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はじめに

大分市水道事業管理者
神 矢 壽 久

いのち

「水」は、人類をはじめすべての生命体が生きていくうえで欠くことのできない生命の源で
す。私たち人類はこの「水」をさらに安全に安心して飲めるように、先人たちの技術開発によ
り「水道」という仕組みをつくりあげてきました。
「水道水」は、高度経済成長とともに浄水施設や配水管網の整備などにより急速に普及し、
今では、じゃ口をひねれば当たり前に利用できるものとして親しまれています。
しかしながら近年では、少子高齢化が進み人口減少社会へと移行するなか、水需要は全国的
に減少傾向にあり、今後はこうした時代背景に沿った水道事業運営が求められています。
さて、大分市の水道事業は、昭和２年の給水開始以来、９０年近くの時がたち、市民生活を支
える重要なライフラインとして市勢の発展とともに４次にわたる拡張事業を進めてきました。
その結果、普及率９８％の高水準を達成し、これまでの事業拡張の時代から維持管理の時代へと
移行しています。
今後、本市においても避けられない人口減少社会へと移行するなか、これからの水道事業は、
将来を見据えた効率的かつ効果的な事業運営が求められ、水需要の減少に見合った事業規模の
見直しが必要となってまいります。
さらには、平成２３年３月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、近い将来に発生すること
が予測される東南海・南海地震を想定し、大規模災害に備えた水道施設の整備や官民連携によ
る危機管理体制の構築が必要となっています。
このような状況から、将来にわたって安全な水を確保し、災害を想定した強靭な水道を構築
するとともに、次の世代まで安定的に持続して供給できる水道事業運営を確立するために、
「大分市水道事業基本計画～大分市水道事業ビジョン」を策定しました。
今後は、この計画の基本理念である「未来へ！安心を引き継ぐしなやかな大分の水道」の実
現をめざして、職員一丸となって全力で取り組んでまいりますので、お客さまのご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。

平成２７年３月
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計画給水人口 計画給水能力 計画１日最大給水量（認可値）

４７７，１００人 ２１０，２６３㎥ １９６，９００㎥

第１章 計画の策定趣旨と位置づけ
１ 策定趣旨
本市水道局では、平成２０年（２００８年）度に「快適で安定した生活をささえる安全、安心の水
道～ともにささえ ともにはぐくむ水道～」を基本理念とした「大分市水道事業基本計画」
（計画期間 平成２０年（２００８年）度～２８年（２０１６年）度）を策定しました。この計画により、
これまで大分川ダムの本体工事着手をはじめ、市町村合併に伴う合併建設計画の着実な進ちょく
など、新たな施設整備に対して多額の投資を行い、安全・安心な水の供給に努めてきました。
近年の水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化が進み人口減少社会へ移行するなかで、節水
意識の定着や節水機器の普及、大口需要者の地下水への転換などにより、給水量の減少が現実
のものとなっており、今後の水道料金収入への影響が課題となっています。
また、平成２３年（２０１１年）３月に発生した東日本大震災では、激しい地震動によるもののほ
か、巨大な津波や大規模な液状化により、東北をはじめ関東に至るまで水道施設への甚大な被
害を及ぼしました。本市においても、こうした大災害の経験を踏まえ、近い将来に発生するこ
とが予測される東南海・南海地震などに備えた施設及び体制の整備が求められています。
このような状況から、厚生労働省では平成２５年（２０１３年）３月に従来の水道ビジョンの再改
訂ではない、来るべき時代に求められる課題に挑戦するための新たな水道ビジョン（新水道ビ
ジョン）を公表し、水道事業者においてもさまざまな連携と役割分担に応じた取組を進めるた
め水道事業ビジョンの策定を求めています。
本市においても新水道ビジョンの趣旨に沿った今後１０年間の長期的な事業の方向性を定める
必要があることから、この度新たな水道事業基本計画を策定することとしました。

２ 位置づけ
この基本計画は、水道事業の長期的な事業運営の指針として、平成２７年（２０１５年）度から平
成３６年（２０２４年）度までの１０年間の進むべき方向性をまとめた最上位計画であり、大分市総合
計画の個別計画としても位置づけられます。
計画の実現のため、本計画のもとに具体的な実行計画となる「施設整備計画」、「中長期財
政計画」及び「実施計画」を策定し、毎年度の事業計画や予算に反映しながら水道事業を推進
していくことになります。また、本計画は、厚生労働省「新水道ビジョン」に示された基本理
念の視点を踏まえた、大分市の「水道事業ビジョン」です。

◆大分市水道事業の計画体系

◆計画期間
計画期間は、平成２７年（２０１５年）度から平成３６年（２０２４年）度までの１０年間とします。

◆計画の要件 （平成３６年度の状況）
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三芳浄水場ろ過池（昭和２年） 畑中ポンプ所（昭和２年）

三芳浄水場ろ過池増設工事（昭和３０年）

第２章 大分市水道事業のこれまでの歩み
■創設
昭和２年（１９２７年）、大分川伏流水※１を水源とする三芳浄水場が完成し、給水を開始しまし
た。これが大分市水道の誕生です。

■第１次拡張事業
昭和２０年代になると、戦災復興で工場・各種施設の建設が相次ぎ、給水量が著しく増加した

ことから、昭和２６年（１９５１年）に三芳浄水場の増設を主体とした第１次拡張事業に着手し、昭
和３２年（１９５７年）に完工しました。

■第２次拡張事業
昭和３２年（１９５７年）には、「大分・鶴崎臨海工業地帯建設計画」が発表されたことを契機に
企業が相次いで進出し、人口が増加したため、昭和３６年（１９６１年）に光吉浄水場の新設を主体
とした第２次拡張事業に着手し、昭和４２年（１９６７年）に完工しました。

用語解説
※１．伏流水・・・河川水は河道に沿って表流水となって流れる水の他に、河床や旧河道などに形成された

砂利層を潜流となって流れる水が存在する場合がある。この流れを伏流水という。
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滝尾羽田地区口径７００mm配水管布設工事
（昭和３９年）

光吉浄水場薬品沈澱池・薬品倉庫
（昭和４１年）

完成間近のえのくま浄水場（昭和４４年） 横尾浄水場（昭和５０年）

古国府浄水場（昭和６３年）

■第３次拡張事業
昭和３８年（１９６３年）、６市町村の合併による大分市が誕生し、翌３９年（１９６４年）には「新産
業都市」の指定を受けて工業や商業が飛躍的に発展し、人口は急激に増加するとともに、生活
様式の多様化によって水需要は著しく増加しました。このため、昭和４１年（１９６６年）、第２次
拡張事業完工を前に第３次拡張事業に着手し、光吉浄水場の増設、大分川水系にえのくま浄水
場、大野川水系に横尾浄水場の新設等に取り組み、昭和５１年（１９７６年）に完工しました。

■第４次拡張事業
昭和５９年（１９８４年）、市勢の発展により１日最大給水量が施設能力の限界に大きく接近した
ことに加え、大型住宅団地の建設が相次いで計画されていたことから、急増する水需要に対処
し、水の安定供給を図るため、新規水源の確保と事業の拡張が急務となりました。
このため、昭和６１年（１９８６年）、老朽化した光吉浄水場に代わり、古国府浄水場の新設を主
体とした第４次拡張事業に着手し、昭和６３年（１９８８年）に一部通水となりました。
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建設中の大分川ダム（平成２７年）

