつ漏水調査を継続的に行い、

漏水を早期に発見、修復することにより、有収率を90％以上に向上させる

よう努めます。 

また、漏水の予防措置として、適正な給水圧の保持や老朽管・非耐震管

などの計画的更新についても併せて推進していきます。 

 

③ 資源循環の推進 

 建設副産物のリサイクル利用推進 

水道事業における建設副産物は、水道管を道路に布設する際に発生する

掘削残土やアスファルト舗装殻が主となります。 

これらの処理については、これまでも再資源化を行ってきているところ

ですが、まだ徹底していない面もあることから、将来的にはリサイクル率 

0100％を目指して推進していきます。 

また、浄水場の処理過程で発生する浄水汚泥についても、今後、有効利

用の方法を検討し、廃棄物の減量と処理費用の軽減を図ります。 
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１ 実施体制 

(1) 事業概要と実施スケジュール 

前章において検討した施策目標を実現するための具体的施策について、そ

の事業概要と実施スケジュールを次表以降に示します。 

 実施スケジュールに示す矢印の種別と意味 

矢印の種別 意   味 

 施策の実施時期を具体的に予定しているもの 

 既に施策を実施しており今後も継続していくもの 形状 

 個別施策を実施した後も継続的に向上に努めるもの 

 優先度レベル１ 

 優先度レベル２ 色 

 優先度レベル３ 

 安心に関する事業概要と実施スケジュール 

基本目標：安心して飲める水道水を供給します！ 

実施スケジュール 
施策目標 具体的施策 事業概要 

優先度

レベル ５年以内
(H24～28)

10年以内
(H29～33)

将来 
(H34～)

備 考 

春日浄水場

及び芳田浄

水場の廃止 

春日浄水場と芳田

浄水場を廃止する

（簡易水道統合）

２ 

   

 

 

平成28年度末に廃

止予定 

遊離炭酸の

除去と腐食

性の改善 

２ 

   

 

 

浄水施設の

整備・充実 

浄水場の新

設 

西脇地区に遊離炭

酸の除去、腐食性

の改善、クリプト

スポリジウム等対

策としての浄水場

を３箇所整備する
１ 

   

 

 

新第１浄水場を平

成24～26年度に、新

第２浄水場を平成

26～28年度に整備

予定。新第３浄水場

は水需要を勘案し

て判断する 

水質検査箇

所の増設 

西脇地区で水質監

視を４箇所増加し

８箇所にする 

２ 

   

 

 

平成25～33年度に

実施予定 
水質監視体

制の充実 連続自動水

質監視装置

の整備 

連続自動水質監視

装置を13箇所に設

置する 

２ 

   

 

 

平成26～32年度に

整備予定 

貯水槽水道

の衛生管理

の向上 

設置者等へ指導・

助言を継続する 

直結給水の拡大を

検討する 

２ 

   

 

 
継続的に実施する 

給水施設の

衛生管理 

鉛製給水管

の取替え 

今後10年間で取替

えを完了する 
２ 

   

 

 

平成32年度に完了

予定 

おいしい水

の供給 

残留塩素濃

度の適正管

理 

残留塩素濃度を

大 0.4mg/L以下に

低減する 

２ 

   

 

 

継続的に実施する 
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 安定に関する事業概要と実施スケジュール 

基本目標：いつでも安定して給水します！ 

実施スケジュール 
施策目標 具体的施策 事業概要 

優先度

レベル ５年以内
(H24～28)

10年以内
(H29～33)

将来 
(H34～) 

備 考 

自己水源の

水量維持 

揚水量調査と水源

能力増強改良工事

を実施する 

２ 

   

 

 

浄水場整備に合わ

せ既存６水源につ

いて実施予定 水源の維持

と活用 
県営水道の

計画的活用 

適量を計画的に受

水する 
２ 

   

 

 

継続的に実施する

浄水施設能

力の適正化 

西脇地区に浄水場

を３箇所整備する
１ 

   

 

 

浄水場を３箇所整

備予定（『安心』に

関する施策と共通）

   

 

 

浄水場整備に合わ

せ配水池３箇所を

増設及び新設予定

施設の効率

的整備・活

用 
配水池貯留

能力の適正

化 

貯留時間が不足す

る配水池の容量を

増設及び新設する

３ 
   

 

 

その他の配水池は

水需要に応じて整

備時期を決定する

基幹構造物

の耐震性確

保 

耐震・劣化診断調

査と必要な耐震補

強工事を実施する

２ 

   

 

 

６箇所の配水池を

平成26～32年度に

実施予定 耐震化の推

進 
基幹管路の

耐震性確保 

耐震性の低い管路

を優先的に布設替

する 

２ 

   

 

 

平成33年度までに

に完了予定 

危機管理マ

ニュアルの

整備・充実 

危機管理マニュア

ルを完成させ具体

的行動計画を示す

１ 

   

 

 

平成24年度内に完

了予定 

緊急時応援

協力体制の

充実 

他市町や他団体と

の緊急時応援協力

体制を強化する 

３ 

   

 

 

継続的に実施する

災害時給水

拠点の充実 

耐震性貯水槽の新

設及び配水池緊急

遮断弁を設置する

３ 

   

 

 

関連する施策と調

整しつつ実施時期

を決定する 

配水ネット

ワーク体制

の充実 

配水区域間及び水

道事業間の給水連

絡管を整備する 

３ 

   

 

 

重春比延地区給水

連絡管を平成24～

27年度に整備予定

危機管理体

制の充実 

応急給水機

器の適正配

備 

給水車、ポリタン

ク、ポリパックを

保有配備する 

１ 

   

 

 

平成25～29年度に

配備予定 

その他 
ポンプ所の

整備 

水圧不足解消及び

芳田配水池送水ポ

ンプを整備する 

２ 

   

 

 

平成32年度までに

関連施策と調整し

つつ整備予定 
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 持続に関する事業概要と実施スケジュール 

基本目標：健全な事業経営を持続します！ 

実施スケジュール 
施策目標 具体的施策 事業概要 

優先度

レベル ５年以内
(H24～28)

10年以内
(H29～33)

将来 
(H34～)

備 考 

春日浄水場

及び芳田浄

水場の廃止 

春日浄水場と芳田

浄水場を廃止する
２ 

   

 

 

平成28年度末に廃

止予定（『安心』に

関する施策と共通）

童子山配水池を廃

止する 

   

 

 

平成26年度に廃止

予定 
老朽構造物

の更新整備 黒田庄地区３浄水

場の膜モジュール

を交換する 

２ 
   平成24～27年度に

交換し、その後５～

７年毎に交換予定 

老朽施設の

更新 

老朽管路の

更新整備 

国庫補助事業によ

り約20kmの老朽管

を更新する 

２ 

   

 

 

事業完了後は緊急

度の高い路線から

更新予定 

職員構成の

適正化 

職務遂行能力の向

上と技術の継承を

図る 

３ 

１ 

   

 

 

平成24年度から継

続的に実施予定 

外部委託の

適正化 

個別委託及び第三

者委託への移行の

適否を検討する 

３ 

   

 

 

継続的に実施する 
事業運営の

効率化 

事業効率の

向上 

西脇地区と黒田庄

地区及び芳田地区

を事業統合する 

３ 

   

 

 

事業統合認可を申

請予定 

財政収支の

改善 

コスト意識の高揚

と施設の効率的運

用を図る 

２ 

３ 

   

 

 

継続的に実施する 

財務体質の

強化 料金水準・

体系の適正

化 

市内の水道料金を

統一する 
１ 

   

 

 

平成26年度の料金

統一を目指す 

料金収納方

法の改善 

新たな料金収納方

法を検討し未納率

の低減に努める 

２ 

   

 

 

継続的に実施する 

お客さまと

の接遇向上 

お客さまへの対応

及びサービスの充

実に努める 

２ 

   

 

 

継続的に実施する 

お客さまサ

ービスの向

上 

広報・広聴

活動の充実 

広報紙やホームペ

ージの内容を充実

させる 

２ 

   

 

 

継続的に実施する 
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 環境に関する事業概要と実施スケジュール 

基本目標：環境保全に貢献します！ 

実施スケジュール 
施策目標 具体的施策 事業概要 

優先度

レベル ５年以内
(H24～28)

10年以内
(H29～33)

将来 
(H34～) 

備 考 

省電力・省

エネルギー

の推進 

加圧設備その他機

器を省電力・省エ

ネ仕様に改善する

３ 

   

 

 

継続的に実施する

環境負荷の

低減 再生可能エ

ネルギーの

利用促進 

利用促進を前向き

に検討する 
３ 

   

 

 

浄水場新設に際し

て導入を検討する

水資源の有

効活用 

漏水防止対

策の推進 

漏水を早期に発見

し修復する（特に

黒田庄地区） 

２ 

   

 

 

継続的に実施する

資源循環の

推進 

建設副産物

のリサイク

ル利用推進 

再資源化の徹底と

浄水汚泥の有効利

用方法を検討する

２ 

   

 

 

継続的に実施する
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(2) 事業経営計画 

本水道ビジョンにおいて計画した施策に係る支出のほか、水需要予測に基づ

く計画目標年度（平成33年度）までの収益的収支と資本的収支の見通しを算定

し次表に示します。 

なお、算定シミュレーションに際して、主な収支項目の積算根拠を次のとお

りとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な収支項目の積算根拠 

 給水収益 

・ 人口減少による有収水量の減少を見込でいる。 

・ 有収率は平成33年度で西脇地区水道：92％、黒田庄地区水道：90％、芳田簡易水道：

97％としている。 

・ 平成33年度から戦略的事業展開として業務・営業用水量の増量を見込んでいる。 

 人件費 

・ 平成29年度に職員を１名削減する計画としている。 

 薬品・動力費 

・ 平成22年度決算値の各箇所別単価に水量を乗じて算定している。 

 県水受水費 

・ 契約水量の76％を受水するものとして算定している。 

 固定資産除却費 

・ 童子山配水池、春日浄水場及び芳田浄水場を廃止することに伴なう除却費用を見込

んでいる。 

 維持管理費 

・ 老朽管更新や老朽施設更新の効果による修繕費の減少を見込んでいる。 

・ その他の費用については、平成22年度決算値をベースに算定している。 

 企業債 

・ 建設改良費の財源として企業債の借り入れは見込んでいない。 

 建設改良費 

・ 建設改良費は精算見込み額で査定している。 
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 事業収支の将来見通し （単位：百万円） 

