




は じ め に

宮崎市の上下水道事業は、上水道事業が昭和 5 年、下水

道事業が昭和 8 年に認可され、以来約 80 年を経過いたし

ております。平成２１年度末現在、宮崎市の水道普及率は

９８.６％、公共下水道普及率は８１.８％となっており、公

衆衛生の向上、生活環境の改善、河川の水質保全等に大き

な成果を上げてきたものと考えております。

しかしながら、日本経済は、長期にわたる景気の低迷や

デフレスパイラルなどから未だ脱却できず、先を見通すこ

とのできない状況にあり、また、社会構造や制度のあり方

自体も大きく変わろうとしていることなど、上下水道事業

を推進する環境や経営は、大変厳しい状態に置かれており

ます。

宮崎市は、平成１８年 1 月に佐土原町、田野町、高岡町、平成２２年３月には清武町と合併

しました。上下水道局では、新市全体としての新たな事業課題の洗い直しや取り組みを行って

まいりました。水道事業においては、従前より平成２９年度を目標に第５期拡張事業を進めて

いますし、今後老朽化した水道施設の計画的更新や耐震化等の危機管理対策も課題であります。

下水道事業においては、第四次宮崎市総合計画や合併した４町とのまちづくり計画に基づく下

水道普及促進事業を進めて行くことになります。また、公営企業として効率的な健全運営を図

りながら、環境保全活動への支援や地域社会に貢献できる取り組みも進めていく必要がありま

す。

このような課題に取り組むため、上下水道局においては、「安全で安定したライフラインの構

築を目指して」、「安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して」、「環境保全及びエネル

ギー対策の推進を目指して」、「安定した事業経営の確立を目指して」、「お客様サービスの充実

を目指して」を５つの基本戦略として、今後１０年間の「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」を策定いたしました。

上下水道は、市民の皆様の日々の生活や社会経済活動を支える重要なライフラインでござい

ます。本マスタープランにおいて、本市の上下水道のあるべき方向性を市民の皆様にお示しし、

必要な施策を着実に実行することにより、新市の均衡ある発展と豊かで快適な暮らしを支え続

けるため、職員一丸となって取り組んでまいります。

今後とも、本市の上下水道事業に対し、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成２２年１２月

宮崎市上下水道事業管理者

上下水道局長 田村 俊彦
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1. 計画策定の骨子

1.1. 計画策定の趣旨

宮崎市は、平成 18 年１月に佐土原町・田野町・高岡町の３町と合併し、平成 22 年３

月には清武町と合併したことにより、人口約 40 万人の「新」宮崎市としてスタートしま

した。

旧市町では、それぞれ独自に上下水道事業を経営してきましたが、合併を機に、新たな

行政区域における効率的な事業の推進を図るため、各々の地域特性に配慮しつつ、中長期

的な経営環境を見据えた基本構想を『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」）として策定することといたしました。

マスタープランは、主として課題の抽出、経営目標の設定、目標実現のための具体的方

策より構成されています。

課題の抽出は、昨今の厳しい経営環境を踏まえた宮崎市上下水道事業の諸課題を総点検

したものであり、将来計画を議論するため適切に現状を認識することがその目的となって

います。特に、お客様のニーズを施策に反映させるため、市民の皆様を対象としたアンケ

ート調査も実施しました。また、宮崎市上下水道事業経営審議会で、下北方浄水場大規模

改修事業など主要な６事業について、事業評価を実施いたしました。

経営目標の設定は、宮崎市上下水道事業が目指す理想を念頭に置きつつ、抽出した課題

の解消を見据えた現実的な水準を検討し、目標年次に達成するべき数値目標を示すことと

しました。これにより、数値的な目標の達成度評価が可能となります。

具体的方策は、経営目標を達成するために必要な事業を抽出し、緊急性や経済性等によ

る優先度を考慮して策定したものです。また、方策の実施にあたり、財政計画を策定し、

中長期的な財政シミュレーションを行いました。この中で、財政的な健全性、合理性が確

保されるかについて検証し、料金改定の必要性等を試算しています。

1.2. 計画の位置付け

宮崎市ではこれまで、時代の動向に合わせて「宮崎市水道事業経営計画」や「宮崎市上

下水道事業中期経営計画」といった上下水道事業に関する基本計画を策定しており、今回

策定したマスタープランについても、これらの事業計画の内容を精査し取り込むことで、

一貫した施策を実施してまいります。

その一方で、市町合併に伴う経営環境の変化や自然環境・社会情勢等を分析し、中長期

的な将来を見据えた合理的な計画となるよう再検討を加えています。

また、国が示す方向や宮崎市の将来像と整合する構想となるように、我が国の上下水道

事業の方向性が示されている「水道ビジョン」、「下水道ビジョン 2100」及び宮崎市の将

来の方向性を示した「第四次宮崎市総合計画」、「宮崎市行財政改革大綱」、「宮崎・佐土原

まちづくり計画」、「宮崎・田野まちづくり計画」、「宮崎・高岡まちづくり計画」、「宮崎・

清武まちづくり計画」といった上位計画の内容も反映させています。
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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 の位置づけ

1.3. 計画期間

計画期間は、平成 22 年度から平成 31 年度までの 10 年間としています。

なお、中間年である平成 26 年度に、目標値の達成度の評価を行い、社会情勢の変化や

これに伴う新たな課題、市民意識の変化などに対応するための見直しを行います。

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
●水道事業

●簡易水道事業

●工業用水道事業

●公共下水道事業

●農業集落排水事業

お客様ニーズ

水道ビジョン（厚生労働省）

宮崎市水道事業経営計画

（平成 15 年度～平成 24 年度）

宮崎市上下水道事業中期経営計画

（平成 19 年度～平成 23 年度）

マスタープラン策定までの経緯

我が国の上下水道事業の方向性

下水道ビジョン 2100（国土交通省）

宮崎市の方向性

上下水道事業経営審議会
■諮問・答申

■施策の抽出

■施策の評価（６事業）

具体策の反映

宮崎市の

上位計画

を反映

国
策
と
の
整
合

調整

検討

マスタープラン策定委員会

■経営課題の分析

■経営方針の検討

方針の反映

アンケート

宮崎市行財政改革大綱

宮崎・清武まちづくり計画

第四次宮崎市総合計画

宮崎・佐土原まちづくり計画

宮崎・田野まちづくり計画

宮崎・高岡まちづくり計画
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2. 上下水道事業の課題

2.1. 水道事業の課題

本市の水道事業は、急増する水需要の確保や市民生活の衛生向上の観点から進められてきま

した。現在では、普及拡大を目的とした拡張期が終わり、維持管理と老朽化した施設の更新時

期に入っています。水道普及率は、平成２１年度末で 98.６％となっていますが、簡易水道の

地区を含めるとほとんどの市民が水道を利用していることになります。

しかし、給水人口の伸びが鈍化し、節水意識の浸透した社会においては、今後の水需要の伸

びは期待できず、料金収入も減少の傾向にあります。

現在の厳しい経営環境の中、今後とも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していかなければ

なりません。

（１）経営基盤の強化とお客様サービスの向上

「経営基盤の強化とお客様サービスの向上」という視点から抽出される課題については、下

表に示すとおりです。

特に本市においては、合併後に進めている各町域への連絡管の整備や、今後予想される施設

の更新、料金収入の落ち込み等を考慮すると大幅な財源不足に陥る可能性が高くなっています。

そのため、企業努力による経営効率化のなお一層の推進が必要であり、不足する財源につい

ては、料金改定を含めた検討も必要な状況です。

主要な課題 概要 緊急度

業務のさらなる効率化・

適正化

年々厳しさを増す経営環境の中、さらなる業務の効率化・適正化を進

め、コスト縮減に努める必要性が増大しています。
高

収入の確保

水需要の減少により料金収入が落ち込む中、老朽化施設の更新など、

回避できない大規模事業を実施するための財源が不足する状況にあ

り、経営努力による必要な財源の確保ができない場合は、料金改定を

含めた検討も必要となります。

高

お客様対応のさらなる向

上

お客様のニーズの多様化に対応し、なお一層の満足度を高めるために、

さらなるお客様サービスの向上が求められています。
高

さらなる情報の公開
厳しい経営状況の中、多くの課題を解決するためには、これまで以上

に必要な情報をお客様に公開していく必要があります。
高

水道技術の継承
水道の普及促進に貢献したスペシャリストの退職に伴う技術の継承が

課題となっています。
高

複数水道事業運営の統合

に伴うサービスの不均衡

合併により異なる歴史的な経緯を有する水道事業が統合されたため、

地域ごとに諸課題を抱えています。
中

＊緊急度 高：できるだけ速やかな対応が求められる課題、中：計画期間中に対応するべき課題、

低：計画期間終了後において順次対応する課題（以下同様）
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（２）安全・安心な給水の確保

「安全・安心な給水の確保」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおり

です。

主要な課題 概要 緊急度

佐土原・田野・高岡・清

武町域の安定給水

平成 17 年の台風 14 号の影響等により、４町域の浄水施設において

は、濁水の発生や海水遡上などの問題が発生し、早急な対応が求めら

れています。

高

水源水質などの変化
気候変動や水源環境の変化などに伴う水源の水質や水量の変化につい

て、より適切に対応することが求められています。
高

水質事故リスクの増大

外部環境の悪化や施設の老朽化に伴い、水質事故のリスクが年々増大

しており、特に本市の水源は河川水の割合が高く、上流域での水質事

故などが給水に大きな影響を及ぼす恐れがあります。

高

浄水水質の安全性

水道水は、直接飲用に供されることから、安全性の確保は最も重要な

課題であり、近年の健康被害を及ぼす物質に対しては、より適切に対

応することが求められています。

高

異臭味などの発生
水源の富栄養化等を主因とする異臭味被害（カビ臭等）への対応が求

められています。
高

鉛給水管
平成元年までに布設された給水管には鉛製のものが残っており、水

質・漏水防止の観点から早期解消が求められます。
高

小規模貯水槽水道施設の

管理指導

平成 22 年 3 月末現在、小規模水道施設及び簡易専用水道は約 3,500

基設置されていますが、管理状況にばらつきもあり水質事故などの発

生が懸念され、施設管理者への指導強化が求められています。

中

給水装置による事故

家庭などに引き込む給水装置の不具合によって事故を起こすケースが

発生しており、お客様や指定給水装置工事事業者などへの適切な指導

が求められています。

中

特に、考慮するべき課題として、下記があります。

①合併町域の安定供給

平成 18 年 1 月に合併した 3 町域（佐土原町、田野町、高岡町）や平成２２年 3 月に合併

した清武町域では、平成 17 年の台風 14 号災害の影響などで、水源にそれぞれの課題を抱え

ています。

佐土原町域においては、一ッ瀬川柳瀬取

水口での濁水や海水遡上の問題で、取水停

止や停止が長引くことによる断水の懸念か

ら早急な対応が求められています。

田野町域では、土砂崩れで埋まった河川

や露出した山肌の影響で、水源水量の減少

や雨天時に高濁水が発生することで、給水

能力が低下する状況が続いています。

濁水発生時の片井野川（田野町）
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高岡町域では、同台風によって川口浄水場と楠見水源地が水没しました。