また、昭和63年（1988年）には、国による大分川ダム建設計画の基本計画が決定され、ダ
ム建設に向けた取組が大きく前進したことにより、第４次拡張事業の計画変更を行い、現在は
ダムの本体工事が進んでいます。
平成17年（2005年）１月には、旧佐賀関町、旧野津原町との合併により、事業エリアが1.4
倍に拡大したことから、市域全体の均衡ある発展をめざし、佐賀関、野津原両地区においても
施設整備事業の推進により、水道水の安定供給に努めています。

○上水道拡張事業の変遷

事 業 名 認可年月日
計画給水
人口（人）

計画１日最大
給水量
（㎥／日）

竣工年度 主な工事

創 設 大正１４年４月８日 ７０，０００ １０，５００ 昭和２年 三芳浄水場新設

第１次拡張事業 昭和２６年１１月１０日 １００，０００ ２８，０００ 昭和３２年 三芳浄水場拡張

第２次拡張事業 昭和３５年１２月２８日 ２００，０００ ６０，０００ 昭和４１年 光吉浄水場新設

第３次拡張事業 昭和４１年１月７日 ３９０，７００ １７０，５００ 昭和５０年
光吉浄水場拡張
えのくま浄水場新設
横尾浄水場新設

第４次拡張事業 昭和６１年３月３１日 ４１６，１００ １９７，２００ 平成３年
光吉浄水場廃止
古国府浄水場新設第４次拡張事業

変更
昭和６３年３月３１日 ５１５，８００ ２６９，１２０ 平成１８年

第４次拡張事業
変更

平成１６年１２月２７日 ５２８，０６５ ２７５，３７８ 平成２２年

古国府浄水場拡張
第４次拡張事業

変更
平成２０年１１月１７日 ４７１，０００ １９６，９００

平成３０年
（予定）
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行政人口、給水人口及び給水量の推移

４８０，０００

４７０，０００

４６０，０００

４５０，０００

４４０，０００

４３０，０００

４２０，０００

４１０，０００

４００，０００

３９０，０００

３８０，０００

１８０，０００

１７５，０００

１７０，０００

１６５，０００

１６０，０００

１５５，０００

１５０，０００

１４５，０００

１４０，０００

１３５，０００

１３０，０００

※

第３章 水道事業の現状と課題
１ 水需要・水源
近年の水需要は、社会経済情勢の変化、節水意識の定着、節水機器の普及、大口需要者の地
下水取水への転換等による減少要因もあるなか、給水人口の増加により概ね一定水準で推移し
ています。こうした水需要の推移に対応するため、本市では、大分川ダム完成による新規水源
が開発されるまでの間、暫定豊水水利権※２の許可を得るなかで必要取水量の確保に努めてきま
した。
今後は団地等の専用水道からの転換など局地的需要の増加も見込まれており、将来のあらゆ
る水需要の変動要因に対しても安定的な給水を堅持していくために、既存施設の整備を継続的
に進めるとともに国が建設する大分川ダムの早期完成を促進していく必要があります。
また、渇水や地震など、想定されるさまざまなリスクに広域的に対処するためには、水源水
量の確保と最大限の活用が不可欠であり、浄水場間の水融通によるバックアップ体制の確立な
どの対策とともに既存の地下水源等についても将来の予備水源として活用する必要がありま
す。

用語解説
※２．暫定豊水水利権・・・ダムへの参画を前提として暫定的に認められた水利権。河川の基準流量を超え

る範囲内で取水できる水利権のこと。
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○取水量

※大分川ダム建設事業への参画により、ダム完成までの間は暫定豊水水利権23,000㎥／日の取水が認められています。

２ 浄水場・配水施設等
本市では、水道施設の健全な運転を行うため、施設ごとの更新サイクルの基準等による定期
的な改修や更新を実施してきていますが、一方で、現状を維持した規模での単純な更新は、施
設利用率が低下するなど将来的な事業効率を悪化させる恐れがあります。今後は、予防保全的
かつ効果的な維持管理を行うとともに、施設の延命化等を検討し、既存施設の有効活用を図る
必要があります。さらに、相互融通可能な施設間の連携や今後の水需要を考慮した施設の再構
築が必要とされています。
管路についても老朽化が進むなか今日の漏水発生状況をみると、都市の24時間活動、埋設
環境や舗装の多様化、給水区域の拡張等により、地下漏水の原因が複雑化するとともに市内の
広範囲で発生しており、老朽管の更新や施設修繕の後も時間の経過に合わせて別途新たな漏水
が発生している状況にあります。今後は、高度経済成長期に布設された管路の老朽化など、ま
すます水道施設全体の経年劣化が進むことから、未然防止を視野に入れた漏水防止対策等を強
化し、水資源の有効活用を図るとともに、市民生活に支障をきたすことのないよう的確な維持
管理に努める必要があります。
また、未整備地区※３については、これまで地元との合意形成が図れた地区から整備を進めて

きましたが、地理的に遠方や高台に点在する地区に給水する場合は、管路布設が膨大な延長と
なり、複数のポンプ設備を要するなど、継続した水の供給が困難となる状況も危惧されており、
今後新たな方策を研究する必要があります。

水 源 浄 水 場 計画取水量（㎥／日）

大分川表流水

え の く ま ５８，０００

古 国 府
５０，０００

ダム参画量 ３５，０００
（暫定豊水水利権） ※（２３，０００）

小 計
１４３，０００
（１３１，０００）

大野川表流水 横 尾 ６０，０００

地 下 水
坂 ノ 市 ２，５００
岩 ノ 下 ２，５００
野津原東部 １，２００

表 流 水 野津原西部 １，０６３

計
２１０，２６３
（１９８，２６３）

用語解説
※３．未整備地区・・・給水区域内で未だその地域に配水管の布設がなされていない地区。
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３ 水質
本市は、主に一級河川である大分川・大野川の表流水※４を水道水源としています。
近年、水質基準の強化への対応とともに、上流域にあるダムの富栄養化や季節変動時のカビ
臭の発生、クリプトスポリジウム※５などの耐塩素性病原生物※６による感染症問題、さらには塩
素消毒による消毒副生成物※７の問題など、浄水処理にかかる負担が大きくなっています。
このような水道水質を取り巻く環境の変化や、お客さまからの安全でおいしい水へのニーズ
の高まりを受け、これまで以上に「安全で安心して飲める、よりおいしい水」の供給をめざし、
水源からじゃ口までのすべての過程において想定される危害（リスク）に対し、必要となる対
応策を取りまとめた「大分市水安全計画」を平成２６年（２０１４年）度に策定したところです。今
後は、水安全計画に基づき統合的アプローチによる水質管理手法を用いた取組を進めていくこ
とが課題となっています。
さらには、安全な水道水の供給において、水質等の情報をお客さまに対してお知らせし、水
道水に対する信頼性の向上を図ることが求められています。