項 目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

[A]事業収益 1,031 1,020 1,013 1,010 1,001 993 985 979 969 1,078

給水収益 999 992 986 983 974 966 958 952 942 1,051

その他営業収支 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

営業外収益 28 24 24 24 24 24 24 24 24 24

収

入 

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[B]事業費用 1,024 999 1,001 1,022 996 1,253 1,133 1,119 1,105 1,100

人件費 89 89 89 89 89 80 80 80 80 80

薬品費 13 10 10 7 7 5 4 4 4 5

動力費 61 50 49 42 42 31 30 30 29 32

県水受水費 117 154 160 167 166 274 274 274 274 274

維持管理費 199 156 163 154 153 153 152 151 150 150

減価償却費 443 447 447 476 467 527 533 526 520 518

固定資産除却費 12 4 4 13 4 121 4 4 4 4

企業債利息 82 78 73 68 62 56 50 44 38 32

その他営業外費用 6 11 6 6 6 6 6 6 6 6

支

出 

特別損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[C]収益的収支差引[A-B] 7 21 12 ▲12 5 ▲258 ▲148 ▲140 ▲136 ▲22

利益剰余金積立額 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

繰越利益剰余金 45 66 78 66 71 ▲187 ▲335 ▲475 ▲611 ▲633

[D]資本的収入 108 337 399 551 530 200 139 149 64 57

企業債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出資金 45 153 182 249 247 84 53 57 17 15

国庫補助金 46 167 200 285 266 100 70 76 31 26

収

入 

その他 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16

[E]資本的支出 489 728 900 1,088 1,048 542 457 510 383 280

建設改良費 357 588 749 926 879 365 273 327 194 100支
出 企業債償還金 131 140 151 162 169 177 184 183 189 180

[F]資本的収支差引[D-E] ▲381 ▲391 ▲501 ▲537 ▲518 ▲342 ▲318 ▲361 ▲319 ▲223

[G]補てん財源発生額 474 475 476 519 500 659 546 541 531 525

減価償却費等 460 456 451 489 471 648 537 530 524 522
 

消費税調整額 14 19 25 30 29 11 9 11 7 3

[H]資金収支  [C+F+G] 100 105 ▲ 13 ▲29 ▲13 59 80 40 76 280

累計資金残高 1,092 1,197 1,184 1,155 1,142 1,201 1,281 1,321 1,397 1,677

企業債残高 2,656 2,516 2,365 2,203 2,034 1,857 1,673 1,490 1,301 1,121

注１） 本表は西脇地区水道、黒田庄地区水道、芳田（岡崎）簡易水道の合計です。 

注２） 収益的収支は税抜額、資本的収支は税込額で表示しています。 

 



西脇市水道ビジョン 

124 

① 収益的収支の将来見通し 

平成24年度から平成33年度までの10年間の収益的収支の見通しをグラフにす

ると次図のとおりになります。 

水需要の減少は今後も当分続いていくことが予測され、これに伴ない事業収

益の減少が見込まれますが、事業費用については県水受水の増量による受水費

の増加や、新たな施設整備に伴なう減価償却費の増加が避けられないことから、

収益的収支は平成29年度以降赤字に陥るものと予測しています。 

また、平成29年度には浄水場新設に伴ない既設の春日浄水場及び芳田浄水場

を廃止する予定であり、これらの固定資産除却費を見込んでいることから、大

幅な単年度赤字になるものと予測しています。 

これらの収支不足については、平成29年度以降、繰越利益剰余金の補てんも

及ばず、その赤字は累積されていく見込みです。 

そのため、社会情勢や水需要の変化に対応して、県水受水量と整備計画との

バランス及び施設管理を見直し、事業の合理化を徹底することにより、経費を

削減していくとともに、適正な料金設定を行い、健全な経営計画を立てる必要

があります。 
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② 資本的収支の将来見通し 

平成24年度から平成33年度までの10年間の資本的収支の見通しをグラフにす

ると次図のとおりになります。 

本水道ビジョンにおいて計画している施策を実現するために、今後、多額の

建設改良費が必要になります。しかし、現時点では企業債利息が収益的収支を

圧迫することを避けるために、その財源として企業債の借入れを見込んでいま

せん。その結果、資本的収支は将来的には大幅な不足が生じることが想定され

ます。 

ただし、これについては減価償却費や資産減耗費等を補てん財源として充て

ることにより、事業経営全体における資金収支が概ね黒字で推移することから、

事業に要する資金の確保は可能であると考えています。 
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２ 計画のフォローアップ 

(1) 進捗管理と実施効果の確認 

各施策の事業計画について、その進捗状況を継続的に確認し、前項におい

て示した実施スケジュールとの整合を管理していきます。 

また、各施策を実施することによる効果については、厚生労働省が策定し

た「水道ビジョン」の施策目標である『安心』『安定』『持続』『環境』の分

野ごとに、次表に示す主要な業務指標（ＰＩ）を算定することにより確認し

ます。 

これら主要な業務指標（ＰＩ）としては、第３章における本市水道事業の

課題抽出に際して特に改善を要すると判断されるもののほか、業務レベルを

把握する上で特に有効と考えられるものを選定しています。 

また、これらには本市水道事業全体としての目標値を各々設定し、毎年度

ごとに指標値を算定して前年度値及び目標値と比較することにより、施策の

実施効果を定量的に確認するとともに、同規模事業体との比較を行い、本市

水道業務レベルの継続的把握に努めます。 

目標値の設定は、第７章において施策内容を具体的数値で示しているもの

については施策実施後の指標値とし、その他については現状及び各々の特性

を考慮して、努力することにより実現可能と考えられる数値としています。 

なお、これらの指標値は、毎年度ごとに広く市民の皆さまに公表して意見

等をいただき、今後の事業運営の改善に役立てたいと考えています。 
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 毎年度ごとに算出する主要な業務指標（ＰＩ） 

現状の指標値 

分野 番号 業 務指標 名 
西脇市

全 体

（H21）

同規模事業体

平 均

（H20）

望ましい

方向性

平成33

年度末

の達成

目標値 

備 考 

1003 原水有効利用率 （％） 88.1 88.8 ↑ 90以上  

1102 
水質検査箇所密度 

 （箇所/100km2）
15.4 20.2 ↑ 24以上 

目標値は４箇

所増設後 

1103 
連続自動水質監視度 

 （台/(1000m3/日)）
0.000 0.188 ↑ 0.9以上 

目標値は13台

設置後 

1105 
カビ臭から見たおいし

い水達成率 （％）
75 92 ↑100 100  

1106 
塩素臭から見たおいし

い水達成率 （％）
0 44 ↑100 100 

残留塩素濃度 

0.4mg/L以下を目指す

安 

心 

1117 鉛製給水管率 （％） 5.1 7.3 ↓0 1.0以下  

2001 
給水人口１人当たり 

貯留飲料水量 （L/人）
202 214 ↑ 200以上 

現状を維持す

る 

2004 配水池貯留能力 （日） 1.19 1.06 ↑ 1.0以上 
標準値(0.5)の

２倍を維持する

2202 
幹線管路の事故割合 

 （件/100km）
4.1 2.0 ↓0 1.0以下  

2205 
給水拠点密度 

 （箇所/100km2）
8.8 20.7 ↑ 30以上 

目標値は10箇

所増設後 

2207 浄水施設耐震率 （％） 22.8 5.4 ↑ 100 
目標値は浄水場

３箇所新設後 

2209 
配水池耐震施設率 

 （％）
13.0 40.5 ↑ 62以上 

目標値は配水池

６箇所補強後 

2210 管路の耐震化率 （％） 21.5 10.1 ↑ 27以上 
目標値は老朽管

更新事業完了後

安 

定 

2214 
可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ・ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ

保有度 （個/1,000人）
14.1 92.5 ↑ 100以上 

10人に１個以上

を保有 

3002 経常収支比率 （％） 91.3 107.3 ↑ 100以上 
100％以上を目

指す 

3007 
職員１人当たり 

給水収益 （千円/人）
67,185 63,888 ↑ 

67,000 

以上 

現状維持を目

指す 

3013 料金回収率 （％） 88.7 100.6 ↑ 100以上 
100％以上を目

指す 

3018 有収率 （％） 91.7 90.0 ↑ 94以上 
現状から約２％

改善を目指す 

3101 
職員資格取得度 

 （件/人）
0.36 1.07 ↑ 1.0以上 

１人が１件以上

を取得する 

持 

続 

3109 
職員１人当たり配水量

 （ｍ3/人）
448,636 335,222 ↑ 

450,000

以上 

現状維持を目

指す 

4001 
配水量１ｍ3当たり 

電力消費量 （kwh/ｍ3）
0.78 0.35 ↓ 0.7以下 

現状から10％

改善を目指す 

4005 
建設副産物のﾘｻｲｸﾙ率 

 （％）
79.1 67.6 ↑100 100  

環 

境 

5107 漏水率 （％） 6.1 6.8 ↓0 4.0以下 
現状から２％

改善を目指す 
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(2) 施策のフォローアップ 

本水道ビジョンは、平成24(2012)年度を開始年度として平成33(2021)年度

までの10年間を計画期間としていますが、社会情勢や水需要の変化及び関連

する計画の変更などによって、施策の実施時期や方向性に影響が及ぶことが

考えられます。 

そのため、ＰＤＣＡサイクルの考え方を用いて、３～５年のサイクルで計

画（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、改善（Action）を繰り返すことによ

り、施策の進捗及び達成状況をフォローアップし、状況に応じて施策内容の

見直しを行っていきます。 

また、施策内容の見直しに際しては、お客さまからの意見等を十分に反映

させて、各施策間の関連性を考慮しつつ施設整備と事業経営の両面において

妥当かつ有効と判断される改善策を立案します。 

 
ＰＤＣＡサイクルによるフォローアップ概念図 

ＰＤＣＡ 

サイクル 

■ 社会情勢の変化 

■ 関連する計画の変更 

■ 西脇市総合計画 

■ お客さまからの意見 

【 西 脇 市 水 道 ビ ジ ョ ン 】 

“安心と安定”を“未来につなぐ” 

－すべてのお客さまに満足いただける水道を目指して－ 

実施（Do） 

 

■ 事業の実施 

■ 進捗状況の管理 

検証（Check） 

 

■ 施策進捗状況の確認

■ 目標達成状況の検証

改善（Action） 

 

■ 改善策の立案 

■ 妥当性・有効性の確認

施策の見直し
施策の実行 

実施効果の確認 
検証結果の反映 

計画（Plan） 

 