川口浄水場については、電気設備・ポンプ設備の取替えとすべての施設に防水扉の設置を行

っています。楠見水源地は、水源地そのものに加え電気室が水没し、同地区の断水を余儀なく

されました。また、クリプトスポリジウム等の対策が必要であったことや、国土交通省の「大

淀川河川激甚災害対策特別緊急事業（築堤工事）」の影響も受けることから早急な対応が求めら

れていました。

また、清武町域の第１水源地取水地点では、渇水期の水不足や大雨による高濁水の発生で、

給水能力が低下することがあります。

②安定した水源の確保

宮崎市の水源の大部分を依存している大淀川では、地球温暖化など環境の変化に伴い、渇水

による河川水量の減少などが原因で、水源水位の低下や水質の悪化、海水遡上など多くの課題

があります。

水道事業者には、枯渇することが許されない水道水源を、いつの時代にも確保していかなけ

ればならない大きな責任があります。

③水源水質悪化に伴う異臭味の発生

水源水域の環境変化に伴う植物プランクトンの異常増殖などにより、異臭味被害が報告され

るようになったことから、粉末活性炭の注入により対応してきたところです。その結果、継続

的に水質基準を超過する事態は回避できていますが、お客様から水質に関するお問い合わせが

寄せられることもあり、より質の高い水道水を提供することが求められています。

④簡易水道事業等の課題

合併に伴い、田野・高岡町域における簡易水道事業など

11 事業（簡易水道 8 事業、飲料水供給施設 3 事業）を運

営することになりました。

このうち鹿村野簡易水道については、平成 22 年４月に

上水道に統合しましたが、その他の簡易水道などの中には、

老朽化した施設やクリプトスポリジウム等の対策が必要な

施設も多く、全体として、水源が脆弱なため安全で安定し

た給水確保が懸念されます。また、施設整備や維持管理費

用の確保についても困難な状況にあり、施設の統廃合を含

めた効率的な施設整備や維持管理のあり方について、検討

を行う必要があります。

去川簡易水道

（第１配水池）の施設
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（３）災害対策の充実

「災害対策の充実」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

施設・管路の経年化
高度成長期から集中的に建設され、更新時期を迎えた施設や管路が、

漏水事故などにより安定給水に支障をきたす恐れがあります。
高

地震対策
阪神・淡路大震災を機に耐震性能の強化を求める声が広がり、施設や

管路の耐震化が求められています。
高

渇水対策

本市は、この 20 年間では大規模な渇水の発生がなく、他都市に比較

してリスクは小さいと考えられますが、水道の社会的な役割や自然環

境の変化を考慮すると渇水への備えは重要な課題となっています。

高

応急給水と復旧体制
災害や水質事故などによる給水停止時において応急給水に対応するた

めの体制などを整備しておく必要があります。
中

特に、考慮するべき課題として、下記があります。

①浄水施設の老朽化

下北方浄水場は、市全体の約 5 割に水道水を供給す

る浄水場であり、佐土原町域への送水も計画されてい

るなど重要度が増しています。築造されて既に約 40

年経過していることに伴う事故リスクの高まりや、新

耐震設計基準に対応していないため、大規模地震発生

時などに安定給水に支障をきたす恐れがあり、耐震化

を考慮した計画的な施設更新が求められています。

②管路の老朽化

水道管の多くが法定耐用年数の 40 年を超えており、平成 21 年度末現在で経年管延長は約

178km に上ります。今後、漏水事故の増加や大規模地震時に断水を引き起こす可能性が高く、

安定給水に大きな支障をきたす恐れがあります。

75ｍｍ空気弁漏水事故 500ｍｍDCIP の漏水事故 75ｍｍ空気弁漏水事故

（清武川水管橋） （下北方町） （大字生目）

（発生年月日）平成２０年３月２６日 平成１７年４月３０日 平成１７年５月２４日

（布設年度） 昭和５８年度 昭和４３年度 昭和５４年度

下北方浄水場



Miyazaki mizu vision 2010

7

③集中豪雨（長雨）による被害

宮崎市の特徴として、たびたび大型台風により施設が被害を受けることがあります。特に、

平成 17 年の台風 14 号による大淀川の水位上昇により、富吉浄水場では、管理棟の 2 階部以

外は完全に水没し、給水を停止する事態となり、その被害額は約 11 億７千万円にも上りまし

た。その後、平成 18 年８月に約 12 億２千万円の経費で浸水防止機能施設を設置し、台風 14

号の時のような洪水にも十分耐えることが出来る施設となりました。また、高岡町の川口浄水

場等においても防水扉の設置を行っています。

しかし、集中豪雨による被害は浸水被害ばかり

ではなく、大量の雨量に伴う土砂災害が懸念され

ます。

近年の異常気象がもたらす記録的なゲリラ豪雨

は、これまでの土砂災害の概念を大きく変え始め

ています。一般的に土砂崩れには、山の表面だけ

が崩れる「表層崩壊」と、山の内部がえぐられる

ように押し出される「深層崩壊」の２つがあり、

最近ではこの「深層崩壊」が大きな問題になって

います。

平成１７年の台風１４号の大雨によって引き起

こされた鰐塚山山系の深層崩壊は、６８０万㎥も

の大量の土石流を発生させました。田野町域を流れる別府田野川・片井野川・境川を襲い、田

野町の持田地区飲料水供給施設の水道関連施設すべてが、この土石流によって埋め尽くされて

しまいました。

同様な土砂災害が発生した場合には、片井野川に水源を持つ田野町第１水源地が埋没するこ

とも想定されます。この場合、田野町域に必要な水量のおよそ 7８％が失われることになり、

現在進めています、田野町域連絡管整備事業の早期完成が望まれます。

浸水防止施設天端高
EL 14,300 ▽

軟岩層（宮崎層群）

5
.3
0
m
(
平

均
)

矢板延長 14.5m～22.0m

GL 9.00m
(平均)

2
.
6
0
m

1
.
6
6
m

1
.
0
4
m

台風14号浸水位
▽ HWL＋13,260

HWL＋12,345

堤 防

被災前大淀川計画高水位
▽ HWL＋12,345

▽ 旧防水壁 EL＋11,600

余 盛

堤防地盤高
EL+14,246

▽ 計画築堤高 EL＋13,845

浸水防止施設の概要図

平成 17 年台風 14 号による崩落

水 源 河 川 認可水量（ｍ３/日） 割合

田野第１水源 片井野川 5,430 78%

田野第２水源 井倉川 1,500 22%

田野町域認可水量 計 6,930
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（４）環境・エネルギー対策の強化

「環境・エネルギー対策の強化」という視点から抽出される課題については、下表に示すと

おりです。

主要な課題 概要 緊急度

事業に伴う廃棄物の減量

化・再資源化

建設廃材や浄水汚泥など水道事業は少なからず廃棄物を発生している

ことから、これを有効活用し循環型社会に対応する必要があります。
高

有効率の向上
漏水を減らし、水やエネルギーの効率的な運用に努め、限りある水資

源を有効に活用する必要があります。
高

環境対策
環境報告書の作成や環境会計の算定など新たなツールを活用し、環境

対策のさらなる推進を図る必要があります。
中

省エネルギーの推進・未

利用エネルギーの活用

環境意識の高揚に伴い太陽や風力エネルギーなどの活用や、高効率な

設備の導入による省エネルギー化などの検討が必要です。
低

（5）工業用水道事業の課題

清武町域において、平成元年４月から経営している工業用

水道事業は、木原地区の特別工業地区（宮崎学園都市ハイテ

クパーク）内に誘致された 2 社に工業用水の供給を行なって

います。

企業の増設や新たな立地に対しては、施設の増設が必要な

状況であることや、供用開始から約 22 年が経過しているた

めに、耐用年数を超過した電気計装設備の更新、施設の耐震

化について検討が必要です。

この他、高岡町高浜地区に宮崎市土地開発公社が造成中の（仮称）宮崎ハイテク工業団地が

予定されており、新たな工業用水事業の創設について対応が求められています。

（仮称）宮崎ハイテク工業団地

工業用水道の施設
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2.2. 下水道事業の課題

下水道事業は、昭和８年に最初の事業認可を受けた後、平成 20 年度には旧市域の整備をほ

ぼ完了し、現在、合併 4 町域の整備を実施しています。下水道普及率は、4 町域の合併に伴い

低下し、平成 21 年度末で 81.8％となっています。

本市においても、将来人口の減少が予測されており、これからの節水型社会においては、一

人当たりの汚水量も減少傾向にあるため、処理水量とともに使用料収入も減少に転じると予想

されます。この状況を踏まえ、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していく必要があります。

（１）経営基盤の強化とお客様サービスの向上

「経営基盤の強化とお客様サービスの向上」という視点から抽出される課題については、下

表に示すとおりです。

将来的な人口減少を考慮し、経年施設の改築更新が本格的に始まる前に、下水道事業の経営

基盤を強化しておく必要があります。

主要な課題 概要 緊急度

業務のさらなる効率化
厳しい財政状況においても安定した下水道経営を継続するために、よ

り一層の業務の効率化を図る必要があります。
高

繰入金の削減

本来、使用料により賄わなければならない経費を一般会計（市税）か

ら繰り入れしていますが、その繰入金を解消し、下水道事業の経営健

全化を図る必要があります。

高

使用料収入の確保

より一層の維持管理の効率化や水洗化率の向上など経営合理化が求め

られますが、経営努力による財政の健全化ができない場合は、使用料

改定を含めた検討も必要となります。

高

お客様対応のさらなる向

上

お客様のニーズの多様化に対応し、なお一層の満足度を高めるために、

さらなるお客様サービスの向上が求められています。
高

さらなる情報の公開
厳しい経営状況の中、多くの課題を解決するためには、これまで以上

に必要な情報をお客様に公開していく必要があります。
高

＊緊急度 高：できるだけ速やかな対応が求められる課題、中：計画期間中に対応するべき課題、

低：計画期間終了後において順次対応する課題（以下同様）
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（２）下水道の普及促進

「下水道の普及促進」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

地域格差の改善
旧市域に比べて整備が遅れている 4 町域（佐土原、田野、高岡、清武）

の整備を促進することが求められています。
高

お客様のニーズ把握
事業の目的を達成するために不可欠な、お客様の理解と協力を得るた

めに、適切な情報の提供と地域ニーズの把握が必要となっています。
高

少子高齢化への対応
将来予測されている人口の減少に伴い、処理人口が増えず、処理水量

が伸びない状況への対応が必要となっています。
高

水洗化率の向上
平成 21 年度末の水洗化率は 91.6%ですが、さらなる水洗化率の向上

を図る必要があります。
高

（３）施設の老朽化と資産管理

「施設の老朽化と資産管理」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおり

です。

主要な課題 概要 緊急度

施設ストックの増加
長期にわたって整備され増大化した下水道施設を、計画的に管理する

ために、蓄積データの電子化などの検討が必要となっています。
高

施設の経年化

施設の経年化に伴い維持管理の占める割合が徐々に増えており、より

一層の効率的な維持管理や改築更新のあり方について検討が必要とな

っています。

高

道路陥没事故の発生

布設後 50 年以上が経過している管きょがあり、硫化水素による腐食

や破損に伴う道路の陥没事故などを引き起こす可能性もあり未然に防

止する対策が必要となっています。

高

管きょの機能障害

長年の使用に伴う管きょの腐食や老朽化、不等沈下などによる汚泥等

の堆積などが原因で、必要な流下能力を確保できなくなる恐れがあり

ます。

高

不明水の解消

施設に悪影響を及ぼす雨水や地下水等の浸入について、原因の分析と

対策を検討し、より効率的な汚水処理を行う必要があります。

また、宅地内の排水設備についても適切な指導と対策が求められます。

中



Miyazaki mizu vision 2010

11

下水道整備の進展により、維持管理すべき施設のストック

が増大し、老朽化に伴う処理施設の不具合や、管きょが原因

となった道路陥没事故等も危惧される状況です。不具合や事

故発生後の対応では、二次災害など市民生活に大きな支障を

きたすばかりではなく、コスト的にも不経済となります。

このため、計画的

に老朽管きょの実態

調査を行ない、事故

などを未然に防止す

るために、適切な施設更新と維持管理のあり方につい

て検討が必要です。

（４）危機管理

市民の安全と安心に関して「浸水対策」及び｢地震対策｣の課題を下記に示します。

①浸水対策

「浸水対策」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

集中豪雨などによる浸水

被害の増加

自然環境の変化に伴うゲリラ豪雨や局地的豪雨の増加により、浸水被

害の頻度が増加する恐れがあります。
高

都市化の進展による浸水

被害の増加

宅地開発や商業施設の立地などによる浸透地面の減少に伴う雨水流出

形態の変化により、少雨量でも水路や河川が溢れる恐れがあります。
中

道路陥没事故

(平成 22 年 7 月 15 日)

台風 13 号による浸水被害
（平成 20 年 9 月 18 日）

開削後の空洞状況
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②地震対策

「地震対策」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

大規模地震の発生

本市では、日向灘沖などを震源とする大規模地震が想定されており、

施設被災時の対応や管きょ破損による道路陥没被害の軽減などの対策

が求められています。

中

耐震対策
地震時にも継続的に処理可能な施設として、耐震化の方策を検討する

必要があります。
中

（５）下水道資源の活用

「下水道資源の活用」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

下水道汚泥（バイオマス）

の利活用

下水汚泥や処理過程で発生するエネルギーを、有効に利活用していく

必要があります。
高

電力消費量の低減
下水処理の過程では多くのエネルギーが使用されており、環境や処理

コスト縮減の観点から電力消費量を低減していく対策が必要です。
高

温室効果ガスの抑制
地球環境問題の視点から、下水道事業においても温室効果ガスの抑制

のために必要な対策を進める必要があります。
高

水資源の活用
都市水路の暗きょ化や汚水の集合処理に伴い、水辺空間や生物の生息

空間の喪失が進んでおり、下水道再生水の利用も期待されています。
中

（6）農業集落排水事業の維持管理

農業集落排水事業は、平成 20 年度までに整備が完了しており、17 地区の処理場が稼働中

です。今後は、処理施設の効率的な維持管理を行うための対策を検討する必要があります。

主要な課題 概要 緊急度

安定した稼動

事業地区は人口減少の傾向があり、施設の有効活用と安定した稼動を

図るために、より一層の効率的な維持管理や改築更新について検討が

必要です。

中

公共下水道への接続
隣接する公共下水道への接続に関して、経済性の比較などを行い、よ

り効率的な運用のあり方について検討が必要です。
中
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3. お客様ニーズの分析

お客様にご満足いただけるサービスを提供するため、お客様のニーズを的確に捉える必要が

あります。

とりわけ水道事業は水を供給するサービス事業としての性格が強いことから、今回のマスタ

ープラン策定にあたりお客様アンケートを実施しました。その中で、特に重要と考えられる結

果について抜粋し、以下に示します。（参考資料編 7３～7７ページにも掲載しています）。

なお、下水道事業に関するアンケートについては、旧市域と４町域の下水道普及状況が異な

るため、今回は実施していません。

（１）給水水質について

給水水質に関するアンケート結果と、そこから導き出される方向性について、以下に示しま

す。

◆（Q7）あなたは普段、水をどのように飲んでいますか？

4.6%

21.1%

26.3% 29.4%

18.6%
水道水をそのまま飲んでいる（273件）

浄水器を設置して水道水を飲んでいる
（432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（310件）

その他（67件）

◆（Q8）あなたは、宮崎市の水道水の水質に満足していますか？

33.3%

62.3%

4.4%

すべての用途において満足している
（423件）

飲み水以外の用途において満足してい
る（790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）水道水の水質について、あなたは、今後どのようにすべきと思いますか？

8.5%
3.8%

70.1%

17.6% 現状より水道料金等の負担が増えても、質を高く
する（225件）

このままでよい（895件）

現状より水道料金等の負担を少なくするため、質
を低くしてもしかたがない（48件）

わからない（108件）

（方向性）アンケートの結果 95％以上のお客様が、「すべての用途もしくは飲み水以外の用

途において満足している」と回答していますので、水質においてはある程度ご満足いただけ

ているものと考えられます。また実際に「そのまま飲んでいる」と回答されたお客様の割合

は、「浄水器を設置して飲用している。沸騰させてから飲用している。ミネラルウォーター

を飲んでいる」と回答された割合を下回っていますが、「水質についてこのままで良い」と

回答されたお客様や「料金負担を増やしてまで改善する必要はない」と判断されるお客様が

多いことから、飲用での満足度は若干低くても、水質の改善（おいしい水）に関する対応の

優先度はそれほど高くないものと考えられます。

（２）地震、事故リスクへの対応について

地震、事故リスクへの対応に関するアンケート結果と、そこから導き出される方向性につい

て、以下に示します。

◆（Q10）地震などの災害時においても、断水や給水制限が起こらないように安定的に水を供

給するには、費用もかかり、水道料金等の費用負担も必要となります。あなたは、災害時に

も安定的に水を供給するための対策はどのように進めるのがよいと思いますか？

13.4%

41.7%35.3%

1.5%
8.2%

現状より負担が増えても、早急に施設整備を進める
（167件）
現状より負担が多少増えても、徐々に施設整備を進め
る（520件）
現在の負担を増やさないで、多少不便でも、水の備蓄
や他の地域から融通できる体制を整備する（440件）
対策の必要はない（19件）