４ 危機管理
（１）施設の耐震化
本市では、平成２４年（２０１２年）度に本市の水道の特性や地理的な特性に応じた耐震化の基
本構想として「大分市水道事業耐震化基本計画」を策定するなど、施設の耐震化の取組の強
化を進めています。浄水場や配水場（池）等の主要施設については、平成１０年（１９９８年）度
から計画的に耐震診断を行い、その結果に基づき、緊急性の高い施設の耐震補強や、施設の
統廃合等を実施しています。また、管路についても、平成１８年（２００６年）度より、新設、布
設替（更新）時に耐震管※８を採用し、老朽度、重要度の高い基幹管路から優先的に耐震化を
進め、管路の耐震化進ちょく状況は年間約１％で推移しています。
このような状況のなか、今後、発生すると想定される東南海・南海地震に備え、水道施設
の耐震化への取組をさらに強化するとともに、災害時においても、安定した給水ができるよ
う配水ブロック化※９を念頭に置いた基幹管路の耐震化や、避難所等に繋がる管路の優先的耐
震化及びバックアップ機能（連絡管の整備）の構築が必要となっています。

用語解説
※４．表流水・・・地表水とほぼ同じ。特に水利用の観点から地下水に対していう。一般に河川水、湖沼水

をいう。
※５．クリプトスポリジウム・・・原生動物の原虫類に属する水系病原性生物である。その原虫に感染した

症状は典型的な水様性の下痢であり、発汗、腹痛、痙攣様腹痛がある。
特に子どもでは吐き気や嘔吐、３９度ほどの発熱を伴う。

※６．耐塩素性病原生物・・・水道水の消毒などに用いられる塩素に対して抵抗性を示すものの総称。
※７．消毒副生成物・・・消毒の際の副次反応によって生成される物質をいう。水道水の消毒には塩素が用

いられているが、最近、この塩素と水中の有機物とが反応し、人体に有害である
トリハロメタンなどの有機塩素化合物を生成することがわかってきた。このよう
な消毒によって生成する副生成物を消毒副生成物と呼んでいる。

※８．耐震管・・・ストッパーによる離脱防止機能などが付いた耐震型継手を有する水道管。
※９．配水ブロック化・・・給水区域をいくつかの配水ブロックに分割することで、災害時における水の相

互融通、漏水個所の迅速な復旧や断水範囲の最小化が図れます。
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（２）災害に備えた給水体制
災害時の１人１日当たりの必要な応急給水量は、第１段階として３リットル（発生時～３
日、生命維持に最小限必要な水量）、第２段階として２０リットル（４日～１０日、炊事、洗面、
トイレ等最低限の生活水準を維持するのに必要な水量）となっています。
現在、本市では、三芳配水場、石川配水場など４配水場（池）に緊急遮断弁※１０を設置し

ており、その他、使用可能水量と併せ、本市の総人口に対して、１週間生活できる応急給水
量を確保しています。
今後も、市や関係機関と連携を図り、給水拠点等を考慮した給水体制の整備を行う必要が
あります。

○災害発生から１週間必要とされる応急給水量（大分市全体）

（平成26年（2014年）５月末現在の大分市総人口 478,252人で算出）

○緊急遮断弁を設置している配水場（池）

○浄水場の使用可能な浄水池水量

給水体制 災害発生後 必要水量 水 量（㎥）

第１次 ３日目まで（３日分） ３ℓ／人・日 ４，３０４

第２次 ７日目まで（４日分） ２０ℓ／人・日 ３８，２６０

災害時の応急給水量 ４２，５６４

施設名 所在地 使用可能水量（㎥）

三芳配水場 大分市大字三芳 １２，５００

横尾配水池 大分市大字横尾 ８，４００

石川配水場 大分市大字岡川 １３，５００

佐賀関配水池 大分市大字佐賀関 １，０００

合 計 ３５，４００

施設名 所在地 使用可能水量（㎥）

古国府浄水場浄水池 大分市大字古国府 ５，５００

えのくま浄水場浄水池 大分市大字荏隈 ２，２６０

合 計 ７，７６０

災害時使用可能水量（㎥） ４３，１６０

用語解説
※１０．緊急遮断弁・・・地震などの異常を探知すると、自動的に緊急閉止できる機能を持ったバルブのこと。

遮断弁が閉止することで、配水場（池）等から水道水の流出を防ぎ、災害時の飲料水
等を確保できる。

１０



（３）応急給水・応急復旧活動
本市では、応急給水・応急復旧活動に必要な資機材について、大規模災害を想定した備蓄
計画を策定し、調達に努めているところですが、実態に即して必要となる資機材の検証を逐
次行うとともに広域的な調達も含めた検討を行う必要があります。また、保管場所について
も、今後、市との連携により確保していく必要があります。

①応急給水活動
災害時の迅速かつ的確な応急給水に対応するため、給水車、給水タンク、給水袋等の応
急給水資機材の確保、備蓄に努めています。
今後も災害時に備え、給水拠点等を考慮した応急給水資機材の備蓄の強化を図る必要が
あります。
また、災害時には、避難所、基幹病院等重要施設への優先的な応急給水を行う必要があ
ります。

②応急復旧活動
災害時の配水管等水道施設の復旧に対応するため、必要な資機材の備蓄に努めていま
す。
また、相互応援協定等に基づき関係機関と連携し、必要な資機材を最優先で確保すると
ともに、迅速な応急復旧工事が実施できるよう努めています。
今後も災害時に備え、資機材の備蓄や関係機関との協力体制の強化を図っていく必要が
あります。

（４）災害時の協力体制
大規模災害に備えて、九州九都市※１１、日本水道協会大分県支部などと相互応援協定等を
締結するとともに、日本水道協会九州支部の合同防災訓練に参加するなど、他の水道事業体
との広域連携を図っているほか、行政以外の水道関係団体とも応援活動協力協定等を結び、
災害時の応急給水や資機材提供等の協力が得られるようにしています。
また、水道局退職者等による「災害時支援協力員制度」を発足し、災害時の応急給水の支
援体制の充実に努めています。
今後は、他自治体や関係団体だけでなく、住民や住民団体、民間事業者も含め、さらに幅
広い相互応援ネットワークの構築を進めていく必要があります。

（５）危機管理体制
災害時や渇水時における初動体制や危機管理体制の強化、職員の危機管理意識の向上をめ
ざした対応マニュアルとして「大分市水道局災害対策ハンドブック」を策定し、必要に応じ
て適宜見直しを行うとともに、危機管理の研修や防災訓練の強化に努めています。
今後も常にマニュアルの内容を検証し、現状に即した改訂を行うとともに、さまざまな事
象を想定した体制づくりや防災訓練を実施するほか、災害時には職員も被災することを想定
し、業務が中断することのないよう事業の継続性を確保するなど、災害対策の強化を図る必
要があります。
また、浄水場における不審者侵入等の対策として、立入者の確認や場内巡視をはじめ、監
視カメラを設置するなど監視体制を構築してきましたが、今後も施設警備の強化を行うとと
もに関係機関との連携を図り、さらなる事故防止対策の強化を進める必要があります。

用語解説
※１１．九州九都市・・・北九州市、福岡市、佐賀市、長崎市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市と大分市

の九州の九都市。
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給水装置の修繕費用負担区分

５ 給水装置
（１）給水装置の適正管理
家庭内のじゃ口や給水管などの給水装置は、お客さまの所有物であり、安全でおいしい水
道水をお客さまにお届けするためには、基準に適合した装置の適正な設置、維持管理が不可
欠です。
本市では、給水装置に関する情報のデジタル化を図り、迅速なお客さま対応を可能として
きましたが、今後は、適正な維持管理について、お客さまニーズに基づいたわかりやすい情
報提供に努める必要があります。