■ 目標の設定 

■ 施策の策定 
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１ 西脇市上下水道事業審議会 

(1) 審議会委員名簿 

職 名 氏 名 区 分 所属団体・役職等 

会 長 長峯 純一 学識経験者 関西学院大学総合政策学部 教授 

会長職務代理 德岡 秀明 市民代表者  

委 員 上山 泰弘 学識経験者 近畿税理士会西脇支部 税理士 

委 員 岩佐 正生 学識経験者 タワージャズジャパン㈱ 総務部長 

委 員 竹内 泰彦 市民代表者 西脇地区町内会長会 会長 

委 員 藤原 一志 市民代表者 黒田庄地区区長会 会長 

委 員 遠藤 敏子 市民代表者 西脇市消費者協会 会長 

委 員 阿江 智子 市民代表者  

委 員 大隅 冴子 市民代表者  

（敬称略／順不同） 

(2) 西脇市水道ビジョン審議経過 

会 議 開催日 主な審議内容 

第１回審議会 平成23年６月21日 

◆西脇市水道ビジョンについて 

 ・概要 

◆アンケート調査の実施について 

第２回審議会 平成23年７月26日 

◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・第１章 西脇市水道ビジョンの策定にあたって 

 ・第２章 西脇市水道事業の概要 

◆効き水 

◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・第３章 現状の分析・評価と課題の抽出 

 ・第４章 課題の整理と優先度の設定  

第３回審議会 平成23年10月３日 

◆アンケート調査結果報告 

◆効き水の結果報告 

◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・第５章 将来像の設定 

 ・第６章 目標の設定 

 ・第７章 実現方策の検討 

第４回審議会 平成23年11月14日 

◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・第６章 目標の設定 

 ・第７章 実現方策の検討 

 ・具体的施策に係る事業概要と事業経営計画について 

第５回審議会 平成24年１月31日 
◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・第８章 推進方策の検討 

第６回審議会 平成24年２月22日 

◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・ 終案 

 ・概要版 

第７回審議会 平成24年３月５日 
◆西脇市水道ビジョン（素案）について 

 ・答申 
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２ アンケート調査結果 

(1) 調査目的と調査方法 

① 調査目的 

今後の水道事業運営の指針となる「西脇市水道ビジョン」を策定するに

当たり、お客さまの目から見た水道事業の現状や今後のあり方などへのご

意見・ご要望等を把握し、施策に反映させることを目的として実施しまし

た。 

② 調査方法 

 調査対象者 

市内の給水申込みをしている一般世帯から無作為に選出した 1,000人 

 調査方法 

郵送によるアンケートの配布及び回収（無記名） 

 調査期間 

平成23年７月20日～８月10日 

 配布数と回収数 

配布数 1,000件のうち回収数 505件（回収率50.5％） 
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(2) 調査結果 

① 回答者の属性 

 

52.8%

47.2%

男

女

 

2.6%
9.8%

12.8%

16.4%

26.7%

31.7%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

 

 

 

問１ あなたの性別、年齢は？ 

分 析 

性別では、男性の回答数が女性よりもわずかに多く、年齢別では若年層よりも高年

層になるほど回答数が多い傾向がみられ、男性と高年層の水道への関心の高さがうか

がえる。
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84.9%

7.9%

5.2% 2.0%
１戸建

２階建までの集合住宅

３階建以上の集合住宅

その他

 

 

 

 

 

 

80.0%

3.8%

16.3% 西脇地区
芳田地区

黒田庄地区

 

 

 

分 析 

回答数に占める地区別割合は、西脇地区が80％、黒田庄地区が約16％、芳田地区が

約４％となっており概ね地区別人口に等しいものとなっている。 

分 析 

１戸建て住宅が約85％と大多数を占め、２階建てまでの集合住宅が約８％、３階建

て以上の集合住宅が約５％と少数である。 

問２ あなたの住宅は？ 

問３ あなたの住んでいる地区は？ 
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12.5%

34.5%

21.4%

14.7%

17.0% １人

２人

３人

４人

５人以上

 

 

 

 

分 析 

近年の核家族化を反映して、２人構成の世帯が も多く約35％となっており、次い

で３人、５人以上、４人、１人の順になっている。 

問４ あなたの世帯の構成人数は？ 
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② 安心について 

 

22.9%

3.3%

22.2%26.5%

17.3%

5.2% 2.6%
水道水をそのまま

冷やした水道水

煮沸した水道水

浄水器を通した水道水

市販の水

井戸水や湧き水などの自然水

その他

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

住宅別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１戸建

２階建までの集合住宅

３階建以上の集合住宅

その他

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

世帯構成人数別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１人

２人

３人

４人

５人以上

 

問５ ふだんの飲み水は？ 
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分 析 

「浄水器を通した水道水」が約26％と も多く、「水道水をそのまま」は２番目の約

23％であり、次いで「煮沸した水道水」が約22％、市販の水が約17％と続く。 

水道水をそのまま飲み水に使用している方は４人のうち１人に満たないが、これに

「浄水器を通した水道水」、「煮沸した水道水」、「冷やした水道水」を合わせると約75％

となり、約４人のうち３人が飲み水に水道水を利用している。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、若年層ほど「市販の水」の割合が多く、高年層ほど「水道水をその

まま」の割合が多い傾向にある 

・ 住宅の種類別では、３階建て以上の集合住宅で「水道水をそのまま」が約13％と

少なく、貯水槽水道に対する衛生面の不安が起因しているものと推測される 

・ 地区別では、黒田庄地区で「水道水をそのまま」が約35％と多く、浄水処理とし

て膜ろ過を行っていることが起因しているものと推測される 

・ その他の属性別では、世帯構成人数別で１人世帯が36％と多い以外は、特筆すべ

き傾向はみられない 
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20.1%

26.4%

35.2%

9.6%

8.6%
おいしくないから

においが気になるから

水質に不安があるから

手軽に市販の水を購入できるから

その他

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

住宅別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１戸建

２階建までの集合住宅

３階建以上の集合住宅

その他

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

世帯構成人数別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１人

２人

３人

４人

５人以上

問６ 問５で１，２以外と答えた方は、水道水をそのまま飲まない理由をお聞

かせください。 
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分 析 

「水質に不安」が約35％と も多く、次いで「においが気になる」が約26％、「おい

しくない」が約20％と続く。 

「水質に不安」、「においが気になる」、「おいしくない」を合わせると約81％となり、

約５人のうち４人が水道水に対して何らかの不満を持っている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 地区別では、「水質に不安」が芳田地区で約59％、次いで黒田庄地区で約41％と、

西脇地区の約33％よりも多くなっており、浄水処理として急速ろ過あるいは膜ろ

過によりクリプトスポリジウム対策を行っていることとは一致しない結果となっ

ている 

・ 全体的に残留塩素濃度が高い西脇地区で「においが気になる」が約26％、「おいし

くない」が約22％と、他地区に比べて大差のない結果となっており、塩素臭の影

響はあまりみられない 

・ 住宅の種類別では、３階建て以上の集合住宅で「においが気になる」が約20％と

少なく、逆に「おいしくない」が29％と多い結果となっており、貯水槽に滞留し

ている間に塩素濃度が低下し、外気によって水温が上昇していることに起因する

ものと推測される 

・ その他の属性別では、世帯構成人数別で１人世帯の「においが気になる」が約36％

と多い以外は、特筆すべき傾向はみられない 
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③ 安定について 

 

47.0%

44.1%

7.9%
0.4%

0.6%

３日

１週間

１ヶ月

３ヶ月

３ヶ月以上

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

 

 

問７ 地震などの災害で大規模な断水が発生したとき、復旧期間としてどの程

度なら仕方がないと思いますか？

分 析 

「３日」が47％と も多く、次いで「１週間」が約44％と続き、「１ヶ月」以上は約

９％と少数にとどまっている。 

「３日」と「１週間」を合わせると約91％となり、大多数の方が１週間以内の早期

復旧を望んでいる。 

属性別では、芳田地区で「３日」と「１週間」の合計割合が 100％となっている以

外は、特筆すべき傾向はみられない。 
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29.6%

50.1%

2.5%

17.8% 水道料金が高くなっても
強化するべきである

水道料金が高くなるので
あれば今のままでよい

対策の必要はない

わからない

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

問８ 地震などの災害に強い水道施設づくりについてどう思いますか？ 
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分 析 

「水道料金が高くなるのであれば今のままでよい」が約50％を占め、２番目の「水

道料金が高くなっても強化するべき」の約30％を大きく超えている。 

約半数が、災害に対する備えの必要性は認識しているものの、水道料金が高くなる

のであれば、現在の料金でできる範囲の対策でよいとの意見となっている。 

なお、料金よりも災害に対する備えを重視する意見は３人のうち１人に満たないが、

「わからない」が約５人のうち１人と比較的多数となっていることから、判断の難し

い問題であることが表れている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 性別では、「水道料金が高くなるのであれば今のままでよい」が男性で約54％、女

性で約43％となっており、男性の方が料金との兼ね合いで消極的な傾向にある 

・ 年齢別では、20歳代以下の約46％が「わからない」としており、広報等による情

報提供の必要性がうかがえる 

・ 地区別では、芳田地区で「水道料金が高くなっても強化するべき」が約61％と多

く、災害対策への意識が高いものとなっている 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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④ 持続について 

 

41.7%

34.1%

16.5%

6.9%

0.6%
0.2%

高い

やや高い
妥当である

やや安い
安い

わからない

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

世帯構成人数別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１人

２人

３人

４人

５人以上

 

問９ 現在の水道料金についてどう思いますか？ 
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分 析 

「高い」が約42％と も多く、次いで「やや高い」が約34％、「妥当である」が約17％

と続く。 

「高い」と「やや高い」を合わせると約76％となり、約４人のうち３人が高いとの

認識をもっており、逆に「安い」と「やや安い」を合わせても１％に満たない。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、30歳代と40歳代で「高い」が58％～59％と多く、50歳代以上になる

と「やや高い」も含めた割合が少なくなっており、使用水量の多い子育て世代の

負担が大きいことがうかがえる 

・ 世帯構成人数別では、人数が多いほど「高い」が多い傾向にあり、年齢別と同様

に使用水量の多い家庭での負担感が大きいことがうかがえる 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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88.5%

4.2%
0.4%

1.2%
1.3%

4.4%
市の広報
市のホームページ
市の窓口
出前講座
水道施設見学
その他

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

 

 

 

問10 水道に関する情報は、何からお知りになることが多いですか？ 

分 析 

「市の広報」が約88％と圧倒的に多く、次いで「市のホームページ」が約４％とな

っており、その他はいずれも１％程度かそれ以下である。 

約10人のうち９人が、「広報にしわき」を水道に関する情報源にしている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、20歳代以下で「広報にしわき」を情報源にしている割合が約57％と、