わからない（102件）
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◆（Q11）本市の水道施設は老朽化が進行しつつあり、今後、事故による断水の発生などが懸

念されます。施設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？

3.6%
1.0%

42.4%

37.3%

15.6%
現状より負担が増えても、早急に施設の更新を進
める（195件）
現状より負担が多少増えても、徐々に施設の更
新を進める（467件）
現在の負担を増やさない範囲で、施設の更新を進
める（531件）
対策の必要はない（13件）

わからない（45件）

（方向性）地震や事故対策としての施設更新については、90％程度のお客様が対策の必要性

を認識していると考えられます。しかしその進め方については、「多少料金を値上げしても

実施するべき」と考えているお客様が 50％を超える一方、40％前後のお客様が「多少不

便が生じても料金を値上げしない範囲での対策」を望んでいます。したがって、地震対策な

どの施設更新については、広報などにより取り組み状況の周知を図りながら進める必要があ

ります。

（３）料金について

料金に関するアンケート結果と、そこから導き出される方向性について、以下に示します。

◆（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？

6.3%

68.1%

25.6%

高いと思う（317件）

妥当な金額（ふつう）（845件）

安いと思う（78件）

（方向性）アンケートの結果 70％程度のお客様が「現行料金について妥当」、25％程度が

「高い」と評価していますので、さらなる経営の効率化や給水原価の縮減に努め、現行料金

の維持を図る必要があります。

ただ、人口減少などに伴う水道料金の減収は避けられない状況で、平成 22 年度より赤字

が発生する見通しであることから、企業会計として適正な料金水準に見直すことも施策のひ

とつとして検討し、お客様の理解を得る取り組みが必要と判断されます。
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（４）広報について

広報に関するアンケート結果と、そこから導き出される方向性について、以下に示します。

◆（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 を行っておりますが、広報・PR についてどのように考えられますか？

25.1%

15.5% 45.9%

13.4%

もっとアピールする（167件）

現状でちょうどよい（572件）

アピールは必要ない（193件）

見たことがない（313件）

（方向性）広報については、「現状でちょうどよい」と考えているお客様が 50％弱で最も多

くなっていますが、「もっと」や「見たことがない」も合わせて 40％程度あり、さらなる

PR の強化に取り組む必要があると考えられます。

今後特に、経年化した施設の大規模な更新や、料金改定の検討も必要な状況であり、広報

活動による情報公開の徹底や、お客様意向の確認を充実させていく必要があると判断されま

す。

（５）サービス全般について

サービス全般に関するアンケート結果と、そこから導き出される方向性について、以下に示

します。

◆（Q15）上下水道に関する市民への対応についてどのように思いますか？

3.6%
3.8%

48.3%
23.7%

20.6%
満足している（252件）

やや満足している（291件）

どちらともいえない（592件）

やや不満である（47件）

不満である（44件）

（方向性）サービス全般に関しては、「満足している。やや満足している」と回答されたお客

様が 45％程度で、「やや不満である。不満である。」と回答された割合の 6 倍強となってい

ますが、「どちらともいえない」と回答された割合が 50％程度を占めており、ただちに「満

足されている」とは評価できないと考えられます。

したがって今後、上下水道モニターなどによるお客様ニーズの分析を行い、一層のサービ

ス向上に努める必要があります。
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4. 事業評価（宮崎市上下水道事業経営審議会）

今回のマスタープラン策定にあたり、主要な 6 事業の緊急性・有効性・効率性について、宮

崎市上下水道事業経営審議会による事業評価を実施いたしました。その結果について、以下に

示します。

田代八重ダム貯留権の利活用

（意見）田代八重ダム事業の参画は、当時の

判断としてやむを得ないものであり、取得

済みの用地や取水口としての利活用には

十分な検討が必要である。

（結果）ダムの貯留権は保有しておくべきで

ある。

下北方浄水場大規模改修事業

（意見）温暖化などの影響による水不足など

が予想されており、今後とも市民が安心し

て安全な水が飲めるように努めてもらい

たい。

（結果）発生土など適切に処理することを条

件に現在の計画に取り組む。

3 町連絡管整備事業

（意見）新市の均衡ある発展のために、また、

水道水の安定供給のために必要な事業で

ある。

（結果）各地域住民への周知を徹底して、現

在の計画に取り組む。

下水道処理施設のバイオマス利活用事業

（意見）環境問題や資源循環など時代に即し

た有意義な事業である。

（結果）他都市や実証試験などを十分に考慮

しながら現在の計画に取り組む。

老朽管更新事業

（意見）市民生活に直結す

る事業であり、市民へ課

題の周知を図り、適正

な維持管理計画を

策定すべきである。

（結果）適切に財源を

確保しながら現在の

計画に取り組む。

富吉浄水場高度処理施設

整備事業

（意見）「おいしい水」のた

めに必要な事業である

が、財源と優先順位に課

題がある。

（結果）水道料金の値上げ

につながる事業であり、

市民の真の意向を確認

しながら下北方浄水場

への導入も含めて今回の

マスタープラン期間中に

検討する。
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5. 宮崎市上下水道事業の基本方針

5.1. 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ました。

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ました。

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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また、上下水道事業を効率的に進め、継続的な改善を図るために、PDCA サイクルを実践し、

アセットマネジメント（資産管理）の考え方を導入することにより、事業の最適化とお客様満

足度の最大化を目指します。

＊PDCA サイクル：品質の維持向上及び継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法

～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～

みやざき水ビジョン 2010

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

５つの基本戦略

の推進

お客様のご意見

目標達成度評価

経営環境の変化

Ｃｈｅｃｋ（評価）

上下水道事業経営審議会

■施策の抽出

■施策の評価

次期のＰｌａｎへ

調整

検討

プランの修正

事業の妥当性評価

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

■事業評価

■お客様アンケート

■経営方針の検討

事業の適正執行

マスタープランの策定

Ｐｌａｎ（計画）

個別事業計画の策定

事業計画の遂行

Ｄｏ（実施）

アセットマネジメント

水道施設の運用、管理に必要な費用を小

さく抑え、質の高いサービスを提供して、資

産価値を最大化するための活動。

●施設の長寿命化

●投資の適正化・平準化
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（２）経営の基本戦略

宮崎市上下水道局が目指す経営の基本戦略については、以下に示すとおりです。

みやざき水ビジョン 2010 が目指す５つの基本戦略

～「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」～

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）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

水が行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。

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）

（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）の促進

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。

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）

（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

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。

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

（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

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。

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

（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

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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5.2. 業務指標の数値目標

５つの基本戦略に基づき、計画期間中に達成すべき具体的な数値目標について、以下に示し

ます。目標を数値で表すことによって、定量的な事業の評価が可能となり、効率的に PDCA

サイクルを実践することができます。

これらの業務指標目標の達成を目指すことにより、さらなる経営の効率化を図り、老朽施設

の計画的更新や災害対策等の強化を図ってまいります。

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％ 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。

（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容
量）×100

％

（耐震管延長／管路総延長）×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
るかどうかを示したもので、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。

配水池耐震施設率水道

％

指標の説明

配水池総容量／一日平均配水量（計画値で試算）

日

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。

（法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×
100

％

指標値名称

配水池貯留能力

（有収水量／給水量）×100

％

水道

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。

管路の更新が追いつかない状況ですが、計画的に
実施することで経年化が抑えられます。

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）

単位

有収率水道

経年化設備率

水道

（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

％

一日平均配水量の何日分が配水池で貯留可能であ
るかを表している。

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る。また、値が高すぎる
と水質の劣化をきたします。

浄水場の電気・機械設備の総数のうち、法定耐用
年数を超えている数の割合。

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。

水道 経年化管路率

水道 管路の耐震化率

水道
自家用発電設備容
量率

（自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量）×
100

耐震管とは、耐震性のある材質で管の接続部が抜
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。
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

（管路の事故件数／管路総延長）×100

％

口径350mm以
上の配水管路の耐
震化率

(宮崎市独自指標)

(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。

水道
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、鉛製給水
管の取り替えを推進します。

％

口径150mm以
上の管路の耐震化
率

(宮崎市独自指標)

(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。

(解消累計箇所数/全鉛製給水管使用箇所数)×100

％

鉛製給水管の解消
率

(宮崎市独自指標)

％漏水率 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。

水道

（年間漏水量／年間配水量）×100

（給水管の事故件数／給水件数）×1,000

（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×
100

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。

水道 給水管の事故割合
件/

1,000
件

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 指標の説明

件/
100
km 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。

水道

単位

非鉄製管路の事故
割合

水道

水道

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。

水道
件/
100
km

管路の事故割合
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

（改善管きょ延長／計画改善管きょ延長）×100

計画改善管きょ延長とは、宮崎市の合流区域の管
きょの改善計画による延長を示しています。

標準的耐用年数（50年）を超えている下水道施設
（管きょ）の老朽化の割合を示しています。

管きょの老朽化率は今後増加傾向となりますが、
合流区域の改善等により平成31年度は減少します。

改善管きょとは、更新・改良された管路のことを
示しています。

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。

平成26年度では、管路整備を先行するため一時的
に減少します。

（単年度改善管きょ延長／下水道維持管理延長）×
100

（耐用年数経過管きょ延長／下水道維持管理延長）
×100

下水道

（下水道接続済み人口／処理区域人口）×100

（下水道処理人口／行政区域人口）×100

％水洗化率

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。

指標の説明

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）区域内の行政人口のこと。

合流区域の管きょ
改善達成率

(宮崎市独自指標)

下水道

施設の老朽化率
（管きょ）

％管きょ改善率

％

人処理区域人口下水道

％
人口に対する普及
率

下水道

下水道

下水道

％

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）

指標値名称 単位
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％

浄水処理過程における発生土の有効利用率。今後
も有効利用を推進します。

下水道

下水道

下水汚泥リサイク
ル率

(宮崎市独自指標)

消化ガス利用率

(宮崎市独自指標)

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26年度までに、平成21年度比－6％を目指し
ます。

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。

指標の説明

（有効利用土量／浄水発生土量）×100

％

％

下水処理に係る温
室効果ガス排出量

(宮崎市独自指標)

浄水発生土の有効
利用率

％

Ⅲ．環境保全及びエネルギ―対策の推進を目指して（上下水道）

下水道

水道

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。

（リサイクルされる下水汚泥量/下水汚泥の総量）×
100

※水分を含んだ重量ベースで算定。

H21年度実績の15,920 tCO2を100%として、

目標設定した。

指標値名称 単位

（利用消化ガス量／発生消化ガス量）×100

100

94 94%以下
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％

農集施設水質管理
率

(宮崎市独自指標)

公共下水道整備率
（４町域）

(宮崎市独自指標)

(水質監視計器設置農集施設数／全農集施設17箇
所）×100

処理水の連続水質監視計器の設置率を示してお
り、年次的な整備を行い、農集施設水質管理の強化
を図ります。

指標値名称

下水道

下水道

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）

単位

(下水道整備費累計／下水道全体事業費）×100

指標の説明

％

4町域の下水道整備の進捗率を示しています。
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＊業務指標とは、別名 PI（Performance Indicator）とも言われ、平成 17 年 1 月に（社）

日本水道協会によって「水道事業ガイドライン」として制定されたものです。この指標は、

すべての水道事業における施設整備状況や経営状況等の総合的評価が可能となる国際調和

と日本水道の特徴を併せ持つ規格です。

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ
指標値名称 単位

下水道

下水道

経常収支比率

：ケース１
：ケース２

（p54，p55を
参照）

水道 ％

経常収支比率

：ケース１
：ケース２

（p58，p59を
参照）

水道

自己資本構成比率

：ケース１
：ケース２

（p54，p55を
参照）

％

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

％

指標の説明

[（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。

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＋他会計繰入金実繰入額＋損益勘定
他会計借入金）／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。

（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）／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。

下水道 ％

繰入金比率（資本
的収入分）

：ケース１
：ケース２

（p58，p59を
参照）

繰入金比率（収益
的収入分）

：ケース１
：ケース２

（p58，p59を
参照）
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ
指標の説明

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

単位指標値名称

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
行っている。

今後はさらに指導強化を図ります。

（貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数）×100

水道 貯水槽水道指導率 ％
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6. 実施方策

6.1. 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）水道施設の計画的更新

経年化が進む浄水施設について、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。その際、水需要の伸びが期待できない今日、効率的な施設規模、形態となる

よう改めて施設全体の見直しを図ります。この検討に先駆けて、（仮称）大瀬浄水場の建設計画

を中止するとともに、すでに取得している用地については、有効活用できるよう併せて検討し

ていきます。

管路については、経年管の計画的な更新を継続し、基幹管路については、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。

また、管網整備にあわせたブロック化を検討し、合理的な水運用に努めて低水圧地域の解消、

漏水防止、被災時融通性の強化等に努めていきます。

●下北方浄水場大規模改修事業

●浄水場の設備更新

●４町域への連絡管整備

●経年管、鉛製給水管等の更新

●水道施設の耐震化計画策定

●配水管路のブロック化
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(( CClloossee UUpp①①)) 下下北北方方浄浄水水場場大大規規模模改改修修事事業業 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

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。

また、浄水場運転の要である電気設備は、老朽化により、交換部品の調達も困難となってお

り、今回の更新事業により定期的な部品交換や突発的な事故への即応性が高まり、安定給水能

力が大幅に向上することが期待されます。

上空から見た下北方浄水場

(( CClloossee UUpp②②)) 老老朽朽管管更更新新事事業業 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

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、

これを計画的に更新することによって漏水防止、耐震性の向上を図ります。

老朽管更新状況
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(( CClloossee UUpp③③)) ４４町町域域へへのの連連絡絡管管整整備備

