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1. はじめに

宮崎市の上下水道事業は、自然環境・社会情勢や市町合併に伴う経営環境の変化等に柔

軟に対応し、充実したサービスを持続的に提供することが求められています。

そのため、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「みやざき水ビジョン 2010」（以下、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いく方針です。

●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 の位置づけ

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。

老朽管の更新や地震などに対する危機管理対策等の課題解消のため、５つの基本戦略を

設定し、数値目標を示すとともに、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、料金改定についても試算を行っています。

また、策定にあたって、皆様のご意見、ご要望等をマスタープランに反映させるため、

（１）市民アンケート（市民 3,000 人を対象に平成 22 年 4、5 月実施、回収件数 1,296

件、回収率 43.2％）

（２）パブリックコメント（平成 22 年 10 月 14 日～11 月 5 日実施、意見件数 15 件）

（３）事業評価（宮崎市上下水道事業経営審議会において、下北方浄水場大規模改修事業

等の主要な６事業について評価）を実施しました。

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
－計画期間：平成 22～31 年度－

●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
今後 10 年間を

見据えた

事業計画です！
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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。

水道事業の課題を

総チェック！

●経営基盤の強化とお客様サービスの向上

主要な課題 緊急度

業務のさらなる効率化・適正化 高

収入の確保 高

お客様対応のさらなる向上 高

さらなる情報の公開 高

水道技術の継承 高

複数水道事業運営の統合に伴うサービスの

不均衡
中

●安全・安心な給水の確保

主要な課題 緊急度

佐土原・田野・高岡・清武町域の安定給水 高

水源水質などの変化 高

水質事故リスクの増大 高

浄水水質の安全性 高

異臭味などの発生 高

鉛給水管 高

小規模貯水槽水道施設の管理指導 中

給水装置による事故 中

●災害対策の充実

主要な課題 緊急度

施設・管路の経年化 高

地震対策 高

渇水対策 高

応急給水と復旧体制 中

●環境・エネルギー対策の強化

主要な課題 緊急度

事業に伴う廃棄物の減量化・再資源化 高

有効率の向上 高

環境対策 中

省エネルギーの推進・未利用エネルギーの

活用
低

＊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
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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。

下水道事業の課題を

総チェック！●経営基盤の強化とお客様サービスの向上

主要な課題 緊急度

業務のさらなる効率化 高

繰入金の削減 高

使用料収入の確保 高

お客様対応のさらなる向上 高

さらなる情報の公開 高

●下水道の普及促進

主要な課題 緊急度

地域格差の改善 高

お客様のニーズ把握 高

少子高齢化への対応 高

水洗化率の向上 高

●施設の老朽化と資産管理

主要な課題 緊急度

施設ストックの増加 高

施設の経年化 高

道路陥没事故の発生 高

管きょの機能障害 高

不明水の解消 中

●危機管理

主要な課題 緊急度

集中豪雨などによる浸水被害の増加 高

都市化の進展による浸水被害の増加 中

大規模地震の発生 中

耐震対策 中

●下水道資源の活用

主要な課題 緊急度

下水道汚泥（バイオマス）の利活用 高

電力消費量の低減 高

温室効果ガスの抑制 高

水資源の活用 中

●農業集落排水事業の維持管理

主要な課題 緊急度

安定した稼動 中

公共下水道への接続 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
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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、導き出された今後の事業の方向性について以下に示します。

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。

（市民 3,000 人を対象に平成 22 年 4、5 月実施、回収件数 1,296 件、回収率 43.2％）

（１）給水水質について

◆（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？

◆（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） Q７～Q9

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。

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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（２）地震、事故リスクへの対応について

◆（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）

◆（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）

（３）料金について

◆（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）

（４）サービス全般について

◆（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）

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

る必要がありますが、人口減少など

に伴う減収は避けられない状況であ

り、適正な料金水準に見直すことも

施策のひとつと考えています。

（方向性）

「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、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

ると考えています。

（方向性） Q10、Q11

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。
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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

「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、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」と「５つの基本戦略」を設定します。

（１）事業経営のテーマ

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。

（２）経営の基本戦略

基本理念である「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」を実現するために次の「５つの基本戦略」