他の年齢層に比べて低いものとなっている 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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33.0%

9.2%

24.7%

0.6%

5.4%

7.5%

11.1%

0.6%

3.7%

4.2%
水質の状況

財政の状況

水道料金

手続き

水道施設のしくみ

水道施設の整備計画

水道工事や断水

災害対策

環境対策

その他

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

問11 水道に関することで、知りたい情報はどのようなことですか？ 



西脇市水道ビジョン 

146 

 

 

分 析 

「水質の状況」が33％と も多く、次いで「水道料金」が約25％、「災害対策」が約

11％、「財政の状況」が約９％と続く。 

「水道料金」に「財政の状況」を加えると約34％になり、水質と同様に約３人のう

ち１人が水道財政を含む料金に対して関心を持ち、次いで災害時の給水に対して関心

が高い。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、30歳代と40歳代で「水道料金」が約29％と他の年齢層に比べて多く、

問９と同様に使用水量の多い子育て世代の料金に対する関心が大きいことがうか

がえる 

・ また、20歳代以下で「災害対策」が約20％と多くなっており、東日本大震災にお

ける復旧の遅れなどが影響しているものと推測される 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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5.2%
7.6%

54.3%

7.2%

6.8%

18.7%
満足

やや満足
普通

やや不満
不満

わからない

 

 

年齢別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

問12 水道に関する市の対応やサービスはいかがですか？ 
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分 析 

「普通」が約54％と も多く、次いで「不満」と「やや不満」を加えた約14％、「満

足」と「やや満足」を加えた約13％と続く。 

「普通」が半数以上の多数を占め、「不満」及び「やや不満」と「満足」及び「やや

満足」が少数意見としてほぼ同程度となっており、評価としては平均的なものとなっ

ている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、30歳代以上において、若年層ほど「不満」と「やや不満」の割合が

多く、高年層ほど「満足」と「やや満足」の割合が多い傾向にある 

・ また、20歳代以下において、半数以上の約54％が「わからない」としており、水

道事業への関心が薄いことがうかがえる 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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⑤ 環境について 

 

67.8%

26.1%

1.0%0.2%
4.8% いつも気をつけている

ときどき気をつけている

あまり気をつけていない

まったく気をつけていない

わからない

 

 

年齢別
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30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

世帯構成人数別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１人

２人

３人

４人

５人以上

 

問13 水道水の節水や有効利用を心掛けていますか？ 
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分 析 

「いつも気をつけている」が約68％と圧倒的に多く、次いで「ときどき気をつけて

いる」が約26％と続く。 

両者を合わせると約94％となり、ほとんどの方が節水や水の有効利用に対する認識

をもっている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、高年層ほど節水に対して気をつけている割合が多い傾向にある 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 



付属資料 

151 

 

15.8%

61.2%

3.6%

19.3% 早急に万全の対策を進めるべき
できるだけ早く対策を進めるべき
対策の必要はない
わからない

 

 

年齢別
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70歳代以上
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男

女

世帯構成人数別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１人

２人

３人

４人

５人以上

 

問14 環境保全対策を進めることについてどう思いますか？ 
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分 析 

「できるだけ早く対策を進めるべき」が約61％と圧倒的に多く、「早急に万全の対策

を進めるべき」が約16％となっているが、「わからない」が約19％と比較的多数となっ

ている。 

「できるだけ早く対策を進めるべき」と「早急に万全の対策を進めるべき」を合わ

せると約77％となり、約４人のうち３人が環境保全に対して認識をもっている。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、20歳代以下において「早急に万全の対策を進めるべき」が約38％と

なっており、他の年代層に比べて環境保全への関心が高いことがうかがえる 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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⑥ 経営について 

 

34.7%

15.1%18.2%

6.7%

16.7%

2.6% 0.9%
5.0% 安全な水の供給

おいしい水の供給

災害に強い水道施設づくり

環境に配慮した水道施設づくり

水道料金の維持

積極的な情報公開

お客さまサービスの向上

その他

 

 

年齢別
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30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

地区別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西脇地区

芳田地区

黒田庄地区

性別

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

 

問15 今後の水道事業で、力を入れるべき事がらはどのようなことだと思いま

すか？
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分 析 

「安全な水の供給」が約35％と も多く、次いで「災害に強い水道施設づくり」が

約18％、「水道料金の維持」が約17％、「おいしい水の供給」が約15％と続く。 

これらは、いずれも水道法の目的とされる「清浄」「豊富」「低廉」と合致するもの

で、「安全な水の供給」と「おいしい水の供給」は「清浄」に通じ、「災害に強い水道

施設づくり」は「豊富」に通じ、「水道料金の維持」は「低廉」に通じており、時代を

超えた普遍の目標である。 

○ 属性別の傾向は次のとおり 

・ 年齢別では、20歳代以下と70歳代以上において「おいしい水の供給」を挙げられ

た方が他の年齢層に比べて多く、水の味に対する要求レベルが高いことがうかが

える 

・ また、20歳代以下において「積極的な情報公開」を挙げられた方がおらず、問12

と同様に水道事業への関心が薄いことがうかがえる 

・ その他の属性別では、特筆すべき傾向はみられない 
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３ 業務指標（ＰＩ）算定項目一覧表 

 

 現状の分析・評価に活用した業務指標（ＰＩ） 

計算値 

番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄

地区 

1001 水源利用率 

確保している水源水量に対する１日平

均配水量の割合(%)を示す。この指標は

つぎの水源余裕率と関連が深い。利用

率は高い方が水源の効率的利用にはな

るが、渇水時は100%取水できないこと

もあるので、危険が大きくなる。 

(１日平均配水量/

確保している水源

水量)×100 (％) 

61.4 45.3 

1002 水源余裕率 

１日 大配水量に対して確保している

水源水量がどの程度の余裕(まだ取水

できる量)(%)があるかを示す。渇水時

は、確保している全水源水量が取水で

きないので、この水源余裕率はあるこ

とが必要である。 

[(確保している水

源水量/１日 大

配水量)－1]×100 

(％) 

40.5 75.3 

1003 
原水有効利用

率 

年間取水量に対する有効に使われた水

量(消費者に配られた水、管路の維持管

理などに使用した水などをいう)の割

合(%)を示す。この割合が高いことが望

ましい。 

(年間有効水量/年

間取水量)×100 

(％) 

90.6 76.5 

1004 
自己保有水源

率 

全水源水量に対する自己所有の水源水

量(水道事業体が管理している貯水池、

井戸をいう)の割合(%)をいう。多目的

ダムなどは通常は河川管理者の管理で

ある。自己保有水源の多いことは取水

の自由度が大きい。 

(己保有水源水量/

全水源水量)×100 

(％) 

87.5 100.0 

1101 

原水水質監視

度 

 

安全な水の供給には原水が安全である

ことが重要であるので、原水で何項目

を調査しているかを示す。調査回数は

月１回以上とする。 

原水水質監視項目

数 (項目) 
57 57 

1102 
水質検査箇所

密度 

給水区域において毎日行う水質検査箇

所数のその面積100km2当たりに対する

水質検査箇所数を示す。この値は、給

水区域の形態、管網構成などにより異

なるが、全給水区域の水質を把握でき

る箇所数が必要である。 

(水質検査採水箇

所数/給水区域面

積)×100 

(箇所/100km2) 

13.1 20.2 

1103 
連続自動水質

監視度 

配水管網において連続して(24時間)水

質を自動的に監視する装置が設置され

ていることを前提として、１日平均配

水量1,000m3当たりの設置数をいう。こ

の値が多いほど監視度が高くなる。 

(連続自動水質監

視装置設置数/１

日平均配水量) 

×1,000 

(台/(1,000m3/日)) 

0.000 0.000 

1104 
水質基準不適

合率 

給水栓の水質が、国で定めている水質

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す。これは

０でなければならないが、まれに違反

がある。 

(水質基準不適合

回数/全検査回

数)×100 (％) 

0.0 0.0 
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計算値 

番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄 

地区 

1105 

カビ臭から見

たおいしい水

達成率 

給水栓水で、２種類のカビ臭物質 大

濃度の水質基準値に対する割合(%)を

いう。水質基準値ぎりぎりであると

０%、全くカビ臭物質が含まれないと

100%になる。 

[(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 (％) 

75 100 

1106 

塩素臭から見

たおいしい水

達成率 

給水栓水で、残留塩素濃度の 大値が

0.8mg/Lのとき０%、0.4mg/Lのとき100%

になる。残留塩素は低い方がおいしさ

からは好ましい。 大値でなくて、平

均値を用いるべきという考えもある

が、給水区域はすべて同じ水質である

べきであり、また公平の観点から一部

でも残留塩素濃度の高い水があっては

ならないという考えにより、 大値を

用いる。水質基準でも、いかなる時で

も、いかなる場所でも基準を守らなけ

ればならないからである。つまり平均

値ではない。 

[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

(％) 

0 50 

1107 

総トリハロメ

タン濃度水質

基準比 

給水栓水で、水質基準の値である

0.1mg/Lに対する総トリハロメタン濃

度 大値の割合(%)を示す。トリハロメ

タンは有害物質であり、この値は低い

方がよい。 

(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 

(％) 

32 13 

1108 

有機物（TOC）

濃度水質基準

比 

給水栓水で、水質基準の値である５

mg/Lに対する 大有機物(TOC)濃度の

割合(%)を示す。一般的には、低い値の

方が良い水とされる。 

(有機物 大濃度/

有機物水質基準

値)×100 (％) 

40 30 

1109 
農薬濃度水質

管理目標比 

給水栓で、水質基準の値である各農薬

の管理目標値に対するそれぞれの農薬

大濃度の割合(%)を対象農薬数で除

したものである。農薬は種類が多いの

で、１種類ごとに算出せず、平均した

もので示した。また、複数の農薬が同

時に 大値を示すことはほとんどない

ので、この指標は安全側の数値を与え

る。この値は低い方がよい。 

Σ(xi/Xi)/n× 

100（農薬とは、水

質管理目標設定項

目に定められた方

法によって測定さ

れた農薬のことで

ある。xiとは、各

農薬の給水栓での

年間測定 大濃度

をいう。Xiとは、

各農薬の管理目標

値をいう。nとは、

水道事業体の水質

検査計画書に記載

の農薬の数をい

う。）(％) 

0.000 0.000 
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番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄

地区 

1110 
重金属濃度水

質基準比 

給水栓で、水質基準に定める６種類の

重金属の基準値に対するそれぞれの重

金属 大濃度の割合(%)を平均値で示

す。この値は低い方がよい。 

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。) 

(％) 

