
指標名（単位） 目標値

説明 22年度 23年度 24年度 25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）

13 13 13 13

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

基　本　計　画　進　捗　状　況

施策
目標

実績値 コメント
(数値の増減理由、今後の取組方針)

水
の
安
定
供
給

98.2

　平成２５年度は引き続き岩上、立
小野、上大内地区の整備を進めまし
た。
　未整備地区解消事業については概
ね順調に進捗しており、今後も引き
続き普及率の向上に努めます。

　給水区域内で水道を使っている人の割
合を示します。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。

水
の
有
効
利
用

95.0

　老朽管更新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、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。

　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。

水
質
の
保
全
・
向
上

15

　施設の統廃合に伴う配水区域の変
更の状況等を勘案しながら、水質管
理に効果的かつ効率的な地点を検討
しています。

　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。

80.0

　水道水中の塩素消費量は天候等に
大きく影響を受けます。平成２５年
度は、降雨が少なく、気温が高かっ
たため、残留塩素の消費が激しく、
衛生的な措置として塩素注入設定を
上げる対応を図ったので、達成率が
低下しています。
　今後も、給水栓の残留塩素濃度の
把握ときめ細かい対応に努め、目標
値の達成を目指します。

　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。

危
機
管
理
対
策

13.3

　管路総延長は約2,757kmあり、管
路の新設や経年管、老朽管の更新時
に併せ、平成１８年度から全て耐震
管を採用し工事を行っており、耐震
管の割合は年々増加しています。
　平成２６年度の耐震化目標値は１
１．８％です。

　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。

63.4
　耐震診断結果に基づき、耐震補強
工事や更新工事、施設の統廃合など
を実施しています。　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。

53.1

大分市の給水拠点を踏まえ、災害時
に迅速な給水が行えるよう、応急給
水資機材の備蓄を引き続き行いま
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。

17.8

　警報設備の設置は概ね順調に進捗
しています。今後も施設の新設時や
改修に併せ、効率的・効果的な導入
を進め、危機管理体制の強化を図っ
ていきます。

　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。
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指標名（単位） 目標値

説明 22年度 23年度 24年度 25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（％）

［（自己資本金＋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

施策
目標

実績値 コメント
(数値の増減理由、今後の取組方針)

環
境
保
全
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策

0.54

　平成２５年度も、主要浄水場の効
率的な運転をすることと、契約電力
の変更により、電力消費量の削減を
行ないました。
　今後、設備の更新及び改修時には
高効率の設備や、省エネ型照明器具
等の導入を行ない電力消費量の抑制
に努めます。

　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。

お
客
さ
ま
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

97.0

　今後とも受水槽設置及び新築等の
お客様に対し、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。

　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。

3.0 3.0 3.0 3.0

　平成２５年度も年３回広報紙を作
成しました。また新たにフェイス
ブックを開始し、情報の提供機会の
拡大に努めました。
　今後も、広報紙だけではなくホー
ムページ等を活用しながら広報内容
の充実を図ります。

　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。

経
営
基
盤
の
確
立

36,302,917

62.9

87.9

97.84

33,029,674 30,312,556 30,000,000

　中長期財政計画において平成３１
年度までの借入額と償還額を試算し
ており、企業債残高は今後も減少し
ていく見込みです。

　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。

63.6

　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、既に目標値を達成しました。
　今後も企業債残高の減少に伴い比
率は上昇していく見込みです。

　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。

94.0

　収益につながらない水量の多くを
漏水が占めることから、今後とも漏
水調査に積極的に取り組むととも
に、漏水を起こしやすい老朽化した
管を計画的に更新するなど漏水防止
に努めます。

　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。

68.065.4

98.20

　水道料金については、節水意識の
浸透、節水型機器の普及や大口利用
者の地下水利用専用水道への転換な
どにより、年々減少する傾向にあり
ます。収納率は前年対比０．４７％
増加しています。今後も収納率向上
のために停水や納付相談の充実に努
めます。

　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。
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