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【前期】

＜平成22年度～平成26年度＞

【後期】

＜平成27年度～平成31年度＞

1. 後期計画策定の趣旨

1.1. 計画策定の趣旨

宮崎市では、上下水道の事業について平成２２年１２月に策定した『宮崎市上下水道事業マ

スタープランみやざき水ビジョン２０１０』（以下「マスタープラン」という）に基づき、公益

性、企業性、お客様の３つの視点を意識した事業経営のテーマである「未来へつなぐ信頼と安

心みやざき水生活をもっと、さらに」の実現に向け取り組んでいます。

今回、マスタープランに定めた計画期間１０年間の中間年にあたり、これまでの取り組みの

評価や後期計画期間における経営環境の変化の中長期的な見通しを踏まえ改訂することとしま

した。

改訂では、前期計画における取り組み内容を引き継ぎ、市民生活に欠かすことのできない上

下水道インフラの健全性について将来にわたって維持するとともに、それを支える経営の健全

性を確保していくことを基本に、①事業環境を取り巻く「新たな課題」への適切な対応、②基

本戦略ごとの重点課題の設定と事業の更なる「選択と集中」、③将来世代に負担の先送りをしな

いための中長期的な収支見通しを踏まえた「健全性の高い財政計画の立案」の３つの視点から

後期計画の整理を行っています。

1.2. 計画の位置付け及び計画期間

マスタープランの策定から５年が経過し、人口減少社会の到来、東日本大震災の発生等とい

った事業環境を取り巻く社会情勢の変化に加え、策定当初に参考とした上位計画等についても

改訂が行われています。

今回の改訂では、中間年度における計画の実施状況やその成果を確認するとともに、社会情

勢の変化に伴う新たな課題に対応した見直しを行いますが、マスタープランは１０年間の取り

組みを示したものであり、前期５年間の基本戦略実現に向けた取り組み内容を維持・改善し、

経営環境などの変化に適切に対応しながら、ビジョンを持続、発展させることを目指すもので

す。

後期計画の期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。最終年度の平成

３１年度には、事後評価を行い、次期計画の策定を行います。

平成22年度 平成31年度

基 本 構 想 （１０年間）

宮崎市上下水道事業マスタープラン

みやざき水ビジョン２０１０の計画期間

＜平成22年度～平成31年度＞

最終目標年度

平成31年度

事後評価

次期ビジョンの策定

中間目標年度

平成26年度

フォローアップ
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●宮崎市上下水道事業マスタープラン みやざき水ビジョン2010≪改訂版≫の位置付け

方針の提案

上下水道事業経営審議会
■諮問・答申

■施策の見直し

上下水道局経営会議
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ策定専門部会
■経営課題の分析

■新たな課題への対応検討

アンケート

お客様ニーズ

宮崎市上下水道事業マスタープラン

みやざき水ビジョン2010

（改訂版）

我が国の上下水道事業の新たな方向性

新水道ビジョン（厚生労働省）

新下水道ビジョン（国土交通省）

宮崎市の新たな方向性

宮崎市の

上位計画

を反映

宮崎市津波防災地域づくり推進計画

第四次宮崎市総合計画改訂版

具体策の提案

宮崎市地域防災計画 など

宮崎市都市計画マスタープラン
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1.3. 計画フレーム

（１）人口フレーム

経営環境の変化を考えるうえで、水道、下水道ともに利用される人口の推移が事業運営に

大きく影響してまいります。日本の総人口は、平成22年頃の１億２８０６万人を最大値と

して、以後、減少に転じています。宮崎市の人口についても、平成26年度までは401,658

人と微増していますが、平成32年には396,300人、平成37年には 389,186人まで

減少すると推計されていて、本格的な人口減少社会を迎えます。

（２）計画フレーム

水需要の推移と期間内の見通しですが、節水機器の普及や節水行動、ライフスタイルの変

化などにより一人１日当たりの平均給水量は平成16年度の約380リットルから、平成24

年、25年度は約350リットルとなっており水量は年々減少してきています。この傾向につ

いては、当面の間は続くものと見込んでいます。

(Ｌ)
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①水道事業

㎥水需要の予測結果から、平成２５年度に約4600万 であった有収水量が、平成３１

㎥年度は約4200万 になると見込んでいます。

これに伴い、事業運営の資金となる給水収益が、当初計画よりも低くなる見込みで、平

成２６年度の実績額で年間６３億円であったものが、平成３１年度では、６０億円を下回

ると見込まれました。しかし、平成２８年度に料金改定を行うことで、平成３１年度に７

１億円になると見込んでいます。

※H27以降の給水収益は見込値

②下水道事業

下水道事業における有収水量は、４町域での区域の拡張などから本計画期間においては、

ほぼ横ばいに推移していくことを見込んでいます。

これに伴い、事業運営の資金となる使用料収益が有収水量と同様に年間約４７億円程度

で横ばいに推移すると見込んでいます。

※H27以降の使用料収益は見込値

使用料収益及び有収水量の見込み
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使用料改定
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２．宮崎市上下水道事業の基本方針

2.1. 目指すべき方向性

（１）経営の基本理念

「市民の生活にとってかけがえのないライフラインとしての使命を果たし、お客様のニーズ

を満足する質の高いサービスの提供」を基本理念とし、その実現のために、次の３つの視点を

意識した「事業経営のテーマ」と「５つの基本戦略」を設定しています。

公益性の視点

企業性の視点

お客様の視点

事業経営のテーマ

『未来へつなぐ信頼と安心 みやざき水生活をもっと、さらに』

宮崎市は母なる大淀川などの恵みを受け、水道の安定供給に努めるとともに、この豊

かな水環境を守るため、下水道の整備を積極的に進めてきました。

このような取り組みにより、健全な水循環を次世代に引継ぎ、公益性の視点や企業性

の視点、さらにお客様の視点から、未来に向かって質の高いサービスを提供し、地域社

会の発展に貢献し続けていくことを念頭に『未来へつなぐ信頼と安心 みやざき水生活

をもっと、さらに』を事業経営のテーマとしています。

また、このテーマを実現するための5つの基本戦略を設定しています。

Ⅰ．安全で安定したライフラインの構築を目指して

Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して

Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指して

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指して

上下水道は、地域の生活、経済活動を支える基幹施設であって、安全性、安定性、公平

性といった公益性を確保することが求められる事業です。

上下水道事業は、サービスを提供し、その対価を得る企業としての側面があることから、

生産性、効率性、収益性といった企業性を追求することも重要となります。

お客様にとって満足度が高いサービスを提供し、お客様本位の経営を大前提とします。
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2.２. 計画の体系

お客様

公益性企業性

市民の生活にとってかけがえのないライフラインとしての使命を果たし、
お客様のニーズを満足する質の高いサービスを提供

Ⅰ．安全で安定したライフラインの

構築を目指して（上水道）

Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環境

の整備を目指して（下水道）

Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の

推進を目指して（上下水道）

Ⅳ．安定した事業経営の確立を

目指して（上下水道）

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指して

（上下水道）

（１）水道施設の計画的更新
（２）危機管理対策の推進
（３）水質管理体制の充実
（４）水源環境の保全
（５）安全・安心な水の供給
（６）貯水槽水道等の管理指導
（７）給水装置の事故防止
（８）工業用水道の計画的措置

（１）下水道の普及拡大
（２）下水道施設の計画的更新
（３）危機管理対策の推進
（４）水洗化（下水道接続）の推進

（１）下水道処理施設の適正管理
（２）下水道資源の有効利用
（３）環境負荷の低減と資源循環利用の促進

（１）経営の効率化
（２）財政基盤の強化
（３）効率的な組織体制の構築と活性化
（４）人材の育成と技術の継承
（５）簡易水道事業等の統合
（６）農業集落排水施設の効率的運営
（７）国際協力等を通じた上下水道事業の発展

（１）きめ細やかなサービスの提供
（２）料金体系の見直し
（３）広報・広聴活動の充実
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３. 前期計画の検証

3.１.業務指標の評価

事業経営のテーマを実現するために設定した５つの基本戦略に基づき、計画期間中に達成す

るべき具体的な数値目標として示した業務指標について、中間年度となる平成２６年度の目標

値に対する実績の評価を行います。

＜Ⅰ．安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）＞

１４の指標のうち、「経年化管路率」などの３つの指標については、各事業間の調整等により、

更新延長が伸びず、目標を達成できませんでしたが、幹線管路耐震化事業、簡易水道統合事業

等に取り組んだ結果、「管路の耐震化率」など９つの指標で目標を達成いたしました。また、下

北方浄水場の設備更新等により、「経年化設備率」など２つの指標で概ね目標を達成できました。

【達成度：◎達成出来た、○概ね達成できた、△あまり達成できなかった】

H21

実績 目標値 実績

Ⅰ.安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）

指標値名称 単位
H26

達成度

水道 有収率 ％ 88.9 91.3 89.9 △

水道 配水池貯留能力 日 0.72 0.78 0.81 ◎

水道 経年化設備率 ％ 73.8 32.6 36.9 ○

水道 経年化管路率 ％ 7.4 11.0 13.4 △

水道 配水池耐震施設率 ％ 55.0 63.2 73.2 ◎

水道 管路の耐震化率 ％ 8.1 9.5 12.7 ◎

水道 自家用発電設備容量率 ％ 63.9 85.2 85.4 ◎

水道 管路の事故割合
件/

100㎞
16.6 15.0 11.1 ◎

水道 非鉄製管路事故割合
件/

100㎞
23.6 21.0 15.7 ◎

水道 給水管の事故割合
件/

1,000件
7.6 7.0 5.2 ◎

水道 漏水率 ％ 8.4 5.8 7.9 △

水道
鉛給水管の解消率
(宮崎市独自指標)

％ 23.3 40.0 37.2 ○

水道
口径150㎜以上の管路の耐震化率

(宮崎市独自指標)
％ 29.1 33.5 35.4 ◎

水道
口径350㎜以上の管路の耐震化率

(宮崎市独自指標)
％ 18.2 24.5 29.2 ◎
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＜Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して（下水道）＞

８の指標のうち、「施設の老朽化率（管きょ）」、「管きょ改善率」については、長寿命化計画

策定により、耐用年数を超えていない路線でも緊急性の高い路線が明確となったことから、緊

急度の高い路線を優先して計画的に改善を行ってきたため、目標を達成できませんでした。「農

業集落排水処理施設水質管理率」は事業完了し目標を達成、「水洗化率」も順調に進み目標を達

成いたしました。また、「人口に対する普及率」など４つの指標については、４町域の整備が計

画どおり、順調に進んでいることから、概ね目標を達成できました。

【達成度：◎達成出来た、○概ね達成できた、△あまり達成できなかった】

H21

実績 目標値 実績

Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して（下水道）

指標値名称 単位
H26

達成度

下水道 処理区域内人口 人 327,827 351,981 346,832 ○

下水道 人口に対する普及率 ％ 81.8 87.9 85.8 ○

下水道 水洗化率 ％ 91.6 90.3 92.3 ◎

下水道 施設の老朽化率（管きょ） ％ 2.7 2.9 3.2 △

下水道 管きょ改善率 ％ 0.06 0.11 0.04 △

下水道
合流区域の管きょ改善達成率

(宮崎市独自指標)
％ 15.6 39.9 39.0 ○

下水道
農業集落排水処理施設水質管理率

(宮崎市独自指標)
％ 29.4 100.0 100.0 ◎

下水道
公共下水道整備率（4町域）

(宮崎市独自指標)
％ 52 88.0 79.6 ○
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＜Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して（上下水道）＞

４つの指標のうち、「浄水発生土の有効利用率」、「下水処理に係る温室効果ガス排出量」につ

いては、外的な要因により、目標を達成できませんでしたが、「下水汚泥リサイクル率」、「消化

ガス利用率」については、H26年度から大淀処理場の消化ガス発電の発電が開始されたこと

等により目標を達成できました。

（※１｡H22～H25年度平均 93.0％）

＜Ⅳ.安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）＞

会計制度の見直し、実施事業の見直し等により２つの指標について、目標を達成できており

ませんが、H24年1０月に10％の下水道使用料改定を行ったこともあり「経常収支比率」な

ど３つの指標で目標を達成できました。

【達成度：◎達成出来た、○概ね達成できた、△あまり達成できなかった】

H21

実績 目標値 実績

Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して（上下水道）

指標値名称 単位
H26

達成度

水道 浄水発生土の有効利用率※１ ％ 97.2 100.0 12.2 △

下水道
下水処理に係る温室効果ガス排出量

(宮崎市独自指標)
％ 100 94.0 101.9 △

下水道
下水汚泥リサイクル率

(宮崎市独自指標)
％ 33.5 40.0 42.3 ◎

下水道
消化ガス利用率
(宮崎市独自指標)

％ 60.8 75.0 89.3 ◎

【達成度：◎達成出来た、○概ね達成できた、△あまり達成できなかった】

H21

実績 目標値 実績

Ⅳ.安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

指標値名称 単位
H26

達成度

水道 経常収支比率 ％ 107.0 89.8 109.9 ◎

水道 自己資本構成比率 ％ 46.0 40.8 37.3 △

下水道 経常収支比率 ％ 101.0 99.0 101.2 ◎

下水道
繰入金比率

(収益的収入分)
％ 51.0 45.3 31.7 ◎

下水道
繰入金比率

(資本的収入分)
％ 9.2 15.8 23.1 △
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＜Ⅴ.お客様サービスの充実を目指して（上下水道）＞

「貯水槽水道指導率」につきましては、計画策定時（H21年度）9.4％から41.8％へと一定

の成果を上げてはいますが、所有者・管理者の把握に時間を要し、年に6～8％の推移で、目

標を達成できませんでした。

【達成度：◎達成出来た、○概ね達成できた、△あまり達成できなかった】

H21

実績 目標値 実績

Ⅴ.お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

指標値名称 単位
H26

達成度

水道
貯水槽水道指導率
(宮崎市独自指標)

％ 9.4 66.0 41.8 △
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3.2.評価の検証と基本戦略の課題

①マスタープランへの取り組み状況

＜Ⅰ．安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）＞

（得られた成果）

・水安全計画や上下水道事業継続計画の策定

・４町域への連絡管の整備

・浄水施設や幹線配水管の耐震化、老朽施設の更新などの取り組み

（残された課題等）

・「維持管理の時代」の進行

・多額の費用を要する施設等の改築、更新や耐震化、漏水対策などの計画的な推進

（課題解消に向けた取り組み）

・アセットマネジメントの推進

・経年管の更新や鉛給水管取替えの推進など

＜Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して（下水道）＞

（得られた成果）

・4町域における未整備区域への着実な整備拡大

・合流地区における長寿命化計画の策定及び推進

・大淀地区浸水対策事業の完了

・下水道総合地震対策事業による防災、減災対策推進

（残された課題等）

・４町域における更なる整備促進

・南海トラフ巨大地震への対策

・処理施設、分流地区の管きょ施設の老朽化等を踏まえたストックマネジメント

・気候変動に伴い激甚化する水災害への対応

（課題解消に向けた取り組み）

・下水道長寿命化計画、総合地震対策計画の推進など
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＜Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して（上下水道）＞

（得られた成果）

・大淀処理場における消化ガス発電装置新設や宮崎処理場での再生可能エネルギー固定価格

買取制度（ＦＩＴ）を活用した民設民営の消化ガス発電事業による余剰ガスの利活用の取

り組みの実施

・省エネルギー機器の導入による環境負荷低減の取り組み

（残された課題等）

・浄水発生土のたらの木台不燃物埋立場覆土受入終了に伴う処分方法

・再生可能エネルギーのさらなる有効活用

（課題解消に向けた取り組み）

・浄水発生土の有効活用による環境負荷軽減の検討

・太陽光発電などの導入検討

＜Ⅳ.安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）＞

（得られた成果）

・料金業務や浄水場運転管理への包括的委託の導入

・下水道使用料の改定や企業債の繰上償還による財政基盤強化の取り組み

・簡易水道等統合の計画的な取り組み

（残された課題）

・有収水量の減少と施設の大量更新時期を見据えた財源の確保

・熟練した職員の大量退職を控えた専門的技術や知識の継承

（課題解消に向けた取り組み）

・料金水準の定期的な見直し

・更なる経営の効率化に向けた具体的施策の検討

・人材の育成と専門的技術や知識の継承へ向けた具体的施策の検討
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＜Ⅴ.お客様サービスの充実を目指して（上下水道）＞

（得られた成果）

・コンビニ収納や料金センターの開設によるお客様サービスの向上

・下水道使用料における基本水量制や逓増制の見直しを含めた使用料改定の実施

（残された課題等）

・お客様ニーズに対応したさらなるサービス提供の拡充

（課題解消に向けた取り組み）

・料金の日割り計算の導入隔月検針・毎月請求の導入

・基本水量制の廃止による節水による効果が期待できる水道料金体系への見直し

・ICT（情報通信技術）を活用したサービス拡充の検討

②前期計画の総括と今後の課題

これまでの経営目標の実現に向けた取り組みは、概ね順調に進んでいます。

しかしながら、人口減少やライフスタイルの変化に伴う有収水量の減少が進んでいくのと

同時に、経営の基盤となる多くの施設が更新時期を迎えます。さらに、大規模災害に備えた

耐震化等への要請は高くなってきており、施設の維持更新に係る事業費は増大していくこと

が見込まれています。

③後期計画における取り組みへの要請

将来世代の負担の公平性の確保が求められます。

健全性の確保

施設の健全性
老朽化・耐震化対策

経営の健全性
財政・人材育成

経営環境の変化を適切に捉え、
長期的な見通しを明らかにし
た上で、これまで以上に
事業の「選択と集中」が必要
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４.後期計画期間の計画課題

4.1.新たな課題の整理

これまで、厳しい経営環境のもと、水道事業においては、４町域を含めた適切な水運用と安

定給水の確保、より安全な水質を確保する管理体制の強化、災害に強い水道という諸課題に対

応するため、また、下水道事業においては、４町域の整備推進や旧市域、特に宮崎処理区合流

区域の老朽管きょの改築更新や処理場施設などの災害対策といった諸課題に対応するため、

様々な実施方策に取り組み、一定の成果を上げてきました。これらの課題には今後も引き続き

対応していくことが必要です。

このような状況のもと、東日本大震災や笹子トンネル事故等を教訓として、市民の意識が、

生活や社会経済活動にかかる将来のリスクや不確実性に対し、安全・安心、持続性、健全化を

より一層求める方向へと変化するとともに、上下水道インフラが社会における重要な基盤であ

ることが改めて認識されつつあります。

本市においては、今後、南海トラフ巨大地震の発生が懸念されていることもあり、耐震・耐

津波対策などの「地震対策」をより一層強化し、災害に強いまちづくりが急務となっています。

また、維持管理・更新に係る問題が顕在化しており、本市においても老朽化が進行している

上下水道施設（【図①】、【図③】）の効率的・効果的な「老朽化対策（施設更新）」を推進して

いく必要があります。

水道事業においては、安全で安定したライフラインの構築を目指し、市全域に安定的に給水

するため、４町域への送水施設の整備や、管路・施設の更新、耐震化などの事業に積極的に取

り組み、下水道事業においては、安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指し、４町域の

整備推進や、管路・施設の更新、耐震化などの事業に積極的に取り組んでまいりましたが、施

設の整備には多額の費用が必要となることから、その財源の一部として企業債を借り入れてい

ます。

このため、本市の水道事業の企業債残高は年々増加し、平成２６年度末の残高は料金収入の

約５．８倍に相当する365.8億円となっており（【図②】）、下水道事業の企業債残高について

は年々減少しているものの、平成２６年度末の残高が９００億円を超えている状況です（【図

④】）。今後人口減少が見込まれていく中で、借金である企業債が増えていくことは世代間の公

平性を考えると負担の先送りとなることから、「企業債の抑制」等の課題にも対応していかな

ければなりません。

このように、安全・安心な市民生活の基盤を支える水道と下水道事業の方向性は、「老朽化施

設の更新」や「耐震化の促進」等、料金収入の増加には直接的につながらない投資に対応して

いかなければならない「維持・更新」へと大きく変化しています。これらの事業を推進してい

くためには財源確保の必要性について、市民をはじめとした利用者の理解を得ることが必要不

可欠であり、将来にわたり水道・下水道事業の重要性や必要性について、「事業計画の見える化」

や積極的かつ効果的な広報活動を展開していくことの重要性がこれまで以上に高まっています。
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①水道事業