7 3 

1111 
無機物質濃度

水質基準比 

給水栓で、水質基準に定める６種類の

無機物質の基準値に対するそれぞれの

無機物質 大濃度の割合(%)を平均値

で示す。簡単にいうとミネラル分の割

合を示す。 

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。) 

(％) 

13 6 

1112 
有機物質濃度

水質基準比 

給水栓で、水質基準に定める４種類の

有機物質の基準値に対するそれぞれの

有機物質 大濃度の割合(%)を平均値

で示す。この値は低い方がよい。 

Σ(xi/Xi)/4× 

100(有機物質濃度

とは、陰イオン界

面活性剤、非イオ

ン界面活性剤、フ

ェノール類、色度

の４種をいう。xi

とは、各有機物質

の給水栓での年間

測定 大濃度をい

う。Xiとは、各有

機物質の水質基準

値をいう。) (％) 

8 0 
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番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄 

地区 

1113 

有機塩素化学

物質濃度水質

基準比 

給水栓で、水質基準に定める９種類の

有機塩素化学物質の基準値に対するそ

れぞれの有機塩素化学物質 大濃度の

割合(%)を平均値で示す。この値は低い

方がよい。 

Σ(xi/Xi)/9× 

100(有機塩素化学

物質とは、水質基

準に定められてい

る四塩化炭素、ジ

クロロメタン、シ

ス-1,2-ジクロロ

エチレン、テトラ

クロロエチレン、

トリクロロエチレ

ン、ベンゼンの６

種と、水質管理目

標に定められてい

る1,1-ジクロロエ

チレン、1,2-ジク

ロロエタン、

1,1,2-トリクロロ

エタンの３種の合

計９種をいう。xi

とは、各有機塩素

化学物質の給水栓

での年間測定 大

濃度をいう。Xiと

は、各有機塩素化

学物質の水質基準

値，又は管理目標

値をいう。) (％)

0 0 

1114 

消毒副生成物

濃度水質基準

比 

給水栓で、水質基準に定める５種類の

消毒副生成物の基準値に対するそれぞ

れの消毒副生成物 大濃度の割合(%)

を平均値で示す。この値は低い方がよ

い。 

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 

1117 鉛製給水管率 

鉛管を使用している件数の全給水件数

に対する割合(%)を示す。この値は低い

方がよい。 

(鉛製給水管使用

件数/給水件

数)×100 (％) 

5.3 3.9 

2001 

給水人口１人

当たり貯留飲

料水量 

給水人ロ１人当たり何Lの水が常時た

められているかを示す。地震時など緊

急時の応急給水の時利用される。地震

直後では１人１日３L必要とされる。 

[((配水池総容量-

緊急貯水槽容

量)×1/2＋緊急貯

水槽容量)/給水人

口]×1,000 

(L/人) 

206 181 

2002 
給水人口１人

当たり配水量 

給水人ロ１人当たり１日何L配水した

かを示す。この水量は給水人口をベー

スに計算するので、特に都市部では給

水区域外から来た人の消費分、都市活

動分が含まれ、１人当たりの真の消費

量より多くなる。 

(１日平均配水量/

給水人口)×1,000 

(L/日/人) 

343 303 
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番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄

地区 

2003 
浄水予備力確

保率 

必要とされる１日 大浄水量を配水し

たとき、浄水施設全体ではどの程度の

余裕があるかを割合(%)で示す。余裕が

ないと浄水施設の更新、補修点検など

に支障を来たす。 

[(全浄水施設能力

－１日 大浄水

量)/全浄水施設能

力]×100 (％) 

13.8 37.9 

2004 
配水池貯留能

力 

水道水をためておく配水池の総容量が

平均配水量の何日分あるかを示す。需

要と供給の調整及び突発事故のため

0.5日分以上は必要とされる。 

配水池総容量/１

日平均配水量 

(日) 

1.19 1.20 

2005 給水制限数 

１年間で何日給水制限したかを示す。

渇水、事故などがあると給水制限(当然

断水も含む)数は大きくなる。この値は

低い方がよい。 

年間給水制限日数 

(日) 
0 0 

2006 普及率 

給水区域内で水道を使っている人の割

合(%)を示す。日本では約97%に達して

いるが、世界では低い国もある。 

(給水人口/給水区

域内人口)×100 

(％) 

99.8 99.8 

2007 
配水管延長密

度 

給水区域面積１km2当たり配水管が何

km布設されているかを示す。これは配

水管に引き込み管(給水管)を接続する

時の容易さを示す。 

配水管延長/給水

区域面積(km/km2) 
9.0 5.0 

2008 
水道メータ密

度 

配水管１km当たり何個の水道メータが

接続されているかを示す。これは配水

管の効率性を示す。一般に大都市では

大きい値となる。 

水道メータ数/配

水管延長 (個/km) 
49 34 

2101 
経年化浄水施

設率 

法定の耐用年数を超えた浄水施設能力

の全浄水施設能力に対する割合(%)を

示す。この値が大きいほど古い施設が

多いことになるが、使用の可否を示す

ものではない。 

(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 

2102 経年化設備率 

法定の耐用年数を超えた電気・機械設

備数の電気・機械設備の総数に対する

割合(%)を示す。この値が大きいほど古

い設備が多いことになるが、使用の可

否を示すものではない。 

(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 (％) 

0.0 0.0 

2103 経年化管路率 

法定の耐用年数を超えた管路延長の総

延長に対する割合(%)を示す。この値が

大きいほど古い管路が多いことになる

が、使用の可否を示すものではない。

(法定耐用年数を

超えた管路延長/

管路総延長)×100 

(％) 

1.2 0.0 

2106 
バルブの更新

率 

年間で更新したバルブ数の総設置数に

対する割合(%)を示す。バルブの更新は

管路の更新と同時に行われることが多

いので、管路更新率と関係が深い。 

(更新されたバル

ブ数/バルブ設置

数)×100 (％) 

9.33 ― 

2201 
水源の水質事

故数 

年間の水源の有害物質(油、化学物質の

流出など)による水質汚染の回数を示

す。この値は低い方がよい。この指標

は、水道事業体の責任ではないが、重

要なものである。 

年間水源水質事故

件数 (件) 
0 0 

2202 
幹線管路の事

故割合 

法定の耐用年数を超えた浄水施設能力

の全浄水施設能力に対する割合(%)を

示す。この値が大きいほど古い施設が

多いことになるが、使用の可否を示す

ものではない。 

(幹線管路の事故

件数/幹線管路延

長)×100 

(件/100km) 

4.8 0.0 
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番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄 

地区 

2205 給水拠点密度 

緊急時に応急給水できる貯水拠点が給

水区域100km2当たり何箇所あるか示

す。この値は高い方が一般的にはよい。

(配水池･緊急貯水

槽数/給水区域面

積)×100 

(箇所/100km2) 

3.3 20.2 

2207 
浄水施設耐震

率 

浄水施設のうち高度な耐震化がなされ

ている施設能力の全浄水施設能力に対

する割合(%)を示す。通常は、浄水施設

は耐震対策がされているが、ここでい

うのは高度な耐震対策を意味してい

る。この値は高い方がよい。 

(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 

(％) 

0.0 100.0 

2208 
ポンプ所耐震

施設率 

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(%)を示す。通常は、ポン

プ施設は耐震対策がされているが、こ

こでいうのは高度な耐震対策を意味し

ている。この値は高い方がよい。 

(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 (％) 

0.0 0.0 

2209 
配水池耐震施

設率 

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(%)を示す。通常は、配水池は耐震

対策がされているが、ここでいうのは

高度な耐震対策を意味している。この

値は高い方がよい。 

(耐震対策の施さ

れている配水池容

量/配水池総容

量)×100 (％) 

15.6 0.0 

2210 
管路の耐震化

率 

多くの管路のうち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

す。この値は高い方が望ましい。 

(耐震管延長/管路

総延長)×100 (％)
27.0 0.2 

2211 薬品備蓄日数 

浄水場で使う薬品が１日平均使用量に

対して何日分貯蔵してあるかを示す。

この値は薬品の劣化がない範囲で余裕

を持つことがよい。 

平均薬品貯蔵量/

１日平均使用量 

(日) 

36.7 3.4 

2213 給水車保有度 

稼働できる給水車が給水人口1,000人

当たり何台保有されているかを示す。

この値は大きい方がよいが、大都市で

は一般に低くなる。 

(給水車数/給水人

口)×1,000 

(台/1,000人) 

0.030 0.000 

2214 

可搬ポリタン

ク・ポリパッ

ク保有度 

緊急時に使用できる可搬ポリタンク・

ポリパックが給水人口1,000人当たり

何個保有されているかを示す。この値

は大きい方がよいが、大都市では一般

に低くなる。 

(可搬ポリタンク・

ポリパック数/給

水人口)×1,000  

(個/1,000人) 

16.7 2.3 

2215 
車載用の給水

タンク保有度 

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人当たり何m3保

有されているかを示す。この値は大き

い方がよいが、大都市では一般に低く

なる。 

(車載用給水タン

クの総容量/給水

人口)×1,000 

(m3/1,000人) 

0.091 0.11 

2216 
自家用発電設

備容量率 

自家用発電機の容量が当該設備に必要

とされる電力の総量に対する割合(%)

を示す。この値は自家発電が何%かを示

し、高い方が停電事故には強い。 

(自家用発電設備

容量/当該設備の

電力総容量) 

×100 (％) 

6.4 35.1 

3001 営業収支比率 

営業収益の営業費用に対する割合(%)

を示す。収益的収支が 終的に黒字で

あるためには、この値は100%を一定程

度上回っている必要がある。 

(営業収益/営業費

用)×100 (％) 
97.1 121.6 
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地区 

黒田庄

地区 

3002 経常収支比率 

経常収益の経常費用に対する割合(%)

を示す。この値は100%以上であること

が望ましい。 

[(営業収益＋営業

外収益)/(営業費

用＋営業外費

用)]×100 (％) 

88.8 103.2 

3003 総収支比率 

総収益の総費用に対する割合(%)を示

す。この値は100%以上であることが望

ましい。 

[(営業収益＋営業

外収益)/(営業費

用＋営業外費

用)]×100 (％) 

89.1 103.3 

3004 
累積欠損金比

率 

累積欠損金の受託工事収益を除いた営

業収益に対する割合(%)を示す。累積欠

損金とは、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

度にわたって累積したものである。こ

の指標の値は０%であることが望まし

い。 

[累積欠損金/(営

業収益－受託工事

収益)]×100 (％) 