を設定しました。

～～事事業業経経営営ののテテーーママ～～

公益性
企業性

お客様

「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」

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

～5つの基本戦略～

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）
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（３）業務指標の数値目標

マスタープランでは、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

（全部で 32 項目）を設定しました。ここでは、８つの指標について示します。

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。

（単位：％）

88.9

91.3

93.2

87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

11.0

9.5
8.1

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

97.2

100.0 100.0

84.0
86.0
88.0
90.0
92.0

94.0
96.0
98.0

100.0

（平成2１年度） （平成26年度） （平成31年度）

9.4

66.0

100.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

（水道） 有収率
＝（有収水量／給水量）×100

（水道） 管路の耐震化率
＝（耐震管延長／管路総延長）×100

（水道） 浄水発生土の有効利用率
＝（有効利用土量／浄水発生土量）×100

（水道） 貯水槽水道指導率
＝（貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数）×100

81.8

87.9

91.4

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

91.6

90.3

93.1

87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

15.6

39.9

59.3

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

33.5
40.0

45.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

（下水道） 人口に対する普及率
＝（下水道処理人口／行政区域人口）×100

（下水道） 水洗化率
＝（下水道接続済み人口／処理区域人口）×100

（下水道） 合流区域の管きょ改善達成率
＝（改善管きょ延長／計画改善管きょ延長）×100

（下水道） 下水汚泥リサイクル率
＝（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）
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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）

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。

（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。

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。

（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。

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

老朽管更新状況

（施策事業メニュー）

●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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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、バックアップ機能を充実させ、

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。

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。

（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

も検討します。

（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、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、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

策に取り組みます。

具体的には、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、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、さらには、環境ボランティア、環境学習など

を通じた市民の自発的な環境行動の醸成に努めます。

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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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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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（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。

（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。

（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。

（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。

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●給水装置の適正な管理

●工事事業者の指導・育成

（施策事業メニュー）

●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

沈でん池 急速ろ過池

衛生管理者研修会状況 小規模貯水槽水道実態調査状況
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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が懸念されるこ

とから、その更新を図り、水道の安定供給に

努めます。（約 65 億 6千万円）

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を計画的に更新する

ことにより、漏水の防止や耐震性の向上を図

ります。 （約 98 億 6千万円）

老朽管布設替工事

下北方浄水場大規模改修事業

→この事業のねらい

安定した水の供給と地震対策！

→この事業のねらい

安定給水の継続と信頼性の向上！

老朽管更新事業

●佐土原町域では一ッ瀬川の濁水対策や海

水遡上の問題に対処するために、下北方

配水池から約 15km の送水連絡管や配水

池などを整備します。 （約 27億 5千万円）

●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

管を整備します。 （約 10 億 5千万円）

●高岡町域では富吉浄水場から高岡町高浜

配水池までの約7kmの送水連絡管を整備

しました。

●清武町域では災害時に相互の水運用が可

能となる連絡管の整備を検討します。

４町域への水道連絡管整備

→この事業のねらい

4 町域の安定した水の供給！

幹線配水管の耐震化

●幹線配水管の役割

浄水場から各家庭などに水を配るうえで

最も重要な役割を担っている幹線配水管は、

災害時においてもその機能を確保し、飲料水

等を供給する必要があります。

●整備目標

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。 （約 54億 8千万円）

→この事業のねらい

耐震化による拠点施設への供給確保！

下北方浄水場全景

重 要 事 業 の ご 紹 介 （マスタープラン期間中の概算事業費）
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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）

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。

（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。

（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

を行います。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。

（３）危機管理対策の推進

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、浸水対策など

ハード面の対策を推進するとともに、職

員の危機管理意識の徹底と訓練の実施、

並びに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。

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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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）

（施策事業メニュー）

●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
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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。