【図①】

【図②】

②下水道事業

【図③】

【図④】

企業債残高の推移

310

320

330

340

350

360

370

H22 H23 H24 H25 H26

億円

78

80

82

84

86

88

90

92

94

千円/人

企業債残高 １人あたり企業債残高

企業債残高の推移

840
860
880
900
920
940
960
980

1,000
1,020

H22 H23 H24 H25 H26

億円

210

220

230

240

250

260

千円/人

企業債残高 １人あたり企業債残高



16

4.２.重点課題の位置づけ

【基
本
戦
略
Ⅰ
】

水

道

事

業

施設更新

管路の耐震化

鉛給水管取替

【基
本
戦
略
Ⅱ
】

下

水

道

事

業

普及促進

施設更新

地震・津波対策

急速に建設が進んだ時代の施設が一斉に更新時期を迎えるため、アセットマネジメントに基づき、施設の延命化を図りながら
効率的かつ計画的な更新を推進します。

災害において水道機能を確保するため、主要な幹線管路のうち市内中心部を巡る環状ルートについて耐震化を目指し、避難
所となる公共施設や拠点医療施設など中心に、人口比で約60％の区域をカバーする耐震化エリアの整備を推進します。

平成元年までに布設された鉛給水管について、水質・漏水防止の観点から早期解消を推進します。

なお、宅内部の鉛給水管を優先して取替、公道部は経年管更新事業及び漏水修理等の給水管工事による取替と道路改良及
び舗装打換工事等に合わせて取替えます。

公共下水道整備を進めてきた結果、旧宮崎市、田野町、佐土原町は概成し、高岡町も平成２７年度に概成の予定です。
残る清武町の公共下水道普及のために整備を推進します。

管路及び処理場やポンプ場等の施設については、策定した長寿命化計画に基づき、施設の延命化を行うとともに、更新を推
進します。

東日本大震災を機に、耐震対策に加え、沿岸部に所在する処理場、ポンプ場等の耐津波対策が必要です。

策定した下水道総合地震対策計画（管路）、下水道総合地震対策計画（処理場・ポンプ場）に基づき、地震対策を推進します。

企業債の抑制

借金である企業債が増えていくことは世代間の公平性を考えると負担の先送りとなることから、企業債の抑制等の課題にも対
応していかなければなりません。

同時に多くの施策を展開してさらに推進することは、現在の財政状況等から困難であるため、

「選択と集中」の考え方に基づき、優先すべき事業について強力に推進します。

○関連する実施方策 実施方策1-(1）水道施設の計画的更新（P18）
・下北方浄水場大規模改修事業

・経年管更新事業

・富吉浄水場電気設備更新事業

・田野第 1浄水場更新事業

・下北方配水池築造（更新）事業

○関連する実施方策 実施方策1-(1）水道施設の計画的更新（P18）

実施方策1-(2）危機管理対策の推進（P21）
・幹線管路耐震化事業

○関連する実施方策 実施方策1-(1）水道施設の計画的更新（P18） ・鉛給水管取替事業

○関連する実施方策 実施方策1-(1）下水道の普及拡大（(P35） ・４町域普及拡大

○関連する実施方策 実施方策1-(２）下水道の計画的更新（P37） ・下水道管きょ改築更新

○関連する実施方策 実施方策1-(３）危機管理対策の推進（P38） ・下水道総合地震対策事業（管きょ）
・下水道総合地震対策事業（処理場・ポンプ場）

【基
本
戦
略
Ⅳ
】

共

通○関連する実施方策 実施方策４-(２）財政基盤の強化（P49）

相互に調整しながら
事業を推進します。
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５.基本戦略の推進

5.1.安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）

（１）計画課題の整理

■計画課題の整理

・「維持管理の時代」の進行

・多額の費用を要する施設等の改築、更新や耐震化、漏水対策などの計画的な推進

・人口減少等に伴う水需要の減少

・南海トラフ巨大地震に備えた危機管理対策

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略 実施方策

Ⅰ．安全で安定したライフラインの

構築を目指して（上水道）

1-(1)水道施設の計画的更新

1-(2)危機管理対策の推進

1-(3)水質管理体制の充実

1-(4)水源環境の保全

1-(5)安全・安心な水の供給

1-(6)貯水槽水道等の管理指導

1-(7)給水装置の事故防止

1-(8)工業用水道の計画的整備

水道は地域の住民にとって無くてはならない基幹的な

ライフラインであり、常に安定した給水がおこなえるよ

うに努めます。さらに水道水は直接飲用に供されること

から、安全性に十分配慮することはもとより、おいしさ

など良質な水についても追求してまいります。
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（３）実施方策

実施方策1-（１）水道施設の計画的更新

経年化が進む水道施設について、適切な水処理、水運用が継続できるように計画的な整備を

行っていきます。

■取組内容

①下北方浄水場大規模改修事業

②浄水場の設備更新

③４町域への連絡管整備

④経年管、鉛給水管等の更新

⑤水道施設の耐震化計画策定

⑥配水管路のブロック化

⑦アセットマネジメント手法の導入による事業計画の見直し

①下北方浄水場大規模改修事業

宮崎市水道事業における基幹施設である下北方浄水場は、老朽化の進行や地震への脆弱

性など、安定的な給水に支障をきたす恐れがあるため、更新事業に着手しています。この

事業により、地震をはじめとする被災時においても早期復旧が可能となります。すでに管

理棟・電気棟の建替えと薬品注入棟の耐震補強は完了しています。現在、6万㎥の新系浄

水施設の建設に向け着手しており、今後はより一層の安定給水能力の向上を図ります。

上空から見た下北方浄水場

②浄水場の設備更新

今後、経年化が進む浄水施設については浄水処理に支障しないように機器の経年化年

数・損傷具合を勘案し、耐震化もあわせて検討を行い計画的に更新を進めていきます。
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③４町域への連絡管整備

佐土原・田野・高岡町域については、旧宮崎市域からの送水施設が完成しました。今後、

清武町域についても災害に強いライフラインの構築を目指し整備を検討していきます。

★佐土原町域

一ツ瀬川の濁水対策と海水遡上の問題に対処するため、下北方配水池からの約15km

の送水連絡管の整備を平成24年度に完了させ、平成25年度から佐土原町全域への給

水を始めました。

★田野町域

田野町域では、渇水や濁水による慢性的な給水能力の低下を補完するために、宮崎市

古城町から田野第３配水池までの約１１kmの送水連絡管を整備し、平成24年度から

運用を始めました。これにより、田野町域で一日に必要な水量のおよそ半分（3,400㎥

/日）の送水が可能となりました。

★高岡町域

高岡町域のおよそ40％の水道水を供給していた楠見水源は、平成17年の台風14

号で浸水被害に遭い、その後の維持管理に苦慮している状況にありました。

また、大淀川の築堤工事に水源自体が支障となり、クリプトスポリジウム対策も必要

であったことから、約11億円の事業費で、富吉浄水場から高岡町高浜配水池までの約

7kmの送水連絡管を平成19年度から21年度にかけて整備し、平成22年4月に送

水を開始しています。

★清武町域

清武町域の水源は、ほとんどが地下水を利用しています。

現在、他の３町域に比べると早急な連絡管整備の必要性はありませんが、合併協議に

おいては、「災害時における相互の水運用が可能となるように、近接する箇所の水道管を

連絡することにより、災害に強いライフラインを構築すること」

とされています。現在木原地区等５箇所を旧宮崎市と、沓掛地区

を田野町域と連絡しており、これにより、より安定した水の供給

に努めるとともに、地震などで地下水が濁ったり、水道施設に被

害が出たりした場合などは、両地域から相互に水の供給が可能と

なります。

④経年管、鉛給水管等の更新

計画的に経年管更新・鉛給水管取替工事を実施しています。高度経済成長期に整備され

た多くの鋳鉄管や硬質塩化ビニル管の経年化が進む状況にあり、経年管の計画的な更新を

継続し、全ての管路において、耐震性能の高い管材を使用するなどライフラインの信頼性

向上を図ります。
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経年管更新状況

⑤水道施設の耐震化計画策定

旧宮崎市域については、平成22年度に幹線配水管の耐震化計画の策定を行いました。

佐土原・田野・高岡町域については平成23年度、清武町域については平成24年度に配

水管の耐震化計画の策定を行いました。今後は、ダウンサイジング等によるコスト縮減な

ども踏まえて計画を進めていきます。

浄水施設については耐震診断を完了しており、重要度、優先度及び財政面を考慮して、

計画的に更新を進めていきます。

⑥配水管路のブロック化

現在の配水区域について、管網整備にあわせた区域のブロック化を検討し、低水圧地域

の解消、漏水防止、被災時融通性の強化を図り、合理的な水運用に努めていきます。

⑦アセットマネジメント手法の導入による事業計画の見直し

平成27 年度において宮崎市水道事業アセットマネジメント業務委託を実施しており、

今後の事業計画の見直しを行うことによって、効率的かつ合理的な事業運営に努めます。
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実施方策１-（２）危機管理対策の推進

■取組内容

ア．ハード面の対策

①施設の耐震診断及び耐震化

②管路の多系統化

③連絡管の整備

④水融通を可能とする水運用機能の強化

⑤配水容量の拡大などによる備蓄量の確保

⑥給水拠点の整備

⑦下北方、富吉浄水場間の流量調整弁の設置

⑧災害用機器及び補修用材料の備蓄

経年化が進む水道施設について、適切な水処理、水運用が継続できるように計画的な整

備を行っていきます。

施設や設備の整備・拡充を図り、水道システムの安定化を進めるとともに、応急復旧等

の充実を図ります。

①施設の耐震診断及び耐震化

②管路の多系統化

③連絡管の整備

④水融通を可能とする水運用機能の強化

⑤配水容量の拡大などによる備蓄量の確保

上記の5つについては、「１－（１）水道施設の計画的更新」に

も記載したとおり、経年化施設の計画的な更新を図り、基幹施設の

耐震性を向上させます。

また、新たにバックアップ機能を充実させるため、田代八重ダ

ム貯留権を活用した新しい取水施設・導水施設の検討や、配水池

容量の増加、連絡管の整備などを進め、地震、水害、渇水等の被

災時における融通性を向上させ、ライフラインの確保に努めます。

緊急給水栓の設置
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★幹線配水管の耐震化目標

幹線配水管は、浄水場から各家庭に水を配るうえで最も重要な役割を担っている管路で

あり、災害時においても機能を確保し飲料水等を供給する必要があります。

マスタープラン期間中に、主要な幹線配水管路のうち下北方浄水場と富吉浄水場を連絡

し、市内中心部を巡る環状ルートについて耐震化を目指し、避難所となる公共施設や拠点

医療施設などを中心に、人口比で約60％の区域をカバーする耐震化エリアを整備します。

また、佐土原町域、田野町域、高岡町域についても同様に、避難所となる公共施設や拠

点医療施設へのルートの管路の耐震化を進めています。

⑥給水拠点の整備

地域事務所単位でモデル地区を選定し、給水拠点として設置可能な場所の調査及び台帳

作成を検討しています。

⑦下北方、富吉浄水場間の流量調整弁の設置

平成24年度に祇園1丁目及び橘通東5丁目に設置しました。今後、配水管路のブロッ

ク化の検討にあわせて設置を行い、合理的な水運用に努めていきます。

⑧災害用機器及び補修用材料の備蓄

災害用浄水機については、「宮崎市地域防災計画」

と調整することで配備体制を見直しました。補修用

材料の備蓄については備蓄計画を作成し、災害用資

機材の整理・確認を行います。

☆管路耐震化の優先度 ･･･ 「水道」は市民の生活を支える最も重要なライフラインのひ

とつであり、災害時においても安定した水道水を確保するためには、すべての水道管が耐

震管であることが望まれます。しかし、そのためには莫大な経費と膨大な年月が必要であ

るため、管路ごとの重要性を区別・選別し、その影響度を考慮しながらの計画が重要です。

一般的に、配水支管は比較的容易に短時間で復旧可能とされている反面、幹線配水管（口

径350mm以上）が被害にあった場合は、断水範囲が広く応急復旧が困難で時間を要し、

市民生活に大きな影響を及ぼすことが想定されます。したがって、優先的に耐震化を図る

必要があります。

補修用材料の備蓄状況
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浄水場浄水場

上下水道局上下水道局

応急給水拠点応急給水拠点

重要医療施設重要医療施設

学校（緊急避難所）学校（緊急避難所）

耐震性貯水槽耐震性貯水槽

取水施設取水施設

配水池配水池

中継ポンプ所中継ポンプ所

官公庁官公庁

福祉施設福祉施設

浄水場浄水場

上下水道局上下水道局

応急給水拠点応急給水拠点

重要医療施設重要医療施設

学校（緊急避難所）学校（緊急避難所）

耐震性貯水槽耐震性貯水槽

取水施設取水施設

配水池配水池

中継ポンプ所中継ポンプ所

官公庁官公庁

福祉施設福祉施設

浄水施設の耐震性強化浄水施設の耐震性強化

配水池を繋ぐ連絡管の耐震化配水池を繋ぐ連絡管の耐震化
（佐土原町域、高岡町域、田野町域）（佐土原町域、高岡町域、田野町域）

配水池の耐震性強化配水池の耐震性強化
配水池容量の増強配水池容量の増強

清武町域への連絡管整備清武町域への連絡管整備

環状配水管の耐震化環状配水管の耐震化

配水ブロックシステムの構築配水ブロックシステムの構築

重要幹線の耐震管整備重要幹線の耐震管整備

給水拠点の整備給水拠点の整備

耐震性貯水槽の整備耐震性貯水槽の整備

隣接配水区への連絡管整備隣接配水区への連絡管整備

地震対策の推進（イメージ）地震対策の推進（イメージ）

 

重要施設には、
地震に強い水道
管を布設して災害
時でも水が止まら
ないようにする
んだ。

災害対策マニュアルの整備災害対策マニュアルの整備
水道資材の備蓄水道資材の備蓄
応急給水設備の確保応急給水設備の確保

地震が来ても安心だね！

非常用電源装置の確保非常用電源装置の確保
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枯渇の許されない水源をいつの時代にも枯渇の許されない水源をいつの時代にも・・・。・・・。

★宮崎市の水源

宮崎市の水源は、大淀川の表流水のほか片井野川などの表流水と、高

岡町・清武町の浅層地下水を水源としています。

宮崎市全体で208,720㎥／日の取水能力があり、195,840㎥

／日の給水能力を有しています。その内、大淀川からの取水は、

177,000㎥／日となっており、その割合はおよそ84.8％、給水能

力で比べると88.1％になり、大きく大淀川に依存している状態です。

平成24年3月には田野第2浄水場が、平成25年3月には佐土

原浄水場が廃止され、大淀川の依存度は高まっています。

（P 70.71…◆主要施設配置図参照）

また、宮崎市の一日の平均配水量は、136,000㎥弱となっていますが、1日でこれだけの水量

を宮崎市内で確保できるのは、大淀川以外にはなく、今まで以上に大淀川の重要度が増してきます。

（136,000㎥＝小学校のプールでおよそ400杯分）

★水道事業体の責務

水道事業者には、いつの時代にも安全な水を安定的に供給していかなければならない大きな

責任があります。上下水道局では、マスタープラン期間中において、下北方浄水場の更新や主

要配水管の耐震化を図り災害に強い施設づくりを進める方針ですが、水つくりの根幹である水

源対策も今後重要となってきます。自然環境の変化や水質事故に備えた対策の検討が必要です。

★自然環境の変化と水質事故

懸念される自然環境の変化や水質事故として、下記の事例などが想定されます。

◆渇水・・・大淀川全体で見ると水位低下の傾向にあります。特に、富吉水源地では運転開始した

昭和50年代半ば頃に比べると１ｍ以上の水位低下が見られ、渇水期には取水量不足が懸念されて

います。また、平成21年度には、雨量不足により水源地上流にある岩瀬ダムの水量が激減する事

態が発生しています。取水量不足の対策として、以前から富吉水源地水位低下対策について協議・

検討を行っております。平成23年度には、河川の水流を右岸側に寄せ取水口水位を安定させるた

めの対策を国土交通省に講じて頂き、その効果を確認するため、水位観測を実施しています。

◆水質悪化・・・大淀川には、家庭排水などの雑多な水が流入しています。大淀川本流の水量が減

少すれば、水量減少に伴う水質悪化も懸念されます。浄水処理方法の変更やより良質な水源確保の

ための検討も重要です。

◆海水遡上・・・地球温暖化の影響により海面が上昇すると、河川に海水が遡上するようになりま

した。これにより、高濃度の塩化物イオンが観測されるようになり、取水停止せざるを得ない事態

が発生します。柏田･富吉水源地においては、原水水質の変化に注視していくことが重要となります。

◆水質事故・・・水源を脅かすのは、自然環境の変化ばかりではなく、水質事故による影響も考慮

しなければなりません。この水質事故には、油流出や農薬流出などがあります。交通事故や農業機

器の故障等により大量の油や農薬類が大淀川へ流出した場合には、長時間にわたって取水が出来な

い場合も想定されます。

「水源の分散化」も視野に入れた対応策の検討が重要となってきます。
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★危機管理対策として有効な田代八重ダムの貯留権