（２）鉛給水管
鉛給水管の解消は漏水防止対策のみではなく、安全な水質管理を行うための重要な課題の
一つであり、平成２年（１９９０年）（佐賀関地区は平成４年（１９９２年））から給水管の新設・
更新に際しては、すべての給水管にポリエチレン管等を使用することとしています。
しかしながら、鉛給水管を使用している家庭や事業所等はまだ数多く残っていることか
ら、今後も鉛給水管からポリエチレン管等への取替えを積極的に促進する必要があります。
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※一時的に多量の水を利用するホテルや、常時一定の水供給が必要で断水による影響が大きい病院�
�
�

�
�
�等の建物は対象外となります。

（３）貯水槽水道※12

ビルやマンションなどに設置されている貯水槽水道は、設置者が水質も含め責任をもって
維持管理することになっていますが、必ずしも定期的な清掃や点検など適正な維持管理が行
われていないことから、貯水槽水道における残留塩素の低下や水質の変化等が問題となって
います。
貯水槽の適切な維持管理については、今後も広報紙やホームページでお知らせするととも
に、保健所との連携によるさらに効果的な対策を検討していく必要があります。

（４）直結給水方式
配水管の水圧を利用して直接給水する直結直圧方式は、平成１８年（２００６年）度から中高層
建物への直結給水範囲を拡大し、配水管水圧等の条件を満たせば５階建てまで、直結給水用
増圧設備（増圧ポンプ）を利用して直接中高層階へ給水する直結増圧方式では、１０階程度ま
での建築物に給水可能となりました。
貯水槽水道の衛生問題の解消や省エネルギーの推進のため、直結給水方式の普及・拡大が
求められています。

○中高層建物への給水方式

用語解説
※１２．貯水槽水道・・・マンション、アパート、中高層ビルなどで、水道管を通って送られてきた水をいっ

たん受水槽にためて、揚水ポンプで直接または高置水槽を経由して各じゃ口に水を
送るものをいう。
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６ 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運営されています。
お客さまの視点に立ち、生活様式や社会情勢の変化を踏まえ、高度化・多様化するお客さま
ニーズを的確に把握し、お客さまの満足度や利便性の向上を図る必要があります。

（１）料金支払
料金の支払い方法については、取扱金融機関での現金支払、口座振替に加えて、コンビニ
エンスストアや郵便局での取扱いを開始するなど、お客さまの利便性向上に努めてきまし
た。
今後は、クレジットカードによる支払いや、インターネットを利用した支払いなどについ
て、他都市の導入状況や導入後の費用対効果などの情報収集に努め、導入の適否や時期を検
討する必要があります。

（２）窓口サービス
料金センター、市民課、各支所・出張所の窓口にそれぞれ納入通知書等を印刷できるシス
テムを構築し、迅速な受付業務が行えるようにするとともに、水道使用開始届、水道使用者
名義変更届及び水道使用中止届の電話受付を開始し、水道使用開始届及び水道使用中止届に
ついては、電子申請により２４時間の申請が可能となっています。
今後は、時間外の窓口サービスの充実を図るとともに、お客さまに対して、迅速、的確、
ていねいな対応を徹底するための職員研修を充実させるなど、業務改善を推進していく必要
があります。

（３）お客さまとのコミュニケーション
水道事業や水道水について、お客さまのご理解とご協力を得るために、広報紙、ホームペー
ジ、ソーシャルメディア※１３等を活用した情報提供を行うとともに、浄水場施設見学や古国
府浄水場一般公開等を行っています。
また、お客さまニーズを的確に把握するため、継続的にアンケート調査を実施し、水道事
業に反映させています。
今後も、必要な情報を的確に発信することで、お客さまとのこれまでの信頼関係を維持し、
水道事業が直面する課題について理解を得る必要があります。
さらに、お客さまが水道を地域の共有財産と意識して、水道事業に積極的に参画できる機
会を増やす必要があります。

用語解説
※１３．ソーシャルメディア・・・インターネット技術を利用した、誰でも比較的簡単に情報発信などのコミュ

ニケーションに利用できるメディア。
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７ 環境
ＣＯ２排出ガス規制などの地球温暖化対策は世界規模の課題であり、特に水道事業が健全な

水循環により成立していることから、水道と環境保全は切り離せない関係です。
本市では、浄水場を中心として、消費電力量や燃料・薬品の使用量の縮減、浄水処理で発生
する汚泥の有効利用などの環境保全への取組に努めています。
今後も引き続き良質な水資源を確保・保全し、供給体制の持続性を確保するためには、水源
地の適正な保全をはじめとして、関係機関等と流域的な視点で連携し、取配水系統の再構築や
広域的な監視などへの取組も必要です。
また、省エネ法に基づき、中長期計画によるＣＯ２削減目標の達成にも努めておりますが、
ポンプ等の機械・電気設備は、より一層の省エネルギー化の進歩が続いており、水道施設の省
エネルギー・再生可能エネルギー※１４対策は、地球環境への配慮はもとより、水道事業の経営
効率改善、事業の持続性の確保にも寄与することから積極的な対応が必要です。

８ 経営
（１）組織体制と人材の育成
経営基盤の充実強化や大量退職に伴う技術の継承、料金収納体制の強化等を基本とした、
維持管理の時代に相応しい組織体制の構築のため、平成２１年（２００９年）度に大規模な機構改
革を行い、平成２４年（２０１２年）度には全課にグループ制※１５を導入して、業務量の増減に対
応できる体制を整えているところです。今後、経営状況がより一層厳しさを増すなかで、大
規模災害への取組も求められており、いかにして効率的に、迅速に組織を前進させていくか
が重要になってきます。
また、職員の大量退職期を迎え、これまで本市の水道事業を牽引してきた、豊富な経験と
知識を持つ技術職員の数は年々減少しており、平成２３年（２０１１年）度から水道局の技術職員
の採用を再開し、水道事業に精通した、水道局の核となる人材の育成に努めているところで
す。喫緊の課題となっている技術の継承については、当面は再任用職員の活用によって人材
を確保するとともに、職場におけるＯＪＴ※１６の充実を中心とした職員研修を実施していま
すが、さらに一層進めていくためには、ベテラン職員の持つ技術・ノウハウを次世代へ確実
に継承させる方策を検討することが必要です。

用語解説
※１４．再生可能エネルギー・・・石油や石炭といった有限な資源であるエネルギーとは違い、太陽光や風力、

水力などの、一度利用しても比較的短期間に再生が可能なエネルギー。
※１５．グループ制・・・業務の増減繁閑に応じグループの編成を随時組み替えることで、業務処理量の均一化

を図るなど、実働部門を強化するための柔軟かつ効率的な行政システム。
※１６．ＯＪＴ・・・上司や先輩などが、日常の業務を通じて知識や技術の指導をする職場内研修。

（On the Job Trainingの略）
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（２）経営状況
水道事業収入の根幹である料金収入は、平成１０年（１９９８年）度をピークに社会経済情勢の
変化から、減少傾向が続いています。とりわけ、一般家庭での節水意識の定着と節水機器の
普及、社会の少子高齢化、大口需要者の地下水転換などが大きく影響しているものと考えら
れます。
その間も本市の給水人口は増加してきましたが、今後１０年以内には減少に転じることが予
測され、それ以降は、料金収入の減少傾向が顕著になると推測されます。
一方、水道施設は昭和５０年（１９７５年）以前に建設、布設されたものが多く、老朽化による
更新需要が増大しています。また平成２３年（２０１１年）３月には東日本大震災が発生し、その
教訓から施設の耐震性強化にも取り組んでおり、事業環境は厳しい変化の中にあります。
こうした環境の変化を乗り越えて、将来にわたり本市の水道事業を安定的に持続させるた
めに、アセットマネジメント※１７手法も導入しつつ中長期的な視点に立った、より効率的で
計画的な資産管理や財政計画を実施していく必要があります。