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業「「３３町町連連絡絡管管整整備備事事業業」」をを含含むむ））

●佐土原町域

佐土原町域では、一ッ瀬川の濁水対策と海水遡上の問題に対処するため、緊急かつ平成２４

年度までの危機管理対策として佐土原配水池（5,000ｍ3）を築造し、安定的な給水量を確保

することとしています。また、老朽化が著しい佐土原町浄水場施設の延命措置を講じると共に、

現在進めている下北方配水池からの約 15km の送水連絡管の整備を平成 24 年度までに完了

させることで、平成 25 年度には町全域への安定給水が可能となります。

●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

から田野総合運動公園近くに建設中の田野第３配水池までの約１１km の送水連絡管を整備す

ることにより、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

ります。

この事業は、平成 19 年度から取り組んでおり、平成 24 年度からの運用を目指します。

●高岡町域（実施済）

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。

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。

＊＊計画の一部変更（アセットマネジメント手法の導入によるコストの縮減）について＊＊

現在進めている佐土原送水事業においては、当初、送水連絡管の中間地点に 500ｍ3の接合

井を建設する予定でしたが、長期的な観点から 7,000ｍ3の配水池を建設することとします。

この変更により、平成 24 年度までに約 9 億 4 千万円の事業の前倒しが必要となりますが、

鈴町・宝塔山配水池や老朽化が著しい関連配水管の管理・更新が不要となり、長期的な視点に

立った全体の事業費は、約４１億７千万円となり、約 8 億 5 千万円のコスト縮減を図ること

ができます。今後も、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てまいります。
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（２）危機管理対策の推進

危機管理対策については、施設や設備の整備・拡充を図り、

水道システムの安定性を向上させるハード面の対策と、被災

時における被害最小化のための体制づくりなどソフト面の対

策があります。

①ハード面の対策

ハード対策については、「（１）水道施設の計画的更新」に

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

重ダム貯留権利活用の検討や、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。

●施設の耐震診断及び耐震化

●水道施設の多系統化

●連絡管の整備

●水融通を可能とする水運用機能の強化

●配水容量の拡大などによる備蓄量の確保

●給水拠点の整備

●下北方、富吉浄水場間の流量調整弁の設置

●災害用機器及び補修用材料の備蓄

給水車による応急給水

緊急給水栓の設置

災害用浄水機
（６台保有）

補修用材料の備蓄状況
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(( CClloossee UUpp④④)) 幹幹線線配配水水管管のの耐耐震震化化目目標標

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耐震管を用いた水道管の布設を整備済み、

または、整備中であり、送水ルートの耐震化を進めています。

☆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。

施設耐震化計画

水道施設等の耐震化

地震対策の課題と方策

水源施設の耐震化 取水口・導水ずい道・取水井・取水ポンプ など

構造物の耐震化 着水井・混和池・沈でん池・ろ過池・配水池 など

機械・電気施設等の耐震化
凝集材注入設備・希硫酸注入設備・送水ポンプ設備の耐
震化や自家発電の整備 など

管路の耐震化
導水管・送水管・主要配水管・重要度の高い配水管 な
ど

管路付属施設の耐震化
緊急遮断弁・加圧ポンプ室・中継ポンプ室・減圧弁 な
ど

特殊形態管路の耐震化 水管橋・橋梁添架管・地中推進管 など

給水装置の耐震化 伸縮管やフレキシブル管の使用 など

建物給水装置の耐震化 伸縮管やフレキシブル管の使用 など

管路施工上の留意点
医療機関・避難所・福祉施設などの重要施設や代替ルー
トがない管路等を優先しての耐震化

バックアップ設備の整備
浄水池・配水池の相互運用が可能な管網ルートの整備
など

ブロックシステムの整備
配水区域をブロック化することによる災害時の復旧作業
の迅速化や仕切弁の新規設置 など

ループシステムの整備 主要配水管の二重化（別ルートの確保）

管路施設の耐震化

給水装置の耐震化

管路施工上の耐震化

管路システムの耐震化
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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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(( CClloossee UUpp⑤⑤)) 枯枯渇渇のの許許さされれなないい水水源源ををいいつつのの時時代代ににもも・・・・・・。。

★宮崎市の水源

宮崎市の水源は、大淀川の表流水のほか、一ッ瀬川・片井野川・井倉川

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 229,566 ㎥／日の取水能力があり、212,200 ㎥／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、185,000 ㎥

／日となっており、その割合はおよそ 80.6％、給水能力で比べると

81.3％になり、大きく大淀川に依存している状態です。

（P64.65…◆主要施設配置図参照）

また、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る

予定であるため、大淀川の依存度は、取水能力・給水能力ともに約 88％にまで上がります。また、

宮崎市の 1 日の平均配水量は、150,000 ㎥弱で推移していますが、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。

（150,000 ㎥＝小学校のプールでおよそ 450 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、渇水期には年間１日～５日程度の期

間において取水量不足が生じています。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。取水量不足に備えた対策が必要です。

◆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、河川に海水が遡上しやすくなり、佐

土原町の柳瀬水源地では、台風 14 号による豪雨によって取水口周辺の土砂が大量に押し流され、

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ています。柏田･富吉水源地においても、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 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

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、危機管理上において非常に重要な権利であり、今後も

保有していくことが必要です。

この田代八重ダムの貯留権を活用する場合、本庄川から取水することに

なりますが、大淀川と比べて水質が良好なこともあり、より良質な水道水

源確保が可能となります。加えて、水源の分散化を図ることとなり大淀川

への依存度を下げる効果にもつながります。

しかし、新たな水源地等の関連施設の建設については多額の経費を要し、

上水道財政計画にも大きな影響を及ぼすことから、今後の本市全体の上水道水源の状況も総合的に

判断することにより、時機を踏まえた効率的な計画の策定が重要です。

②ソフト面の対策

職員の災害に対する日常的な危機管理意識の徹底を図り、日頃の訓練と災害対策マニュアル

の充実を図ります。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。

また、平成 21 年には「水道施設耐震工法指針・解説」（社団法人 日

本水道協会 発行）が改訂されており、今後、地域特性に沿った合理的な

耐震基本計画を策定します。

さらに、次節の「水質管理体制の充実」にも示すとおり、水質の異常

を監視できる装置の導入に加えて、水質及び施設事故対策行動マニュア

ルを整備し、危機管理の充実を図ります。

※ 昭和 55 年当時、旧市域の人口が 1 年間に平均約 8,500 人増加している状況から、将来 6

万㎥／日の水道水が不足すると予想されていました。また、昭和 53 年の福岡市の大渇水

や翌昭和 54 年の東京都の深刻な水不足などの当時の社会的背景もあり、宮崎市議会にお

いて「水源対策調査特別委員会」が設置され、昭和 55 年 12 月議会において『新たな水

源確保のためにダム事業に参画すべし』との方向性が示されたことなどから、田代八重ダ

ム建設事業に参加してきました。しかし、その後の水需要の伸び悩み等により関連施設の

建設には至っておりません。
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●応急給水体制の充実

●応急復旧体制の整備

●他水道事業者などとの相互応援協定の締結

●職員 OB によるボランティア給水隊の結成

●危機管理マニュアルの充実

●施設の図面管理の一元化

●節水対策の推進

（３）水質管理体制の充実

水質基準項目などに的確に対応できる水質検査機器を整備す

るとともに、職員の技術向上を図り、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。

●自主検査体制の拡充

●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

●主要配水管ごとの自動水質測定器の設置

～水質検査（安全性の確保）～

●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。

メダカセンサー
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（４）水源環境の保全

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

が、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。

具体的にはまず、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。

また、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。

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。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。

●水源情報の収集と発信

●関係機関、地域との連携

●水源環境保全活動に対する支援

●持続可能な保全活動の基盤づくり
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（５）安全・安心な水の供給

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。

原水の異臭味対策としての高度浄水処理技術

（オゾンや活性炭ろ過など）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、最新の浄

水処理技術を踏まえた検討を行います。

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。

●活性炭の適正投入

●水安全計画の策定

●高度浄水処理施設の検討

(( CClloossee UUpp⑥⑥)) 高高度度浄浄水水処処理理施施設設のの検検討討

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

安全で安心な水の供給に向けて高度浄水処理施設の導

入を検討します。特に富吉浄水場は、異臭味が発生する

期間には粉末活性炭の注入による対応を実施してきたこ

とにより、水質基準値内となっていますが、今後、お客

様などから寄せられたご意見を踏まえ、適切に対応して

いきます。

（６）貯水槽水道等の管理指導

お客様が水道水を安全に利用できるように、貯水槽水道管理者などに宮崎市保健所と連携し

て、貯水槽水道の維持管理を適正に行うよう、指導・助言を行うとともに、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ていきます。

●小規模貯水槽水道の実態調査

●衛生管理研修会の実施

●問題施設の改善指導

富吉浄水場

沈でん池 急速ろ過池
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直結給水方式と貯水槽水道のしくみ

衛生管理者研修会状況 小規模貯水槽水道実態調査状況

（７）給水装置の事故防止

給水装置の不具合による事故防止に向けて、適切な管理の指導に取り組みます。

●給水装置の適正な管理

●工事事業者の指導・育成

（８）工業用水道の計画的整備

木原地区の工業用水道施設については、点検調査や耐震診断等を行ない、施設の更新や耐震

補強などについて検討するとともに、企業立地などの情報収集に努めます。

高浜地区に造成中の工業団地については、誘致企業が決まりしだい宮崎市（工業政策課）に

おいて策定される具体的な事業計画及び経済産業省との協議結果などを踏まえ、工業用水道事

業を創設する計画です。

●設備の点検や建物等の耐震診断

●電気機械設備の更新

●送水管の更新（耐震管）

●取水施設の浸水対策

受水槽
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6.2. 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）下水道の普及拡大

整備普及が遅れている４町域においては、地域の皆様のご理解とご協力を得て、効率的な区

域の設定と整備コストの縮減を図りながら下水道の普及を促進することにより、快適な生活環

境の創出と地域水環境の保全を図ります。なお、整備区域設定にあたっては、社会情勢を踏ま

え、他の生活排水処理事業と連携することにより、一層効率的で経済的な汚水処理に努めます。

●未整備区域の管路整備の推進

●低コストで経済的な整備手法による管路整備

●地域意向を踏まえた円滑な事業の推進

●他汚水処理事業との連携

＜普及拡大＞

４町域の下水道整備を

促進します。

＜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。

下水道事業の主要施策

佐土原町域

旧市域

高岡町域

田野町域

清武町域

宮崎処理場

大淀処理場

木花処理場

佐土原浄化センター

田野浄化センター

整備促進

整備促進

（施設増設）

整備促進

整備促進

（施設増設）

合流区域

＜合流管きょ改築更新＞

整備時期が最も古い合流管

きょの長寿命化・耐震化を

図ります。

青島浄化センター

浸水軽減

淀川、太田雨水

ポンプ場等整備
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（２）下水道施設の計画的更新

経年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

的な整備を行っていきます。

また、管路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。

●下水道施設の長寿命化計画の策定

●老朽管きょの改築更新

●下水道施設の改築･修繕履歴の電子化

●管路施設の定期点検の充実

●宅内排水設備の適正管理指導（不明水対策）

(( CClloossee UUpp⑦⑦)) 老老朽朽管管ききょょのの改改築築更更新新

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 6０年余りを経過した管きょでは、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。普及促進が完了するマスタープラン期間中には、これらの老

朽管きょの長寿命化計画を策定し、計画的に改築更新を進めてまいります。

（３）危機管理対策の推進

下水道施設の耐震診断や耐震化を含めた予防保全を目的とする長寿命化対策、水害を軽減す

る浸水対策などハード面の対策を推進するとともに、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、並びに被災時にも業務を継続できる災害対策マニュアルの充実、さら

に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・充実などソフト面の対策にも

取り組んでいきます。

●耐震診断の実施

●合流管きょの耐震化

●処理場施設などの耐震化

●雨水ポンプ場など浸水対策施設の整備

●災害時の業務継続計画（BCP）の策定

(( CClloossee UUpp⑧⑧)) 合合流流区区域域管管ききょょのの耐耐震震化化

中心市街地周辺に布設された合流管きょ（総延長 143km）には、緊急に改修等が必要（緊

急度Ⅰ）とされる管きょが 11.0km、これに次ぐ対応が必要（緊急度Ⅱ）とされる管きょが

10.3km あります。本マスタープラン期間中に、緊急度Ⅰ管きょの改築更新を図り、耐震化に

取り組みます。

管きょの管内洗浄
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（４）水洗化（下水道接続）の促進

水洗化の向上による使用料収入の確保や水環境の保全のために、未水洗化（未接続）世帯へ

の広報活動に取り組み、水洗化の啓発を推進します。また、水洗便所への改造費用などについ

て制度面から支援します。

●未水洗化（未接続）世帯への戸別訪問指導、相談

●水洗便所改造資金融資あっ旋制度

＊下水道は、地域の皆様が各家庭から排出

される雑排水などを、下水道に接続放流し

ていただかなければ事業の効果を発揮する

ことができません。また、人口が集中する市

街地においては、浄化槽では地域環境を保

全することが難しいとされています。皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。
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6.3. 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）下水道処理施設の適正管理

経年化が進む下水処理施設において、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。

また、下水処理の水質管理を徹底し、水環境への負荷軽減に努めます。

●水質管理の充実

●処理場施設の適切な更新

●維持管理電子情報の整備、活用

（２）下水道資源の有効利用

下水道の処理過程で発生する汚泥や消化ガス（メタンガス）などについて、資源・エネルギ

ーとしての再生、活用をさらに図り、温室効果ガス・廃棄物の削減を進めていきます。

●下水道汚泥の効率的利用技術の検討

●消化ガス発電の推進による施設内エネルギーの自立

●下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進

(( CClloossee UUpp⑨⑨)) ババイイオオママスス利利活活用用

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

下水道汚泥から、より効率的にガスエネルギーを抽出する

ことにより、施設内エネルギーの自立と下水道汚泥の減量化

や緑農地還元を促進する技術について調査、研究し、焼却施

設にかわる施設の導入を図ります。

また、下水道汚泥堆肥化の推進に合わせて、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活用策にも取り組みます。