今後懸念される問題を視野に入れながら、将来にわたって常に安

定した水源を確保していくためには、現在、上下水道局が保有する

「田代八重ダムの貯留権」は、原水の水質変化等への対応や、水源の

分散化という危機管理上の観点から、非常に重要な権利です。

■取組内容

イ．ソフト面の対策

①災害時の業務継続計画（BCP）の策定

②災害時協力協定の締結及び他都市との連携

③職員OBとの連携推進

④施設の図面管理の一元化

①災害時の業務継続計画（BCP）の策定

災害時の上下水道業務の機能低下を最小限にとどめ、職員及び受援体制を整え、機能の

回復と災害復旧を速やかに実施するため、平成25年度に「宮崎市上下水道局業務継続計

画」（BCP)を策定しました。今後も職員の災害や施設事故に対する日常的な危機管理意識

の徹底を図り、各施設各業務及びリスク単位での具体的な復旧体制など、局内での訓練研

修と対策マニュアルの充実を図り、危機管理対策の推進に努めます。

●職員の災害に対する日常的な危機管理意識の徹底と訓練の実施

●災害対策マニュアルの充実

●災害時の近隣市町村を含めた広域かつ緊密な支援体制の強化・充実

●応急給水体制の充実

●応急復旧体制の整備

②災害時協力協定の締結及び他都市との連携

③職員OBとの連携推進

九州九都市の水道事業者との災害時協定をもとに、応援派遣できる人員及び提供可能な

資機材の情報交換などを行います。また、近隣市町村を含めた広域かつ緊密な支援体制の

強化・充実に向けた取り組みや職員OBとの連携を図ります。

 

 

給水車による応急給水
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④施設の図面管理の一元化

施設の図面管理の一元化を行い、老朽化や耐震化への整備(維持管理・更新)の一体的な

把握を図ります。管路については、マッピングシステムの構築作業を進めます。

実施方策1-（３）水質管理体制の充実

■取組内容

①自主検査体制の拡充

②水質監視システム（メダカセンサー・油分モニター等）の拡充

③主要配水管ごとの自動水質測定器の設置

水質検査の充実を図り、検査体制を強化します。また、水源の水質汚染などを常時把握す

るために必要な手法・体制についても検討していきます。

①自主検査体制の拡充

清武町域及び簡易水道事業統合による田野・高岡町域の一部について、自主検査の拡充

を行いました。今後も精度の向上に努めるなど検査体制の充実を図ります。

②水質監視システム（メダカセンサー・油分モニター等）の拡充

平成22年度に富吉浄水場、平成23年度に下北方浄水場で油分

モニターを設置しました。今後も水質監視装置の導入や保守点検業

務を確実に行います。

③主要配水管ごとの自動水質測定器の設置

平成２１年度に青島の松添街区公園に残留塩素自動測定器を設置し、平成２５年度に富

吉と青葉台で残留塩素を一定に維持する機能を持つ機種を実験的に設置しました。今後、

この結果を参考に運用を検討していきます。

メダカセンサー
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～水質検査（安全性の確保）～

実施方策1-（４）水源環境の保全

■取組内容

①水源情報の収集と発信

②関係機関、地域との連携

③水源環境保全活動に対する支援

④持続可能な保全活動の基盤づくり

⑤節水対策の推進

恵まれた水源環境をより良く次世代に継承していくため、さらなる施策に取り組んでいき

ます。

①水源情報の収集と発信

各浄水施設の取水口及び上流河川の水質調査を実施し、毎年「水質試験年報」として公

表しています。これからも、水源流域における水環境や水処理に関する情報の収集、発信

に努めます。

②関係機関、地域との連携

水源の安定した水量・水質を確保するために、これまでも国や県、流域市町村と一体と

なった保全活動や、水源となる河川などの清掃活動をとおして河川浄化の啓発を推進して

きました。関係機関や地域との連携のもと、廃棄物の不法投棄防止や水質汚濁対策、下水

道利用に関する啓発など保全施策の充実に努めます。

●生物検鏡
原水中のプランクトンの種類、数の

調査及び原虫（クリプトスポリジウ

ム、ジアルジア）の試験等を行って

います。

●理化学試験室
原水や水道水の臭気・濁度等、基礎的な性状の試

験を行っています。またここでは機器分析の前処

理等も行います。

●ガスクロマトグラフ質量分析装置
原水や水道水中の農薬や揮発性有機化合

物（トリハロメタン他）等を測定してい

ます。
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さらに、環境ボランティア等の社会貢献、環境学習や交流会などを通じ、多くの市民が

豊かな自然に触れ、水道水源に関心を持つ機会を増やすことで、自発的な環境行動の醸成

に努めます。

③水源環境保全活動に対する支援

④持続可能な保全活動の基盤づくり

大淀川サミットや大淀川水系水質汚濁防止対策連絡協議会などと共に環境保全について

連携を図ります。また、意欲ある水源環境保全活動への支援等、持続可能な仕組みづくり

に努めます。

⑤節水対策の推進

限りある水資源を有効に活用するとともに環境負荷の軽減を図るため、節水を推進しま

す。
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実施方策１-（５）安全・安心な水の供給

■取組内容

①活性炭の適正注入

②水安全計画の策定

③高度浄水処理施設の検討

水源水質にあわせた浄水処理方法の調査・

研究を行い、より安全で、良質な水道水の供

給に努めます。

①活性炭の適正投入

藍藻類等によるカビ臭などの異臭味については、活性炭の注入量の増加等により対応し

ています。これからも監視体制の強化に努めます。

②水安全計画の策定

平成24年度までに宮崎市における水安全計画を策定しました。これからも、水源水質

にあわせた浄水処理方法の調査・研究を行い、より安全で良質な水道水を供給できるシス

テムの構築に努めます。また、鉛給水管については年次計画に基づき順次取り替えていく

とともに、鉛を含めた水質検査結果などの適切な情報公開に努めます。

③高度浄水処理施設の検討

原水の異臭味対策としての高度浄水処理技術（オ

ゾン・活性炭処理など）や、より高い除濁性能を有

する膜ろ過設備及び耐塩素性病原微生物対策として

の紫外線照射設備など、安全で安心な水の供給に向

けて、高度浄水処理施設の導入について検討します。

下北方浄水場及び富吉浄水場は、水質の分析結果

に応じて、粉末活性炭の注入による異臭味対応を実

施しています。今後、お客様などから寄せられたご

意見や費用対効果などを踏まえ、適切に対応していきます。

沈でん池 急速ろ過池

富吉浄水場



30

実施方策1-（６）貯水槽水道等の管理指導

■取組内容

①小規模貯水槽水道の情報の把握

②衛生管理研修会の実施

③問題施設の改善指導

①小規模貯水槽水道の情報の把握

貯水槽水道の適切な管理指導を行うために小規模貯水槽水道の設置・改造・廃止等の情

報の把握に努めます。

②衛生管理研修会の実施

毎年10月に宮崎市保健所と共催により衛生管理研修会を実施しています。引き続き定

期的な研修を実施します。

③問題施設の改善指導

宮崎市保健所と連携して、問題のあった施設の貯水槽水道所有者・管理者等に対して指

導・助言などを行います。また、宮崎市上下水道局広報紙『せせらぎ』やホームページな

どを活用しながら適切な管理の啓発に努めます。

直結給水方式と貯水槽水道のしくみ

衛生管理研修会状況 小規模貯水槽水道実態調査状況

受水槽

受水槽
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実施方策1-（７）給水装置の事故防止

■取組内容

①給水装置の適正な管理

②工事事業者の指導・育成

①給水装置の適正な管理

給水装置の不具合等による事故防止に向けて、所有者・使用者等に対して、宮崎市上下

水道局広報紙『せせらぎ』やホームページなどを活用しながら適切な管理の啓発に努めま

す。

②工事事業者の指導・育成

日常的な指導・助言に加え、3年ごとに開催する講習会を通じ、工事事業者の育成に努

めます。

実施方策1-（８）工業用水道の計画的整備

■取組内容

①建物等の耐震化

②電気機械設備の更新

③送水管の更新（耐震管）

④取水施設の浸水対策

①建物等の耐震化

②電気機械設備の更新

③送水管の更新（耐震管）

④取水施設の浸水対策

木原地区の工業用水道施設については、給水開始から26年を経過し、経年化が進んで

いるため、施設の更新や耐震化などについて検討します。
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（４）主要事業の概要

事業名
前期事業費（実績）

(H22～H26）

後期事業費（計画）

(Ｈ27～Ｈ31)
備考

下北方浄水場大規模改修

事業
約 36億5千万円 約 60億６千万円

全体事業費(H20－H42)

約167億5千万円

経年管更新事業 約 32億4千万円 約 44億３千万円
期間中の事業費(H22-H31)

約76億7千万円

幹線管路耐震化事業 約 16億３千万円 約 38億5千万円
期間中の事業費(H22-H31)

約54億8千万円

富吉浄水場電気設備更新

事業
約 ３千万円 約 24億9千万円

H27～H29年度

約25億2千万円

田野第1浄水場更新事業 約 ３千万円 約 ３億８千万円
全体事業費(H22－H32)

約4億5千万円

下北方配水池築造（更新）

事業
約 3億3千万円 約 2億４千万円

H22～H27年度

約5億７千万円

鉛給水管取替事業 約 3億6千万円 約 ４億９千万
期間中の事業費(H22-H31)

約８億５千万円

佐土原町域連絡管整備事

業【完了】
約 35億2千万円 ―

全体事業費(H19-H24)

約 49億円

田野町域連絡管整備事業

【完了】
約 ８億１千万円 ―

全体事業費(H19-H23)

約 20億2千万円
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（５）重点指標及び業務指標

■重点指標

指標名①
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

経年化管路率 13.4％ 23.0％

指標の説明 【算式】（法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×１００

管路とは、導水管、送水管、配水管のことで、安定給水に向けて計画的に管路の更新を実施し

ているかを表すものです。

指標名②
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

口径150㎜以上の管路の耐震化率

（宮崎市独自指標）
35.4％ 39.0％

指標の説明 【算式】（口径150mm以上の全耐震管延長／口径150mm以上の全管路延長）×100

宮崎市では、平成8年度から口径150mm以上の管路については、耐震管を使用した整備を

進めてきました。

指標名③
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

口径350㎜以上の管路の耐震化率

（宮崎市独自指標）
29.2％ 35.0％

指標の説明 【算式】（口径350mm以上の配水管における耐震管延長／口径350mm以上の配水管延長）×１００

宮崎市では、口径350mm以上の配水管路を幹線配水管路と位置づけ、特に重要路線として

耐震化に取り組んでいきます。

指標名④
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

鉛給水管の解消率（宮崎市独自指標） 37.2％ 51.2％

指標の説明 【算式】（解消累計箇所数／全鉛給水管使用箇所数）×１００

配水管の更新に伴った管種変更や単独の給水管取り替え事業による管種変更を行うことで、鉛

給水管の取り替えを推進します。
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■業務指標

現状値 目標値
H26年度末 H31年度

（有収水量／給水量）×１００

有収水量とは年間の料金徴収の対象となった水量、給水量とは配水池などから配水管に送りだ
された水量です。漏水などを減らすことで、有収率は高くなり、経営効率の向上や省エネルギー
効果があります。

配水池総容量／一日平均給水量

一日平均配水量の何日分が配水池で貯留可能であるかを表しています。

この値が高ければ非常時における配水調整能力や応急給水能力が高いといえます。また、値が
高すぎると水質の劣化をきたします。

（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

浄水場の電気・機械設備の総数のうち、経年化年数を超えている数の割合を示すものです。
計画的に設備の更新を実施していくことで、値が下がり、安定給水につながります。

（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×１００

この指標は、水道事業体が配水施設の耐震化を実施して、震災時においても安定的な水の供給
ができるかどうかをしたもので、配水池の耐震化工事や更新を行うことで値は高くなります。

（耐震管延長／管路総延長）×１００

耐震管とは、地震動によるゆれを吸収できる伸縮性をもち、管の接続部が抜けにくい構造になっ
ている管のことです。管路の耐震化の進捗状況を表す指数で、地震災害に対する水道システム
の安全性、信頼性を示すものです。

（自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量）×１００

水道施設において、非常時に稼動可能な電気設備の割合を示すものです。

災害時の停電対策を行うことで、一定の浄水能力を確保することにつながります。

（管路の事故発生件数／管路総延長）×１００

管路の事故とは、破裂、破損、抜け出し、継手の漏れなどの異常のことです。
老朽化した管路の更新を行うことでも、改善されていきます。

（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×１００

非鉄製管路とは、鋳鉄製、ダクタイル鋳鉄製及び鋼製、ステンレス鋼製以外のもので、硬質塩化
ビニル製などの管路をいいます。

（給水管の事故件数／給水件数）×１，０００

配水管から分岐され宅内まで（宅内を含む。）の水道管を給水管といい、配水管から水道メータま
での給水管の事故件数のことです。

　（年間漏水量／年間配水量）×１００

漏水は、浄水の損失のみでなく、エネルギー損失、給水不良、道路陥没などの二次災害にもつ
ながるため、漏水を防止していくことが重要です。老朽化した管路の更新を行うことでも、改善さ
れていきます。

（貯水槽水道指導件数【前年度からの積上げ総件数】／貯水槽水道総数）×１００

ビル、高層住宅などの貯水槽は、水道事業者の管理ではないが、衛生上管理が問題となるので
指導を行っています。

指標値名称 指標の説明

水道 有収率 89.9% 90.1%

水道 配水池貯留能力 0.81日 0.88日

水道 経年化設備率 36.9% 38.5%

水道 配水池耐震施設率 73.2% 75.2%

水道 管路の耐震化率 12.7% 16.0%

水道 自家用発電設備容量率 85.4% 85.5%

水道 管路の事故割合
11.1

件/100㎞
10.5

件/100㎞

水道 非鉄製管路の事故割合
15.7

件/100㎞
13.5

件/100㎞

水道 給水管の事故割合
5.2

件/1,000件
5.0

件/1,000件

水道 漏水率 7.9% 7.5%

水道
貯水槽水道指導率
（宮崎市独自指標）

41.8% 80.0%
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5.2.安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して（下水道）

（１）計画課題の整理

■計画課題の整理

・４町域における更なる整備促進

・南海トラフ巨大地震に備えた地震・津波対策及び減災対策への取り組み

・処理施設、分流地区の管路施設の老朽化等を踏まえたストックマネジメント

・気候変動に伴い激甚化する水災害への対応

・「整備促進」から「管理運営」の時代に移行するなか、施設の老朽化、運営体制の脆弱化等、

事業執行上の制約が増大

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略 実施方策

（３）実施方策

実施方策２-（１）下水道の普及拡大

■取組内容

①未整備区域の管きょ整備の推進

②低コストで経済的な整備手法による下水道の整備

③地域の意向を踏まえた円滑な事業の推進

下水道の普及拡大を図り、快適な生活環境の創出と地域水環境の保全を図ります。

①未整備区域の管きょ整備の推進

4町域において下水道整備を進めてきた結果、田野町域は平成24年度にほぼ完了し、

佐土原町域は平成26年度に完了しました。今後、高岡町域は飯田土地区画整理地域を除

き平成27年度、清武町域は平成31年度に完了を予定しています。

Ⅱ．安心して快適に暮らせる生活環

境の整備を目指して（下水道）

2-(1)下水道の普及拡大

2-(2)下水道施設の計画的更新

2-(3)危機管理対策の推進

下水道は、都市の快適で衛生的な生活環境の確保に必要

不可欠な施設です。都市インフラとして安心して暮らせ

る生活環境を、継続して提供できるように計画的な整

備・更新に取り組みます。

2-(4)水洗化（下水道接続）の促進
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②低コストで経済的な整備手法による下水道の整備

下水道の整備に関しては、公設合併処理浄化槽事業と調整を図りながら、下水道で整備

することが効果的な区域を定め整備を進めていきます。また、工事に関しては「宮崎市公

共事業コスト構造改善プログラム」に基づき、整備コスト縮減に取り組んでいます。

③地域の意向を踏まえた円滑な事業の推進

整備事業の説明会を実施し、地元の意向確認を行いながら円滑な事業の推進を図ります。

下水道事業の主要施策

佐土原町域

旧市域

高岡町域
宮崎処理場

＜バイオマスの活用＞

宮崎と大淀処理場において

下水道汚泥の有効活用を推

進します。

大淀処理場

清武町域

田野町域

木花処理場

整備促進 佐土原浄化センター

（施設増設）

整備促進

整備促進
田野浄化センター

整備促進

（施設増設）

合流区域

淀川、太田雨水

ポンプ場等整備

＜分流管きょ改築更新＞

老朽化した、分流管きょの

長寿命化・耐震化を図りま

す。

＜合流管きょ改築更新＞

老朽化した合流管きょの長

寿命化・耐震化を図ります。

浸水軽減

青島浄化センター＜普及拡大＞

４町域の下水道整備を

促進します。

本郷地区

浸水対策事業
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実施方策２-（２）下水道施設の計画的更新

■取組内容

①下水道施設の長寿命化計画の策定

②老朽管きょの改築更新

③下水道施設の改築・修繕履歴の電子化

④管きょ施設の定期点検の充実

老朽化する下水道施設について、

適切な水処理が継続できるよう効率

的な整備を行い、管きょ施設や処理

施設の延命化・長寿命化を目指した

計画的更新を図ります。

①下水道施設の長寿命化計画の策定

管きょ施設については、平成23年度に合流地区長寿命化計画を策定し、分流地区につ

いても平成26年度に長寿命化計画を策定しました。

処理施設は、平成23年度に宮崎処理場外3箇所、平成25年度に柳丸中継ポンプ場外

5箇所について策定しました。他の処理施設についても今後、策定を進めていきます。

②老朽管きょの改築更新

本市の下水道は、昭和初期に中心市街地周辺において雨水と汚水を処理する合流管きょ

の整備からスタートしました。布設後50年を経過し、老朽化した管きょの破損などによ

る、道路の陥没などの事故を誘発する状況が発生しています。

下水道施設の長寿命化計画に基づき、耐用年数を経過した管きょや耐用年数を経過して

いない管きょにおいても老朽化が進み緊急性の高いものについて、計画的に老朽管きょの

改築更新を行います。

管きょの管内洗浄

改築前 改築後



38

③下水道施設の改築･修繕履歴の電子化

改築・修繕履歴を電子化することで情報を整理し、新規整備から維持管理、長寿命化、

更新までを一体的にとらえて施設を管理するため、システム体制について検討を図ります。

④管きょ施設の定期点検の充実

特に合流地区管きょと分流地区の重要な幹線の点検・管きょの管内洗浄など充実を図り、

長寿命化計画の資料としていきます。

実施方策２-（３）危機管理対策の推進

■取組内容

ア．ハード面の対策

①管きょ等の耐震化

②マンホールトイレシステム等の整備

③処理施設などの耐震・耐津波化

④雨水ポンプ場など浸水対策施設の整備

①管きょ等の耐震化

総合地震対策計画に基づき、緊急輸送路や軌道横断部など災害時に幹線機能を確保する

ため、重要な幹線の管きょの耐震化を図るとともに、管口の可とう化、マンホール浮上及

び蓋の飛散防止の整備に取り組んでいます。また、管きょの長寿命化計画に基づき、管更

生や管の布設替えで耐震化を進めていきます。

②マンホールシステム等の整備

平成２６年度から主要な避難所のトイレ機能を確保するために、マンホールトイレシス

テムの整備を行っています。また、災害対応のために資機材備蓄倉庫を整備しています。

マンホールトイレシステム整備状況（宮崎市総合体育館）
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③処理施設などの耐震・耐津波化

