
基本計画進捗状況　　　

指標名（単位） 目標値

説明 18年度 19年度 20年度 21年度 28年度

普及率（％）

（給水人口÷給水区域内人口）×100

有効率（％）

(年間有効水量÷年間給水量）×100

連続自動水質監視装置設置台数（台）

塩素臭から見たおいしい水達成箇所率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（％）

法に基づく定期水質調査をしている給水栓のう
ち残留塩素濃度の最大値が0.4mg/L以下の数
÷法に基づく定期水質調査をしている総給水栓
数）×100

管路の耐震化率（％）

（耐震管延長÷管路総延長）×100

配水池耐震施設率（％）

(耐震対策の施されている配水池容量÷
配水池総容量）×100

可搬ポリタンク・ポリパック保有度
　　　　　　　　　　　　　　　　（個/1000人）

（可搬ポリタンク・ポリパック数÷給水人口）
×1000

警報付施設率（％）

（警報付施設数÷全施設数）×100

　給水区域内で水道を使っている人の割合
を示します。この値が高いほど、より多くの
お客さまに安定した給水を行っていることに
なります。

　一般世帯などで有効に使用された水量
（漏水量などは含まない）の割合を示しま
す。この値が高いほど浄水場で造られた水
道水が有効に利用されたことになります。

　配水管網において24時間連続して水質
を自動的に監視する装置の設置台数を示
します。この値が高いほど安全な水質監視
体制の強化を図ることができます。

　管路の総延長に対する耐震管使用（布
設）の割合を示します。この値が高いほど地
震災害に対する安全性が高くなります。

　耐震対策の施されている配水池の割合を
示します。この値が高いほど地震災害に対
する安全性が高くなります。

　給水人口1000人あたりの可搬ポリタンク・
ポリパックの保有個数を示します。この値が
高いほど災害時における迅速な応急給水
が可能になります。

　施設の異常を検知できる警報設備のある
施設の割合を示します。この値が高いほど
危機管理体制の強化を図ることができま
す。

10.3

施策
目標

コメント
（数値の増減理由、今後の取組方針）

実績値
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18.2 25.4 27.0 19.120.0

3.1

7.3 12.5 61.0 15.112.2

3.6 6.3 7.4 13.35.3

32.0 25.0 55.0 80.018.2

0 0 13 150
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97.2 97.8 98.0 99.897.3

　給水栓（じゃ口）におけるおいしい水の用件
（残留塩素濃度の最大値が0.4mg/L以下）を達
成している箇所の割合を示します。この値が高
いほど多くのお客さまに塩素臭からみた不快を
感じさせないおいしい水を提供することができま
す。
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　21年度については、専用水道であっ
た敷戸台団地の上水道への切替や、
未整備地区解消事業により大内地区
の水道供用を開始したことから若干普
及率が伸びました。今後も未整備地区
解消事業等を推進し、普及率の向上に
努めます。

　老朽管更新や漏水防止対策等により
有効率の向上に取組んでいます。特に
漏水調査については、未調査地区・漏
水多発地区を優先するなど効果的に
進め、更なる有効率の向上に努めま
す。

　圧力局等の更新と併せて設置するこ
とにより、設置費用をできるだけ抑えて
います。
　費用対効果を考慮し、効果的で効率
的な設置を行う中で必要と思われる地
点には今後も設置していく予定です。

　連続自動水質監視装置を設置したこ
とで、きめ細やかな対応ができるように
なり、達成率が上昇しました。
　また、今年度より全域の測定局ごとに
最適な残留塩素濃度管理目標値を設
定することで、よりきめ細やかな維持管
理を行い、更なる達成率の上昇を目指
します。

　管路の新設や老朽管の更新等を計
画的に進めており、耐震管割合は増加
しています。今後とも耐震化率の向上
に努めます。

　平成21年度に実施した主要３配水池
の耐震診断により、良好な診断結果が
得られたため配水池耐震施設率の向
上につながりました。
　今後も計画的な耐震診断を行い、耐
震強度を満たさないものについては補
強や更新、施設の統廃合などにより耐
震化を図っていきます。

　21年度末時点で12,403個を備蓄して
おり、28年度目標値は達成していま
す。今後も使いやすいタイプを増やす
など、更なる充実を図っていきます。

　21年度に警報施設を設置した施設は
ありませんが、今後も必要性を見極め
ながら警報付施設率の向上に努めま
す。
　前年度と比較して率が若干向上して
いるのは、施設の統廃合により全体の
施設数が減少したためです。

資料２２－６



目標値

18年度 19年度 20年度 21年度 28年度

給水量１㎥あたり電力消費量（ｋWh/㎥）

年間総電力量÷年間給水量

直結給水率（％）

(直結給水件数÷給水件数）×100

水道事業に係る情報の提供度
（一世帯あたり配布部数）

企業債残高（千円）

自己資本構成比率（％）

［（自己資本＋剰余金）÷負債・資本合計］
×100

有収率（％）

（年間有収水量÷年間給水量）×100

収納率（％）

（年間収入額÷年間調定額）×100

0.56

96.2

2.0

46,984,129

実績値 コメント
（数値の増減理由、今後の取組方針）

　１㎥を給水するために要する電力消費量
を示します。この値が低いほど省エネル
ギー化が進んだことになります。

0.58 0.56 0.56 0.54

97.92 97.96 98.01 98.2097.91

86.6 87.7 88.5 94.086.3

52.0 55.6 57.7 60.053.7

48,474,539 45,038,723 42,389,805 30,000,000
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指標名（単位）

　受水槽を経由せず直接お客さまに給水
する割合を示します。この値が高いほどより
多くのお客さまに良質な水道水が届けれる
ことになります。

　年間で、お客さま（給水世帯）に配布して
いる広報誌の部数を示します。この値が高
いほど、お客様に対してより多くの情報が
提供されることになります。

　発行した企業債（借入金）の未償還残高
を示します。この値が低いほど財務基盤が
強化されたことになります。

　資本構成から見た財務の健全性を示す
指標の一つです。この値が高いほど、経営
基盤が安定しているといえます。

　年間の料金徴収対象となった水量の割合
を示します。この値が高いほど、収益につ
ながっていることになります。

　水道料金のうち、収納（徴収）できた金額
の割合を示します。この値が高いほど、料
金が回収できていることになります。

　企業債（借入資本金）の減少により自
己資本構成比率は上昇しており、今後
も上昇していく見込みです。

　計画的な漏水防止対策事業の推進
等により今後も有収率の向上に努めま
す。

　未納者に対する収納対策の徹底によ
り、収納率は向上しています。今後も未
納対策を強化し、収納率の一層の向上
に努めます。

　今後とも空調や電灯については省エ
ネルギー活動に努めるとともに、機器更
新時には高効率機器の導入を図りま
す。また、太陽光発電や小水力発電な
どの再生可能エネルギーの導入も検討
します。

　今後とも受水槽設置及び新築等のお
客さまに対し、水質の安全性や維持費
軽減等のメリットを積極的に周知し、直
結給水率の向上に努めます。

　20年度以降は、発行回数を３回に増
やし、水道局からのお知らせやお客さ
まに必要な情報をお届けしています。

　毎年度の借入額を償還額以下にして
いることから、企業債残高は今後も減
少していく見込みです。