料金収入と給水人口の推移

１１，８００

１１，４００

１１，０００

１０，６００

１０，２００

９，８００

９，４００

９，０００

４７０，０００

４６０，０００

４５０，０００

４４０，０００

４３０，０００

４２０，０００

４１０，０００

４００，０００

用語解説
※１７．アセットマネジメント・・・水道事業における資産管理で、中長期的な視点に立った施設の計画的更

新や、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
業務活動。
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第４章 将来の事業環境
１ 外部環境の変化
（１）人口減少
日本の人口推移は、少子化が進み人口減少社会へと転換してきています。本市においても、
全国レベルに比べるとその進み具合は緩やかですが、平成２７年（２０１５年）をピーク※に人口
が減少していくことが予測されます。
このため、水需要についても減少傾向となることが見込まれ、給水量の減少は直接的に料
金収入の減少につながる一方で、固定費※１８が大部分を占める水道事業にあっては、給水量
にかかわらず事業費の減少が見込めないという特性を持つことから、水道事業経営に大きな
影響を与えることが想定されます。

※国立社会保障・人口問題研究所が平成２２年（２０１０年）の国勢調査を基に推計した結果、大分市の人口のピーク
は平成２７年と予測されている。

（２）施設の効率性低下
将来的に給水量が低下することを考えると、既存施設の更新事業において現状を維持した
規模での単純な更新は、施設の利用率が低下し事業効率を悪化させることとなります。
これからの人口減少を踏まえた水道施設の再構築は、現状の水道事業規模を維持しながら
も将来の水需要を視野に入れた、ダウンサイジング※１９の観点に立った更新計画が必要とさ
れます。

（３）水源の汚染
主要水源となる大分川・大野川の下流域に位置
する本市は、市内における河川の水質管理はもち
ろんのこと、上流域の市町村における水質の保全
にも目を向ける必要があります。
上流域での新規開発や各種事業から発生する汚
染物質の流入への対応策として、上流域の各種団
体等との水源の環境保全対策に努めるとともに、
浄水処理施設の機能向上を図るなど良好な水質の
保全対策が必要です。

（４）利水の安定性低下
近年の降雨量の大幅な変動により、渇水時における地下水や河川水の安定的な利用につい
て一定の懸念があることから、安定的な水源の確保が必要です。一方で、多発するゲリラ的
な豪雨による水道施設への物理的な被害や河川の濁度上昇への対応も必要とされています。

えのくま浄水場取水口からみた大分川

用語解説
※１８．固定費・・・給水量の多寡に関係なく、水道施設を適正に維持していくために固定的に必要とされる

費用。
※１９．ダウンサイジング・・・管口径の見直しや施設の統廃合などにより適正な施設規模に縮小すること。
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２ 内部環境の変化
（１）施設の老朽化
高度経済成長期に布設された管路の老朽化など、施設の経年劣化による漏水被害等の発生
が懸念されています。今後、ますます水道施設の老朽度が増すと考えられることから、アセッ
トマネジメントを用いた的確な対応が求められます。

（２）資金の確保
料金収入が減少し、財政への影響が懸念されるなか、アセットマネジメントの考えに基づ
いた中長期財政計画を作成し対象を重点化した更新事業を進める必要があります。
一方で、老朽化した施設の更新事業を進めるためには、適正な資金の確保が必要ですが、
人口減少に伴う給水量減少のような外部環境の変化により、将来的には、必要な収入を確保
することが困難な状況が想定されています。

（３）職員数の減少
団塊世代の大量退職以降も職員数の減少が続いており、今後、適正な施設規模を意識した
施設更新計画を実践していくためには、優秀な人材の確保と人材育成、技術の継承を効果的
に行っていく必要があります。

布設年度別管路延長

延
長
（
㎞
）
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第５章 取組のめざすべき方向性
１ 基本理念
本市の水道は、高度経済成長期に飛躍的な拡張を遂げ、これまでの間、４次にわたる拡張事
業を進めるなか、ダムの建設をはじめとする水資源の確保に努めるとともに、水源の水質変化
に対応する水質管理の強化を図りつつ、水質基準を上回る「いつでも、どこでも安心して飲め
る水」を提供し、お客さまとの信頼関係を築いてきました。
平成２５年（２０１４年）３月に国が示した「新水道ビジョン」では、「安全」な水を供給するこ
とで築いたお客さまとの信頼関係のもとで、今後は東日本大震災を踏まえた「強靭」さの抜本
的見直しを行うほか、人口減少に伴う料金収入の減少や水道施設の更新需要の増大などに対す
る水道の「持続」のため、関係者が理念を共有し、取り組む方策の推進を停滞させることなく
「挑戦」と「連携」を主要な推進要素として、それぞれの役割を果たしていくことが必要であ
るとされています。
本市水道局では、５０年１００年先の水道事業のあり方を見据えるなか、「安全な水道水の供給」
「危機管理への対応の徹底」「水道サービスの持続性の確保」の３点をキーワードとして捉え、
『未来へ！安心を引き継ぐしなやかな大分の水道』をこの計画の基本理念と定め、今後１０年間
の事業推進に努めます。
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２ 取組の方向性
基本理念を具現化するため、次の３つの視点から取組の方向性を導きます。

（１）安全な水道水の供給
安全の観点からみた水道の理想像は、水道原水の水質保全、適切な浄水処理、管路内及び
給水装置における水質保持により、すべての市民が、いつでもどこでも、安心しておいしく
水を飲めることです。
安全な水道水の供給とは、良好な水源の確保と保全を行い、適正な浄水処理と徹底した水
質管理のもと、安心して飲める水をご家庭までお届けすることです。さらには、貯水槽など
の定期的な維持管理による水質劣化の防止などを周知することで、お客さまとの連携による
水質の保全を図ることができます。また、上流域の市町村等と連携することにより、上質な
水源の確保が期待できます。

（２）危機管理への対応の徹底
強靭の観点からみた水道の理想像は、老朽化した施設の計画的な更新により、平常時の事
故率は維持もしくは低下し、施設の健全度が保たれ、水道施設の耐震化やバックアップ体制、
近隣水道事業者とのネットワーク網を構築することにより、自然災害等による被害を最小限
にとどめるとともに水道施設が被災した場合であっても迅速に復旧できる、強くしなやかな
水道が実現されることです。
危機管理への対応の徹底とは、管路の計画的な布設替えにあわせた耐震管の導入をはじめ
とする水道施設の耐震化や、災害時に備えた給水体制の確立、資機材の確保等を行うことで
応急給水・応急復旧活動への取組を確実なものにすることです。さらには、災害時の電力遮
断を想定した自主電力の確保や関係者間の連携体制の確立など危機管理体制の強化を図ると
ともに、市民生活のライフラインである水道事業の継続性を確保することで災害等に対応で
きる強靭な水道が期待できます。