管きょ・処理施設共に長寿命化計画に合わせて耐震診断を進めており、重要な施設につ

いては既に診断を終えています。耐震・耐津波化については、総合地震対策計画により進

めていきます。

★管きょの耐震化

布設された管きょ（総延長 203７km）には、緊急に改修等が必要（緊急度Ⅰ）とされ

る管きょが 4.9km、これに次ぐ対応が必要（緊急度Ⅱ）とされる管きょが 30.4km あり

ます。本マスタープラン期間中に、緊急度の高い管きょから改築更新を図り、耐震化に取

り組みます。

★処理施設などの耐震・耐津波化

平成26年度に沿岸の4箇所の処理場及び8箇所の中継ポンプ場について実施した津波

シミュレーションの結果や新耐震設計基準を基に既存施設の診断を実施し、管理棟や被災

時においても機能確保すべき揚水・消毒等の重要施設について、耐震補強や防水扉の設置

等を実施し、耐震・耐津波化に取り組みます。

仮設トイレ・テント

地震時に避難所のﾄｲﾚが使えなかっ
たり足りないときのために特別に
つくっておくんだよ。

マンホールトイレシステムの整備

仮設トイレ・テント

φ450 リブ付塩ビ管
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④雨水ポンプ場など浸水対策施設の整備

平成１７年の台風１４号により甚大な浸水被害を受けた大淀地区において雨水ポンプ場

や管きょ等の整備を行いました。

今後浸水対策事業を着実に実施するとともに、市内における浸水被害の軽減対策に取り

組んでいきます。

■取組内容

イ．ソフト面の対策

①災害時の業務継続計画（BCP）の策定

②災害時協力協定の締結及び他都市との連携

③施設の図面管理の一元化

①災害時の業務継続計画（BCP）の策定（※P25の再掲）

災害時の上下水道業務の機能低下を最小限にとどめ、職員及び受援体制を整え、機能の

回復と災害復旧を速やかに実施するため、平成25年度に「宮崎市上下水道局業務継続計

画」（BCP)を策定しました。今後も職員の災害や施設事故に対する日常的な危機管理意識

の徹底を図り、各施設各業務及びリスク単位での具体的な復旧体制など、局内での訓練研

修と対策マニュアルの充実を図り、危機管理対策の推進に努めます。

●職員の災害に対する日常的な危機管理意識の徹底と訓練の実施

●災害対策マニュアルの充実

●災害時の近隣市町村を含めた広域かつ緊密な支援体制の強化・充実

②災害時協力協定の締結

災害時における下水道管きょの流下機能を確保するため、専門的技術、特殊車両及び特

殊資機材を有する「宮崎地区下水道管路施設協力会」と「災害時における下水道の応急対

策業務等に関する協定」を締結しています。

また、「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づき、下水道施設が被災し

た際、自治体単独での復旧が困難な場合や複数の都道府県にまたがる広域被災に備え、都

道府県を越えた広域的な下水道事業関係者間の支援体制を整えるため、「九州・山口ブロッ

ク下水道事業災害時支援連絡体制」を構築し連携を図っています。

③施設の図面管理の一元化

災害時等、システムが使用できない状況でも対応できるよう、紙ベースでの図面管理も

進めていきます。
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実施方策２-（４）水洗化（下水道接続）の促進

■取組内容

①未水洗化（未接続）世帯への戸別訪問指導、相談

②水洗便所改造資金融資あっ旋制度及び水洗便所改造等資金助成制度

①未水洗化（未接続）世帯への戸別訪問指導、相談

戸別訪問による指導や相談、地元説明会でのビデオやパンフレット等によるＰＲを行い、

未水洗化（未接続）世帯への広報活動に取り組みます。

②水洗便所改造資金融資あっ旋制度及び水洗便所改造等資金助成制度

水洗便所改造資金融資あっ旋制度や水洗便所改造等資金助成制度を活用し、水洗化促進

を図ります。

（整備前） （整備後）
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（４）主要事業の概要

事業名
前期事業費（実績）

(H22～H26）

後期事業費（計画）

(H27～H31)
備考

佐土原町域普及拡大 約45億9千万円 約1億2千万円 平成26年度概ね完了

田野町域普及拡大 約2億6千万円 約1億4千万円 平成24年度概ね完了

高岡町域普及拡大 約36億8千万円 約11億円

平成27年度完了予定

（区画整理事業地内を

除く）

清武町域普及拡大 約27億5千万円 約49億3千万円 平成31年度完了予定

下水道管きょ改築更新 約12億8千万円 約36億８千万円 長寿命化計画

佐土原浄化センター

施設整備
－ 約9億８千万円 平成30年度完了予定

下水道総合地震対策事業

（管きょ）
約2億２千万円 約1４億７千万円 1６億９千万円

下水道総合地震対策事業

（処理場・ポンプ場）
約3千万円 約18億円

全体事業費(H26-H35)

32億4千万円

大淀地区浸水対策事業

【完了】
約39億円 － 平成23年度完了

下水処理場管理棟耐震補

強工事(宮崎処理場他３処

理場)【完了】

約4億8千万円 － 平成26年度完了

木花処理場施設整備

（清武を含む）【完了】
約9億1千万円 － 平成26年度完了



43

（５）重点指標及び業務指標

■重点指標

■業務指標

現状値 目標値
H26年度末 H31年度

処理区域内の行政人口

　公共下水道が整備され、汚水の処理が可能となっている（予定の）区域内人口のこと。

（下水道接続済み人口／処理区域人口）×１００

　公共下水道が利用可能な方々のうち、公共下水道に接続したお客様の割合を示しています。

（４町域整備面積累計/４町域計画整備面積）×１００

　　４町域の下水道整備の進捗率を示しています。

　（浸水対策完了済み面積×浸水対策を実施すべき面積）×１００

浸水対策を実施すべき地区の達成率を示しています。

指標値名称 指標の説明

下水道 処理区域人口 347千人 365千人

下水道 水洗化率 92.3% 93.7%

下水道 公共下水道整備率 79.6% 98.3%

下水道 都市浸水対策達成率 53.6% 56.3%

指標名①
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

人口に対する普及率 85.8％ 91.0％

指標の説明 【算式】（下水道処理人口/行政区域人口）×１００

下水道事業の進捗状況を表す指標として、宮崎市の行政人口の中で下水道が使用可能な人口

の割合を示しています。

指標名②
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

管きょ改善率 28.３％ 49.9％

指標の説明 【算式】（改善管きょ延長／計画改善管きょ延長）×１００

管きょ改善率とは、更新・改良された管きょ延長の割合を示しています。

指標名③
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

重要な幹線の地震対策実施率（管きょ） 8.6％ 100％

指標の説明 【算式】（管きょ改築延長／重要な幹線地震対策必要延長）×１００

下水道総合地震対策計画に位置づけられた重要な幹線（緊急輸送路）の耐震化率を示します。

指標名④
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

地震対策実施率（処理場・ポンプ場） 36.5％ 38.7％

指標の説明 【算式】（地震対策実施済み箇所／地震対策必要箇所）×１００

H21耐震診断により示された、地震対策必要箇所（351箇所）における耐震対策実施率を

示します。
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5.3.環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して（上下水道）

（１）計画課題の整理

■計画課題の整理

・浄水発生土のたらの木台不燃物埋立場覆土受入終了に伴う処分方法

・再生可能エネルギーのさらなる有効活用

・バイオマス、下水熱等下水道が有する良質な地域資源の有効活用

・電力の大口需要家である下水道の省エネルギー対策による下水道の維持管理コスト縮減

・地方公共団体の事業の中で大きなウェイトを占める下水道から排出される温室効果ガス排

出量の削減

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略 実施方策

（３）実施方策

実施方策３-（１）下水道処理施設の適正管理

■取組内容

①水質管理の充実

②処理施設の適切な更新

③維持管理電子情報の整備、活用

①水質管理の充実

農業集落排水処理施設については、平成2６年度末までに17ヶ所の処理施設全てに水

質監視計器を設置しました。今後も処理水の水質管理を徹底し、水環境への負荷軽減に努

めます。

Ⅲ．環境保全及びエネルギー対策の

推進を目指して（上下水道）

3-(1)下水道処理施設の適正管理

3-(2)資源の有効利用と環境負荷の低減

上下水道事業は、エネルギーや資源を消費する側面もあ

ることから、その有効活用に努め環境負荷の低減を図り

ます。また、処理水の水質管理を徹底し、水環境の保全

に努めてまいります。
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②処理施設の適切な更新

長寿命化計画と総合地震対策計画を基に計画的な更新を進め、経年化が進む下水道処理

施設において、安定的な下水処理が継続できるよう適正な保守管理を行っていきます。

③維持管理電子情報の整備、活用

『下水道施設の改築・修繕履歴の電子化』でも挙げたように、電子情報を整理し、下水

道施設を適切に管理するため、これらを活用できるシステム体制について検討を図ります。

実施方策３-（２）資源の有効利用と環境負荷の低減

■取組内容

①消化ガス発電等による再生可能エネルギー有効利用の促進

②下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進

③効率の高い技術や省エネルギー機器の導入による電力負荷の低減

④不明水対策の推進

⑤漏水防止対策の推進

⑥建設発生材の有効活用

⑦水辺空間への下水再生水の利用

①消化ガス発電等による再生可能エネルギー有効利用の促進

宮崎処理場では、平成6年から消化ガスを燃料として発電を行い、処理場の電力消費の

低減に有効活用していましたが、平成27年4月からは、それまでよりも発電能力の高い

発電機による民設・民営のFIT発電に移行し、エネルギーの有効活用を推進しています。

また、大淀処理場においても、200kwの消化ガス発電機を新設し、平成26年度から電

力消費の低減に有効活用しています。

②下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進

下水汚泥を消化脱水後、乾燥処理し、衛生的で使いやすい顆粒状の肥料として生産・販

売し、農業用・家庭用などのほか地域の植栽ボランティア活動などに対し無償で配布する

などの活用策に取り組んでいます。今後は下水汚泥の減量化に関する新技術の検討にも取

り組みます。

消化ガスエンジン・発電機宮崎処理場（肥料）
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③効率の高い技術や省エネルギー機器の導入による電力負荷の低減

新たに更新する施設や設備・機器について、より効率的な技術を採用するなど省エネル

ギー化を推進し、太陽光発電・小水力発電などについても今後の施設更新に合わせて導入

を検討するなど、電力負荷を低減することでCO２削減による環境保全を促進していきま

す。

④不明水対策の推進

計画的に調査・分析・更新事業を行い、不明水を減らすことで処理施設への負荷の低減

を図り、効率的な汚水処理に努めます。

⑤漏水防止対策の推進

漏水防止対策としては、予防的対策と対処療法的対策があり、予防的対策としては、配

水管の漏水多発路線を優先的に布設替えを行い、給水管の主な漏水原因である鉛給水管を

計画的に取り替えています。対処療法的対策として、市内を３年一巡で漏水調査を行い、

漏水の早期発見、修理に努めるとともに、市民からの漏水通報があれば、速やかに修繕を

行っていきます。

⑥建設発生材の有効活用

これからも水処理事業や建設更新工事で発生する汚泥や土などの副産物の有効活用など、

資源の回収・活用に努め、積極的に循環型社会の構築を推進します。

⑦水辺空間への下水再生水の利用

平成2年度に下水再生水を有効利用し、新たな水辺環境を提供することにより市民にや

すらぎの場を提供するとともに下水道のイメージアップを図るため、せせらぎ水路の整備

を行いました。

しかし、整備から２０年以上が経過しており、施設の老朽化も著しく、維持費も増加し

ています。

今後、施設更新や維持管理については、地域住民のニーズも踏まえて検討していきます。

（４）主要事業の概要

後田川緑道公園せせらぎ水路 宮崎中央公園日本庭園池青島サンロードせせらぎ水路
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（４）主要事業の概要

（５）業務指標

■業務指標

現状値 目標値
H26年度末 H31年度

（当年度排出量／Ｈ２１年度排出量実績）×１００

下水処理を行うために発生した温室効果ガス(CO２)量。低いほど地球温暖化防止に有効となり
ます。　平成31年度までに、平成21年度比－6％を目指します。

（リサイクルされる下水汚泥量／下水汚泥の総量）×１００

肥料として農緑地還元された下水汚泥率。今後もリサイクルを進めていきます。

（利用消化ガス量／発生消化ガス量）×１００

発生した消化ガスの有効利用（発電・重油代替燃料など）率。今後も有効利用を推進します。

指標値名称 指標の説明

下水道
下水処理に係る

温室効果ガス排出量
（宮崎市独自指標）

101.9% 94.0%

下水道
下水汚泥リサイクル率
（宮崎市独自指標）

42.3% 45.0%

下水道
消化ガス利用率
（宮崎市独自指標）

89.3% 90.0%

事業名
前期事業費（実績）

(H22～H26）

後期事業費（計画）

(H27～H31)
備考

バイオマス利活用事業

（下水道）
約5億２千万円 ３千万円 平成 31 年度完了予定
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5.4.安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

（１）計画課題の整理

■計画課題の整理

・有収水量の減少と施設の大量更新時期を見据えた財源の確保

・熟練した職員の大量退職を控えた専門的技術や知識の継承

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略 実施方策

（３）実施方策

実施方策４-（１）経営の効率化

■取組内容

①効率的な運営による経費節減

②有料広告等の活用による経費削減

③未利用財産の有効活用

④ＩCＴ技術の活用による業務効率化

①効率的な運営による経費節減

健全な事業運営を行うために経営課題につい

て分析を行い、効率的な運営による経費の節減

を図ります。

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指

して（上下水道）

上下水道事業を取り巻く厳しい経営環境の中、持続的な

サービスを行うため、経営基盤の強化と財政の健全化に

努めます。また、技術継承や最新技術の発掘に努め、活

力に富んだ職員の育成を図ってまいります。

4-(1)経営の効率化

4-(2)財政基盤の強化

4-(3)効率的な組織体制の構築と活性化

4-(4)人材の育成と技術の継承

4-(5)簡易水道事業等の統合

4-(6)農業集落排水処理施設の効率的運営

4-(7)国際協力等を通じた上下水道事業の発展

Ａ(改善)

Ｐ(計画)

Ｄ(実施)

Ｃ(評価)
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②有料広告等の活用による経費削減

広報紙「せせらぎ」の作成委託業務に、広告収入を業者の収入とすることで委託料を抑

え、経費削減につなげています。これからもホームページの利用など具体的な手法等の調

査・研究を行います。

③未利用財産の有効活用

上下水道局が保有する財産のうち、簡易水道事業の水道事業への統合のように事業計画

の変更等に伴い将来的に未利用となる土地等については、他用途での有効活用やその処分

を検討します。処分に際しては撤去費用等を総合的に考慮して計画的に行うこととします。

④ＩCＴ技術の活用による業務効率化

水道管路に関する情報を管理するマッピングシステムの構築作業や料金システムや企業

会計システムの再構築作業を行うことで情報の一元化・共有化及び業務の効率化が図られ

ました。今後も ICT技術の活用による業務効率化を図ります。

実施方策４-（２）財政基盤の強化

■取組内容

①経営戦略の策定

②上下水道料金改定の検討

③企業債発行の抑制

④投資効果及び業務効率の向上

⑤効率的な収納体制の確立

①経営戦略の策定

上下水道事業は、住民の暮らしを支える重要な役割を担っていますが、高度経済成長期

以降に急速に整備された社会資本が大量に更新時期を迎えつつあり、人口減少に伴う収入

減等も見込まれる等、経営環境は厳しさを増しています。

こうした状況下で、将来にわたって安定的に事業を継続していくため、実状に対応し中

長期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づく経営基

盤の強化を推進します。

②上下水道料金改定の検討

下水道使用料については、平成24年10月に平均改定率10％の改定を行いました。

水道料金については平成２８年１０月に平均改定率２０％の改定を行う予定です。

財政計画は、事業の重要度や緊急度を精査した上で策定していきますが、老朽化施設の

更新や耐震化等を実施するには多大な費用が必要となります。今後、必要となる事業の財



50

源を確保するため、料金水準の定期的な見直しが必要になります。職員のコスト意識の向

上とともに、お客様へ料金制度の内容や生活に不可欠な上下水道事業の現状の周知に努め、

十分なご理解を得ながら取り組みます。

独立採算を原則とする公営企業の将来にわたる安定的な経営を図るため、今後も経営の

改善、財政基盤の強化を推し進めます。

③企業債発行の抑制

水道事業については、建設改良費の抑制と建設改良積立金の活用により、当初よりも企

業債残高で約55億円を抑制しました。下水道事業についても、建設改良費の縮減と建設

企業債以外の企業債削減により、当初よりも企業債残高で約26億円を抑制しました。

建設改良事業については、中長期的な観点から重要度・緊急度・費用対効果等を充分検

討したうえで計画的な整備更新を行うこととし、企業債の新規発行額の抑制に努めます。

④投資効果及び業務効率の向上

水道漏水調査や経年管更新工事など漏水防止対策を計画的に進め、給水効率（有収率）

の向上を図ります。

下水道に流入している不明水について原因の分析と対応を検討し、計画的な調査・補修

を進め維持管理費の削減を図ります。平成24年度から降雨時に異常が出るマンホールポ

ンプの流入地区の調査を行っています。

下水道処理開始区域におけるPR活動など普及促進活動を推進し、下水道接続による水

洗化の向上に取り組み、投資効果の早期発現や拡大を目指します。

中長期的な水需要の見通しを踏まえ、将来の維持管理費用を含めた費用対効果に配慮し

て施設の更新、維持保全を行います。

⑤効率的な収納体制の確立

平成23年度から収納業務を含めた窓口業務を一括で行う料金センターを設置しました。

口座振替による納付の推進や催告書等送達不能者・無断転居滞納者の早期把握に努めるこ

とで未収額の減少を図ります。

実施方策４-（３）効率的な組織体制の構築と活性化

■取組内容

①経済性、機動性に優れた組織体制の確立

②委託業務の見直し

③効果的な外部委託の推進
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①経済性、機動性に優れた組織体制の確立