5.3 0.0 

3005 

繰 入 金 比 率

（収益的収入

分） 

損益勘定繰入金の収益的収入に対する

割合(%)を示す。水道事業の経営状況の

健全性、効率性を示す指標の１つであ

る。この値は低いほうが独立採算制の

原則に則っているといえる。 

(損益勘定繰入金/

収益的収入)×100 

(％) 

0.0 0.0 

3006 

繰 入 金 比 率

（資本的収入

分） 

資本的勘定繰入金の資本的収入に対す

る割合(%)を示す。水道事業の経営状況

の健全性、効率性を示す指標の１つで

ある。この値は低いほうが独立採算制

の原則に則っているといえる。 

(資本勘定繰入金/

資本的収入)×100 

(％) 

31.6 0.0 

3007 
職員１人当た

り給水収益 

損益勘定所属職員１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。この値は大き

い方がよい。 

(給水収益/損益勘

定所属職員数) 

/1,000  

(千円/人) 

58,754 159,921 

3008 

給水収益に対

する職員給与

費の割合 

職員給与費の給水収益に対する割合

(%)を示す。水道事業の効率性を分析す

るための指標の１つである。この値は

低い方がよい。 

(職員給与費/給水

収益)×100 (％) 
14.5 4.5 

3009 

給水収益に対

する企業債利

息の割合 

企業債利息の給水収益に対する割合

(%)を示す。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１つで

ある。この値は低い方がよい。 

(企業債利息/給水

収益)×100 (％) 
11.4 16.4 

3010 

給水収益に対

する減価償却

費の割合 

法定の耐用年数を超えた浄水施設能力

の全浄水施設能力に対する割合(%)を

示す。この値が大きいほど古い施設が

多いことになるが、使用の可否を示す

ものではない。 

(減価償却費/給水

収益)×100 (％) 
48.7 50.5 

3011 

給水収益に対

する企業債償

還金の割合 

企業債償還金の給水収益に対する割合

(%)を示す。企業債償還金が経営に与え

る影響を分析するための指標である。

この値は低い方がよい。 

(企業債償還金/給

水収益)×100 (％) 
40.9 30.4 

3012 

給水収益に対

する企業債残

高の割合 

企業債残高の給水収益に対する割合

(%)を示す。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。

この値は低い方がよい。 

(企業債残高/給水

収益)×100 (％) 
293.9 607.6 
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計算値 

番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄 

地区 

3013 

料 金 回 収 率

（給水に係る

費用のうち水

道料金で回収

する割合） 

供給単価の給水原価に対する割合(%)

を示す。水道事業の経営状況の健全性

を示す指標の１つである。料金回収率

が100%を下回っている場合、給水に係

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。 

(供給単価/給水原

価)×100 (％) 
86.3 100.1 

3014 供給単価 

有収水量(年間の料金徴収の対象とな

った水量)１m3当たりについて、どれだ

けの収益を得ているかを示す。供給単

価は、低額である方が水道サービスの

観点からは望ましいが、水道事業の事

業環境には大きな差があるため、単純

に金額だけで判断することは難しい。

給水収益/有収水

量 (円/m3) 
169.2 226.8 

3015 給水原価 

有収水量１m3当たりについて、どれだ

け費用がかかっているかを示す。料金

水準を示す数値としてみれば、給水原

価は安いほうが、水道事業体にとって

も水道使用者にとっても望ましいが、

給水原価は水源や原水水質など水道事

業環境に影響を受けるため、給水原価

の水準だけでは、経営の優劣を判断す

ることは難しい。 

[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 (円/m3) 

196.0 226.6 

3016 

１月当たり 

家 庭 用 料 金

（10m3） 

経常収益の経常費用に対する割合(%)

を示す。この値は100%以上であること

が望ましい。 

１月当たりの一般

家庭用(口径13mm)

の基本料金＋10m3

使用時の従量料金 

(円) 

1,417 2,100 

3017 

１月当たり 

家 庭 用 料 金

（20m3） 

標準的な家庭における水使用量(20m3)

に対する料金を示す。特に世帯人数２

～３人の家庭の１箇月の水道使用量を

想定したものである。 

１月当たりの一般

家庭用(口径13mm)

の基本料金＋20m3

使用時の従量料金 

(円) 

2,572 4,200 

3018 有収率 

有収水量(年間の料金徴収の対象とな

った水量)の年間の配水量(給水量)に

対するの割合(%)を示す。水道施設及び

給水装置を通して給水される水量がど

の程度収益につながっているかを示す

指標である。この値は高い方がよい。

(有収水量/給水

量)×100 (％) 
92.6 87.0 

3019 施設利用率 

１日平均給水量の１日給水能力に対す

る割合(%)を示す。水道施設の経済性を

総括的に判断する指標である。この値

は、基本的には高い方がよい。 

(１日平均給水量/

１日給水能力) 

×100 (％) 

74.4 49.3 

3020 
施設 大稼働

率 

１日 大給水量の１日 大給水能力に

対する割合(%)を示す。水道事業の施設

効率を判断する指標の１つである。こ

の値は、基本的には高い方がよい。 

(１日 大給水量/

１日給水能力) 

×100 (％) 

86.2 62.1 

3021 負荷率 

１日平均給水量の１日 大給水量に対

する割合(%)を示す。水道事業の施設効

率を判断する指標の１つである。この

値は高い方がよい。 

(１日平均給水量/

１日 大給水

量)×100 (％) 

86.3 79.4 

3022 流動比率 

流動資産の流動負債に対する割合(%)

を示す。民間企業の経営分析でも使用

される指標で、水道事業の財務安全性

をみる指標である。この値は100%以上

で、より高い方が安全性が高い。 

(流動資産/流動負

債)×100 (％) 
312.2 2,445.1 
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計算値 

番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄

地区 

3023 
自己資本構成

比率 

自己資本金と剰余金の合計額の負債・

資本合計額に対する割合(%)を示す。財

務の健全性を示す指標の１つである。

この値は高い方が財務的に安全といえ

る。 

[(自己資本金＋剰

余金)/負債・資本

合計]×100 (％) 

79.0 71.9 

3024 固定比率 

固定資産の自己資本金と剰余金の合計

額に対する割合(%)を示す。民間企業の

経営分析にも使用されており、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る。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る。 

[固定資産/(自己

資本金＋剰余

金)]×100 (％) 

121.1 126.2 

3025 

企業債償還元

金対減価償却

費比率 

企業債償還元金の当年度減価償却費に

対する割合(%)を示す。投下資本の回収

と再投資との間のバランスを見る指標

である。一般的に、この指標が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(企業債等)に頼ること

になるため、100%以下であると財務的

に安全といえる。 

(企業債償還元金/

当年度減価償却

費)×100 (％) 

83.9 60.2 

3026 
固定資産回転

率 

受託工事収益を除いた営業収益の年度

平均の固定資産額に対する割合を回数

で示す。つまり、固定資産が期間中に

営業収益によって何回回収されたかを

示すものであり、固定資産の活用の状

況を見るための指標である。この値は

大きい方がよい。 

(営業収益－受託

工事収益)/[(期首

固定資産＋期末固

定資産)/2] (％) 

0.07 0.05 

3027 
固定資産使用

効率 

給水量の有形固定資産に対する値

(m3/10,000円)である。この値が大きい

ほど施設が効率的であることを意味す

るため、値は大きいほうがよい。 

(給水量/有形固定

資産)×10,000 

(m3/10,000円) 

4.2 2.5 

3101 
職員資格取得

度 

職員が１人当たり持っている法定資格

の件数を示す。この指標は、職務とし

て必要な資格(例えば、電検、高圧製造

保安責任者など)を取ることにより職

員の資質の向上を図る。 

職員が取得してい

る法定資格数/全

職員数 (件/人) 

0.30 1.00 

3105 技術職員率 

技術職員総数の全職員数に対する割合

(%)を示す。この指標は、技術的業務の

直営維持が難しくなってきている現状

と関係が深い。 

(技術職員総数/全

職員数)×100 (％) 
40.0 0.0 

3109 
職員１人当た

り配水量 

年間で職員１人当たり何m3配水したこ

とになるか示す。この指標は一般的に

は職員が多いと低くなり、外部委託が

多いと高くなる。 

年間配水量/全職

員数 (m3/人) 
412,500 810,000 

3110 
職員１人当た

りメータ数 

水道メータ総数を全職員数で除した値

(個/人)である。この指標は一般的には

職員が多いと低くなり、外部委託が多

いと高くなる。 

水道メータ数/全

職員数 (個/人) 
1，340 2,543 

4001 

配水量１m3当

たり電力消費

量 

取水から給水栓まで１m3の水を送水す

るまでに要した電力消費量を示す。こ

の指標には水道事業すべての電力量が

含まれるが、その多くは送水、配水の

ための電力量で、地形的条件に左右さ

れる。 

全施設の電力使用

量/年間配水量 

(kWh/m3) 

0.75 0.96 
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計算値 

番号 業務指標名 解 説 計算式 西脇 

地区 

黒田庄 

地区 

4005 
建設副産物の

リサイクル率 

水道工事で発生する土、アスファルト、

コンクリートなどを廃棄処分せず、再

利用している量の全建設副産物量に対

する割合(%)を示す。この値は高い方が

よい。 

(リサイクルされ

た建設副産物量/

建設副産物排出

量)×100 (％) 

79.1 ― 

4101 地下水率 

地下水揚水量の水源利用水量に対する

割合(%)を示す。この指標は、環境保全

の視野も入れて広く考えられるべきで

ある。 

(地下水揚水量/水

源利用水量) × 

100 (％) 

100.0 100.0 

5008 検針委託率 

検針を委託した水道メータ数の総数に

対する割合(%)を示す。検針は外部委託

が多く、この指標の値の高いことは、

職員数の減につながっている。 

(委託した水道メ

ータ数/水道メー

タ数)×100 (％) 

100.0 100.0 

5009 
浄水場第三者

委託率 

浄水場の運転管理を委託した浄水能力

の総浄水能力に対する割合(%)を示す。

この指標の値の高いことは、一般に技

術職員数の減につながっている。 

(第三者委託した

浄水場能力/全浄

水場能力)×100 

(％) 

100.0 100.0 

5102 
ダクタイル鋳

鉄管・鋼管率 

鉄製の水道管であるダクタイル鋳鉄管

と鋼管の延長の水道管総延長に対する

割合(%)を示す。一般に鉄製水道管は信

頼性が高いとされている。 

[(ダクタイル鋳鉄

管延長＋鋼管延

長)/管路総延

長]×100 (％) 

66.0 82.3 

5103 
管路の事故割

合 

管路の年間事故件数の管路延長100km

に対する事故件数を示す。この値は低

い方がよい。 

(管路の事故件数/

管路総延長)× 

100 (件/100km) 

