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第１章 経営戦略策定の背景

１ 経営戦略策定の趣旨及
本市水道事業では，「安全

平成 20 年 3 月に「三原市水道

た。その後，平成 24 年 3

市水道事業後期基本計画」

有収率1の向上，適正な浄水処理

しかしその間，少子高齢化社会

水道料金収入は減少傾向

始め更新に多額の費用が見込

てきました。 

そのような中，平成 25

安定的に供給していくための

は，50 年 100 年先の将来

して行くために，これからの

の役割分担等について示

また，平成 26 年 8 月，

て」が示され，将来にわたって

計画として「経営戦略」を

投資試算と財源試算を均衡

り組み，一層の経営基盤の

また，本市水道事業におきましては

いて」を策定し,施設の維持管理

の適正化など,限られた財源

トに取り組みました。 

これらを踏まえ，本市水道事業

安心・安全で安定的に供給

定めることを目的として

【経営戦略の位置づけ】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 有収率 

 有収水量（漏水などを除く水道料金収入
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背景

及び位置づけ
安全で安心して飲める水を安定的に」をキーワード

三原市水道ビジョン」「三原市水道事業基本計画

3 月に当該計画を見直し，「三原市後期水道

」として改定し，この計画のもとに事業展開

浄水処理の実施など一定の効果を得ることができました

少子高齢化社会の進展や節水機器の普及等により

となり，また拡張期に整備した水道施設が

見込まれるなど，水道事業を取り巻く環境

25 年 3 月，厚生労働省から将来にわたって

していくための指針として「新水道ビジョン」が示されました

将来にわたって「安全」で「強靭」な水道を

これからの取り組みの目指すべき方向性やその実現方策

されたものであります。 

総務省から「公営企業の経営に当たっての

にわたって安定的に事業を継続していくための

を策定することが求められました。これは

均衡させた収支計画を策定して財政マネジメントの

の強化等を図ることを目的としています。

におきましては平成 27 年 9 月に「水道施設の

維持管理,点検,補修体制の強化や,更新時における

財源の中で費用対効果の最大化を図るアセットマネジメン

水道事業ではライフラインである水道水を

供給していくために，今後 10 年間に特に取

「三原市水道事業経営戦略」を策定するものです

―――――――――――――――――――――――――――――――――

水道料金収入となった水量）を給水量で除したものです

をキーワードとして，

三原市水道事業基本計画」を策定しまし

三原市後期水道ビジョン」「三原

事業展開してきた結果，

ることができました。 

により事業の基となる

が更新時期を迎え

環境は大きく変化し

安心・安全な水を

されました。これ

「持続」的に経営

実現方策，関係者

たっての留意事項につい

していくための中長期的な基本

れは，経営の健全化，

マネジメントの向上に取

。

の更新見通しにつ

における投資規模

るアセットマネジメン

を将来にわたって

り組むべき施策を

するものです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――

したものです。 
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２ 目標年度と計画期間
経営戦略は，将来にわたって安心・安全な水道水を安定的に供給していくため，