（３）水道サービスの持続性の確保
持続の観点からみた水道の理想像は、給水人口や給水量が減少した状況においても、料金
収入による健全な事業運営が行われ、水道に関する技術、知識に精通する人材により、いつ
でも安全な水道水を安定的に供給でき、官民連携等による最適な事業形態の水道が実現する
ことです。
水道サービスの持続性の確保とは、大量退職などにより職員が減少傾向にあるなか、組織
体制の見直しや、職員の個々の資質・能力を向上させるとともに、アセットマネジメントを
活用し老朽化した施設の更新を将来予測を踏まえて平準化するなど、計画性をもった施設の
管理運営を行うことです。さらには、人口減少社会の到来により見込まれる料金収入の減少
に対して、徹底した資産管理を行うことで将来必要となる資金を確保し持続可能な水道とな
ることが期待できます。
また、省エネルギー対策などの環境への配慮や水道事業への新たな取組を検討するととも
に、広聴広報事業に力を入れ、お客さまとのコミュニケーションをより強固なものとするこ
とで、水道サービスの持続へとつなげていきます。
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３ 目標設定

施策名 指標名（単位） 説 明
現状値
平成２５年度
（実績）

目標値
平成３６年度
（見込）

安全な水道水の
供給

水質基準適合率（％）
（水質基準適合回数
÷全検査回数）×１００

給水栓での水質が、国の定
める水質基準を満たしている
割合を示します。

１００ １００

平均残留塩素濃度
（㎎／Ｌ）
残留塩素濃度合計÷
全測定回数

給水栓における定期採取時
の残留塩素濃度の年間平均値
を示します。
水道水は、給水栓での遊離
残留塩素０．１㎎／Ｌ以上を確保
しなければなりませんが、カ
ルキ臭等の不快を感じさせな
いおいしい水を提供するため
大分市では０．４㎎／Ｌ以下を目
標に設定しています。

０．３２ ０．１～０．４

連続自動水質監視装置
設置数（台）

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。

１３ １５

危機管理への
対応の徹底

管路の耐震化率（％）
（耐震管延長÷管路
総延長）×１００

管路の総延長に対する耐震
管使用の割合を示します。
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。

１０．９ ２２．０

配水池の耐震化率（％）
（耐震対策の施され
ている配水池容量÷
配水池総容量）×１００

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。

６３．６ ６９．０

可搬ポリタンク・ポ
リパック保有度
（個／１，０００人）
（可搬ポリタンク・
ポリパック数÷給水
人口）×１，０００

給水人口１，０００人当りの可搬
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。

３０．８ ５４．０

給水拠点の整備箇所数
（箇所）

地域住民が容易に応急給水
できる拠点の箇所数を示しま
す。
この値が高いほど、災害時
における安定的な応急給水が
可能になります。

０ ５５

警報機付施設率（％）
（警報機付施設数÷
全施設数）×１００

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。

１９．２ ３６．０
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施策名 指標名（単位） 説 明
現状値
平成２５年度
（実績）

目標値
平成３６年度
（見込）

水道サービスの
持続性の確保

給水普及率（％）
（給水人口÷給水区
域人口）×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。

９８．１８ ９９．９０

有効率（％）
（年間有効水量÷年
間給水量）×１００

一般世帯などで有効に使用
された水量（漏水量等は含ま
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。

９２．１７ ９５．００

配水施設（ポンプ所・
配水池）の廃止数（件）

ポンプ所や配水池の統廃合
により計画期間中に廃止する
施設の数を示します。
この値が高いほど、維持管
理経費などが削減でき、効率
的な施設管理が可能となりま
す。

－ １０

自己資本構成比率（％）
［（自己資金＋剰余
金）÷負債・資本合
計］×１００

資本構成からみた財務の健
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。

４５．３ ６０．０

給水収益に対する企
業債※２０利息及び償還
元金の割合（％）
［（企業債利息＋償
還元金）÷給水収益］
×１００

企業債利息と償還元金の給
水収益に対する割合を示し、
事業の効率性及び財務安全性
を分析するための指標の一つ
です。
この値は基本的に低いほう
がよく、事業経営の安定性の
観点から、年度間の格差が小
さいことが望ましいです。

４７．２６ ２８．００

料金収納率（％）
（年間収入額÷年間
調定額）×１００

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。

平成２３年度分
９９．４５

平成３４年度分
９９．７０

給水量１㎥当り電力
消費量（kWh／㎥）
年間総電力量÷年間
給水量

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。

０．５６ ０．５４

用語解説
※２０．企業債・・・地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債。（地方

公営企業法第２２条）

２２

06316
テキストボックス
［（資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益）÷負債・資本合計］×100

06316
テキストボックス
６８．０

06316
テキストボックス
７６．６



水道水源クリーンアップ大作戦

第６章 目標実現のための主な取組
１ 安全な水道水の供給（安全の確保）
（１）良好な水源の確保と保全対策
①良好な水源の確保
本市の主たる水源である大分川・大野川の表流水は、将来のあらゆる水需要の変動要因
に対しても安定的な取水を堅持するために欠かすことのできない大切な水源であることか
ら、大分川ダムの早期完成を促進するとともに、所管する国をはじめ関係機関と連携して
良好な水源の確保に努めます。
また、その他の水源についても、災害時の予備水源として適切な確保に努めます。

②水源の水質保全対策
森からのきれいな水が守られ、良質な飲み水となってお客さまのもとに届けられるよ
う、お客さまや流域で生活する人々と一緒になって、きれいな水を守る運動を進めるなど、
河川流域の住民や大分県・関係自治体など関係機関等との連携を図り、水源水質の保全に
向けた取組を推進します。

（２）適正な施設整備と水質管理
原水から給水栓に至るまで一貫した水質管理の徹底が必要であり、統合的アプローチによ
る水安全計画の推進を図ります。

①浄水施設能力の強化・改善
安全で安心して飲める、よりおいしい水を提供するため、浄水処理技術の向上に努める
とともに、これまでに整備した水道施設のさらなる機能向上を図ります。

②水質監視体制の強化
原水の監視体制を強化するとともに関係機関との連携を密にして広範な情報収集を行い
ます。
また、配水管末端等への連続自動水質監視装置のさらなる効率的な導入、データ管理の
徹底により原水からじゃ口までトータルに水質監視体制の強化を図ります。
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古国府浄水場中央監視室 水質監視表示装置

水質試験室 給水栓検査

③水質検査体制の充実
水質検査の適正化や透明性を維持するため、お客さまの意見を踏まえて「水質検査計画」
を策定し、事業年度前に公表します。
また、水質汚濁の多様化・複雑化に的確に対応し、水質管理の一層の強化を図るため、
自己検査体制を強化し、精度管理の向上に努めます。

（３）給水装置の適正管理
①給水装置に関する情報提供
水道を安心して、かつ快適に利用していただくため、給水装置の適切な維持管理や鉛給
水管についてお客さまへの情報提供を行っていきます。

②貯水槽水道の改善
ビル等で受水槽や高置水槽にいったん水を貯めてから給水する貯水槽水道については、
直結給水方式を採用することにより、受水槽の衛生問題の解消、省エネルギーの推進、受
水槽の設置スペースの有効利用が図られることをお客さまにわかりやすくお知らせし、直
結給水方式の普及・拡大に努めます。
また、貯水槽水道の設置者に対しては、定期的な清掃や検査の実施など維持管理を強化
するよう、保健所と連携して指導、助言及び勧告を行います。
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みずタンを活用したＰＲ（古国府浄水場一般公開）