＊下水道汚泥には、貴重な資源が含まれています。宮崎処理場では、消化槽から発生するメタン

ガスを燃料としてエンジンを動かし、発電機を回して電気を発生

させ、処理場の中で使用する機器の動力として使用しています。

また、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・販売しており、農業用・家庭用など

に利用されています。

このほかに、汚泥を炭化して燃料化する技術なども開発され、

下水処理場が資源の供給源となりつつあります。

消化ガスエンジン・発電機

宮崎処理場（肥料）
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（３）環境負荷の低減と資源循環利用の促進

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

ー化を推進するとともに、漏水防止や不明水対策に努め、環境負荷の低減や省力化に取り組み

ます。

また、自然エネルギーとして太陽光発電・小水力発電などの導入も検討し、水処理など事業

で発生する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。

なお、現在実施している下水再生水の有効利用事業を継続し、適正な維持管理に努めていき

ます。

●効率の高い技術の導入

●省エネルギー機器の導入

●再生可能エネルギーの活用

●漏水防止及び不明水対策の推進

●建設発生材の有効活用

●水辺空間への下水再生水の利用

(( CClloossee UUpp⑩⑩)) アアククアアパパーーククモモデデルル事事業業

下水再生水の有効利用により、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目的

で、アクアパークモデル事業が平成 2 年度に採択され、

実施されています。

青島地区では、せせらぎ水路が地域コミュニティ道路のゆとり空間として利用されています。

今後とも地域活性化の取り組みに貢献してまいります。

青島サンロードせせらぎ水路

後田川緑道公園せせらぎ水路

宮崎中央公園日本庭園池
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6.4. 安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

（１）経営の効率化

経営の効率化については、健全な事業運営を行う

ため経営課題について分析を行い、徹底した効率化

による経費の縮減を図るとともに、より収益性の高

い資金運用により企業としての経済性を追求します。

また、公共福祉の増進にも配慮しながら、民間活

力の活用なども視野にいれた戦略的な事業展開を図

ります。さらに、新たにマネジメントサイクルを導

入し、経営環境に整合した上下水道事業の目標設

定・成果の検証・再構築を行い、経営基盤の一層の

強化を図ります。

なお、上記の検証結果については、指標などを用いて評価し、お客様にわかりやすく公表し

ます。

●効率的な運営による経費節減

●有料広告等の活用による経費削減

●未利用財産の有効活用

●ＩＴ（情報通信技術）の活用による業務効率化

（２）財政基盤の強化

将来にわたる安定的な経営を図るため、財政運営の指針として中期財政収支計画を策定して

いますが、今後とも経営の改善、財政基盤の強化を推し進めてまいります。

今後必要となる事業の財源を確保するために、水道事業では有収率の向上、下水道事業では、

水洗化率の向上や不明水対策及び上下水道料金の効率的な収納体制の確立などに取り組み、上

下水道料金の改定についても検討します。

●上下水道料金改定の検討

●企業債発行の抑制

●有収率の向上

●水洗化率の向上

●不明水対策

●効率的な収納体制の確立

Ａ(改善)

Ｐ(計画)

Ｄ(実施)

Ｃ(評価)
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（３）効率的な組織体制の構築と活性化

上下水道事業を取り巻く環境の変化を的確に把握し、業務の見直しを継続して行うことによ

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。

●経済性、機動性に優れた組織体制の確立

●委託業務の見直し

●効果的な外部委託の推進

（４）人材の育成と技術の継承

事務力や技術力の両面を強化するための職員研修を充実し、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。

研修については、（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

会などに積極的に参加するとともに、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。

さらに、これまでに蓄積された専門的技術や知識の継承に努め、理論と経験に裏付けされた

技術力の向上を図ります。

●蓄積技術を継承するための設備等の整備

●職員研修の実施

●職員の意識改革と人材の強化の取り組み

（５）簡易水道事業等の統合

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、「7 つの簡易水道事業」と「３つの飲料水供給施設」につ

いて、平成 28 年度完了を目標に、年次的に上水道との統合を進めていきます。

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、経営統合する５つの施設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。

なお、水道未普及地域については、今後の検討課題とします。
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簡易水道統合計画

平成22年4月

平成29年4月

鹿村野地区簡易水道

去川地区簡
易水道

柞木橋地区
簡易水道

浦之名地区簡易水道

天神地区飲料
水供給施設

持田地区飲料
水供給施設

八重地区簡易水道

野崎地区簡易水道

西地区簡易水道

堀口地区簡易水道

※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月に、すべての簡易水道事業及び飲料水供給施設を事業統合する予定。

内之八重地区
飲料水供給施設

宮崎市水道事業
（経営統合）

鹿村野地区簡易水道

持田地区飲料
水供給施設

天神地区飲料
水供給施設

内之八重地区
飲料水供給施設

浦之名地区簡易水道

柞木橋地区
簡易水道

去川地区簡
易水道

八重地区簡易水道

野崎地区簡易水道

西地区簡易水道

堀口地区簡易水道

宮崎市水道事業
（経営統合）

（施設統合）

＊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。

●簡易水道等統合の年次計画の見直し

●事業期間における事業量（事業費）の平準化

●効率的な事業運営

●住民説明会の開催

●「安全な水の確保（クリプトスポリジウム等対策）」の徹底
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（６）農業集落排水施設の効率的運営

農業集落排水施設には、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。今後、具体的な接続計画を策定し、関係機関と

協議の上、公共下水道への接続工事を実施する予定です。

また、継続使用する地区についても、最適な維持管理に必要な施設の規模や能力を精査し、

施設更新計画に反映します。

なお、下水道接続後に不要となる農集処理施設の跡地や建物について、地域コミュニティに

活用するなど地域と連携しながら有効な活用方策を検討します。

●計画的な機器の更新

●効率的な運営による経費節減

●下水道接続計画の推進

（７）国際協力等を通じた上下水道事業の発展

国内のみならず、海外の優れた技術の情報収集、分析等を行ないながら、次代を見据えた積

極的な事業展開に努めます。また、海外研修生の受入れなど国際協力、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。

●国内外の優れた上下水道技術の情報収集、分析

●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

●国際貢献の取り組み
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6.5. お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

（１）きめ細やかなサービスの提供

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、新たなお客様窓口として「料金センター」を開設します。

「料金センター」は、平日の営業時間を延長するとともに土日祝日も営業するなど、お客様

へのサービス向上を図ります。

現在、２４時間納付ができるコンビニ収納を導入していますが、さらに、パソコンや携帯電

話等から上下水道の使用開始・廃止の手続きが可能となるサービスの実施を検討します。イン

ターネットを利用することにより２４時間の手続きが可能となり、お客様の利便性が大きく向

上します。

クレジットカードの利用や料金請求システム（隔月検針、毎月振替）等、支払い方法につい

ては、お客様からの要望や費用対効果を検証しながら検討します。

高齢社会の進行など、社会環境の変化に伴う多様なお客様のニーズに的確に応えるために、

迅速でわかりやすいサービスをこころがけ、常にお客様の立場に立ったサービス向上を目指し

ていきます。

●コンビニ収納

●料金センターによる迅速な対応

●ＩＴ（情報通信技術）活用の検討

●クレジット支払いの検討

●料金請求システム（隔月検針、毎月振替）の検討

●高齢世帯や社会福祉施設の相談窓口の充実

(( CClloossee UUpp⑪⑪)) 料料金金セセンンタターー

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。
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（２）料金体系の見直し

お客様の負担で成り立つ上下水道料金について、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必要不可欠な上下水道事業の現状の周知に努め、お客様の十分な

理解を得ながら、必要な料金体系の見直しに取り組みます。

●基本水量制の見直し

●逓増制の見直し

＊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。しかし、現在で

は、限りある水資源を有効活用するため節水意欲を増進させるとともに、使用した分だ

け料金を支払うという負担の公平性を確保する観点から、見直される方向にあります。

＊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、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が、現在では、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、見直される方向となっています。

（３）広報・広聴活動の充実

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、ホームページの充実、施設見学会の開催や「水道週間」「下水道の

日」にちなんだ効果的な広報・広聴事業に積極的に取

り組んでいきます。

また、広報・広聴にあたっては、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、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。
見学会の様子
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●ホームページ内容の充実

●参加型広報活動の推進

●上下水道モニター制度の実施

●お客様アンケートの実施

(( CClloossee UUpp⑫⑫)) 上上下下水水道道モモニニタターー

公募した市民による「上下水道モニター会議」を開催

し、意見交換会、施設見学会を行っています。これによ

り、職員とお客様とのコミュニケーションを図り、上下

水道事業の施策にタイムリーに反映させることに努めて

いきます。

広報紙「せせらぎ」 上下水道局ホームページ

上下水道モニター
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7. 財政計画

（１）主要な事業の概要

上下水道事業は、市民の皆様の日々の生活や社会経済活動を支える重要なライフラインです

が、良質なサービスを提供しながら安定的な経営を続けていくためには、経営の効率化を図る

ことはもちろん、限られた財源を効果的に投資していく必要があります。このため、財政計画

において、中期財政計画の遂行に必要となる経費や、今後確保が見込まれる料金収入、補助金、

企業債などの財源に基づき、中長期的な財政シミュレーションを行い、優先度、重要度も考慮

しながら事業を推進します。

●水道の主要な事業

事業名 概算事業費

（平成 22 年度～平成 31 年度）

備 考

下北方浄水場大規模改修事業 約 65 億 6 千万円 全体事業費 約 167 億 5 千万円

経年管更新事業 約 98 億 6 千万円 期間中の事業費

佐土原町域連絡管整備事業 約 27 億 5 千万円 全体事業費 約 4１億 7 千万円

田野町域連絡管整備事業 約 10 億 5 千万円 全体事業費 約 22 億 7 千万円

幹線管路耐震化事業 約 54 億 8 千万円 期間中の事業費

富吉浄水場電気施設更新工事 約 19 億 4 千万円 平成 31 年度完了予定

田野第 1 浄水場更新事業 約 04 億 7 千万円 平成 30 年度完了予定

下北方配水池築造（更新）事業 約 04 億 2 千万円 平成 26 年度完了予定

鉛給水管取替事業 約 15 億 5 千万円 期間中の事業費

下北方浄水場：管理棟建設状況

（平成 22 年 9 月 28 日撮影）

下北方浄水場：電気棟建設状況

（平成 22 年 9 月 28 日撮影）
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●下水道の主要な事業

事業名 概算事業費

（平成 22 年度～平成 31 年度）

備 考

佐土原町域普及拡大 約 54 億 6 千万円 平成 26 年度完了予定

田野町域普及拡大 約 3 億 9 千万円 平成 23 年度完了予定

高岡町域普及拡大 約 47 億 1 千万円 平成 27 年度完了予定

清武町域普及拡大 約 105 億 4 千万円 平成 31 年度完了予定

下水道管きょ改築更新（合流地区） 約 40 億 2 千万円 期間中の事業費

大淀地区浸水対策事業 約 19 億 2 千万円 平成 23 年度完了予定

下水処理場管理棟耐震補強工事

（宮崎処理場他３処理場）
約 6 億 2 千万円 平成 26 年度完了予定

佐土原浄化センター施設整備 約 17 億 6 千万円 平成 29 年度完了予定

木花処理場施設整備（清武を含む） 約 29 億 円 平成 31 年度完了予定

バイオマス利活用事業 約 23 億 3 千万円 平成 28 年度完了予定

佐土原浄化センター：正門から消毒槽方面を望む

大淀地区浸水対策事業：淀川雨水ポンプ場建設状況

（平成 22 年 8 月撮影）
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（２）財政の見通し

①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、企業債残高などを試算した財政の見

通しについて示します。

◆今後の財政見通し

単位：百万円（税抜き）

平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 6,903 6,783 7,073 7,081 7,021 6,982 6,933 6,885 6,833 6,818 6,770 6,724
うち給水収益 6,155 6,085 6,457 6,488 6,439 6,399 6,351 6,308 6,261 6,219 6,173 6,127

②収益的支出 6,303 6,354 7,136 7,136 7,516 7,649 7,731 7,714 7,555 7,711 7,774 7,919
うち減価償却 1,745 1,776 2,003 2,082 2,211 2,336 2,539 2,623 2,671 2,728 2,748 2,799
うち支払利息 784 772 870 833 870 917 963 980 987 994 996 1,009

③差（①－②） 600 429 △ 63 △ 55 △ 495 △ 667 △ 798 △ 829 △ 722 △ 893 △ 1,004 △ 1,195

④資本的収入 1,938 2,397 2,489 4,262 4,447 4,457 3,241 2,865 2,917 2,781 3,304 3,224
⑤資本的支出 4,255 4,843 5,339 7,252 6,462 6,483 5,276 4,961 4,989 4,943 5,577 5,569
⑥差（④－⑤） △ 2,317 △ 2,446 △ 2,850 △ 2,990 △ 2,015 △ 2,026 △ 2,035 △ 2,096 △ 2,072 △ 2,162 △ 2,273 △ 2,345

⑦補てん財源 5,523 5,936 5,678 5,087 4,083 4,152 4,135 4,138 4,246 4,263 4,099 3,684

⑧資金残高 3,206 3,490 2,828 2,097 2,068 2,126 2,100 2,042 2,174 2,101 1,826 1,339

⑨企業債残高 29,408 32,897 33,513 35,705 38,439 41,170 42,642 43,663 44,753 45,554 46,766 47,826

収益的収支の見通し

資金残高、企業債残高の見通し
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★経常収支に赤字が生じて、資金残高が減少していく見通しです！