4.3 6.6 

5106 
給水管の事故

割合 

給水管(公道から各家庭に引き込む管

など)の年間事故件数(公道から水道メ

ータまでの事故)の給水件数1,000件に

対する事故件数を示す。この指標はや

や専門的であるが、水道の維持管理上

必要で、この値は低い方がよい。 

(給水管の事故件

数/給水件数)× 

1,000  

(件/1,000件) 

6.0 3.9 

5107 漏水率 
年間の漏水量の配水量に対する割合

(%)を示す。この値は低い方がよい。 

(年間漏水量/年間

配水量)×100 (％)
5.0 12.1 

5108 
給水件数当た

り漏水量 

１給水件数当たりの年間の漏水量を示

す。漏水率の別の定義であり、このよ

うな定義の国もある。この値は低い方

がよい。 

年間漏水量/給水

件数 (m3/年/件) 
15.3 38.5 

5109 
断水･濁水時

間 

断水・濁水(時間と人口の積)の全給水

人口に対する時間割合を示す。年間平

均的に何時間断水・濁水があったかを

示す。この値は低い方がよい。 

(断水･濁水時間×

断水・濁水区域給

水人口)/給水人口 

(時間) 

0.00 0.00 

5112 
バルブ設置密

度 

管路総延長１km当たりに対するバルブ

の設置数を示す。適正な数のバルブが

設置されていないと、維持管理上不便

を来す。 

バルブ設置数/管

路総延長 (基/km)
9.7 11.5 

5114 
消火栓設置密

度 

配水管延長１km当たりに対する消火栓

の設置数を示す。消防水利のための指

標である。 

消火栓数/配水管

延長 (基/km) 
2.4 4.4 
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４ 語句の説明 

【あ】 

浅井戸
あ さ い ど

（浅層
せんそう

地下水
ち か す い

） 

不圧地下水（自由面地下水）を取水する井戸。一般的に深度は10～30ｍ以内の比較

的浅い地下水を汲み上げることから、浅井戸と呼ばれている。地下水面は通気帯を通

じて大気圧と平衡状態にあり、降雨量の多少によって水位は変動し、水質は地上の条

件に影響されやすい。 

アセットマネジメント（資産
しさん

管理
かんり

） 

一般には、不動産などの資産について、 適な時期、規模による投資を行うことに

よりその価値を高め、利益の 大化を図ることをいう。水道事業に関しては、平成21

年７月に厚生労働省により「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」が策定されている。 

１日 大給水量
いちにちさいだいきゅすいりょう

 

年間の１日給水量のうち 大のものを１日 大給水量（ｍ3/日）といい、これを給

水人口で除したものを１人１日 大給水量（Ｌ/人/日）という。 

１ 日 平均給 水量
いちにちへいきんきゅうすいりょう

 

年間総給水量を年日数で除したものを１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１人１日平均給水量（Ｌ/人/日）という。 

インバータ 

直流電源と交流電源を変換する装置の総称で、出力周波数を任意に可変することが

できるため、ポンプ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

可能となり、運転効率が高いなどの長所がある。 

エアレーション（曝気
ばっき

） 

空気（気体）と水（液体）とを接触させ、各相中における物質の濃度分圧が等しく

なるようにし、各相間で物質を移動させること。水道では、遊離炭酸の除去や溶存鉄

の酸化などに用いられている。 

応 急 給 水
おうきゅうきゅうすい

 

地震、渇水や水道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。 

【か】 

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であり、

後世代の人たちも利用する水道施設などを建設する際の財源とする。 
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給 水
きゅうすい

 

給水申込者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接分岐して、給水装置を通

じて必要とする量の飲用に適する水を供給すること。 

給水区域
きゅうすいくいき

 

当該水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水を行うこと

とした区域をいう。水道事業者は、この区域内において給水義務を負う。 

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。 

給 水 量
きゅうすいりょう

 

給水区域内の一般の需要に応じて給水するため、水道事業者が定める事業計画上の

給水量のこと。統計などにおいては、給水区域に対して給水をした実績水量をいう。 

急速ろ過法
きゅうそくろかほう

 

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

質を急速ろ過池で１日 120～ 150ｍの速い速度でろ過し除去する方法 

凝 集 沈 澱 法
ぎょうしゅうちんでんほう

 

急速ろ過方式における重要な前処理方法で、原水中の懸濁物質を薬品の力を借りて

凝集し沈澱させる方法 

業務指標
ぎょうむしひょう

（ＰＩ：Performance Indicator） 

日本の水道事業のサービス水準を向上するために、（社）日本水道協会が平成17年

１月に制定した「水道事業ガイドライン」における規格で、水道事業全体を網羅した

６つの分野（安心、安定、持続、環境、管理、国際）について 137項目の指標を用い

て、業務を定量的に数値化し評価することで、水道サービスを総合的に判断する。 

緊 急
きんきゅう

遮断
しゃだん

弁
べん

 

地震や管路の破裂などの異常を検知すると、自動的に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 

人や動物の腸内に感染して激しい下痢などの症状を起こす病原微生物で、宿主は人

のほか、ウシ、ウマ、ブタ、イヌ、ネコ、ネズミなど広範囲のほ乳類に及ぶ。直径約

５μｍほどの球形で、硬い殻に包まれた状態で排泄（はいせつ）されるため、塩素殺

菌などに強く有効な治療薬もない。 

県営水道
けんえいすいどう

（兵庫県
ひょうごけん

水道用水
すいどうようすい

供 給 事 業
きょうきゅうじぎょう

） 

神戸・阪神・播磨・丹波・淡路地域の17市５町１企業団に対して、１日 大 480,400

ｍ3の水道用水を供給する計画で進められている事業。兵庫県内の猪名川・武庫川・

加古川・市川の４水系の７ダムを水源として、５浄水場で浄水処理した水を送水管に

より各市町に供給している。 
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減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 

固定資産は、使用することによってその経済的価値を減少していくが、この減少額

を毎事業年度に一定の方法により配分する費用をいう。これによって、固定資産に投

下し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。 

原水
げんすい

 

浄水処理する前の水。水道原水には大別して地表水と地下水があり、地表水には河

川水、湖沼水、貯水池水が、地下水には伏流水、井水などがある。 

硬質塩化
こうしつえんか

ビニル管
かん

 

塩化ビニル管又は塩ビ管とも呼ばれており、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。なお、衝撃に強い耐衝撃性硬質塩化ビニル管もある。 

【さ】 

災害
さいがい

時
じ

給 水
きゅうすい

拠点
きょてん

 

災害時において、緊急遮断弁等が作動し配水池及び応急給水槽内に飲料水が確保で

きる施設をいう。応急給水用の給水栓等が備えられていない場合でも、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応急給水拠点に指定されている場

所を含む。 

再生
さいせい

可能
かのう

エネルギー 

自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギー。有限でいずれ

枯渇する化石燃料などと違い、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給

され、地球環境への負荷が少ない。新エネルギー（中小水力・地熱・太陽光・太陽熱・

風力・雪氷熱・温度差・バイオマスなど）、大規模水力及び波力・海洋温度差熱など

のエネルギーを指す。 

残留塩素
ざんりゅうえんそ

 

水に注入した塩素が、消毒効果をもつ有効塩素として消失せずに残留していること。

水道では、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あ

り、水道法第22条に基づく水道法施行規則第17条３号により、給水栓における水が遊

離残留塩素を 0.1mg/L（結合残留塩素の場合は 0.4mg/L）以上保持するよう定められ

ている。 

紫外線消毒
しがいせんしょうどく

 

紫外線のもつ殺菌作用を利用する消毒法（紫外線殺菌）。水銀ランプを用いると

0253.7nmを主とする紫外線を得ることができ、これを水に照射することにより、有効

な殺菌を行うことができる。 

事業認可
じぎょうにんか

 

水道事業又は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。この事業認可は、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。水道事業の目的である

水を安定して供給するために、公共の利益を保護し、公衆衛生を確保するため認可が

必要とされる。 
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資産
しさん

減耗
げんもう

費
ひ

 

固定資産が使用により滅失し、又は機能的に資産本来の使用に耐えなくなったとき

に、この固定資産を廃棄し帳簿価格を除くことを除却といい、除却の際に固定資産の

まだ減価償却費として費用化されていない額を除却費として計上する費用をいう。 

取水
しゅすい

 

地表水、河川水、湖沼水及びダム水、地下水から適切な取水施設を使い原水を取り

入れること。 

受水槽
じゅすいそう

 

給水装置からの水を直接受水するための水槽。各水道事業体の基準により直結給水

方式ができない場合、又は需要者が常時一定の水量を使用する場合などに設置される。 

浄 水
じょうすい

 

河川、湖沼、地下水などから取水した原水に含まれている物質などを取り除き、飲

料用に供するための適切な処理を行い、水道法に定められた水質基準に適合させる操

作をいう。また、この処理操作を浄水処理といい、それを行う場所を浄水場という。

またこのような操作を受けた水も浄水という。 

浄 水
じょうすい

汚泥
おでい

（スラッジ） 

浄水処理により水中の濁質が沈澱し発生した泥状のものをいう。 

水源
すいげん

 

一般に取水する地点の水をいうが、河川 上流部やダム湖などその水の源となる地

点の水を指す場合がある。水源の種類には、河川表流水、湖沼水、ダム水、地下水、

湧水、伏流水がある。 

水質基準項目
すいしつきじゅんこうもく

 

水質基準項目は、水道法第４条に基づき水質基準に関する省令で規定されており、

人の健康の保護の観点から設定された項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無

の観点から設定された項目からなり、平成23年度現在、50項目が定められている。 

水質管理目標
すいしつかんりもくひょう

設定項目
せっていこうもく

 

水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、また、より質の高い水道水を目指

すために、水質基準に係る検査に準じて、監視し検出状況を把握して水質管理上留意

すべき項目として位置付けられたもの。平成23年度現在、27項目が定められている。 

水道事業
すいどうじぎょう

 

一般の需要に応じて、計画給水人口が 100人を超える水道により水を供給する事業

をいう。計画給水人口が 5,000人以下である水道により水を供給する規模の小さい水

道事業は、簡易水道事業として特例が設けられている。計画給水人口が 5,000人を超

える水道によるものは、慣用的に上水道事業と呼ばれている。 

水道
すいどう

ビジョン 

厚生労働省が、平成16年６月に策定したもので、「世界のトップランナーを目指し

てチャレンジし続ける水道」を基本理念とし、我が国の水道の現状と将来見通しを分

析・評価し、水道のあるべき将来像について、すべての水道関係者が共通目標を持っ

て、その実現のための具体的な施策や工程が包括的に示されている。 
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水道法
すいどうほう