古国府浄水場一般公開 古国府浄水場一般公開

（４）水質の安全に対する広報体制
①水道水に対する信頼性向上の取組
お客さまの知りたい情報をわかりやすく提供するため、広報紙、パンフレット、ホーム
ページ等の内容の充実はもちろん、ソーシャルメディア等、新たな情報メディアの活用を
図るなど、お客さまの視点に立った適切かつ積極的な情報提供に努めます。
また、本市の安全・安心な水道水をアピールするため、親しみやすくインパクトのある
キャッチフレーズ等を作成するとともに、マスコットキャラクター「みずタン」の積極的
な活用などにより、お客さまに愛される水道をめざします。
さらに、水道水に関する満足度調査などを定期的に実施することにより、水道水に対す
るお客さまからの声を的確に把握し、取組に反映します。

②環境学習・社会学習
お客さまに対し本市の水道水の安全性やおいしさを積極的にアピールすることにより、
水道水への関心を高めるとともに、教育委員会や学校現場との連携を図り、将来を担う子
どもたちに水道水や水道を取り巻く状況を正しく理解してもらうための取組を進めます。
また、施設見学、浄水場一般公開などのイベントを通じて、お客さまに水道水ができる
までの過程や水質管理の重要性への理解を深めてもらうことにより、水道水への関心を深
める取組を進めます。
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③おいしく飲める水道水の啓発
水道水のペットボトル水を作成し、災害用や広報の
ために活用していくとともに、各種イベント等を活用
し、水道水をおいしく飲むための啓発活動を行いま
す。
さらに、さまざまな情報媒体による情報発信を行う
ことで、利用者のニーズにあった情報提供や広報活動
を実践していきます。

（５）関係機関との連携方策
①上流域関係者との連携
大分川・大野川の表流水を水源とする本市は、上流域の環境の変化を直接受ける立場に
あるため、関係機関等と連携し、水質保全に係る取組を推進します。

②水処理関係事業者との連携
水処理技術は日々進歩しており、本市でも一部の施設に高水準の浄水処理システムを導
入しています。今後も国や民間の各機関で得られた情報・技術・成果を積極的に採用し、
水道サービスの向上に努めます。

水道水のペットボトル水
「おおいたん水」

２６



三芳配水場～大平寺配水場緊急時連絡管

２ 危機管理への対応の徹底（強靭の確保）
（１）水道施設の耐震化
①施設の耐震化
耐震診断等に基づき、緊急度の高い施設から耐震補強等を実施するなど、計画的な施設
の耐震化に取り組みます。
また、主要な浄水場、配水場（池）については、耐震化が整うまでの間、定期的な補修、
改修を実施し安定給水に努めるとともに、災害や事故など不測の事態に備え、主要施設を
連絡する管路の整備を計画的に実施するなど、緊急時のバックアップ機能の強化を図って
いきます。

②管路の耐震化
管路の新設、更新（布設替）時にはすべて耐震管を採用するとともに、老朽度、重要度
が高い中心市街地の基幹管路や、避難所、基幹病院等重要給水施設に繋がる管路について
は優先的に耐震化を図っていきます。
また、耐震化にあたっては、将来的な給水区域の配水ブロック化の構築も併せて検討し
ていきます。

（２）災害に備えた給水体制
災害時における供給用水（飲料水）を確保するため、配水場（池）の緊急遮断弁の計画的
な設置などさまざまな手法を検討していきます。
また、市をはじめ地域組織との連携を図りながら、地域住民が容易に給水活動を行える給
水拠点の整備を進めていきます。
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応急給水資機材（仮設給水栓） 応急給水資機材（仮設給水コンテナ）

応急復旧資機材（曲管）

（３）応急給水・応急復旧活動
東南海・南海地震等の大規模災害時においても応急給水・応急復旧活動が可能な体制を確
立します。

①応急給水対策
災害時に迅速かつ的確な応急給水が行えるよう、給水拠点等を考慮した応急給水資機材
の確保、備蓄のさらなる強化を図ります。
また、災害時には、避難所・基幹病院等重要施設への優先的な応急給水に努めます。

②応急復旧対策
災害時に備え、配水管等水道施設の復旧に必要な資機材の備蓄の強化を図ります。
また、相互応援協定に基づく関係機関等との連携をさらに強化し、必要な資機材を最優
先で確保できる協力体制を整え、迅速な応急復旧工事の実施に努めます。
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防災訓練

（４）災害時の電力確保
災害時の電力停止に備え、古国府浄水場の自家発電設備を増強します。また、横尾・えの
くま浄水場については、施設更新に合わせた自家発電設備の設置について検討していきま
す。
配水池、ポンプ所等の水道施設については、給水拠点を中心とした電力確保（代替電力含
む）や、自然流下方式など省エネルギー対策に有用な水道配水システムの導入の研究・検討
に努めていきます。

（５）災害時における体制の強化
①危機管理体制の強化
危機管理マニュアルの内容を常に検証し、現状に即した改訂を定期的に行うとともに、
さまざまな事象を想定した防災訓練等を実施することにより、その実効性の向上を図りま
す。
また、水道事業者の内部における人的資源の確保、技術の向上をめざし、長期的な視点
に立った研修等を行い、これまで培ってきた技術の継承体制の強化を図ります。
浄水場における不審者等の侵入対策として監視カメラの増設や光センサー・熱感知セン
サーの導入など、施設警備の強化を図ります。
さらに、自然災害や事故等の非常時に備え、日ごろより施設の適正な維持・管理に努め
ます。

②事業継続性の確保
大規模災害などによって水道局の業務遂行能力が低下することを想定した水道水の供給
継続の検討や、非常時優先業務を継続・再開・開始するための計画として事業継続計画※２１
（ＢＣＰ）を策定し、市民生活に欠かせないライフラインの確保に努めます。

用語解説
※２１．事業継続計画・・・ＢＣＰ（Business Continuity Planning）、事故や災害が発生した際に、業務への

影響を最小限に抑え、仮に中断しても速やかに復旧・再開できるようにあらかじ
め策定しておく行動計画のこと。
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日本水道協会九州地方支部
合同防災訓練（平成２６年 宮崎市開催）

災害時支援協力員による応急給水訓練
（平成２６年）

（６）災害時における関係者間の連携
大規模災害時に備え、近隣及び遠隔地の水道事業体や水道事業関係団体等との応援協定や
合同防災訓練等を通じ、災害時や緊急時における給水のため広域連携体制のさらなる充実を
図ります。
また、職員が対応できない場合を想定し、日ごろから地域住民への情報提供や住民参加型
訓練を行うなど、地域の自立を促すことで緊急時の応急給水を円滑に行えるよう、地域との
連携体制の構築を推進します。
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「技術の継承」実技研修

大分川ダム完成予想イメージ

３ 水道サービスの持続性の確保（持続の確保）
（１）組織体制の強化と人材の育成
①持続可能な組織体制の整備
職員の大量退職や水需要の変動等の事業環境が変化していくなか、効率的な事業運営を
維持するとともに、災害や突発的な事故にも迅速に対応できる組織体制を構築します。

②技術の継承と人材育成
将来のさまざまな課題に対応していくために、職員の技術力を継続して向上させる必要
があることから、職員間での技術・知識の継承や職員研修を行うことにより、計画的な人
材育成に取り組みます。