上下水道事業を取り巻く環境の変化を的確に把握し、お客様の視点に立って業務の見直

しを継続して行ことにより、お客様のニーズに適合する効率的で弾力的な組織体制づくり

を目指します。

②委託業務の見直し

③効果的な外部委託の推進

平成25年度から、現在委託している業務を含め、包括的委託や官民連携方式による事

業運営などを視野に入れた経営効率化の検討を行っています。今後も、リスク管理や職員

の技能継承等の課題を含め効率的な外部委託の可能性について検討していきます。

実施方策4-（４）人材の育成と技術の継承

■取組内容

①蓄積技術を継承するための設備等の整備

②職員研修の実施

③職員の意識改革と人材の強化の取り組み

④（民間を含めた）技術継承の取り組み

①蓄積技術を継承するための設備等の整備

②職員研修の実施

（社）日本水道協会や（社）日本下水道協会などの外部機関が主催する研究会への積極

的な参加や、局内研修の計画的な実施など、事務力や技術力の両面を強化し、これまでに

蓄積された専門的技術や知識の継承に努めます。

③職員の意識改革と人材の強化の取り組み

企業経営を取り巻く環境が厳しさを増す中、職員一人ひとりがお客様の満足度や健全経

営についての意識改革が求められています。このことから、経営管理、危機管理などに的

確に対応できる職員の育成や企業職員としての意識改革に努めます。

また、計画的なジョブローテーションによる職場経験の蓄積、専門性を高めたスペシャ

リストの育成など、幅広い知識・視野を持った職員の育成に努めます。

④（民間を含めた）技術継承の取り組み

事業の持続性及び健全性を確保するため、局内での技術継承にとどまらず、民間企業と

も連携を図っていきます。



52

実施方策４-（５）簡易水道事業等の統合

■取組内容

①事業期間における事業量（事業費）の平準化

②効率的な事業運営

③「安全な水の確保（クリプトスポリジウム等対策）」の徹底

①事業期間における事業量（事業費）の平準化

全般的に老朽化している施設の計画的更新やクリプトスポリジウムなどの対策、並びに

効率的な事業運営を図る必要があるため、簡易水道事業と一部の飲料水供給施設について、

平成28年度までの上水道への統合を目指し、計画的に整備を進めています。

②効率的な事業運営

施設統合にあたっては、国庫補助金の活用を図るなど財政計画に負担のかからない財源

の確保に努めます。また、経営統合についても長期的な展望に立ち、効率的かつ合理的な

維持管理が可能となる施設整備に努めます。

★施設統合 ＝ 経営を上水道と統合し、かつ、既存施設の水源を廃止し、上水道の水道管

と接続することにより水道水を供給する。

★経営統合 ＝ 既存施設の整備を行なった上で、既存の水源を使用し、水道水を供給する。

③「安全な水の確保（クリプトスポリジウム等対策）」の徹底

計画的な上水道への施設統合・経営統合を行い、安全で安定した給水確保を行うことで、

クリプトスポリジウム等対策に努めます。

★クリプトスポリジウム等対策

クリプトスポリジウムとは、胞子虫類に属する原虫で、人をはじめとする様々な動物の

消化管に寄生し、下痢症を引き起こします。塩素に対し抵抗性があり、通常レベルの塩素

消毒では十分ではないことから、国は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」

により、施設整備、原水等の検査、運転管理等によって安全性の確保を図るよう各水道事

業体に通知しました。これに伴い、高感度濁度計の設置等を行いました。

しかし、原水の水質が良好でろ過などの物理的処理を有さず、塩素消毒のみで給水して

いることの多い簡易水道事業などは、多額の予算を必要とするろ過設備等の導入・維持管

理は容易ではないことから、上水道への統合などによる対応を行っています。
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※鹿村野簡易水道事業は、平成２２年４月に施設統合済み。

平成29年4月

宮崎市水道事業

西地区簡易水道 鹿村野地区簡易水道

八重地区簡易水道 野崎地区簡易水道

浦之名地区簡易水道

内ノ八重地区飲料水供給施設

堀口地区簡易水道 去川地区簡易水道

柞木橋地区簡易水道

平成22年4月

西地区簡易水道

八重地区簡易水道

野崎地区簡易水道

浦之名地区簡易水道

内ノ八重地区飲料水供給施設

堀口地区簡易水道

去川地区簡易水道

柞木橋地区簡易水道

天神地区飲料水供給施設 持田地区飲料水供給施設

鹿村野地区簡易水道

宮崎市水道事業

簡易水道統合計画

天神地区飲料水供給施設
市長部局所管

（小規模給水施設）
持田地区飲料水供給施設

施設統合（青字）
経営統合（赤字）
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実施方策４-（６）農業集落排水処理施設の効率的運営

■取組内容

①効率的な運営による経費節減

①効率的な運営による経費節減

農業集落排水処理施設には、施設を更新し継続使用するより、公共下水道に接続するこ

とによって維持管理費用が軽減できる地区があります。平成29年度に効率的な汚水処理

を行うため跡江地区を接続する予定です。今後、他の地区についても接続の検討を進めて

いきます。

実施方策４-（７）国際協力等を通じた上下水道事業の発展

■取組内容

①国内外の優れた上下水道技術の情報収集、分析

②海外研修生の受入れ、海外研修等を通じた技術交流の推進

③国際貢献の取り組み

①国内外の優れた上下水道技術の情報収集、分析

国内のみならず、海外の優れた技術の情報収集、分析等を行いながら、次世代を見据え

た積極的な事業展開に努めます。

②海外研修生の受入れ、海外研修等を通じた技術交流の推進

③国際貢献の取り組み

近年、バングラディシュやベトナム・モンゴルなどから、水質問題への対策等を学ぶた

めに来日した研修生を受け入れています。これからも国際協力、国際貢献を進めていくこ

とを通じて、上下水道事業の発展を図ります。
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（４）重点指標及び業務指標

■重点指標

■業務指標

現状値 目標値
H26年度末 H31年度

［（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）］×１００

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかの割合。高いほど良いが100％を上回っ
ていれば黒字と評価できます。

［（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計］×１００

　高いほど財務健全性が高い。

［（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）］×１００

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかの割合。高いほど良いが100％を上回っ
ていれば黒字と評価できます。

［（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計］×１００

　高いほど財務健全性が高い。

損益勘定繰入金／収益的収入×１００

下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す指標。
※損益勘定繰入金・・・雨水処理負担金実繰入額＋他会計補助金実繰入額＋他会計負担金実
繰入額＋他会計借入金

資本勘定繰入金／資本的収入×１００

　下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す指標。
※資本勘定繰入金・・・他会計出資金実繰入額＋他会計補助金実繰入額＋他会計借入金

指標値名称 指標の説明

水道 経常収支比率 109.9% 107.0%

水道 自己資本構成比率 37.3% 37.6%

下水道 経常収支比率 101.2% 98.2%

下水道 自己資本構成比率 14.4% 17.9%

下水道
繰入金比率

(収益的収入分）
31.7% 30.9%

下水道
繰入金比率

(資本的収入分）
23.1% 17.9%

指標名①
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

償却資産老朽化率（水道） 44.1％ 48.2％

指標の説明 【算式】減価償却累計額／償却資産取得原価×１００

償却資産の取得からどの程度経過（老朽化）しているかを表します。

指標名②
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

償却資産老朽化率（下水道） 25.2％ 35.8％

指標の説明 【算式】減価償却累計額／償却資産取得原価×１００

償却資産の取得からどの程度経過（老朽化）しているかを表します。

指標名③
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

将来世代負担比率（水道） 57.6％ 58.2％

指標の説明 【算式】建設改良等企業債／有形固定資産帳簿価額×１００

固定資産はどのくらい借金で賄われているかを表します。

指標名④
現状値

（平成26年度末）

目標値

（平成３１年度）

将来世代負担比率（下水道） 50.7％ 47.5％

指標の説明 【算式】建設改良等企業債／有形固定資産帳簿価額×１００

固定資産はどのくらい借金で賄われているかを表します。
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5.5.お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

（１）計画課題の整理

■計画課題の整理

・料金の日割り計算の導入、隔月検針・毎月請求の導入

・お客様ニーズに対応したさらなるサービス提供拡充

・基本水量制の廃止による節水による効果が期待できる水道料金体系への見直し

・住民のニーズにあった効果的な情報提供と戦略的な広報活動の展開

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略 実施方策

（３）実施方策

実施方策５-（１）きめ細やかなサービスの提供

■取組内容

①料金センターによる迅速な対応

②ＩCＴ（情報通信技術）活用の検討

③料金請求システムの検討

①料金センターによる迅速な対応

平成23年度にライフスタイルの変化等への対応やサービスの向上を図る観点から、

「料金センター」を開設しました。これにより、平日の営業時間の延長や土日祝日の対応

など、お客様へのサービス向上を図っています。

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指し

て（上下水道）

５-(1)きめ細やかなサービスの提供

５-(2)料金体系の見直し

５-(3)広報・広聴活動の充実

上下水道事業は、お客様あってのものであり、地域住民

の皆様のニーズを踏まえたお客様本位のサービスに努

めてまいります。
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★料金センター

上下水道などの使用開始・中止の受付から、検針、料金の収納や滞納整理までの料金関

連業務を包括的に民間に委託するものです。

民間が運営する料金センターを設置することにより、民間企業の経営手法、管理運営の

ノウハウを活かしたお客さまサービスの向上や収納率の向上を図り、上下水道事業の合理

的かつ効率的な経営を促進します。

②ＩＣＴ（情報通信技術）活用の検討

パソコンや携帯電話等から上下水道の使用開始・中止の手続きが可能となるサービスの

実施を検討するなど、インターネットを利用することにより、お客様の利便性向上を目指

します。

③料金請求システムの検討

現在、料金の請求・支払いについては、隔月検針・隔月請求としており、場合によって

は１回の支払いにおける負担が大きくなることがあります。そのため、平成２８年１０月

の水道料金改定時に、口座振替者のうち希望者を対象とした隔月検針・毎月振替の導入を

予定しています。また、クレジット支払いを希望されるご意見もあり、費用対効果を検証

しながらお客様のニーズにあったシステムを検討します。

実施方策５-（２）料金体系の見直し

■取組内容

①基本水量制の見直し

②逓増制の見直し

③日割り計算の導入

お客様の負担で成り立つ上下水道料金について、必要な料金体系の見直しに取り組みます。

①基本水量制の見直し

下水道使用料については、平成24年10月の改定時に基本使用料に含まれていた基本

汚水量（10㎥）を廃止しました。限りある水資源を有効活用するため、少量使用者に対

しては節水意欲を増進させるとともに、使用した分だけ料金を払うという負担の公平性を

確保する観点から、水道料金についても平成２８年１０月の改定時より、基本水量（10

㎥）の廃止を予定しています。
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②逓増制の見直し

下水道使用料については、平成24年10月の改定時に逓増度を低く抑える見直しを行

いました。近年、節水意識の浸透や節水機器の普及等により水需要が横ばいないし減少傾

向で推移していることから、基本水量制と同様に負担の公平性を確保する意味で、水道料

金についても見直しを検討します。

★基本水量制と逓増制

基本水量制とは、一定の水量までの使用において定額の料金を徴収する料金制度です。

当初、水道の布設は公衆衛生の向上を最大の目的としていたことから、一定の水使用を

促すため、基本水量制が料金体系に取り込まれてきた経緯があります。

逓増制とは、多量に水を使用するほど、料金単価が高くなっていく料金制度です。

水源整備が途上にあった時代に、主に生活用に水を使用する小口需要者を保護するため、

また、経済成長と急激な都市化に際して、水需要のひっ迫による大口需要者の水使用量

を抑制する目的もありました。

③日割り計算の導入

平成２８年１０月の水道料金改定時、基本水量制の廃止を行うとともに、使用開始・中

止時の上下水道料金について、基本料金の日割り計算の導入を予定しています。日割り計

算の導入により、実際の使用日数に応じた料金請求となることで、お客様満足度の向上を

目指します。

実施方策５-（３）広報・広聴活動の充実

■取組内容

①広報紙・ホームページ内容の充実

②参加型広報活動の推進

③上下水道モニター制度の実施

④お客様アンケートの実施

①広報紙・ホームページ内容の充実

情報提供の機会を拡大するとともに、わかりやすい情報として内容の充実を図るため、

平成26年度に上下水道局ホームページのリニューアルを行いました。

これからも、日常生活に欠かせない上下水道の役割や水循環の重要性について、市民の

理解を一層深めていくための広報紙等の発行やホームページの充実などお客様の望む情報

を迅速かつ的確に伝えていくことはもとより、効果的な広報・広聴事業に積極的に取り組

んでいきます。
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②参加型広報活動の推進

上下水道事業を知ってもらうためのイベントや

施設見学会の開催、「水道週間」や「下水道の日」

にあわせた小中学生の作文・絵画・書道コンクー

ルなど参加型の広報活動を通じて、効果的な広報

事業に積極的に取り組んでいきます。

また、地域の防災訓練を支援するため給水車の

派遣、給水袋の配布等を行っています。

なお、宮崎市上下水道局マスコットの「アクア

ボーイ アッくん」が、「水道週間」・「下水道の日」作品展や「まつり えれこっちゃみや

ざき」など各種イベントに参加し、PR活動を行い、市民の皆様の上下水道事業に対する

理解と関心を深めていただくため活動しています。

③上下水道モニター制度の実施

平成26年度から、宮崎市が行っているモニター制度にあわせ実施しています。

④お客様アンケートの実施

今回のフォローアップに伴い、当初策定時と同様に、お客様アンケートを実施しました。

また、広報紙でも簡易な内容のアンケートを実施しています。

上下水道に対する満足度・料金・サービス内容などお客様の評価や要望を把握すること

により、お客様ニーズに対応した事業運営とより質の高いサービスの提供に努めます。ま

た、お客様の意見が十分にくみ取れ、さらに双方向の意思伝達がより一層円滑にできる仕

組みについても検討していきます。

下水道展の様子
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みやざき水道・下水道ふれあいフェスタの様子

広報紙「せせらぎ」 上下水道局ホームページ
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６.財政計画

6.1.投資計画

①主要事業の概要（水道事業）

②主要事業の概要（公共下水道事業）

※端数処理のため合計が合わない箇所がある

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
主要事業計

 項目 (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度)

(1)
下 北 方 浄 水 場
大規模改修事業

約60億6千万円

(2)
経 年 管
更 新 事 業

約44億3千万円

(3)
幹 線 管 路
耐 震 化 事 業

約38億5千万円

(4)
富 吉 浄 水 場
電気設備更新事業

約24億9千万円

(5)
田野第１浄水場
更 新 事 業

約3億8千万円

(6)
下 北 方 配 水 池
築造(更新）事業

約2億4千万円

(7) 鉛給水管取替事業 約4億9千万円

建設改良費 約35億円 約36億円 約43億円 約45億円 約45億円 約205億円

布設延長＝約8.0Km

布設延長＝約48.0Km

田野第１浄水場更新事業ほか

電気設備・薬品注入設備更新工事ほか

新系浄水施設整備事業ほか

※端数処理のため合計が合わない箇所がある

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
主要事業計

 項目 (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度) (2019年度)

(1)
普 及 拡 大
（佐 土 原・ 田 野 ・
高 岡 ・ 清 武 町 域 ）

約62億9千万円

(2)
下 水 道 管 き ょ
改 築 更 新

約36億8千万円

(3)

下 水 道 総 合
地 震 対 策 事 業
（ 管 き ょ ）

約14億7千万円

(4)

佐 土 原 浄 化
セ ン タ ー
施 設 整 備

約9億8千万円

(5)
下 水 道 総 合
地 震 対 策 事 業
(処理場 ･ポンプ場)

約18億円

(6)
バイオマス利活用
事 業

約3千万円

建設改良費 約42億円 約55億円 約65億円 約46億円 約41億円 約249億円

下水道総合地震対策計画（管きょ）
【第Ⅰ期】Ｈ25-Ｈ30

下水道総合地震対策計画（処理場・ポンプ場）
Ｈ26-Ｈ35

水処理施設増設

合流地区長寿命化計画
【第Ⅱ期】H29-H33

合流地区長寿命化計画
【第Ⅰ期】H24-H28

分流地区長寿命化計画【第Ⅰ期】（H27-H31）

下水道総合地震対策計画

【第Ⅱ期】H31-
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6.2.財政計画

①財政の見通し（水道事業）

水道事業における収益的収支、資本的収支、資金残高、企業債残高について、平成26年度

までの実績の推移及び平成31年度までの見通しをお示しします。

◆財政見通し

収益的支出の比較（当初計画と実績）

◆前期実績の検証

前期期間中の給水収益は、猛暑であった平成25年度を除いて微減を続け、平成26年度

には平成22年度に比べて約３億円の減少となりましたが、事業の見直しや委託の推進によ

る職員数の削減及び高利率の企業債を低利率に借り換えた効果などにより、経営状況は平成

26年度まで黒字となりました。

また、平成26年度末の資金残高は約44億円で、当初見込みよりも約23億円改善し目

安となる資金残高を確保することができ、企業債残高は約365億円で、当初見込みよりも

約60億円を削減することができました。

■決算値 ■見込 単位：百万円（税抜き）

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①収益的収入 7,304 7,181 7,202 7,218 7,203 7,010 7,596 8,186 8,079 7,997

　うち給水収益 6,541 6,465 6,390 6,428 6,265 6,212 6,740 7,286 7,204 7,130

②収益的支出 7,032 6,806 6,815 6,908 6,618 6,951 7,172 7,366 7,434 7,492

　うち減価償却 2,017 2,033 2,048 2,262 2,409 2,475 2,616 2,768 2,856 2,952

　うち支払利息 846 792 735 715 710 723 713 726 722 718

③差（①-②） 272 375 387 310 585 59 424 820 645 505

単位：百万円（税込み）

④資本的収入 2,398 4,049 3,651 2,441 2,411 3,073 2,120 2,631 2,743 2,739

⑤資本的支出 4,939 6,492 6,926 5,083 4,908 6,334 5,349 6,157 6,327 6,372

⑥差（④-⑤） △ 2,541 △ 2,443 △ 3,275 △ 2,642 △ 2,497 △ 3,261 △ 3,229 △ 3,526 △ 3,584 △ 3,633

⑦資金残高 3,533 3,905 3,413 3,888 4,474 3,924 3,810 3,945 3,933 3,822

⑧企業債残高 33,019 33,948 35,000 35,604 36,583 37,880 38,661 40,476 41,239 41,944
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資金残高と企業債残高の推移

収益的収支の見通し

◆後期の財政見通し

前期期間では一定の成果があったものの、安定給水のための耐震化や更新などの建設改良

費の増加や、給水収益の減少が予想され平成28年度には収支が赤字となる見込みとなった

ことから、平成27年度の「宮崎市上下水道事業経営審議会」に料金改定の必要性について

諮問を行い、平成28年10月から平均改定率20％程度の改定が必要との答申を受け、平

成27年12月市議会に給水条例の改正案を提案し、議決されました。

料金改定により収支が改善され、剰余金を企業債借り入れの抑制に使用することにより、

平成31年度までの黒字化と資金残高38億円以上確保及び企業債残高を当初計画よりも約

59億円削減できる見込みです。
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②財政の見通し（公共下水道事業）