（分析）今後の財政見通しについて、将来人口の減少や景気の低迷、節水意識の向上など

による水需要の減少に伴い料金収益が落ち込み、収益的収支の赤字が平成 22 年度から

事業期間を通じて発生すると予測されます。それにつれて内部留保している資金残高が

減少し、目標年度（平成 31 年度）においては、13 億 4 千万円程度に減少すると想定

されます。

これまで事業の見直しや職員数の削減等、事業の効率化と経費の削減に努めてまいり

ました。今後もさらに事業費や人件費の圧縮に努めてまいりますが、老朽化施設の更新

や耐震化の取り組みも必要であり、事業期間を通じて生じる最大の資本的収支不足額が

30 億円程度（平成 23 年度）と想定されるなど、経営努力による経費削減に努めたと

しても、財政的に非常に厳しい局面を迎える可能性が高いと考えられます。

今後とも、あらゆる経営努力を尽くし、経費削減に努めてまいりますが、自ずと限界

もあることから、料金改定について早期に検討する必要があります。

（注）資金残高については、保持すべき明確な水準はありませんが、当年度に発生する平均的な資本的

支出を下回る場合は、短期的な資金繰りが苦しくなると考えられることから、減価償却費を目安と考え

ることができます。ここでは 28 億円程度（平成 31 年度減価償却費）以上が目安と考えられます。

＊「収益的収支」とは、水道料金を主な収入とし、これに対応する水道施設の維持費・給水サービスを

提供するために必要な経費（経営費）、減価償却費・支払利息など（その他）の支出をいいます。

＊「資本的収支」とは、借入金（企業債）を主な収入とし、これに対応する水道施設の建設や取替えな

どに要する費用や企業債償還金などの支出をいいます。

◆料金改定を実施した場合の財政見通し

前述のように厳しい財政状況を勘案すると、料金改定は喫緊の課題と考えられます。

できるだけ速やかな対応が求められるところですが、市町合併後間もないことや改定に向けた

準備期間などを考慮し、期間内の収益的収支の赤字を無くすために、次の 2 ケースについて試

算します。

ケース 1：平成 24 年度に１５％の料金改定

ケース２：平成 2７年度に２５％の料金改定

（注）ここでお示しした財政見通しについては、将来の方向性を得るための概算であることから、今後

の検討結果によって数値が変動することも考えられます。また、料金改定率については、将来の改定時

期において総括原価の詳細を計算して設定されるため、実際の改定率と異なります。



54

【ケース１】平成 24 年度に１５％の料金改定を実施した場合の見通し

単位：百万円（税抜き）

平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 6,903 6,783 7,073 7,081 7,987 7,942 7,886 7,831 7,773 7,751 7,696 7,643
うち給水収益 6,155 6,085 6,457 6,488 7,405 7,358 7,304 7,254 7,200 7,152 7,099 7,047

②収益的支出 6,303 6,354 7,136 7,136 7,516 7,649 7,720 7,683 7,502 7,635 7,678 7,804
うち減価償却 1,745 1,776 2,003 2,082 2,211 2,336 2,539 2,623 2,671 2,728 2,748 2,799
うち支払利息 784 772 870 833 870 917 952 949 934 918 900 894

③差（①－②） 600 429 △ 63 △ 55 471 293 166 148 271 116 18 △ 161

④資本的収入 1,938 2,397 2,489 4,262 4,447 3,957 2,341 1,865 1,817 1,881 2,504 2,724
⑤資本的支出 4,255 4,843 5,339 7,252 6,462 6,483 5,276 4,961 4,989 4,943 5,577 5,554
⑥差（④－⑤） △ 2,317 △ 2,446 △ 2,850 △ 2,990 △ 2,015 △ 2,526 △ 2,935 △ 3,096 △ 3,172 △ 3,062 △ 3,073 △ 2,830

⑦補てん財源 5,523 5,936 5,678 5,087 5,049 6,078 6,524 6,604 6,704 6,631 6,589 6,408

⑧資金残高 3,206 3,490 2,828 2,097 3,034 3,552 3,589 3,508 3,532 3,569 3,516 3,578

⑨企業債残高 29,408 32,897 33,513 35,705 38,439 40,670 41,242 41,263 41,253 41,154 41,566 42,141

収益的収支の見通し

資金残高、企業債残高の見通し

この改定により、当面の慢性的な赤字を回避し、資金残高も目安となる 28 億円を超えて保

持することが可能となっています。
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【ケース２】平成 2７年度に２５％の料金改定を実施した場合の見通し

単位：百万円（税抜き）

平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 6,903 6,783 7,073 7,081 7,021 6,982 6,933 8,462 8,399 8,373 8,313 8,256
うち給水収益 6,155 6,085 6,457 6,488 6,439 6,399 6,351 7,885 7,827 7,773 7,716 7,659

②収益的支出 6,303 6,354 7,136 7,136 7,516 7,649 7,731 7,714 7,553 7,672 7,702 7,817
うち減価償却 1,745 1,776 2,003 2,082 2,211 2,336 2,539 2,623 2,671 2,728 2,748 2,799
うち支払利息 784 772 870 833 870 917 963 980 985 955 924 908

③差（①－②） 600 429 △ 63 △ 55 △ 495 △ 667 △ 798 748 846 701 611 439

④資本的収入 1,938 2,397 2,489 4,262 4,447 4,457 3,241 2,765 1,217 1,281 2,004 2,024
⑤資本的支出 4,255 4,843 5,339 7,252 6,462 6,483 5,276 4,961 4,989 4,943 5,577 5,569
⑥差（④－⑤） △ 2,317 △ 2,446 △ 2,850 △ 2,990 △ 2,015 △ 2,026 △ 2,035 △ 2,196 △ 3,772 △ 3,662 △ 3,573 △ 3,545

⑦補てん財源 5,523 5,936 5,678 5,087 4,083 4,152 4,135 5,715 7,290 7,202 7,153 7,072

⑧資金残高 3,206 3,490 2,828 2,097 2,068 2,126 2,100 3,519 3,519 3,540 3,581 3,527

⑨企業債残高 29,408 32,897 33,513 35,705 38,439 41,170 42,642 43,563 42,953 42,254 42,166 42,026

収益的収支の見通し

資金残高、企業債残高の見通し

この改定により、当面の慢性的な赤字を回避し、資金残高も目安となる 28 億円を超えて

保持することが可能となりますが、改定を先延ばしする分改定率がアップします。
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②下水道事業

下水道事業では、合併協議により 4 町域の整備目標が設定されており、目標を達成するため

に必要な事業費を投入する前提で財政の見通しを示します。

◆ 今後の財政見通し

単位：百万円（税抜き）

収益的収支の見通し

資金残高、企業債残高の見通し
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平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 8,509 8,712 8,613 8,610 8,776 8,594 8,593 8,660 8,841 8,649 8,656 8,592
うち下水道使用料 4,224 4,233 4,165 4,241 4,252 4,257 4,268 4,303 4,320 4,323 4,322 4,318

②収益的支出 8,693 8,647 8,708 8,704 8,869 8,688 8,688 8,755 8,937 8,745 8,751 8,688
うち減価償却費 3,515 3,531 3,667 3,657 3,773 3,841 3,897 3,993 4,080 4,140 4,175 4,232
うち支払利息 2,807 2,579 2,458 2,352 2,304 2,246 2,192 2,121 2,058 1,986 1,896 1,828

③差（①－②） △ 183 65 △ 95 △ 94 △ 92 △ 94 △ 95 △ 96 △ 96 △ 97 △ 95 △ 96

④資本的収入 10,839 10,414 7,510 8,409 8,556 8,974 8,648 8,370 7,724 5,571 6,340 4,671
⑤資本的支出 14,602 14,436 11,570 12,315 12,432 13,016 12,801 12,537 12,066 9,895 10,728 9,162
⑥差（④－⑤） △ 3,762 △ 4,022 △ 4,060 △ 3,906 △ 3,877 △ 4,043 △ 4,153 △ 4,167 △ 4,341 △ 4,324 △ 4,388 △ 4,490

⑦補てん財源 4,123 4,251 4,079 3,925 4,043 4,257 4,360 4,447 4,606 4,651 4,749 4,841

⑧資金残高 360 229 19 20 166 214 207 280 265 326 362 350

⑨企業債残高 102,151 102,336 100,781 99,337 97,589 96,179 94,659 93,106 91,051 87,909 85,114 81,501

⑩繰入金 5,039 5,398 5,327 5,789 6,153 5,810 5,680 5,266 5,512 5,317 5,325 5,266
うち基準外(①該当分) 1,023 1,160 1,119 1,056 1,062 1,073 1,079 1,085 1,093 1,104 1,106 1,130
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★繰入金によって経常収支は横ばいですが資金残高が少なく財政的には厳しい状況です！

（分析）今後の財政見通しについて、主な収入である下水道使用料は、将来人口の減少や景

気の低迷、節水による水需要量の減少に伴い、ほぼ横ばい傾向にあります。

その一方で、整備済みの下水道施設を維持管理していくために多額の費用が必要ですが、

施設の老朽化に伴い、さらに増加する傾向にあります。また、下水道整備区域が拡大し、

減価償却費も増加していきます。

これまで事業の見直しや職員数の削減等、事業の効率化と経費の削減に努めてまいりま

したが、収益的収支の赤字が事業期間を通じて解消されないことが予測されます。また、

内部留保している資金残高も少なく、今後、さらなる事業の見直しや職員数の削減等、経

営努力による経費節減に努めたとしても、かなり財政的に厳しい局面を迎える可能性が高

いと考えられ、下水道使用料改定について早期に検討する必要があります。

使用料を改定することにより、健全経営の目安とされる基準外繰入をなくし、一般会計

からの繰入金を減額することが可能となります。

（注）一般会計からの繰入金については、基準内繰入と基準外繰入があり、基準内繰入とは、国

の基準により一般会計から繰入が認められているもので、この分については、国から財源が措置さ

れます。基準外繰入とは、本来使用料でまかなわれるべき支出分を一般会計から繰り入れることで

す。この分については、国からの財源措置はありません。基準外繰入をなくすことが健全経営の目

安とされています。

＊「収益的収支」とは、下水道使用料を主な収入とし、これに対応する下水道施設の維持費・サービス

を提供するために必要な経費（経営費）、減価償却費・支払利息など（その他）の支出をいいます。

＊「資本的収支」とは、国庫補助金や借入金、一般会計繰入金などを主な収入とし、これに対応する下

水道施設の建設や取替えなどに要する費用や企業債償還金などの支出をいいます。

◆使用料改定を実施した場合の見通し

前述のように厳しい財政状況を勘案すると、使用料の改定は喫緊の課題と考えられます。

できるだけ速やかな対応が求められるところですが、水道料金の改定なども考慮し、健全経営

の目安とされる基準外繰入を無くすために、次の 2 ケースについて試算します。

ケース 1：平成 24 年度に 25％の使用料改定

ケース 2：平成 24 年度に 10％、平成 28 年度に 15％の使用料改定

（注）ここでお示しした収支の見通しについては、将来の方向性を得るための概算であることから、今

後の検討結果によって数値が変動することも考えられます。
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【ケース 1】平成 24 年度に 25％の使用料改定を実施した場合の見通し

単位：百万円（税抜き）

平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 8,509 8,712 8,613 8,610 8,815 8,623 8,618 8,687 8,865 8,662 8,667 8,608
うち下水道使用料 4,224 4,233 4,165 4,241 5,315 5,321 5,335 5,379 5,400 5,404 5,402 5,397

②収益的支出 8,693 8,647 8,708 8,704 8,869 8,688 8,688 8,755 8,937 8,745 8,751 8,688
うち減価償却費 3,515 3,531 3,667 3,657 3,773 3,841 3,897 3,993 4,080 4,140 4,175 4,232
うち支払利息 2,807 2,579 2,458 2,352 2,304 2,246 2,192 2,121 2,058 1,986 1,896 1,828

③差（①－②） △ 183 65 △ 95 △ 94 △ 53 △ 65 △ 70 △ 68 △ 72 △ 84 △ 84 △ 79

④資本的収入 10,839 10,414 7,510 8,409 9,042 9,492 9,174 8,943 8,254 6,122 6,898 5,224
⑤資本的支出 14,602 14,436 11,570 12,315 12,432 13,016 12,801 12,537 12,066 9,895 10,728 9,162
⑥差（④－⑤） △ 3,762 △ 4,022 △ 4,060 △ 3,906 △ 3,390 △ 3,524 △ 3,627 △ 3,594 △ 3,812 △ 3,773 △ 3,830 △ 3,937

⑦補てん財源 4,123 4,251 4,079 3,925 4,082 4,811 5,458 6,098 6,855 7,443 8,104 8,769

⑧資金残高 360 229 19 20 692 1,287 1,831 2,505 3,044 3,670 4,274 4,832

⑨企業債残高 102,151 102,336 100,781 99,337 97,589 96,179 94,659 93,106 91,051 87,909 85,114 81,501

⑩繰入金 5,039 5,398 5,327 5,789 5,616 5,292 5,164 4,792 4,986 4,801 4,813 4,756
うち基準外(①該当分) 1,023 1,160 1,119 1,056 36 36 36 36 36 36 36 36

収益的収支の見通し
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基準外繰入を無くすためには約 25％の改定が必要となりますが、平成２４年度は、水道料

金の改定と重なるため、お客様にとってかなりの負担増となります。
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【ケース２】平成 2４年度に 10％、平成 2８年度に 15％の使用料改定を実施した場合の見通し

単位：百万円（税抜き）

平成（年度） 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
①収益的収入 8,509 8,712 8,613 8,610 8,776 8,594 8,593 8,660 8,933 8,730 8,735 8,676
うち下水道使用料 4,224 4,233 4,165 4,241 4,677 4,682 4,695 4,734 5,465 5,469 5,467 5,462

②収益的支出 8,693 8,647 8,708 8,704 8,869 8,688 8,688 8,755 8,937 8,745 8,751 8,688
うち減価償却費 3,515 3,531 3,667 3,657 3,773 3,841 3,897 3,993 4,080 4,140 4,175 4,232
うち支払利息 2,807 2,579 2,458 2,352 2,304 2,246 2,192 2,121 2,058 1,986 1,896 1,828