（２）水道施設の管理・運営
①大分川ダムの整備
大分川ダムが完成するまでは、暫定豊水水利権の許可により必要な取水量を確保すると
ともに、大分川ダムの早期完成やコスト縮減、建設事業の促進のための予算確保等につい
て、所管する国をはじめ関係機関に要望していきます。
大分川ダムの完成後は、関係機関と連携して水源の水質・水量を安定させるとともに、
水源水量の有効活用や多様な危機に対処するため、古国府浄水場を主体とした浄水場間の
バックアップ体制を構築します。
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②施設の再構築
老朽化した施設の更新にあたっては、施設利用率をより向上させるため、現況の給水サー
ビスを維持しながら、将来の需要や対応等を踏まえてダウンサイジングや統廃合などの効
果的な水道施設の再構築を推進します。

③施設の適正な維持管理
施設の適正な維持管理を継続することにより、水道施設の事故発生を抑制するととも
に、施設の健全度の向上を図ります。
また、施設ごとの使用実態や重要度等を踏まえた更新・延命化計画により、適切な時期
に補修・更新を行い、水道水の安定供給の確保に努めます。

④情報化の推進
管路情報や給水台帳※２２等の各種システムの充実と利便性の向上を図ります。
また、各施設の維持管理上の情報を共有化して的確に管理するとともに、関係機関との
連携を図り、情報の有効活用に努めます。

⑤民間活力の導入
多様化するお客さまニーズに対処し、効率的な事業運営を行うため、業務執行方式の見
直しを行うとともに、民間事業者へ委託できる業務については業務委託を推進するなど、
民間活力の導入について検討していきます。
また、民間事業者へ委託を行っている業務については、効果の検証を行うとともに、受
託業者への管理・指導を適切に行うことで民間委託のメリットを最大限に活用し、お客さ
まサービスの向上と事業運営の効率化をめざします。

⑥水の有効利用の取組
ア）監視機能の向上
古国府浄水場等の主要な浄水場に導入している監視制御システム※２３をより効率的に運
用し、安定した浄水処理とコスト縮減に努めます。
また、配水監視システム※２４の各種データを検証・分析して施設の効率的な運転を行い、
漏水などの早期発見に努め、水融通のための管網整備に役立つ情報管理を行います。

用語解説
※２２．給水台帳・・・お客さまから申し込みを受けた給水装置新設（改造、修繕、撤去）承認工事設計書を

管理する台帳。
※２３．監視制御システム・・・浄水場内の機械の運転や、配水場（池）を含む各施設の水位・水量・水圧及

び水質等の計測項目を一元的に管理し、浄水場を効率的に運転するためのシ
ステム。

※２４．配水監視システム・・・市内に点在する大・中規模ポンプ所の運転状況及び市内の配水管路内の主要
拠点の圧力、配水量及び水質データを古国府浄水場内にある中央監視室で２４
時間監視するシステム。
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漏水調査（路面音聴調査） 漏水

イ）漏水防止対策の強化
過去の漏水発生件数、調査実績等をもとに「漏水防止計画」を策定し、漏水調査を行う
とともに迅速な漏水修理に取り組みます。
また、管路の老朽化による漏水発生の増加が予想されるため、老朽管の更新を計画的に
実施し漏水の未然防止に努めます。
さらに、お客さまの所有物である給水管についても、漏水が発生しやすい鉛給水管の解
消に取り組みます。

（３）経営基盤の強化
①アセットマネジメントの活用
アセットマネジメントを活用することで、老朽化する施設の延命化や更新の事業費を平
準化します。
また、より効率性と経済性が高くなるように施設整備計画を見直すとともに、中長期財
政計画を策定し、財源確保について検討するなかで将来の財政の健全化を図ります。

②財務基盤の強化
健全経営を堅持するため、水道事業収入の根幹である水道料金の収納強化に引き続き取
り組みます。
また、水道料金収入の減少が続くと予測されるため、水道料金収入に対する企業債の返
済コストの割合を抑制し、将来負担の軽減に努めます。さらに、経営指標を基にした経営
診断を行い、経営の改善・効率化に努めます。

（４）未給水地区への水供給の検討
給水区域内に点在する小規模な未給水地区について、当該地区の給水規模や基幹水道施設
からの距離などの地理的条件を勘案するなかで、保健衛生や環境行政、関係行政機関等との
連携による多様な供給形態のあり方の検討を進めます。
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お客さま意識調査（平成２６年度実施）

（５）お客さまサービスの向上
①窓口サービスの向上
電子申請システム※２５の利用促進に努めるとともに、インターネットを利用した水道料
金の支払・照会システムやクレジットカードによる料金支払などの新たなサービスの導入
について調査・研究します。
また、漏水や水質など水道に関する相談窓口の充実について調査・研究します。
さらに、職員研修の充実や業務改善を推進し、迅速、的確、ていねいなサービスの提供
に努めます。

②お客さまとのコミュニケーションの促進
多様化するお客さまニーズを的確に把握するため、アンケート調査等を実施するととも
に、お寄せいただいたお客さまの声を反映した、業務の改善やサービスの向上に努めます。
また、お客さまの知りたい情報をわかりやすく提供するため、広報紙、ホームページ等
の内容を充実させ、効果的な情報提供に努めるとともに、水道事業の負担とサービスの関
係や、水道事業が直面する課題についてわかりやすく伝えていくことで、お客さまの理解
を深めていきます。

（６）環境保全対策
①各種エネルギー対策
送水ポンプや大型変圧器などエネルギー消費量の多い機器の新設や更新に際して、エネ
ルギー効率の高い機器を採用するとともに、電力使用量についても、それぞれの施設にお
ける低減目標を設定して削減に努めます。
また、小水力発電、太陽光発電等の再生可能エネルギーについて調査・研究を進めます。

②資源の有効活用
浄水処理工程で発生する汚泥について、園芸用土、グラウンド用土などへの有効利用を
促進します。
また、施設の建設等に伴い発生するコンクリート、アスファルト、残土などの建設副産
物のリサイクルに積極的に取り組み、環境負荷の低減を推進します。

用語解説
※２５．電子申請システム・・・インターネットを利用して、２４時間水道の使用開始や中止等の申請ができる

システム。
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施設整備計画

中長期財政計画

実施計画

事務事業評価

水道事業経営評価委員会

お客さま満足度調査

第７章 計画の推進
この計画で設定した目標を達成するため、具体的な推進計画として「施設整備計画」、「中
長期財政計画」及び「実施計画」を策定し、各施策を実施していきます。
また、各施策の進ちょく状況を検証し、客観的に評価することで、各推進計画の見直しや改
善を図ります。さらに、お客さまや関係者のご意見等をいただきながら、取組の方向性の確認
や重点的な実現方策の追加など必要に応じて本計画の見直しを行います。
最終的には５０年、１００年先を見据えた「安全」「強靭」「持続」の水道事業を実現していき

ます。

Ｐｌａｎ（立案・計画）・・・・・施策目標実現のための目標設定（施設整備計画、中長期財政計
画、実施計画など）

Ｄｏ（実施・推進）・・・・・・・施策の推進（事業実施）
Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）・・・・施策の検証・評価（事務事業評価、水道事業経営評価委員会、

お客さま満足度調査、水道事業ガイドライン※２６業務指標分析
など）

Ａｃｔｉｏｎ（改善・見直し）・・検証結果を踏まえた施策・事業の見直し

用語解説
※２６．水道事業ガイドライン・・・水道事業を統一した基準で評価するため、平成１７年１月に日本水道協会

の規格として制定されたもの。
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