公共下水道事業における収益的収支、資本的収支、資金残高、企業債残高について、平成26

年度までの実績の推移及び平成31年度までの見通しをお示しします。

◆財政見通し

収益的支出の比較（当初計画と実績）

◆前期実績の検証

平成24年10月から下水道使用料を平均10％改定し、基準外繰入金を１年あたり約４

億円削減しました。収支差引も当初計画では毎年約１億円程度の赤字を見込んでおりました

が、事務事業の効率化と経費の削減により毎年黒字で推移しました。

また、平成26年度末の資金残高は約14億円で、当初見込みよりも約12億円改善して

おり、企業債残高は約908億円で、当初見込みよりも約38億円、平成22年度末残高よ

りも約100億円の削減となりました。

■決算値 ■見込 単位：百万円（税抜き）

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

①収益的収入 8,678 8,538 8,632 8,356 10,586 10,522 10,734 10,710 10,862 10,950

　うち下水道使用料 4,333 4,327 4,534 4,777 4,728 4,710 4,711 4,699 4,689 4,681

　うち長期前受金戻入 0 0 0 0 2,481 2,534 2,496 2,542 2,624 2,678

②収益的支出 8,512 8,361 8,442 8,071 10,507 10,674 10,893 10,874 11,023 11,111

　うち減価償却 3,594 3,557 3,643 3,636 6,055 6,208 6,271 6,415 6,629 6,775

　うち支払利息 2,391 2,319 2,167 2,045 1,930 1,794 1,735 1,658 1,583 1,526

③差（①-②） 166 177 190 285 79 △ 152 △ 159 △ 164 △ 161 △ 161

　　※平成26年度の会計基準の見直しにより、みなし償却制度が廃止され、長期前受金戻入と同額分の減価償却費が増加している。

　　※平成27年度以降の収支差引（③差）は、消費税込みでは、０（ゼロ）となります。

単位：百万円（税込み）

④資本的収入 7,147 8,326 7,341 7,247 7,236 6,879 7,681 8,597 6,746 6,173

⑤資本的支出 11,041 11,947 10,962 10,997 11,076 10,748 11,665 12,738 10,818 10,023

⑥差（④-⑤） △ 3,894 △ 3,621 △ 3,621 △ 3,750 △ 3,840 △ 3,869 △ 3,984 △ 4,141 △ 4,072 △ 3,850

⑦資金残高 219 488 816 1,274 1,394 1,317 1,220 1,058 1,100 1,457

⑧企業債残高 100,633 98,670 96,044 93,564 90,842 88,698 86,876 85,372 82,791 80,394

⑨繰入金 5,135 5,452 5,676 4,945 5,030 4,364 4,662 4,622 4,700 4,678



65

資金残高と企業債残高の推移

収益的収支の見通し

◆後期の財政見通し

これまで普及拡大による増収で水需要の減少を補うことにより、ほぼ横ばいで推移してき

た下水道使用料が、後期期間では減少傾向に転じると見込まれます。

このため、経営努力によるさらなる経費節減に努めていくことが必要です。また、国の財

政措置のない基準外繰入金を削減するため、下水道使用料改定についても、平成28年度の

水道料金の改定や平成29年の消費税増税などの状況を勘案しながら、検討していく必要が

あります。

財務状況について、資金残高は今後横ばいで推移し平成31年度末残高は約14億円とな

り、企業債残高は今後も減少し、平成31年度末では約803億円となる見込みです。
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安全で安心な水の安定供給を持続するため、できる限り後期計画期間後の次の10年

の間にプライマリーバランスの黒字化を図り、企業債残高を減少させることを目標とし

て、必要な建設投資を着実に実施しながら企業債の抑制と資金残高の確保を図っていき

ます。

下水道の普及拡大による生活環境の改善を最優先として集中的に整備を推進してき

た経緯があり、近い将来には現在の水道事業と同様、更新費用が財政に多大な影響を与

える状況が予想されます。

そのような状況に対応するためには、一般会計繰入金に依存している状況から早期に

脱却し、自立した経営が行えるよう経営の効率化による経費節減と下水道使用料の適正

化を図っていきます。

6.3.財政健全化の方針

上下水道事業は市民生活にとって欠かせないライフラインであり、将来にわたって継続的か

つ安定的に経営していく必要があります。

そのためには、経営効率化への継続的な取り組みと財務体質の強化は必須事項であり、今後

の人口減少が見込まれる中では、世代間の負担の公平を図り将来に過度な負担を先送りしない

ことが必要となっています。

水 道 事 業

公 共 下 水 道 事 業
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７．参考資料
◆水道事業拡張の経緯

◆下水道事業拡張の経緯

創
設
事
業

事業認可年月日 昭和５年２月１日

第
５
期
拡
張
事
業

事業認可年月日 平成２年３月30日

目標計画年度 昭和20年度 目標計画年度 平成16年度

計画給水人口 50,000人 計画給水人口 346,700人

計画１日最大給水量 7,500㎥ 計画１日最大給水量 235,000㎥

計画１日平均給水量 5,000㎥ 計画１日平均給水量 176,240㎥

計画１人１日最大給水量 150ℓ 計画１人１日最大給水量 678ℓ

計画１人１日平均給水量 100ℓ 計画１人１日平均給水量 508ℓ

第
１
期
拡
張
事
業

事業認可年月日 昭和27年11月22日
第
５
期
拡
張

（
変
更
）
事
業

事業届出年月日 平成17年12月28日

目標計画年度 昭和36年度 目標計画年度 平成26年度

計画給水人口 100,000人 計画給水人口 373,950人

計画１日最大給水量 24,000㎥ 計画１日最大給水量 182,356㎥

計画１日平均給水量 18,000㎥ 計画１日平均給水量 151,878㎥

計画１人１日最大給水量 240ℓ 計画１人１日最大給水量 488ℓ

計画１人１日平均給水量 180ℓ 計画１人１日平均給水量 406ℓ

第
２
期
拡
張
事
業

事業認可年月日 昭和38年12月10日
第
５
期
拡
張

（
２
回
変
更
）
事
業

事業認可年月日 平成21年３月26日

目標計画年度 昭和53年度 目標計画年度 平成29年度

計画給水人口 177,000人 計画給水人口 368,738人

計画１日最大給水量 53,100㎥ 計画１日最大給水量 179,420㎥

計画１日平均給水量 40,710㎥ 計画１日平均給水量 144,013㎥

計画１人１日最大給水量 300ℓ 計画１人１日最大給水量 488ℓ

計画１人１日平均給水量 230ℓ 計画１人１日平均給水量 391ℓ

第
３
期
拡
張
事
業

事業認可年月日 昭和46年３月31日
第
５
期
拡
張

（
３
回
変
更
）
事
業

事業届出年月日 平成22年３月18日

目標計画年度 昭和55年度 目標計画年度 平成29年度

計画給水人口 250,000人 計画給水人口 398,159人

計画１日最大給水量 125,000㎥ 計画１日最大給水量 194,230㎥

計画１日平均給水量 95,000㎥ 計画１日平均給水量 155,812㎥

計画１人１日最大給水量 500ℓ 計画１人１日最大給水量 492ℓ

計画１人１日平均給水量 380ℓ 計画１人１日平均給水量 392ℓ

第
４
期
拡
張
事
業

事業認可年月日 昭和53年３月１日
第
５
期
拡
張

（
４
回
変
更
）
事
業

事業届出年月日 平成24年3月27日

目標計画年度 平成２年度 目標計画年度 平成31年度

計画給水人口 326,400人 計画給水人口 399,600人

計画１日最大給水量 197,500㎥ 計画１日最大給水量 195,300㎥

計画１日平均給水量 148,500㎥ 計画１日平均給水量 156,400㎥

計画１人１日最大給水量 605ℓ 計画１人１日最大給水量 491ℓ

計画１人１日平均給水量 455ℓ 計画１人１日平均給水量 393ℓ

当 初 最 新

宮

崎

処

理

区

事業認可年月日 昭和44年3月31日

宮

崎

処

理

区

事業認可年月日 平成25年6月28日

目標計画年度 昭和52年 目標計画年度 平成2９年

計画処理人口 ８４,０００人 計画処理人口 １５６,１００人

計画１日最大汚水量 ㎥４０,３２０ 計画１日最大汚水量 ㎥８９,７００

計画1日平均汚水量 ㎥３０,２４０ 計画1日平均汚水量 ㎥７０,４００

計画1人1日最大汚水量 ４８０ℓ 計画1人1日最大汚水量 ５２０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ３６０ℓ 計画1人1日平均汚水量 ４１０ℓ

大

淀

処

理

区

事業認可年月日 昭和58年7月1日 大

淀

処

理

区

※

１

事業認可年月日 平成2５年６月28日

目標計画年度 昭和70年 目標計画年度 平成2９年

計画処理人口 ２７,５００人 計画処理人口 １５４,６００人

計画１日最大汚水量 ㎥１９,１２５ 計画１日最大汚水量 ㎥６１,３００

計画1日平均汚水量 ㎥１５,１２５ 計画1日平均汚水量 ㎥５３,９００

計画1人1日最大汚水量 ７００ℓ 計画1人1日最大汚水量 ３８０～４５０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ５５０ℓ 計画1人1日平均汚水量 ３４０～３６０ℓ
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※１ 大淀処理区には高岡町（高岡処理分区）と清武町（加納処理分区、清武処理分区）を含む。

※２ 木花処理区は清武町（木原処理分区）を含む。

●処理人口・普及率の推移

平成２７年３月31日現在
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当 初 最 新

木

花

処

理

区

事業認可年月日 昭和56年12月15日 木

花

処

理

区

※

２

事業認可年月日 平成2５年６月28日

目標計画年度 昭和65年 目標計画年度 平成2９年

計画処理人口 ７,４００人 計画処理人口 １２,３００人

計画１日最大汚水量 ㎥６,６００ 計画１日最大汚水量 ㎥８,２９０

計画1日平均汚水量 ㎥５,２００ 計画1日平均汚水量 ㎥６,６１０

計画1人1日最大汚水量 ５５０ℓ 計画1人1日最大汚水量 ４５０～４９０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ４００ℓ 計画1人1日平均汚水量 ３６０～４００ℓ

青

島

処

理

区

事業認可年月日 昭和63年６月14日

青

島

処

理

区

事業認可年月日 平成2５年６月28日

目標計画年度 昭和68年 目標計画年度 平成2９年

計画処理人口 ４,５００人 計画処理人口 ４,１００人

計画１日最大汚水量 ㎥４,３８０ 計画１日最大汚水量 ㎥３,０４０

計画1日平均汚水量 ㎥２,４８５ 計画1日平均汚水量 ㎥２,１２０

計画1人1日最大汚水量 ５４０ℓ 計画1人1日最大処理量 ４３０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ４００ℓ 計画1人1日平均処理量 ３６０ℓ

佐

土

原

処

理

区

事業認可年月日 昭和58年2月8日
佐

土

原

処

理

区

事業認可年月日 平成2５年６月28日

目標計画年度 昭和65年 目標計画年度 平成2９年

計画処理人口 ２,６００人 計画処理人口 ２５,４００人

計画１日最大汚水量 ㎥１,９００ 計画１日最大汚水量 ㎥１３,１００

計画1日平均汚水量 ㎥１,６００ 計画1日平均汚水量 ㎥１０,９００

計画1人1日最大汚水量 ５１３ℓ 計画1人1日最大汚水量 ４７０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ３８５ℓ 計画1人1日平均汚水量 ３８０ℓ

田

野

処

理

区

事業認可年月日 平成６年９月６日

田

野

処

理

区

事業認可年月日 平成2６年９月３日

目標計画年度 平成１３年 目標計画年度 平成２７年

計画処理人口 ３,２００人 計画処理人口 ６,９００人

計画１日最大汚水量 ㎥１,５７０ 計画１日最大汚水量 ㎥３,１７０

計画1日平均汚水量 ㎥１,２３０ 計画1日平均汚水量 ㎥２,５５０,

計画1人1日最大汚水量 ４７５ℓ 計画1人1日最大汚水量 ４３０ℓ

計画1人1日平均汚水量 ３７０ℓ 計画1人1日平均汚水量 ３４０ℓ

（合併）

佐土原町

田野町

高岡町

（合併）

清武町
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◆ 水道事業の普及状況

※ 西地区簡易水道・・・・・・・・・・・・・・平成２６年4月水道事業に統合

※ 野崎・八重簡易水道・・・・・・・・・・・・平成２７年４月水道事業に統合

※ 堀口・去川簡易水道、内之八重飲供施設・・・平成２８年４月水道事業に統合予定

※ 浦之名・柞木橋簡易水道・・・・・・・・・・平成２９年４月水道事業に統合予定

◆下水道事業の普及状況

◆農業集落排水事業の普及状況

事業名 計画値 実績値

給水人口（人） 給水量（m3/日） 給水人口（人） 給水量（m3/日）

宮崎市水道事業 399,600 195,300 396,880 136,207

宮崎市簡易水道事業

2,705 1,378.5 1,405 709

堀口簡易水道

八重簡易水道

野崎簡易水道

浦之名簡易水道

去川簡易水道

柞木橋簡易水道

その他の水道

225 30.5 64 16.5
天神飲料水供給施設

持田飲料水供給施設

内之八重飲料水供給施設

事業名 全体計画値 実績値

計画人口（人） 処理面積（ha） 処理人口（人） 処理面積（ha）

宮崎市公共下水道事業 35９,０00 7,828 346,832 7,265

宮崎処理区 154,１00 3,067 161,041 3,006

大淀処理区 128,000 2,432 128,125 2,430

木花処理区 10,300 447 10,083 447

青島処理区 4,100 161 4,150 161

佐土原処理区 25,400 693 25,880 669

田野処理区 6,900 277 6,410 245

高岡処理分区

加納・清武・木原処理分区

7,300

22,900

214

537

3,571

7,572

117

190

事業名 処理区域内戸数・人口 水洗化済み戸数・人口

人口（人） 戸数（戸） 人口（人） 戸数（戸）

宮崎市農業集落排水事業 15,095 6,538 12,601 5,441

跡江地区 1,759 763 1,750 759

大瀬町地区 821 350 795 339

加江田地区 333 147 317 140

富吉有田地区 1,909 856 1,822 817

倉岡地区 2,494 1,055 2,033 860

細江長嶺地区 1,350 616 1,034 472

下那珂地区 816 301 713 263

石久保地区 97 49 97 49

仮屋原地区 115 47 113 46

中尾地区 1,032 579 759 426

麓地区 810 346 464 198

高浜地区 451 197 350 153

庵屋地区

黒北地区

尾平地区

船引地区

沓掛地区

238

341

332

500

1,697

82

113

115

209

713

232

332

300

402

1,088

80

110

104

168

457
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平成27年３月３1日現在

◆水道施設の概況図

ボクたちの

家庭に水を

届ける施設だよ
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◆下水道施設の概況図

下
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整
備
区
域
図
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快
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◎
地
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意
向
や
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と
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連
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を
図
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円
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す
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田
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ン
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タ
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力
4
,0
0
0
㎥
/日
）
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◆水道施設の概要

平成２７年3月31日 現在

区 分 内 容 備 考

取水能力

208,720㎥/日

〔内 訳〕

宮崎 柏田水源 104,000 大淀川（表流水）※

富吉水源 73,000 大淀川（表流水）※

田野 第１水源 3,230 片井野川（表流水）

木場段水源 2,200 片井野川（表流水）

高岡 梁瀬第１水源 3,017 浅層地下水

梁瀬第２水源 723 浅層地下水

清武 第１水源 550 水無川水系表流水

第２水源 5,500 浅層地下水

第３水源 16,500 浅層地下水

※河川法許可分水利権177,000㎥/日

給水能力

195,840㎥/日

〔内 訳〕

※浄水処理方法は全て急速ろ過
宮崎 下北方浄水場 100,000

富吉浄水場 72,500

田野 第１浄水場 4,940

高岡 川口浄水場 3,400

清武 第１水源地 500

第２水源地 5,000

第３水源地 9,500

配水施設

100,820㎥ 〔内 訳〕

宮崎 72,863 62,934㎥

9,929㎥

（下北方・生目台）

（その他）

佐土原 7,533 7,000㎥

533㎥

（池内）

（その他）

田野 6,437 5,710㎥

727㎥

（田野第１他）

（その他）

高岡 3,896 2,312㎥

1,584㎥

（高浜他）

（その他）

清武 10,091 9,800㎥

291㎥

（清武第１他）

（その他）

管路

導水管 １７㎞

決算統計から送水管 ７３㎞

配水管 ２，４０３㎞
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◆下水道施設の概要

平成2７年３月31日現在

浮田中継ポンプ場（平成2５年１２月）

区 分 内 容 備 考

処理場 宮崎処理場

供用開始 昭和53年5月

施設能力 94,100ｍ3/日

大淀処理場

供用開始 昭和63年10月

施設能力 62,900ｍ3/日

木花処理場

供用開始 昭和59年9月

施設能力 7,220ｍ3/日

青島浄化センター

供用開始 平成3年3月

施設能力 4,000ｍ3/日

佐土原浄化センター

供用開始 平成7年3月

施設能力 8,400ｍ3/日

田野浄化センター

供用開始 平成15年3月

施設能力 3,200ｍ3/日

放流先 大淀川

放流先 日向灘

放流先 熊野川～清武川

放流先 日向灘

放流先 日向灘

放流先 清武川

ポンプ場 汚水中継ポンプ場 ３４箇所

雨水ポンプ場 ６箇所

マンホールポンプ場 ２７３箇所

管きょ 分流 1,703ｋｍ

雨水 132ｋｍ

合流 151ｋｍ

合計 1,986ｋｍ

下水道延長調書から
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◆水道料金の設定

●水道料金 1か月料金表（税抜き） ＜平成28年１０月改定予定＞

旧清武町以外

●水道料金 1か月料金表（税抜き） ＜平成28年９月末まで＞

料金区分

メーターの

口径及び用途

基本料金
従量料金

第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階

メ
ー
タ
ー
の
口
径

13 ミリメートル 900 円 10㎥までの

部分

1m3につき

27円

10 ㎥を超え

30㎥までの

部分

1m3につき

152 円

30m3を超え

100m3までの

部分

1m3につき

181 円

100m3を

超える部分

1m3につき

210 円

20 ミリメートル 1,290 円

25 ミリメートル 1,780 円

30 ミリメートル 2,210 円

40 ミリメートル 5,150 円

30 ㎥までの

部分

1m3につき

152 円

30 ㎥を超え

100 ㎥までの

部分

1m3につき

181 円

100m3を

超える部分

1m3につき

210 円

50 ミリメートル 9,230 円

75 ミリメートル 17,270 円

100 ミリメートル 29,150 円

125 ミリメートル 44,990 円

150 ミリメートル 64,070 円

200 ミリメートル 111,480 円

用途
公衆浴場用 7,300 円 100 ㎥を超える部分 １㎥につき 100 円

私設消火栓 使用時間１０分までごとに 2,000 円

料金区分

口径及び用途

基本料金 従量料金

基本水量 金額
従量水量

第 1段階 第 2段階 第 3段階

メ
ー
タ
ー
の
口
径

13 ミリメートル 0～10m3 980 円 11m3以上 30m3以下

1m3につき 130 円
31m3以上

100m3以下

1m3につき

155 円

101m3以上

1m3につき

180 円

20 ミリメートル 0～10m3 1,300 円

25 ミリメートル 0～10m3 1,710 円

40 ミリメートル 0m3 3,900 円

1m3以上 30m3以下

1m3につき 130 円

50 ミリメートル 0m3 7,300 円

75 ミリメートル 0m3 14,000 円

100 ミリメートル 0m3 23,900 円

125 ミリメートル 0m3 37,100 円

150 ミリメートル 0m3 53,000 円

公衆浴場用 0～100m3 7,300 円 1m3増すごとに 100 円

私設消火栓
連続使用 1回ごとに

(10 分区切)
1 分以上 10分ごとに 2,000 円
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旧清武町