③差（①－②） △ 183 65 △ 95 △ 94 △ 92 △ 94 △ 95 △ 96 △ 4 △ 15 △ 16 △ 11

④資本的収入 10,839 10,414 7,510 8,409 8,556 8,974 8,648 8,370 8,254 6,122 6,898 5,224
⑤資本的支出 14,602 14,436 11,570 12,315 12,432 13,016 12,801 12,537 12,066 9,895 10,728 9,162
⑥差（④－⑤） △ 3,762 △ 4,022 △ 4,060 △ 3,906 △ 3,877 △ 4,043 △ 4,153 △ 4,167 △ 3,812 △ 3,773 △ 3,830 △ 3,937

⑦補てん財源 4,123 4,251 4,079 3,925 4,043 4,257 4,360 4,447 4,698 5,354 6,083 6,816

⑧資金残高 360 229 19 20 166 214 207 280 887 1,581 2,253 2,879

⑨企業債残高 102,151 102,336 100,781 99,337 97,589 96,179 94,659 93,106 91,051 87,909 85,114 81,501

⑩繰入金 5,039 5,398 5,327 5,789 5,728 5,384 5,253 4,836 4,989 4,804 4,816 4,760
うち基準外(①該当分) 1,023 1,160 1,119 1,056 637 648 652 655 36 36 36 36
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2 回に分けて約 25％の改定を行うことにより、水道料金改定と重なる負担の一部が軽減さ

れ、必要な事業を進めながら段階的に基準外繰入を解消することができます。なお、このケー

スでは資金残高は増加しますが、目安とされる減価償却費程度には達しません。
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8. フォローアップ

みやざき水ビジョン 2010 は、現況から見通した将来に

向けた基本構想であり、今後、変化する自然条件、社会条

件に合わせてその妥当性を検証していく必要があります。

そこで、マスタープランに示した基本方針、経営目標の

達成度を定期的に評価するとともに、お客様のご意見を積

極的に取り入れつつ実施事業を検証し、変化する経営環境

に即応したプランへ見直しを行う計画です。

このようなマネジメントサイクルに基づくフォローアップを事業に組み込むことにより、お

客様本位のサービスを持続・発展させるべく努めていきます。

マスタープランのフォローアップみやざき水ビジョン 2010 フォローアップ

スタート

中間目標年度

最終目標年度

局内ワーキンググループ

・具体的な見直し作業

・改善提案のボトムアップ

上下水道モニター

・お客様との情報交換

・新たなニーズの捕捉

お客様アンケート

・お客様の“声”の収集

・市民ニーズの分析

上下水道局経営会議

○ビジョンの修正・改善 ○経営方針・経営目標の策定 ○実施方策の選定

平成 22 年度

ビジョンの策定

平成 26 年度

フォローアップ

平成 31 年度

フォローアップ

次期ビジョンの策定

事業の

遂行

事業の

遂行

最終目標達成度評価

次期以降の改善検討

中間目標達成度評価

中期以降の改善検討
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9. 参考資料
◆水道事業拡張の経緯

事業認可年月日 昭和５年２月１日 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

創
設
事
業

計画１人１日平均給水量 100ℓ

第
５
期
拡
張
事
業

計画１人１日平均給水量 508ℓ

事業認可年月日 昭和 27 年 11 月 22 日 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

第
１
期
拡
張
事
業

計画１人１日平均給水量 180ℓ

第
５
期
拡
張

（
変
更
）
事
業計画１人１日平均給水量 406ℓ

事業認可年月日 昭和 38 年 12 月 10 日 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

第
２
期
拡
張
事
業

計画１人１日平均給水量 230ℓ

第
５
期
拡
張

（
２
回
変
更
）
事
業計画１人１日平均給水量 391ℓ

事業認可年月日 昭和 46 年３月 31 日 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

第
３
期
拡
張
事
業

計画１人１日平均給水量 380ℓ

第
５
期
拡
張

（
３
回
変
更
）
事
業計画１人１日平均給水量 392ℓ

事業認可年月日 昭和 53 年３月１日

目標計画年度 平成２年度

計画給水人口 326,400 人

計画１日最大給水量 197,500 ㎥

計画１日平均給水量 148,500 ㎥

計画１人１日最大給水量 605ℓ

第
４
期
拡
張
事
業

計画１人１日平均給水量 455ℓ

◆下水道事業拡張の経緯

当 初 最 新

事業認可年月日 昭和 44 年 3 月 31 日 事業認可年月日 平成 21 年 12 月 28 日

目標計画年度 昭和 52 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ８４,０００人 計画処理人口 １５６,５９９人

計画１日最大汚水量 ４０,３２０㎥ 計画１日最大汚水量 ９０,０００㎥

計画 1 日平均汚水量 ３０,２４０㎥ 計画 1 日平均汚水量 ７０,６００㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ４８０ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ５２０ℓ

宮

崎

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ３６０ℓ

宮

崎

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４１０ℓ

事業認可年月日 昭和 58 年 7 月 1 日 事業認可年月日 平成 21 年 12 月 28 日

目標計画年度 昭和 70 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ２７,５００人 計画処理人口 １３２,０６３人

計画１日最大汚水量 １９,１２５㎥ 計画１日最大汚水量 ５８,１００㎥

計画 1 日平均汚水量 １５,１２５㎥ 計画 1 日平均汚水量 ５１,３００㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ５５０ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ３８０ℓ

大

淀

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ７００ℓ

大

淀

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ３４０ℓ
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当 初 最 新

事業認可年月日 昭和 56 年 12 月 15 日 事業認可年月日 平成 21 年 12 月 28 日

目標計画年度 昭和 65 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ７,４００人 計画処理人口 １０,４２２人

計画１日最大汚水量 ６,６００㎥ 計画１日最大汚水量 ６,６００㎥

計画 1 日平均汚水量 ５,２００㎥ 計画 1 日平均汚水量 ５,４００㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ５５０ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ４９０ℓ

木

花

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４００ℓ

木

花

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４００ℓ

事業認可年月日 昭和 63 年６月 14 日 事業認可年月日 平成 21 年 12 月 28 日

目標計画年度 昭和 68 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ４,５００人 計画処理人口 ４,１２７人

計画１日最大汚水量 ４,３８０㎥ 計画１日最大汚水量 ３,０５０㎥

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

青

島

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４００ℓ

青

島

処

理

区

計画 1 人 1 日平均処理量 ３６０ℓ

事業認可年月日 昭和 58 年 2 月 8 日 事業認可年月日 平成 21 年 12 月 28 日

目標計画年度 昭和 65 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ２,６００人 計画処理人口 ２２,８００人

計画１日最大汚水量 １,９００㎥ 計画１日最大汚水量 １１,９００㎥

計画 1 日平均汚水量 １,６００㎥ 計画 1 日平均汚水量 ９,９００㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ５１３ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ４７０ℓ

佐

土

原

処

理

区
計画 1 人 1 日平均汚水量 ３８５ℓ

佐

土

原

処

理

区
計画 1 人 1 日平均汚水量 ３８０ℓ

事業認可年月日 平成６年９月６日 事業認可年月日 平成 20 年 4 月 11 日

目標計画年度 平成１３年 目標計画年度 平成 23 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 ３,２００㎥

計画 1 日平均汚水量 １,２３０㎥ 計画 1 日平均汚水量 ２６００,㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ４７５ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ４３０ℓ

田

野

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ３７０ℓ

田

野

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ３４０ℓ

事業認可年月日 平成 9 年 9 月 26 日 事業認可年月日 平成 21 年 4 月 14 日

目標計画年度 平成 15 年 目標計画年度 平成 27 年

計画処理人口 ４,８００人 計画処理人口 １２,９００人

計画１日最大汚水量 ２, ㎥５９２ 計画１日最大汚水量 ６,９７０㎥

計画 1 日平均汚水量 ２, ㎥０８８ 計画 1 日平均汚水量 ５,６１０㎥

計画 1 人 1 日最大汚水量 ５４０ℓ 計画 1 人 1 日最大汚水量 ５４０ℓ

加

納

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４３５ℓ

加

納

処

理

区

計画 1 人 1 日平均汚水量 ４３５ℓ
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◆水道事業の普及状況

計画値 実績値事業名

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 398,159 194,230 392,353 143,736

簡易水道事業

鹿村野簡易水道事業 180 78.0 104 35.7

堀口簡易水道事業 110 33.0 87 25.7

八重簡易水道事業 200 60.0 145 59.5

野崎簡易水道事業 110 28.0 55 17.0

西地区簡易水道事業 640 260.0 542 179.2

浦之名簡易水道事業 950 651.0 825 401.0

去川簡易水道事業 590 315.0 408 207.2

柞木橋簡易水道事業 105 32.0 75 26.2

その他の水道

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

225 88 23.6

※鹿村野簡易水道事業については、平成 22 年 4 月に水道事業に統合済み。平成 22 年 3 月 31 日現在

◆下水道事業の普及状況

計画値 実績値事業名

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 356,700 7,765 327,827 6,776

宮崎処理区 154,000 3,067 157,967 2,979

大淀処理区（高岡町域含む） 128,000 2,432 128,464 2,424

木花処理区 10,300 447 9,957 447

青島処理区 4,100 161 4,334 161

佐土原処理区 25,400 695 16,243 420

田野処理区 6,900 277 5,767 232

高岡処理分区

清武処理分区外 2

7,700

20,300

214

472

0

5,095

0

113

平成 22 年３月 31 日現在

◆農業集落排水事業の普及状況

処理区域内戸数・人口 水洗化済み戸数・人口事業名

人口（人） 戸数（戸） 人口（人） 戸数（戸）

宮崎市農業集落排水事業 15,969 6,296 12,043 4,806

跡江地区 1,774 747 1,750 737

大瀬町地区 871 339 825 321

加江田地区 377 145 348 134

富吉有田地区 1,966 824 1,840 771

倉岡地区 2,530 998 1,965 775

細江長嶺地区 1,325 578 889 388

下那珂地区 808 289 612 219

石久保地区 90 46 90 46

仮屋原地区 120 47 117 46

中尾地区 1,153 574 769 383

麓地区 897 338 403 152

高浜地区 483 193 355 142

庵屋地区

黒北地区

尾平地区

船引地区

沓掛地区

235

282

342

649

2,067

81

112

110

201

674

226

272

308

513

761

78

108

99

159

248

平成 22 年３月３1 日現在
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◆水道施設の概況図
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◆下水道施設の概況図 
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◆水道施設の概要

区 分 内 容 備 考

229,566 ㎥／日

〔内 訳〕

宮崎 柏田水源 110,000 大淀川（表流水）※

富吉水源 75,000 大淀川（表流水）※

佐土原 柳瀬水源 18,346 一ッ瀬川（表流水）※

田野 第１水源 5,430 片井野川（表流水）

第２水源 1,500 井倉川（表流水・伏流水）

高岡 梁瀬水源 3,740 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 9,500 浅層地下水

取水能力

※河川法許可分水利権 203,346 ㎥／日

212,200 ㎥／日

〔内 訳〕

宮崎 下北方浄水場 100,000

富吉浄水場 72,500

佐土原 佐土原浄水場 15,000

田野 第１浄水場 4,940

第２浄水場 1,360

高岡 川口浄水場 3,400

清武 第１水源地 500

第２水源地 5,000

給水能力

第３水源地 9,500

※浄水処理方法は全て急速ろ過

100,159 ㎥ 〔内 訳〕

宮崎 73,450 62,934ｍ3
（下北方・生目台）

10,516ｍ3 （学園他）

佐土原 5,108 4,480ｍ3
（鈴町・宝塔山）

628ｍ3 （その他）

田野 5,660 2,500ｍ3
（第１・第２）

3,160ｍ3 （第３他）

高岡 3,772 2,176ｍ3
（中央・川口・高浜）

1,596ｍ3 （その他）

清武 12,169 11,455ｍ3
（第１他）

配水施設

714ｍ3 （第２他）

導水管 ２１㎞

送水管 ７６㎞管路

配水管 ２,２９２㎞

決算統計から

平成 22 年 3 月 31 日 現在
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◆下水道施設の概要

区 分 内 容 備 考

処理場 宮崎処理場

昭和 53 年 5 月供用開始

施設能力 90,600ｍ3/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 6,600ｍ3/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 ３１箇所

雨水ポンプ場 ２箇所

マンホールポンプ場 ２４３箇所

管きょ 汚水 1,456ｋｍ

雨水 160ｋｍ

合流 136ｋｍ

合計 1,752ｋｍ

決算統計から

平成 22 年３月 31 日現在

国富中継ポンプ場（平成 22 年 9 月 29 日）
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◆水需要の見通し
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※ 平成 29 年度までは認可計画（目標年度平成 29 年度）の数値

平成３０・３１年度は、認可計画の時系列傾向を参考に上下水道局で試算した数値。
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◆水道料金の設定

旧宮崎市 1 か月料金表（税抜き）

基本料金 従量料金

従量水量

料金区分

口径及び用途 基本水量 金額
第 1段階 第 2段階 第 3段階

13 ミリメートル 0～10m3 980 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

11m3以上30m3以下

1m3につき 130 円

40 ミリメートル 0m3 3,900 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

メ
ー
タ
ー
の
口
径

150 ミリメートル 0m3 53,000 円

1m3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

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

旧清武町 1 か月料金表（税抜き）

基本料金 従量料金

従量水量

料金区分

口径及び用途
基本

水量
金額

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

◆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

平成19年11月

基本使用料

10m3まで
850円

10m3を超え30m3まで 113円

30m3を超え100m3まで 147円

100m3を超え500m3まで 177円

500m3を超え1000m3まで 189円

1000m3を超える分 212円

浴場業
汚水 1m3につき 20円

従量使用料

(10m3を超え
る部分)

1m3につき

一般
汚水

改定年月 区 分 統一負担区

負担区の設定 平成3年4月1日

負担区の面積 １，７８１ｈａ

対象事業費 －

負担率 －

単位負担金額 １ｍ
2
当たり ２３０円

負担金総額 ２４億６千万円

賦課区域 対象年度の認可区域内

納付方法 年間４期５年間２０回分割
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◆上下水道局の機構図