 

明治23（1890）年に制定された水道条例に代わる水道法制（昭和32年法律 177号）。

水道により清浄で豊富、低廉な水の供給を図ることによって、公衆衛生の向上と生活

環境の改善に寄与することを目的とし、水道の布設及び管理を適正かつ合理的にする

ための諸規定や水道の計画的整備・水道事業の保護育成に関する規定をおいている。 

石綿
せきめん

セメント管
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。なお、人体内へのアスベスト吸入による健康への影

響が問題となり、現在、製造が中止されている。 

送水
そうすい

 

浄水場で、処理された浄水を配水池などまで、管路などによって送ること。 

【た】 

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 

耐用年数
たいようねんすう

 

固定資産が、その本来の用途に使用できると見られる推定の年数をいう。水道事業

においては、地方公営企業法により有形固定資産及び無形固定資産について各々年数

が定められている。 

ダクタイル鋳 鉄 管
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、強度や靱性に富んでいる。

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

的重いなどの短所がある。ダクタイル鋳鉄管が開発された昭和30（1955）年前後まで

は鋳鉄管が主に用いられていた。 

地方公営企業法
ちほうこうえいきぎょうほう

 

地方公共団体が経営する企業のうち、水道事業（簡易水道事業を除く。）、工業用水

事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業及びガス事業の７事業（これ

らに附帯する事業を含む。）を地方公営企業といい、自治法、地財法、地公法の特別

法として、企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱その他企業の経営の

根本基準、一部事務組合に関する特例を定める地方公営企業の基本法である。 

貯水槽水道
ちょすいそうすいどう

 

ビル・マンション等の建物で、水道事業から供給される水をいったん受水槽に受け

たのち利用者に給水する施設をいう。 

貯水槽水道には、簡易専用水道（受水槽の有効容量10ｍ3を超えるもの）と小規模

貯水槽水道（受水槽の有効容量が10ｍ3以下のもの）とがあり、受水槽以降はその設

置者（建物の所有者）が責任を持って管理することになっている。 
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直 結 給 水
ちょっけつきゅうすい

 

需要者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水管の圧力を利用して給水

する方式。配水管圧力だけで末端まで給水する直結直圧式給水と、配管途中に増圧設

備を挿入して末端までの圧力を高めて給水する直結増圧式給水がある。 

導水
どうすい

 

原水を取水施設から浄水場まで送ること。導水の方法としては、自然流下方式とポ

ンプ圧送方式に分類される。 

【な】 

内部
ないぶ

留保
りゅうほ

資金
しきん

 

原価償却費などの現金支出を伴なわない支出や、収益的収支における利益によって、

企業内に留保される自己資金のことで、将来の投資資金として確保され、資本的収支

の不足額における補填財源などに用いられる。 

【は】 

配水
はいすい

 

浄水場において製造された浄水を、水圧、水量、水質を安全かつ円滑に需要者に輸

送すること。 

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

の容量は、一定している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、１

日 大給水量の12時間分を標準とする。 

費用対
ひようたい

効果
こうか

分析
ぶんせき

 

事業により生み出される社会的な効果と、事業に要する費用を比較することにより、

事業実施の妥当性を評価する手法のことであり、効果を貨幣価値に換算したしたもの

を便益といい、費用と便益の比較を行うものを費用便益分析といい、その際の評価基

準には費用便益比（Ｂ／Ｃ）を用いる。 

非
ひ

ダクタイル鋳 鉄 管
ちゅうてつかん

（鋳 鉄 管
ちゅうてつかん

） 

鋳鉄管とは鉄、炭素（含有量２％以上）、ケイ素からなる鉄合金（鋳鉄）で作られ

た管のこと。ダクタイル鋳鉄管が開発された昭和30年前後まで、水道管に広く用いら

れており、ダクタイル鋳鉄管に対する俗称として非ダクタイル鋳鉄管と呼んでいる。

なお、明治期から昭和初期まで使用されていた鋳鉄管に対して、昭和５年に強度を増

した鋳鉄管が登場したことから、前者を「普通鋳鉄管」と称し、後者を「高級鋳鉄管」

と称している。 

深井戸
ふ か い ど

（深層
しんそう

地下水
ち か す い

） 

被圧地下水を取水する井戸をいう。スクリーン及びケーシング（井戸枠）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程度以上のものが多く、数百ｍに及ぶものもある。 
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負荷率
ふ か り つ

 

１日 大給水量に対する１日平均給水量の割合を表すもので、次式により算出する。 

１日平均給水量／１日 大給水量× 100（％） 

この比率は水道事業の施設効率を判断する指標の１つであり、数値が大きいほど効

率的であるとされている。 

腐食性
ふしょくせい

（ランゲリア指数
しすう

） 

水の実際のpH値と、水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平衡状態にあると

きのpH値（pHs）との差をいう。水の腐食性と炭酸カルシウム皮膜形成の目安とされ、

指数がプラスの値で数値が大きい程、炭酸カルシウムの析出が起こり易く非腐食性で

あり、ゼロであれば炭酸カルシウムは析出も溶解もしない平衡状態にあり、マイナス

の値では炭酸カルシウム皮膜は形成されにくく、その絶対値が大きくなるほど水の腐

食傾向は強くなる。 

ポンプ 場
じょう

 

地形や構造物の立地又は管路の状況など、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。 

【ま】 

膜
まく

ろ過法
かほう

 

原水を膜に通して、溶解性成分などの小さな不純物まで分離除去する浄水方法であ

る。分離できる粒子径や分子量及び膜の材質により種類があるが、水道用には 0.1

μｍ程度以上の粒子を分離できる精密ろ過（ＭＦ）膜と、0.01μｍ～ 0.1μｍ程度ま

で分離できる限外ろ過（ＵＦ）膜が使用されている。 

水
みず

循 環
じゅんかん

 

雨や雪などの降水が、地表に達して川の水になり湖や海に流れ込み、これが蒸発し

て雲になり降水をもたらす、このような水のサイクルをいう。 

無効水量
むこうすいりょう

 

使用上無効と見られる水量のこと。配水本支管、メータより上流部での給水管から

の漏水量、調定減額水量、他に起因する水道施設の損傷などにより無効となった水量

及び不明水量をいう。 

無収水量
むしゅうすいりょう

 

給水量のうち料金徴収の対象とならなかった水量のこと。事業水量、メータ不感水

量、その他、公園水量、公衆便所用水量、消防用水などのうち料金その他の収入が全

くない水量をいう。有効無収水量ともいう。 

滅菌
めっきん

 

対象とする物体に付着あるいは混入しているすべての微生物を、芽胞を含めて完全

に死滅させるか、あるいは完全に取り除いてしまうこと。すなわち、微生物が全く存

在していない無菌の状態にする操作をいう。 
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【や】 

有効容量
ゆうこうようりょう

 

配水池などの総容量のうち実際に利用可能な容量をいい、具体的には高水位（ HWL）

と低水位（ LWL）の間の容量をいう。 

有効水量
ゆうこうすいりょう

 

給水量の分析を行うに当たっては有効水量と無効水量に分類され、有効水量は更に

有収水量と無収水量に区分される。使用上有効と見られる水量が有効水量で、メータ

で計量された水量若しくは需要者に到達したものと認められる水量並びに事業用水

量などをいう。 

有効率
ゆうこうりつ

 

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。 

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。 

有 収 率
ゆうしゅうりつ

 

有収水量を給水量で除したもの（％）。 

遊離炭酸
ゆうりたんさん

 

水中に溶解している二酸化炭素（CO2）のこと。遊離炭酸は炭酸塩や有機物質が分

解して発生した二酸化炭素や空気中の二酸化炭素などが水中に溶解することに起因

する。地下水では有機物の分解などにより、一般に多く存在する。水中のアルカリ化

合物と反応して腐食性を有する侵食性遊離炭酸と、腐食性のない従属性遊離炭酸があ

る。 

【ら】 

ライフサイクル 

ある商品の天然資源採取から資材生産、製造組み立て、使用、廃棄、場合によって

はリサイクルを含めた一連の流れをいい、その過程における費用の総計をライフサイ

クルコストという。 

ライフライン 

電気、ガス、水道など市民生活に必要なものをネットワークにより供給する施設又

は機能をいう。水道については、需要に対応した安定供給に加え、地震など災害時に

おいても必要 小限の給水を確保することを求められている。 

連続
れんぞく

自動
じどう

水質
すいしつ

監視
かんし

装置
そうち

 

配水管に設置されて、水質基準の中の３項目（濁度、色度、残留塩素）を１日24

時間連続して計る装置をいう。 
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漏水
ろうすい

 

水道管から水が漏れる現象のうち、その量が比較的少なく周辺に与える物理的な影

響が小さいものをいう。管の材質、老朽度、土壌、腐食、地盤沈下、施工不良、舗装

厚、大型車両化による路面荷重、他工事における損傷などが原因となる。 

【アルファベット】 

ＭＰａ
めがぱすかる

 

圧力を示す単位。例えば 0.1MPaの水圧は、水が10ｍの高低差で生じる圧力（１

kgf/cm2）に相当する。 

Ｏ Ｊ Ｔ
おーじぇーてぃー

（On The Job Training） 

職場で実務を通じて行う従業員の教育訓練のこと。 

Ｐ
ぴー

Ｃ
しー

（Prestressed Concrete）造
ぞう

 

設計荷重によって生じる引張応力を打ち消すように、PC鋼材を用いてあらかじめ計

画的にコンクリートに与える応力をプレストレスといい、プレストレスを与えたコン

クリート構造のこと。 

Ｒ
あーる

Ｃ
しー

（Reinforced Concrete）造
ぞう

 

コンクリートの中に鉄筋を埋め込み、両者が一体となって外力に抵抗するようにし

た構造のことをいう。鉄筋コンクリート構造のこと。 

Ｓ
えす

Ｒ
あーる

Ｃ
しー

（Steel Reinforced Concrete）造
ぞう

 

コンクリートの中に鉄骨、その周囲に鉄筋を埋め込み、両者が一体となって外力に

抵抗するようにした構造のことをいう。鉄骨鉄筋コンクリート構造のこと。 

ＳＵＳ
さ す

（Steel Used Stainless）造
ぞう

 

さびにくくするためにクロムやニッケルを含ませた合金鋼であるステンレス鋼

（stainless steel）構造をいう。 JISにおいて主に「 SUS」の記号がつけられてい

る。 
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