●水道料金 1か月料金表（税抜き）＜平成28年９月末まで＞

◆下水道使用料の設定

●下水道使用料 1か月使用料表（税抜き）

●受益者負担金・分担金

①市街化区域

②市街化調整区域および都市計画区域外

料金区分

口径及び用途

基本料金 従量料金

基本

水量
金額

従量水量

第 1段

階

第 2段

階

第 3段

階

第 4段

階

第 5段

階

第 6段

階

専用栓
0～

10m3
1,150

円

10 m3 を

超え 20

m3以下

1 m3 に

つき 95

円

20 m3 を

超え 30

m3以下

1 m3 に

つき

110 円

30 m3 を

超え 40

m3以下

1 m3 に

つき

130 円

40 m3 を

超え 60

m3以下

1 m3 に

つき

145 円

60 m3 を

超え 80

m3以下

1 m3 に

つき

160 円

80 m3 を

超える

1 m3 に

つき

175 円

臨時栓
0～

10m3
2,500

円
10 m3 を超える 1 m3 につき 250 円

改定年月 平成24年 10月

一般汚水

基本使用料 750円

従量使用料 1㎥につき

10㎥まで 20円

10㎥を超え 30㎥まで 126 円

30㎥を超え 100 ㎥まで 164 円

100 ㎥を超え 500 ㎥まで 197 円

500 ㎥を超え 1000 ㎥まで 210 円

1000 ㎥を超える分 235 円

浴場業汚水 1㎥につき 22円

区分 金額

単位負担金額 １㎡あたり 230 円

区分 金額

専用住宅 60,000 円

専用住宅以外

建築物の延べ面積が 150㎡以内 60,000 円

建築物の延べ面積が 150㎡を超え 200㎡以内 90,000 円

建築物の延べ面積が 200㎡を超え 300㎡以内 120,000 円

建築物の延べ面積が 300㎡を超え 500㎡以内 240,000 円

建築物の延べ面積が 500㎡を超え 1,000 ㎡以内 360,000 円

建築物の延べ面積が 1,000 ㎡を超えるもの 480,000 円

備考 １ 「専用住宅」とは、一戸建ての住宅であって、専ら居住の用に供するものをいう。

２ 「専用住宅以外」とは、専用住宅以外の建築物をいう。



78

◆上下水道局の機構図

機 構 図 平成27年4月1日
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◆お客様アンケート結果

Ｑ１ あなたの性別は？

Ｑ２ あなたの年齢は？

Ｑ３ あなたの世帯の人数は？

Ｑ４ あなたのお住まいは次のうちのどの地区ですか？

49.1% 50.9%

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

Q1

男性（438件） 女性（454件）

3.3% 7.9% 13.5% 17.1% 26.7% 31.6%

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

Q2

２０代以下（30件） ３０代（71件） ４０代（122件）

５０代（154件） ６０代（241件） ７０代（285件）

24.6% 37.8% 18.1% 12.8% 5.3% 1.4%

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

Q3

１人（223件） ２人（343件） ３人（164件）

４人（116件） ５人（48件） ６人以上（13件）

81.6% 7.7% 2.2% 3.2% 5.2%

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

Q4

旧宮崎市（734件） 佐土原町（69件） 田野町（20件）

高岡町（29件） 清武町（47件）

○ 目的：マスタープランの中間見直し策定にあたり、お客様のニーズを適確に捉えるため

○ 期間：平成26年5月8日（木）～5月２８日（水）

○ 送付件数：3,000件、回収件数：907件、回収率：30.2％
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Ｑ５ あなたのお宅の住居形態は？

Ｑ６ あなたは普段の生活でどのような面で節水を心掛けていますか？（複数回答可）

Ｑ７ あなたは普段、水をどのように飲んでいますか？（自由意見は省略）

Ｑ８ あなたは、宮崎市の水道水の水質に満足していますか？

70.7% 28.7% 0.7%

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

Q5

一戸建て（639件） マンション・アパート等の集合住宅（259件）

店舗兼住宅（一戸建てを除く）（6件）

4.2% 13.3% 10.5% 23.9% 19.2% 10.6% 7.0% 8.6% 2.8%

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

Q6

飲料（104件） 炊事（327件）

洗面（392件） 風呂（590件）

洗濯（473件） 水洗トイレ（262件）

洗車（172件） 散水（212件）

特に節水は心掛けていない（68件）

19.5% 28.3% 23.7% 24.9% 3.6%

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

Q7

水道水をそのまま飲んでいる（204件）

浄水器を設置して水道水を飲んでいる（296件）

水道水を一度沸騰させて飲んでいる（386件）

ミネラルウォーターなどを購入して飲んでいる（261件）

その他（38件）

38.2% 57.7% 4.0%

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

Q8

すべての用途において満足している（343件）

飲み水以外の用途に満足している（518件）

すべての用途において満足していない（56件）
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Ｑ９ 現在も水質基準に適した水道水の供給を行っていますが、より良質な水道水を供給す

るには、高度浄水処理など最新の技術や施設が必要となり、水道料金等の負担増が必要となり

ます。あなたは、今後水道水の水質をどのようにすべきと思いますか？

Ｑ１０ 南海トラフ巨大地震の発生も懸念される中、災害時においても、断水や給水制限が

起こらないように安定的した水の供給や下水道の使用（トイレ等）を可能にするためには対策

事業に大きな事業費を伴うため、水道料金や下水道使用料等の負担増が必要となります。あな

たは、上下水道施設や管路の地震（津波含む）対策は今後どのように進めるのがよいと思いま

すか？

Ｑ１１ 本市の水道施設は老朽化が進行しており、老朽化対策が課題となっています。今後

の施設や管路の更新についてはどのように進めるのがよいと思いますか？

Ｑ１２ あなたのお宅の２か月分（検針１回分）の水道使用量はどのくらいですか？

7.5% 36.8% 45.6% 10.1%

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

Q9

現状より負担が増えても早急に最新の技術や施設を導入する（68件）
現状より負担が多少増えても、徐々に最新の技術や施設を導入する（332件）
このままでよい（411件）
わからない（91件）

13.5% 40.3% 45.2% 1.1%

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

Q10

現状より負担が増えても、早急に施設や管路の整備を進める（121件）
現状より負担が多少増えても、徐々に施設や管路の整備を進める（362件）

現在の負担を増やさないで、できる範囲で対策を図る（406件）
対策の必要はない（10件）

12.8% 48.6% 38.2% 0.3%

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

Q11

現状より負担が増えても、早急に施設や管路の更新を勧める（111件）
現状より負担が多少増えても、徐々に施設や管路の更新を進める（420件）
現在の負担を増やさないで、できる範囲で対策を図る（406件）
対策の必要はない（3件）

14.4% 21.8% 18.6% 10.9% 7.4% 3.8% 2.9% 20.2%

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

Q12

２０㎥未満（116件） ２０㎥以上～３０㎥未満（176件）
３０㎥以上～４０㎥未満（150件） ４０㎥以上～５０㎥未満（88件）

５０㎥以上～６０㎥未満（60件） ６０㎥以上～７０㎥未満（31件）
７０㎥以上（23件） わからない（163件）
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Ｑ１３ 水道料金は他の光熱費（電気、ガスなど）と比較してどう思いますか？

Ｑ１４ 上下水道局では、広報紙「せせらぎ」の発行やホームページの開設などの広報・PRを行

っています。水道、下水道に関する情報についてどのようなことが知りたいですか？（複数回答可）

Ｑ１５ あなたが上下水道局に最も期待することをひとつだけお答えください。

Ｑ１６ 上下水道局へのご意見、ご要望がありましたらご記入ください。

全ての自由意見をこの場でお示しすることは難しいので、次ページに主な意見について抜粋しました。

料金と水質に関するご意見が特に多く、市民の皆様の関心が高いことが伺えます。

25.7% 69.4% 4.9%

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

Q13

高いと思う（220件） 妥当な金額（ふつう）（593件） 安いと思う（42件）

19.1% 7.4% 11.5% 7.8% 12.4% 14.0% 4.9% 3.1% 2.4% 14.7% 1.7% 1.0%

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

Q14

水道水の安全性とおいしさ（476件）

水道水のできるまで、下水が放流されるまで（184件）

水道の水源や下水の放流先の水質（287件）

環境対策への取り組み状況（194件）

災害対策の現状と計画（308件）

災害時の備えとして必要なこと（308件）

主要事業（計画）の進行状況（121件）

上下水道施設の紹介（78件）

子供向けの学習資料など（61件）

水道料金、下水道使用料の仕組みや使い道（367件）

上下水道局が実施するイベント情報（42件）

その他（24件）

57.4% 8.4% 15.8% 6.3% 5.4% 0.7%

1.5%

1.3%

0.1%

2.7%

0.5%

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

Q15

安心安全な水の供給（595件） おいしい水の供給（87件）
断水のない安定した水供給 地震（津波含む）対策の推進（65件）

老朽化対策の推進（56件） 浸水対策の推進（7件）
環境・エネルギー対策の推進（16件） お客様サービスの向上対策（13件）
広報・ＰＲの充実（1件） 経営の改善対策（28件）

その他（5件）
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（主な意見を抜粋）

○設備の老朽化や巨大地震への対応で負担が増えるのもやむを得ないかと思いますが、消費増税に伴う負

担増、賃金低下で非常に家計が苦しいので、極力値上げがないようお願いしたいと思います。

○公共料金を改めて確認する良い機会になりました。水道料金、3,100円/月に対し、ガス、14,000円

/月、電気、8,800円/月で、下水道料金を含めても、6,100円/月とかなり安いと実感しました。少

し料金は上がっても、早期に最新技術や施設の導入、老朽化対策を進めて欲しいと思いました。

○上水に比べ下水の料金が高いと思います。

○効率の良い経営をして、出来るだけ値上げをせず、安全な水を供給して欲しい。

○老朽化対策と合わせ、経営の改善等を推進していかなければ、災害のとき、分担が大きくなるので計画

的に事業を進めてほしい。

○少子高齢化で次世代への社会保障費の負担増が予期されるため上下水道等の環境整備が急がれる今、現

世代が早急に負担しあう必要性を感じています。

○長期間の断水経験あり、不便・不安・・・・水のありがたさを痛感した。安全・安心そして安定をお願

いします 特に各種災害に強い対策を！！

○東日本大震災で、東松島市が断水を経験しましたが、復旧までに３週間を要しました。水の必要性、大

切さを知りました。

○予想できない大地震のための高額の設備投資には、やや抵抗がある。県内、他県と協同出資による給水

車を確保など他の方法もあるのではないでしょうか。日々の上下水道の管理、ありがとうございます。

○広報誌が本当に必要なのでしょうか？一度検討すべきではないでしょうか。水道料金の無駄はないので

しょうか？ご検討の上、発表して頂きたいです。

○下水のしくみを広く紹介し、環境を守るために自分たちができることを知って実践しようとする気持ち

にさせてほしい

○幼稚園児にもわかる（理解できる）ような水のしくみ、水を大事にすることを教えるための資料がほし

いです。水の大切さを家族で考える機会があるといいと思いました。

○水質は現状のままでいいと思います。多分、絶対的に安全に飲めるようにするのは無理だと思うからで

す。

○ 宮崎市の水道水は、浄水器をつかわなくてもまろやかで美味しい水だよ、と自慢出来るような水道水

にして下さい。

○ 水道水特に朝の水のにおいがあり飲みにくい

○ 大淀川から水を引いている現状で、その大淀川をきれいにする取組が大切だと思います。

市民の皆様、ご協力ありがとうございました。
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◆経営審議会の経過

年月日

平成26年9月26日

・上下水道事業マスタープラン中間見直しについて

○上下水道事業マスタープラン中間見直し策定の概要

○「みやざき水ビジョン2010」における実施方策の取り組み状況(中間報告)　

○みやざき水ビジョンの中間見直しに関する市民ｱﾝｹｰﾄ調査結果について

平成27年3月23日

・みやざき水ビジョン改定計画について

○基本的な考え方と今後の審議事項の確認

平成27年6月2日

諮問 みやざき水ビジョン2010」の中間見直しについて

・「みやざき水ビジョン2010」の中間見直しについて

○改訂の目的　○審議事項案と見直しイメージの説明

平成27年10月6日

・「みやざき水ビジョン2010」の中間見直しについて

○業務指標の中間実績値の検証

平成27年11月10日

・みやざき水ビジョン改訂版（素案）について

○計画見直しの方向性と重点化を図るべき事項

○後期計画の数値目標と実施方策

平成27年12月18日

・中間見直し素案の提案

○財政計画　○パブリックコメントの素案

平成28年１月○日

平成28年２月○日

・中間見直し案の提案

○パブリックコメントの実施実施結果とその対応

平成28年２月○日 答申 みやざき水ビジョン2010」の中間見直しについて

実施項目

平成２６年度第１回宮崎市上下水道事業経営審議会　　

議事

平成２６年度第２回宮崎市上下水道事業経営審議会

議事

平成２7年度第１回宮崎市上下水道事業経営審議会　　

議事

平成２7年度第5回宮崎市上下水道事業経営審議会　　

議事

平成２7年度第６回宮崎市上下水道事業経営審議会

議事

平成２7年度第７回宮崎市上下水道事業経営審議会

議事

パブリックコメントの実施

平成２7年度第８回宮崎市上下水道事業経営審議会

議事
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◆数値目標の年度別達成状況
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８．用語解説

あ 行

■アセットマネジメント

資産管理のこと。事業を持続可能とするために、

中長期的な視点に立ち、施設のライフサイクル全

体にわたって、効率的かつ効果的に、施設を管理

運営する体系化された実践活動。

■異臭味

水道水における異臭味（臭気および味）は多様

であるが、以前、富栄養化した水源によるカビ臭

の問題が注目され、ジェオスミン、2-メチルイソ

ボルネオールが臭気原因物質として水道水の水質

基準項目となった。また、塩素処理をすると不快

な臭気がでるフェノール類やアミン類もある。

■一般会計

地方公共団体の歳出は、その年度の歳入をもっ

てこれに充てなければならない（自治法208条

2項）とされているが、このような歳入・歳出の

うち、地方公共団体の行政運営における基本的な

経費を中心に計上し、経理する会計をいう。

■飲料水供給施設

50人以上（地下水等汚染地域にあたってはこ

の限りではない）100人以下の給水人口に対して、

飲用に供する水を供給する施設の総体をいう。

■衛生管理研修会

貯水槽水道の設置者（管理者）に対し、市内の

貯水槽状況や維持管理について宮崎市上下水道局

と宮崎市保健所が共催で行う研修会。貯水槽水道

衛生管理研修会。

■塩化ビニル管

塩化ビニル重合体を主原料とした軽量で施工性

に優れた管。一般的に塩ビ管と呼ばれる。

■応急給水

施設の破損・故障などから水道による給水が不

可能となった場合に、給水車等の運搬具を用いて

水道使用者に水を供給すること。特に、地震等の

災害時、水道施設が甚大な被害を受けた場合を想

定して、普段から応急給水地点を選定し、耐震

型地下受水タンクを設置しておくべきである。災

害による避難住民の応急給水量としては、災害発

生時より3日目までは生命維持に必要な水量とし

て３L/人/日、1週間から10日までは30L/人/

日が一応の目安である。

■汚水処理人口

下水道、農業集落排水や合併浄化槽等によって、

汚水が適切に処理されている人口数。

■大淀川サミット

大淀川の浄化と河川環境の保全を図ることを目

的に大淀川流域の関係市町で構成された組織であ

る。大淀川の浄化のための広報啓発活動等を行っ

ている。

■大淀川水系水質汚濁防止対策連絡協議会

大淀川の水質汚濁防止対策を推進し、水質を保

全することを目的に大淀川水系の水質保全に係る

行政機関（国・県・市町）で構成された協議会で

ある。水質に関する情報の交換、緊急時の措置に

関する連絡通報体制の整備等を行っている。

■オゾン

分子量 47.9982、融点－193℃、沸点－

112℃で、酸素の同素体であり、生ぐさい臭気を

もつ気体。常温で徐々に分解して酸素と発生期の

酸素になる（O3→O2＋O:）。この発生期の酸素に

は酸化力があり、強力な酸化剤である。この強力

な酸化力を生かして消毒、漂白、酸化剤として使

用される。水道では酸化剤として、また欧米では

消毒剤としても使用されている。

■温室効果ガス

地球に温室効果をもたらすガス。二酸化炭素・

メタン・亜酸化窒素・フロンなど。

か 行

■会計制度の見直し

地方公営企業等の改正に伴い、平成26年度の
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予算・決算から適用となる会計基準の見直しのこ

と。主なものに借入資本金をこれまでの資本から

負債に計上することや、退職給付引当金の計上の

義務づけなどの変更点が挙げられる。

■海水遡上

潮の干満等によって海水が河川の上流方向に流

入する現象。

■活性炭

炭素系物質からなる吸着剤の一種で、比表面積

が 500～1,500ｍ２/g、細孔半径 1～100mm

程度の広い表面積と微細孔からなる多孔性構造を

持つ。骨、石炭（褐炭、瀝青炭など）、ヤシ殻、木

材、石油ピッチ、石油コークスなどの炭素系物質

を原料として炭化・賦活工程を経て製造される。

活性炭はその形状から粉末活性炭と粒状活性炭に

分類され、粒状活性炭は破砕炭と成型炭に分けら

れる。浄水の高度処理のほか、下水処理・し尿処

理の高度処理、精糖、醸造、石油精製などの幅広

い分野で利用されている。

■可とう化

地震動により管きょやマンホールが変位すると、

マンホール接続部で管きょの屈曲や抜出しの被害

が発生し、流下能力に影響が出るため、管とマン

ホールの継手部に可とう性を有する構造とするこ

とで、耐震性を向上させること。

■簡易水道

簡易水道事業の用に供する水道をいい（水道法

施行令3条 2項）、計画給水人口が5,000 人以

下の水道である。

■簡易専用水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の

水道であって、水道事業の用に供する水道から供

給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただ

し、水道事業の用に供する水道から水の供給を受

けるために設けられた水槽の有効容量の合計が

10ｍ３以下のものは除かれる（水道法3条7項、

同法施行令1条の2）。簡易専用水道の設置者は、

その水道を管理し、定期に検査を受けなければな

らない（同法34条の2、同法施行規則23条、

24条）。また、都道府県知事は、簡易専用水道の

管理が同法34条の2第1項の基準に適合してい

ないと認めるときは必要な措置を命ずることがで

きる（同法36条3項）。

■管きょ

下水を収集し排除するための施設。鉄筋コンク

リート管や硬質塩化ビニル管等がある。

■幹線管路

取水施設から浄水場までの導水管や浄水場から

配水池までの送水管や、また配水池間を連絡する

配水本管等の重要性が高い管路を幹線あるいは幹

線管路と称する。基幹管路とも呼ばれる。

■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（地公企法22条）。

■基準外繰入

公益性の観点から、一般会計から上下水道事業

に繰り出す経費（繰入金）のうち、総務省が示す

繰出基準に合致しない経費。

■軌道横断部

鉄道線路敷の下を管きょ等が横断している箇所。

■給水収益

水道事業会計における営業収益のひとつで、公

の施設としての水道施設の使用について徴収する

使用料（自治法225条）をいう。水道事業収益

のうち、最も重要な位置を占める収益である。通

常、水道料金として収入となる収益がこれにあた

る。

■給水装置

水道法では「需要者に水を供給するために水道

事業者の施設した配水管から分岐して設けられた

給水管及びこれに直結する給水用具をいう」と定

義されている。給水装置は、需要者の給水申込み

に基づいて、その負担により施工され管理される

ものであるが、その構造及び材質などは、水質保

持のため法令に基づき各水道事業体の規定する給

水条例などで、所要の基準に適合するよう規制さ
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れている。