（施策事業メニュー）

●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

下水道の普及促進

→この事業のねらい

快適環境の創出と水環境の保全！

整備普及が遅れている４町域においては、地

域の意向を踏まえ、効率的な整備区域の設定

とコスト縮減を図り、円滑な下水道の普及促進

に努めます。
・佐土原町域普及拡大（約 54億 6千万円）

・田野町域普及拡大 （約 3億 9千万円）

・高岡町域普及拡大 （約 47億 1千万円）

・清武町域普及拡大 （約 105億 4千万円）

佐土原浄化センター

浸水対策

集中豪雨や都市化の進展による浸水に対

し、淀川雨水ポンプ場の建設など浸水対策施

設を整備し、浸水被害の解消に努めます。
（約 19億 2千万円）

淀川雨水ポンプ場建設

重 要 事 業 の ご 紹 介 （マスタープラン期間中の概算事業費）

→この事業のねらい

自然環境や都市環境の変化への対応！

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

青島浄化センター

浸水軽減

＜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。

淀川、太田雨水

ポンプ場等整備

＜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。

＜普及拡大＞

４町域の下水道整備を促

進します。
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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）

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。

（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。

（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。

（３）環境負荷の低減と資源循環利用の促進

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、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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

下水道汚泥から効率的にガスエネルギーを抽出し、下水処理に必要な施設内

エネルギーとして利活用を促進します。 （約 23億 3千万円）

バイオマス利活用 消化ガスエンジン・発電機



Miyazaki mizu vision 2010＜概要版＞

17

6.4. 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。

（１）経営の効率化

経営の効率化については、健全な事業

運営のため経営課題の分析を行い、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。

（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。

（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に

応じた業務の見直しを継続し、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。

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

（施策事業メニュー）

●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）活用による業務効率化

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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
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（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。

（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。

（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。

（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。

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●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

去川簡易水道
（第１配水池）
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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）

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。

（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。

（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。

（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、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。

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

（施策事業メニュー）

●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

（施策事業メニュー）

●基本水量制の見直し

●逓増制の見直し

（施策事業メニュー）

●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

上下水道モニターの様子
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7. 財政計画

将来人口の減少や景気の低迷、節水意識の向上などにより水需要が減少し、水道事業、下水

道事業とも厳しい財政状況での経営が予測されます。

（１）水道事業の今後の財政見通し

水道事業については、老朽化施設の更新や耐震化の取り組みが必要であり、大規模な投資を

見込んでおります。そのため、平成 22 年度から事業期間を通じて収益的収支の赤字が発生す

ると予測されます。

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

④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

●行財政改革による経営改善

上下水道局では、今後とも、あらゆる経営努力を尽くし、収益の確保、経費節減に努めてま

いります。具体的な方策については以下のとおりです。

☆浄水場の運転管理など業務の外部委託化

☆料金センターの設置（平成２３年度から）

☆上下水道事業に対応した組織、機構の見直し

☆繰上償還の実施

☆企業会計間の効率的な資金運用

●料金改定シミュレーション

経営努力によって、抜本的に収支改善を図ることには、自ずと限界もあることから、料金改

定についても早期に検討する必要があると考えております。

このため、マスタープランでは、水道料金、下水道使用料の改定について、それぞれ次の２

ケースの改定率を試算しております。

単位：百万円（税抜き）
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（２）下水道事業の今後の財政見通し

下水道事業については、主な収入である下水道使用料は、ほぼ横ばい傾向にあります。

施設の老朽化に伴う修繕費の増加や新たに整備した施設の減価償却費など多額の費用が発生

するため、繰入金もほぼ横ばいで推移していくものと予測されます。

特に、本来使用料によりまかなわなければならない経費を一般会計（市税）から繰り入れて

います基準外繰入金については、その繰り入れを解消し、下水道事業の経営健全化を図る必要

があります。

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

④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
⑤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

○水道料金 ケース１ 平成 24 年度 改定率 15％

ケース２ 平成 27 年度 改定率 25％

○下水道使用料 ケース１ 平成 24 年度 改定率 25％

ケース２ 平成 24 年度 改定率 10％、平成 28 年度 改定率 15％

なお、マスタープランで試算しました料金改定率や時期はあくまでも目安であり、実際の料

金改定は、今後詳細な検討を行ったうえでご提示することとなります。

ちなみに、全国 40 の中核市における上下水道料金を調査したところ、宮崎市の上下水道料

金のランキングは以下のとおりとなっています。

水道料金 40 市中 13 番目に安い口径 13mm 月 20m3使用の場合

（月額 消費税込み） 下水道使用料 40 市中 14 番目に安い

単位：百万円（税抜き）
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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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