機 構 図
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料 金 課

水 道 施 設 課

下水道整備課

佐土原営業所

総 務 係

職 員 係

経 営 戦 略 係

事 業 戦 略 係

管 理 係

整 備 係

建 設 第 一 係

維 持 係

建 設 第 二 係

お 客 様 係

収 納 係

検 針 係

施 設 建 設 係

配 水 施 設 係

浄水場建設係

漏 水 防 止 係

管 路 計 画 係

施 設 管 理 係

富 吉 浄 水 場

水質管理センター

下北方浄水場

水 質 管 理 係

管 理 係

建 設 第 一 係

給 水 装 置 係

排 水 設 備 係

建 設 第 二 係

維 持 係

財 務 係

管 理 係

水 道 整 備 課

浄 水 課

管 理 係

工 務 係

給排水設備課

管理・工務係

清 武 営 業 所

田 野 営 業 所

高 岡 営 業 所

管理・工務係

管 理 係

工 務 係

平成22.4.1現在

下水道施設課
建 設 第 二 係

施 設 維 持 係

水 質 係

建 設 第 一 係
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◆お客様アンケート結果

○ 目的：マスタープラン策定にあたり、お客様のニーズを適確に捉えるため実施

○ 期間：平成 22 年 4 月 28 日（水）～5 月 12 日（水）

○ 送付件数：3,000 件、回収件数：1,296 件、回収率：43.2％

Ｑ１ あなたの性別は？

48.9% 51.1%

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

Q1

男性（627件） 女性（655件）

Ｑ２ あなたの年齢は？

0.2% 3.2% 9.8% 13.6% 20.3% 24.2% 28.8%

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

Q2

１０代（2件） ２０代（41件） ３０代（126件） ４０代（176件）

５０代（262件） ６０代（312件） ７０代以上（372件）

Ｑ３ あなたの世帯の人数は？

23.3% 37.9% 19.1% 12.8% 5.5% 1.5%

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

Q3

１人（299件） ２人（486件） ３人（245件）

４人（164件） ５人（71件） ６人以上（19件）

Ｑ４ あなたのお住まいは次のうちのどの地区ですか？

79.8% 8.2% 2.3% 3.6% 6.2%

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

Q4

旧宮崎市（1007件） 佐土原町（103件） 田野町（29件）

高岡町（45件） 清武町（78件）
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Ｑ５ あなたのお宅の住居形態は？

71.0% 28.1% 0.9%

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

Q5

一戸建て（913件） マンション・アパート等の集合住宅（361件）

店舗兼住宅（一戸建てを除く）（12件）

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）

3.7% 12.9% 10.9% 22.2% 20.8% 10.8% 7.3% 8.3% 3.0%

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

Q6

飲料（134件） 炊事（461件）
洗面（392件） 風呂（796件）
洗濯（744件） 水洗トイレ（386件）
洗車（262件） 散水（298件）
特に節水は心掛けていない（107件）

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）

18.6% 29.4% 26.3% 21.1% 4.6%

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（273件）
浄水器を設置して水道水を飲んでいる（432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（310件）
その他（67件）

Ｑ８ あなたは、宮崎市の水道水の水質に満足していますか？

33.3% 62.3% 4.4%

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（423件）

飲み水以外の用途において満足している（790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 水道水の水質について、あなたは、今後どのようにすべきと思いますか？

17.6% 70.1% 3.8% 8.5%

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

Q9

現状より水道料金等の負担が増えても、質を高くする（225件）

このままでよい（895件）
現状より水道料金等の負担を少なくするため、質を低くしてもしかたがない（48件）

わからない（108件）

Ｑ１０ 地震などの災害時においても、断水や給水制限が起こらないように安定的に水を供

給するには、費用もかかり、水道料金等の費用負担も必要となります。あなたは、災害時にも

安定的に水を供給するための対策はどのように進めるのがよいと思いますか？

13.4% 41.7% 35.3% 1.5% 8.2%

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

Q10

現状より負担が増えても、早急に施設整備を進める（167件）

現状より負担が多少増えても、徐々に施設整備を進める（520件）

現在の負担を増やさないで、多少不便でも、水の備蓄や他の地域から融通できる体制を整備する（440件）

対策の必要はない（19件）

わからない（102件）

Ｑ１１ 本市の水道施設は老朽化が進行しつつあり、今後、事故による断水の発生などが懸

念されます。施設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？

15.6% 37.3% 42.4% 1.0% 3.6%

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

Q11

現状より負担が増えても、早急に施設の更新を進める（195件）

現状より負担が多少増えても、徐々に施設の更新を進める（467件）

現在の負担を増やさない範囲で、施設の更新を進める（531件）

対策の必要はない（13件）

わからない（45件）

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？

15.4% 16.2% 21.4% 12.9% 9.9% 3.3% 3.9% 17.0%

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

Q12

２０㎥未満（177件） ２０㎥以上～３０㎥未満（186件）

３０㎥以上～４０㎥未満（246件） ４０㎥以上～５０㎥未満（148件）

５０㎥以上～６０㎥未満（114件） ６０㎥以上～７０㎥未満（38件）
７０㎥以上（45件） わからない（195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？

25.6% 68.1% 6.3%

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

Q13

高いと思う（317件） 妥当な金額（ふつう）（845件） 安いと思う（78件）

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

を行っておりますが、広報・PR についてどのように考えられますか？

13.4% 45.9% 15.5% 25.1%

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

Q14

もっとアピールする（167件） 現状でちょうどよい（572件）

アピールは必要ない（193件） 見たことがない（313件）

Ｑ１５ 上下水道に関する市民への対応についてどのように思いますか？

20.6% 23.7% 48.3% 3.8% 3.6%

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

Q15

満足している（252件） やや満足している（291件） どちらともいえない（592件）

やや不満である（47件） 不満である（44件）

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。
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（主な意見を抜粋）

○２か月に一度の支払いなので、電気やガスのように毎月の支払いだと、家計もやりくりしやすい

かなと。大切な水をもっと節約しないといけないと思います。

○水道施設の老朽化の事実を知っている人はそれほど多くないと思うのですが、もう少し市民に知

らせるべき。費用負担増になるのであれば細かく説明した上で進めて欲しい。

○水道料金の改定を視野に入れたアンケート調査だと思いますが、料金改定の検討は市民の声を広

く聴取しながら理解の下に進めていただくようお願いします。

○一人住まいの場合、１か月 10m3は使い切れず、節水の意識が持てない。もっと細かく料金を設

定したほうが使用量が減ると思う。

○水道施設が老朽化している事を初めて知りました。理解を求める広報をして施設整備を進めるべ

きだと思います。水の大切さは即、命につながるものですから、多少の負担はいたしかたないで

す。

○現状以上の負担は、この不況下では厳しいと思われます。よりよい生活環境の改善は(下水道面で

も)必要かもしれませんが、市民の負担無く改善していって欲しいです。

○下水道代が水道代に対して高い。

○宮崎は水がおいしいといわれているが、飲み水としては敬遠している。水道水をおいしい水にし

てもっとアピールしてはどうでしょうか。

○広報は市広報にときどき掲載すれば良いのではないか。公営企業としては最小限度で十分。老朽

管の布設替えは計画的に行うべきである。

○一人暮らしなどほとんど水を使わない世帯にとっては電気やガスに比べて高いと思います。使用

量の少ない世帯には基本料金も下げてもらいたいです。

○安全な水の確保のためには、河川浄化についてもっとアピールすべき。特に子供への啓発が大切。

小学校の校外学習で、大淀川学習館や浄水場の見学を取り入れるのが効果的だと思う。

○ライフラインの意味からすれば、電気よりも必要なものであり、今後も災害時の備えを第一とし

てもらいたい。

○水資源が将来枯渇して行かないよう、森林資源の保護や、他の自治体と連携した活動が必要でな

いか？

市民の皆様、ご協力ありがとうございました。
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10. 用語解説

英 字

■DCIP

ダクタイル鋳鉄管（ductile cast iron pipe）の

略。強度や靱性に富み、施工性も良いことから、

水道用として広く用いられている。継手の形状に

よって、耐震性を向上させたタイプなどもある。

ただし、重量が重いといった短所もある。

■PDCA サイクル

Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ（評価）、Ａ（改善）

を繰り返し、品質の維持向上及び継続的な業務改

善活動を推進するマネジメント手法。

あ 行

■アセットマネジメント

経営工学、金融工学等の分野で用いられた用語

であり、保有資産が最大の利益を生み出すように

投資配分等を管理すること。転じて、上下水道事

業においては、施設の運用、管理に必要な費用を

小さく抑え、質の高いサービスを提供して、資産

価値を最大化するための活動。

■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。

■衛生管理者研修会

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。

■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。
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か 行

■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 500～1,500 ㎡/g、細孔半径 1～100 ㎜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。

■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

10 ㎥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。

■環境会計

環境を保全するための活動に要するコストやそ

の効果を定量的に把握するための手法。環境対策

のコストと、省エネ効果など実益のバランスを明

確にすることによって合理的な経営判断に役立て

ることを目的としている。

■環境報告書

事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関す

る方針・目標・計画、環境マネジメントに関する

状況、環境負荷の低減に向けた取組の状況等につ

いて取りまとめ、定期的に公表するもの。環境省

では、環境報告を行う際の実務的な手引きとして、

平成19年6月に「環境報告ガイドライン（2007

年版）」を発行している。

■幹線管路

浄水場から配水池までの送水管や配水池間を連

絡する配水管等の重要性が高い管路を幹線あるい

は配水幹線と称する。配水支管に分岐する配水本

管と区別するために使用される。

■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。

■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
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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

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。

■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。

■計画１日最大給水量

事業計画において定める１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１日平均給水量

事業計画において定める１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。

■下水道ビジョン 2100

下水道のあり方について、100 年という長期の

視点から 21 世紀型下水道の将来像を示した国の

提言書。

■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。

■下水道普及率

下水道の普及状況を示す率。処理区内人口を総

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

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。

■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。

さ 行

■災害浄水機

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。
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■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。

■事業評価

ここでは、本ビジョンで策定した将来施策を実

施した後、達成状況等を評価すること。次回の施

策に役立てる。

■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

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

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。

■小規模貯水槽水道施設

平成 13 年度の水道法改正によって定義されて

おり、水道または専用水道から供給を受ける水の

みを水源とする受水槽を有する施設をいう。受水

槽の容量が 10m3 を超える場合は簡易専用水道

と定義され、従来から設置者が当該水道の管理基

準の遵守と管理状況の検査の受検を義務付けてい

たが、平成 13 年度の法改正によって 10 m3を

下回る場合も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。
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■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。

■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。

■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。

■水洗便所改造資金銀行あっ旋制度

水洗便所の普及促進に向けた融資制度。運営団

体により呼称が異なる。普及促進が目的であるた

め、一般的には利率等の返済条件が借主に有利に

設定されている。

■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。

■水道ビジョン

厚生労働省より示された我が国の水道が向かう

べき方向を示した構想。平成 16 年度に作成され、

平成 20 年度に改定された。

■水道普及率

行政区域内人口に対する給水人口の割合を示す。

■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。

■接合井

送水管の分岐点、合流点、屈曲点等に桝を設け

て、水の力を調整する施設。

■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。

■総括原価

料金収入で賄うべき原価のすべて。料金算定期

間における料金対象原価額であり、その内容は営

業費用（総原価＝製造原価＋販売・一般管理原価）

に資本費用（支払利息＋資産維持費）を加算した

額である。

■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
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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。

■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、管で連続して直結給水する方式。近年、

建物の中高層化が進むなか、受水槽の衛生的管理

の不備による水質悪化が問題となっており、直結

給水する高圧給配水システムが有効な手段とされ

ている。一般には、配水管の水圧により給水する

方法（直圧給水）であるが、給水する階層が制限

されるため、ブースターにより加圧して給水する

方法も考えられている。

■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。

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。

■デフレスパイラル

物価が下落しても需要の上昇が見られず、さら

にデフレを進行させる悪循環のこと。

■導水管

原水を取水施設から浄水場まで送る管（管路）。

な 行

■農業集落排水事業

農業集落地域における農業用用排水の水質保全、

機能維持を図ることを目的とした、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。
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■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。

■富栄養化

湖沼のような閉鎖的な水域において、人為的な

排水による栄養塩類（N，P など）の流入により、

栄養塩濃度が増加していく現象のこと。生産者（植

物プランクトン、水草など）、消費者(動物プラン

クトン、魚類など）、分解者（細菌など）の物質循

環によって、水中の溶存物（とくに栄養塩類の増

加）による植物プランクトンなどの生物生産が増

加し、赤潮などが発生する。

■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。

■伏流水

河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流と

なって流れる地下水で地表の河川と水理的な関係

が強いもの。

■不明水

下水道管きょには、地下水や雨水等の排水以外

のものが入ってくる。これらの浸入水のことをい

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。

■補てん財源

資本的収入が資本的支出に不足する場合にその

不足額を補てんする、当該企業内部に留保された

資本などの財源のこと。具体的には、消費税資本

的収支調整額、繰越工事資金、引継金、引継貯蔵

品、損益勘定留保資金、利益剰余金処分額（積立

金）などをいう。

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

を分離除去し清澄なろ過水を得る浄水方法。

■マテリアルリサイクル

「再資源化」、「再生利用」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。

■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。

■宮崎市水道事業経営計画

平成 15 年度に策定された宮崎市水道事業の基

本構想。本ビジョンの前身のひとつ。

■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。

■宮崎市上下水道事業中期経営計画

平成 19 年度に策定され、宮崎市上下水道事業

を一体的に取り扱った最初の基本構想。

■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
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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

■有効率

有効水量を給水量で除したもの（％）。有効水量

は漏水等によって失われることなく水道施設及び

給水装置を通して有効に使用されている水量であ

るから、有効率の向上は経営上の目標となる。

■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。

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

害の他、施設、機器の破損、故障といったものが

考えられる。

■硫化水素

天然には火山ガスや温泉などに含まれ、下水や

汚泥の腐敗によっても生じる。人体に有毒であり、

特有の臭気を持つガス。

■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。

＊水道用語辞典等より編集
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