■給水普及率

給水区域内で水道を使っている人の割合（％）

を示す。

■業務指標

業務を定量的に評価するための指標。水道事業

では水道事業ガイドライン等がある。

■緊急輸送路

災害発生時の救助・救急・医療・消火活動及び

緊急物資供給等に必要な人員及び物資等の輸送を

担う道路。

■繰入金

一般会計から上下水道事業への補てん財源。

■クリプトスポリジウム

寄生性の原虫であり、塩素等の薬剤に強く、飲

食により人に感染し腹痛、下痢等を起こす。

■経営基盤

適正な経営を行うために必要な資源。一般的に

は職員、施設、資金、情報等が挙げられる。

■経営戦略

各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を

継続していくための中長期的な経営の基本計画の

こと。

施設・設備の合理的な投資の見通しである「投

資試算」等の支出と、財源見通しである「財源試

算」が均衡するように調整した中長期の収支計画

がその中心となる。

各公営企業に対しては、総務省からその策定が

要請されている。

■計画一日最大給水量

事業計画において定める一年間で最も多くの給

水が発生する日の給水量。財政計画、施設計画の

基本となる水量。

■計画一日平均給水量

事業計画において定める一年間の平均給水量。

財政計画、施設計画の基本となる水量。

■計画給水人口

水道法では、水道事業経営の認可に係わる事業

計画において定める給水人口をいう。水道施設の

規模を決定する要因のひとつであり、計画給水区

域内の常住人口を基に計画年次における人口を推

定し、これに給水普及率を乗じて定める。

■経年化年数

地方公営企業法施行規則及び財務省令を参考に

して、各設備の主要機器単体の使用年数で、受変

電設備20年、計装設備10年、監視制御設備10

年、ろ過設備12年、薬品設備15年、かき寄せ

機12年、脱水設備17年及びポンプ設備15年

とするものである。

■経年管

布設後、相当年数経過した水道管のこと。水道

事業ガイドラインでは耐用年数を超過した管と記

載されている。水道管は一般に使用年数の経過と

ともに劣化し、漏水事故発生の危険が高くなるほ

か、赤水発生や出水不良の原因となる。

■下水道汚泥

下水処理場において、汚水処理の過程にて発生

する泥状の物質。脱水することで、脱水汚泥や脱

水ケーキとも呼ばれる。

■下水道資源

下水道の処理水や汚泥には、熱やエネルギー等

の資源として有効利用できるものが含まれている

ため、下水道資源として利用されている。

■下水道総合地震対策計画

地震時に最低限有すべき機能を確保するため施

設の耐震化等を定めた計画。

■下水道長寿命化計画

下水道施設の老朽化による事故の未然防止と、

今後予想される改築を、効率的かつ計画的に推進

するために策定される計画

■下水道普及率

下水道の普及状況を示す率。処理区内人口を行

政人口で割り、百分率で表したもの。

■減価償却（減価償却費）

固定資産は、使用によってその経済的価値を減

少していくが、この減少額を毎事業年度の費用と
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して配分することを減価償却といい、この処理ま

たは手続きによって、特定の年度の費用とされた

固定資産の減価額を減価償却費という。

■公共下水道

主として市街地における家庭や工場等からの下

水を排除し、処理するために市町村が管理する下

水道で、終末処理場を有するものまたは流域下水

道に接続するもの。

■公設合併処理浄化槽

公共下水道や農業集落排水の区域外で、専用住

宅等の要件を満たすものについて、工事分担金や

毎月の使用料を負担してもらうことで、市で合併

浄化槽の設置を行う制度。

■高度浄水処理

高度処理ともいう。通常の浄水処理では十分に

対応できない臭気物質、トリハロメタン前駆物質、

色度、アンモニア性窒素、陰イオン界面活性剤な

どの処理を目的として、通常の浄水処理に追加し

て導入する処理をいう。オゾン処理、活性炭処理

が一般的に導入されている。

■合流

汚水と雨水を同じ管きょで排除する方式。

さ 行

■災害用浄水機

水質的に利用困難な原水に対して応急的な浄水

処理を行うための機器。

■再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）

再生エネルギーで発電した電気を、電力会社が

一定価格で買い取ることを国が約束する制度。

FEED－IN TARIFF

■ジアルジア

ランブル鞭毛虫とも称され、寄生すると主に下

痢を主症状として、吐き気、嘔吐、腹痛、悪心な

どの症状が出現し、下痢が長引くと衰弱感、体重

減少などの症状を引き起こす。

■紫外線照射設備

紫外線を照射する設備。紫外線の殺菌・不活化

作用を利用するため、水処理に適用する設備。

■事業認可

水道事業または水道用水供給事業を経営しよう

とする際に、厚生労働大臣または都道府県知事か

ら受ける認可をいう（水道法6条1項、26条）。

下水道事業では、公共下水道を設置しようとする

際に、国土交通大臣または都道府県知事から受け

る認可のことをいう。

■資金残高

経営に供することが可能な資金の残高。

■資本的収支（資本的収入及び支出）

収益的収入及び支出に属さない収入・支出のう

ち現金の収支を伴うもので、主に建設改良及び企

業債に関する収入及び支出が該当する。資本的収

入には企業債、出資金、国庫補助金などを計上し、

資本的支出には建設改良費、企業債償還金などを

計上する。資本的収入が支出に対して不足する場

合には、損益勘定留保資金などの補てん財源で補

てんするものとされている。

■シミュレーション

複雑な事象・システムを定式化して行う模擬実

験・計算。

■収益的収支（収益的収入及び支出）

企業の経常的経営活動に伴って発生する収入と

これに対応する支出をいう。収益的収入には給水

サービスの提供の対価である料金などの給水収益

のほか、土地物件収益、受取利息などを計上し、

収益的支出には給水サービスに必要な人件費、物

件費、支払利息、減価償却費などを計上する。

■収納率

調定金額に対する収納金額の割合。すなわち、

調定及び収納通知の徴収手続きがなされた料金そ

の他の収入について、現金等により実際に受領さ

れた金額の割合。

■受益者負担金・分担金

公共事業の建設改良などについて、その財源の

全部または一部に充当するため、当該事業によっ

て著しい利益を受ける者に対して、受益の限度に
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おいて負担するものをいう。

■循環型社会

有限である資源を効率的に利用するとともに再

生産を行って、循環させながら利用していく社会

のこと。

■消化ガス（消化ガス発電）

下水道汚泥から発生するガスのこと。消化タン

ク内で有機物が微生物により分解される際に発生

する。この消化ガスは燃料として利用可能なため、

消化タンクの加温や発電に利用される。

■小規模貯水槽水道

水道事業の用に供する水道または専用水道から

供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽

（受水槽の容量が10ｍ３以下）を有する施設。平

成13年の水道法改正で、貯水槽水道が定義され、

設置者に対し簡易専用水道に準じた管理責任が求

められることとなった。

■上下水道モニター制度

公募した市民により、意見交換会、施設見学会

等に参画していただく制度。これにより、職員と

お客様との相互コミュニケーションを図り、上下

水道事業に対するニーズを掘り起こすことが主な

目的。

■小水力発電

原理は水力発電と同じように水の位置エネルギ

ーを利用した発電方法であるが、上下水道施設の

ように小さな落差等でも発電できる小規模の水力

発電。

■浄水施設

水源から送られた原水を水質基準に適う水準に

処理する施設。浄水処理の方法は水源の種類によ

って異なるが、①塩素消毒のみの方式、②緩速ろ

過方式、③急速ろ過方式、④膜ろ過方式、⑤高度

浄水処理を含む方式、⑥その他の処理等を選定、

もしくは適切に組み合わせるのが一般的である。

■浄水処理

水質基準に適合し、飲用に供することが可能な

水質を得るため、原水水質の状況に応じて水を浄

化すること。主にろ過（緩速ろ過、急速ろ過、膜

ろ過）による固液分離プロセスと塩素による消毒

プロセスを組み合わせたものが中心となっている

が、近年の水源環境の変化や社会的ニーズの変化

に伴う水質基準の強化等により、高度浄水処理等

の導入等も行われている。

■浄水発生土

浄水場において、取水した原水から水道水をつ

くる過程で取り除かれた河川中の濁り（土砂）や

浄水処理に用いられた薬品類などの沈でん物を集

めて脱水（乾燥）処理したもの。

■ジョブローテーション

職員の能力開発のために、人材育成計画にもと

づいて定期的に職場の異動や職務の変更を行う

「戦略的人事異動」のこと。

■処理区域人口

下水道の計画区域内の人口。下水道計画区域が

複数の処理区によって構成されている場合もあり、

処理区別の人口を示す。

■新下水道ビジョン

平成17年9月に取りまとめられた「下水道ビ

ジョン2100」から9年が経過し、社会・経済情

勢が激変していることから、新たな下水道の長期

ビジョンとして、平成26年７月に取りまとめら

れた。

■新水道ビジョン

厚生労働省により平成25年3月に策定された

水道の理想像を具現化するため、関係者が取り組

むべき事項や方策などを示した長期的なビジョン。

「持続」「安全」「強靱」を三本柱としている。

■水質基準

水を利用し、供給し、または排出する際に、標

準とすべき基準。

■水洗化率

下水道を整備した区域において、水洗便所等の

設置により下水道を利用している人口の割合。

■水洗便所改造資金融資あっ旋制度

水洗化の普及促進を図るため、くみ取り便所や
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浄化槽から下水道へ切替工事を行おうとする方に、

必要な資金の融資あっ旋を行う制度。

取扱金融機関：宮崎銀行、宮崎中央農協、宮崎

太陽銀行、九州労働金庫、宮崎信用金庫、南郷信

用金庫、高鍋信用金庫

■水洗便所改造等資金助成制度

水洗化の普及促進を図るため、くみ取り便所や

浄化槽から下水道へ切替工事を行おうとする低所

得（世帯全員の市民税が非課税であること)の方に

対する助成制度。

■水道事業ガイドライン

平成17年1月に（社）日本水道協会によって

制定された業務指標とその体系。この指標は、水

道事業における施設整備状況や経営状況等を総合

的に評価するとともに定量的な目標を与えるなど

の利用が考えられている。

■ストック

もともとは在庫品といった意味であるが、ここ

では上下水道事業で扱う固定資産全般を指す。

■ストックマネジメント

資産運用全体の効率化を図るアセットマネジメ

ントに対し、既存の施設（ストック）を有効に活

用し、改築・更新の時期及び費用の平準化を図る

体系的な手法を示す。

■浅層地下水

明確な定義は存在しないが、一般的には深度

30ｍ程度までの不圧地下水のこと。自由地下水面

を有する帯水層中の地下水で、自由地下水ともい

う。

■送水管

浄水場で処理された浄水を配水池などまでに送

るための管（管路）。

■ソフト

ソフトウェアの略。機械設備、機器等を利用し

て行う物事の情報・理論等無形のものを指す。こ

こでは施設・機器等を利用した人的活動等を意味

する。

た 行

■耐塩素性病原微生物（病原生物）

水道で一般的に滅菌・消毒剤として使用される

塩素に対して耐性を有する病原微生物。代表的な

ものにクリプトスポリジウム、ジアルジア等があ

る。

■耐震化

施設等について地震に耐え得る構造とすること。

■耐用年数

固定資産が問題なく使用できる推定年数。減価

償却費の計算に供される耐用年数は地方公営企業

法等で設定されている。

■ダウンサイジング

コストの削減や効率化を目的として、装置やシ

ステムなどを小型化、小規模化すること。

■鋳鉄管

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。一般に、普通鋳鉄管

はダクタイル鋳鉄管に比較して強度が劣ることか

ら、更新対象として考えられている。

■長寿命化

適切な保全対策を講じることによって機能の劣

化を防止し、施設の寿命を延伸すること。

■直結給水方式

給水装置の末端である給水栓まで、受水槽を経

由せず、配水管の水圧により給水する方式。

配水管の水圧のみで給水する方法（直結直圧式

給水）が主流であるが、給水する階層が制限され

るため、高層建築物ではブースターポンプにより

増圧して給水する方法(直結増圧式給水)を採用す

る建物が増えている。

■貯水槽水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の

水道であって、水道事業の用に供する水道から供

給を受ける水のみを水源とするもの。簡易専用水

道及び小規模貯水槽水道の総称。

■貯留権

流水を貯留することを権利としてとらえたもの。
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一般的には、貯留した流水を取水することにより

ひとつの流水の利用が完結することから流水を使

用する権利を構成する要素と考えられる。

■逓増率

使用量が増加するごとに従量料金単価が高額と

なる料金の割合。

■導水管

原水を取水施設から浄水場まで送る管（管路）。

な 行

■鉛給水管

鉛製の水道管のこと。鉛管は管内に錆が発生せ

ず、可とう性、柔軟性に富み、加工・修繕が容易

であるという特性があるため、給水管用として全

国的に使用されてきた。

■南海トラフ巨大地震

南海トラフ沿いで発生すると想定される最大ク

ラスの地震。

■農業集落排水事業

農業集落地域における農業用水の水質保全や生

活環境の改善を目的とした、下水処理事業のひと

つ。

■ノウハウ

事業を有利に進めるための専門的な知識や経験

の蓄積。

は 行

■ハード

ハードウェアの略。機械設備、機器等の有形の

ものを指す。ここでは施設全般を意味する。

■バイオマス

生物由来の再生可能な有機性資源のことで、化

石資源は除く。下水道では、消化ガスや汚泥等が

該当する。

■配水管

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管（管路）。

■バックアップ

メインとなるシステムが支障を来した場合にお

いても、最低限の機能が確保されるように他系統

から融通させること。

■表流水

地表水（河川、湖沼、貯水池など地表に存在す

る水）とほぼ同じ意味を持つ。特に水利用の観点

から地下水に対していう。

■フォローアップ

ある事柄を徹底させるために、あとあとまでよ

く面倒をみたり、追跡調査をしたりすること。水

道ビジョンでは、一定期間後に達成状況等を精査

し、改善等を図る活動を指す。

■不明水

処理を計画していた下水（合流式では汚水及び

雨水、分流式では汚水）以外で、下水道管きょに

浸入する雨水や地下水等のことをいう。

■ブロック化（ブロック配水システム）

給水区域を配水池及び配水ポンプを核にいくつ

かの配水区域に分割し、さらにその中を小規模な

エリア（ブロック）に分割して、エリアごとに水

量及び水圧を管理するシステムをいう。

■分流

汚水と雨水を別々の管きょで排除する方式。

■包括委託

複数業務を一括して民間事業者に委託すること

であり、「複数業務の委託」に加え、一定の性能の

確保を条件として課しつつ方法等の詳細について

は民間に任せる「性能発注」や「契約期間が複数

年」にわたることがその特徴。

■包括的委託

包括委託の３要件は満たさないものの、それに

準ずる民間委託のこと。

ま 行

■膜ろ過

精密ろ過膜（MF）、限外ろ過膜（UF）、ナノろ

過膜（NF）などを通過させて、原水中の不純物質
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を分離除去し清澄なろ過水を得る浄水方法。

■マッピングシステム

管路に関する必要な「地図情報」と「属性情報」

を、一元的にパソコンで管理できる総合的なシス

テムのこと。

■マニュアル

作業の手順などを体系的にまとめた冊子の類。

■マンホールトイレシステム

災害時に避難所等のトイレ機能を補完するため

に整備するもので、下水道のマンホール上部に設

置する仮設トイレ。

■水安全計画

WHO（世界保健機関）が提唱する安全な水の

供給を確実に行うことができる水道システムを構

築するための計画。食品製造分野で確立されてい

る HACCP (Hazard Analysis and Critical

Control Point)の考え方を導入し、水源から給水

栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行うこと

が特徴。厚生労働省より平成20年度にガイドラ

インが示されている。

■水需要

水使用者が必要とする水量。上下水道において

は、施設規模の検討条件となるなど、事業計画の

基本となる。

■宮崎市公共事業コスト構造改善プログラム

コストと品質の観点から公共事業を改善するこ

とを目的とした計画。

■宮崎市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）

災害時に優先すべき業務や必要や資源等を明確

にし、業務の機能低下を最小限にとどめ、職員及

び受援体制を整え、機能の回復と災害復旧を速や

かに実施するために策定される計画。

■宮崎市上下水道事業経営審議会

市長の諮問に応じ、水道事業、簡易水道事業、

工業用水道事業、公共下水道事業及び農業集落排

水事業の経営に関する重要事項について審議する

ために設置される審議会。この審議会は、学識経

験者のほか一般市民からの公募を含め、市長が必

要と認める15名以下の委員によって構成される。

任期は2年。

■宮崎市地域防災計画

災害対策基本法第 42 条の規定に基づき宮崎

市防災会議が作成する計画。地域における災害に

関わる災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実

施することにより、地域の保全並びに住民の生命、

身体及び財産を災害から保護することを目的とす

る。

■宮崎市津波防災地域づくり推進計画

津波から市民の生命・財産及び産業基盤を守り、

安心して暮らすことのできる魅力あるまちを目指

すため、ハード・ソフト施策を組み合わせた津波

防災地域づくりの総合ビジョンを示した計画。

■メダカセンサー

水質監視システムの一種であり、原水等を導い

た水槽内に飼育しているメダカの挙動を観測する

ことによって、毒物の混入等を判別する計測設備。

や 行

■有収水量

料金徴収の対象及び他会計等から収入のある水

量。

■油分モニター

水質監視システムの一種であり、原水等に油分

が混入した場合、それを判別する計測設備。

■４町域

平成18年１月に合併した佐土原町・田野町・

高岡町、平成22年３月に合併した清武町の合併

４町域のこと。

ら 行

■ライフライン

主に、エネルギー施設、水供給施設、交通施設、

情報施設など、生活に必須なインフラ設備を示す。

■リスク

危機。上下水道事業においては、地震、渇水、

風水害等の自然災害や火災、水質汚染等の人為災
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害の他、施設、機器の破損、故障といったものが

考えられる。

■料金センター

上下水道などの使用開始・中止の受付から、検

針、料金の収納や滞納整理までの料金関連業務に

ついて、一括して民間企業に委託し、新たに開設

するお客様窓口のこと。

■老朽管

布設から長い年月が経過し耐用年数を経過した

管や、硫化ガスによる腐食等で耐久性や流下能力

が基準を満たさなくなった管。

＊水道用語辞典等より編集
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