今後 10 年間に特に取り組むべき施策を定めることから目標年度を平成 39 年度とし，

計画期間は平成 30 年度から平成 39 年度の 10 年間とします。 



口径13㎜ 　　26,657

口径20㎜ 　　15,438

口径25㎜

口径40㎜        442件

口径50㎜以上        213件

合　計 　　44,159

第２章 水道事業の現状と

１ 給水人口と水需要の現状

（１）水需要の推移
給水人口2は，平成 19

減少(△6.6％)しています

減少(△17.5%)しており

これは，人口減少のほかに

影響と考えられます。

【給水人口・年間給水量

（２）水利用の状況
① 件数の実績

用途別の件数では，

が全体の 95.3％を占めています

【平成 28 年度量水器設置割合

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 給水人口 

給水できる地域に居住しており

勤者や観光客は給水人口に含みません
3 給水量 

 水道利用者に取り付けている

3 

　　26,657件

　　15,438件

1,409件

       442件

       213件

　　44,159件

と課題

現状

19 年度の 90,712 人から平成 28 年度 84,725

しています。また年間給水量3については，10 年間

しており,人口減少割合以上の減少傾向を示しています

のほかに節水機器の普及や水道利用者の節水意識

年間給水量】 

主に個人利用による「口径 13 ㎜,口径 20

めています。 

年度量水器設置割合】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――

しており，給水を受けている人口をいいます。給水

みません。 

けている水道メーターで量った，実際に使われている

84,725 人と約 6,000 人

年間で約 2,300 千㎥

しています。 

節水意識向上による

20 ㎜」によるもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――

給水の範囲外からの通

われている水量のことです。 



一般用  9,313,411㎥

工場用     316,512㎥

船舶用     262,578㎥

その他      10,830㎥

合計  9,903,331㎥

水　源

自　己　水

県　  受

計

② 使用水量の実績

用途別の使用水量では

ています。 

【平成 28 年度水利用状況

２ 水道施設の現状

（１）水源の状況
本市水道事業は，自己水源

川水道用水供給事業4からの

【平成 28 年度 取水実績

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4 水道用水供給事業 

 水源の確保が困難な市町へ水道用水

果たしています。 

 このうち，沼田川水道用水供給事業

対応するため，昭和 52 年 4 月

しました。 

 また，昭和 60 年 7 月からは

しています。 
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 9,313,411㎥

    316,512㎥

    262,578㎥

     10,830㎥

 9,903,331㎥

源 取　水　量

水　源         22,889㎥/日(71.5

水          9,125㎥/日(28.5

        32,014㎥/日

では，主に個人利用による「一般用」が全体

年度水利用状況】 

自己水源で全体の約 70％を賄い，残りの約 30

からの受水で賄っています。 

取水実績】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――

水道用水を広域的に供給するもので，いわば水

沼田川水道用水供給事業は，県東部の水需要増加や常時水不足

月から，現在の三原市，尾道市，福山市，東広島市

からは，県境を越えて愛媛県越智郡上島町に「友愛

日(71.5％)

日(28.5％)

全体の 94.0％を占め

30％を広島県沼田

―――――――――――――――――――――――――――――――――

水の卸売業の役割を

常時水不足に悩む島しょ部に

東広島市に給水を開始

友愛の水」として給水



（２）水道施設の状況
本市水道事業が保有する

中して整備しており，整備後

このまま施設更新を行

成 49 年度には全体施設

今後は，施設の老朽度

更新を検討するとともに

取り組んでいく必要があります

【水道施設の年度別整備状況

【水道施設の健全度（更新

5 

する施設の多くは，昭和 40 年代後半から

整備後 40 年を迎え始めました。 

行わなかった場合，平成 39 年度には全体施設

全体施設の 58％が法定耐用年数を超過することとなります

老朽度や耐震性能を的確に把握し，耐震化対策

とともに施設の維持管理を適切に行うことで，施設

があります。

年度別整備状況】

更新を実施しなかった場合）】

から 50 年代前半に集

全体施設の 41％，平

することとなります。 

耐震化対策を含めた施設の

施設の長寿命化に



施設名 廃止・休止

川西第2水源地 休止

川西浄水場 休止

用倉第1ポンプ所 休止

用倉第3ポンプ所 休止

麓水源地 廃止

また，近年の人口減少等

見合う施設規模に合わせていくために

本市水道事業では過去

ることで，施設の維持管理費

今後も，水需要の見通

施設の統廃合の検討を行

【過去 10 年間で廃止・

（３）管路の状況
管路については，これ

た管路の更新を着実に

0.57％と全国平均，広島県平均

ります。 

水道施設と同様，管路

スピードアップして更新

【管路更新率】 

※管路更新率 

   （当該年度に更新した管路延長数

6 

廃止・休止年度 施設名 廃止・休止

H19 松原配水池 休止

H19 垣内浄水場 廃止

H19 垣内配水池 廃止

H19 篝第1水源地 廃止

H20

人口減少等による水需要の減少に伴い将来的に必要

わせていくために，施設の適正化を図ってきました

過去 10 年間で 9 施設の統廃合（ダウンサイジング

維持管理費の削減に努めてきました。 

見通しに対応し，効率的かつ安定した水の供給

行っていきます。 

・休止した施設一覧】 

これまで「三原市水道事業後期基本計画」に

に進めてきましたが，平成 21 年度以降の

広島県平均と比較しても低く，更新が進んでいない

管路についても，大量更新の時期が近づいているため

更新に取り組む必要があります。 

管路延長数÷総管路延長数）×100 

休止 廃止・休止年度

H26

H28

H28

H28

必要な供給能力に

ってきました。 

ダウンサイジング）を実施す

供給を行えるよう

に基づき老朽化し

の更新率は年平均

んでいない状況にあ

づいているため,今後は



※浄水施設耐震化率 

（耐震対策済の浄水施設能力÷全浄水施設能力

※基幹管路耐震適合率 

（耐震適合性基幹管路延長÷基幹管路総延長

（４）耐震化の状況
① 浄水場及び配水池5の

災害時に可能な限り必

て施設整備を進めてきました

その結果，本市水道事業

常に高い耐震化率となっています

また，配水池についても

比較して高い整備状況

【浄水場耐震化率】

② 管路の耐震化の状況

基幹管路6の耐震適合率

いますが，全国平均と

必要があります。 

【基幹管路耐震適合率】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5 配水池 

 浄水場から送られてきた水道水

 通常は山などの高いところに
6 基幹管路 

導水管・送水管・配水本管（配水管

7 

全浄水施設能力）×100 

基幹管路総延長）×100

※全管路耐震適合率 

（耐震適合性管路延長÷

の耐震化の状況

必要水量を確保できるように，「災害に強

めてきました。 

水道事業の浄水場耐震化率は 73.5％と全国平均

となっています。 

についても耐震対策済配水池は 66.2％と全国平均

となっています。 

【配水池耐震化率】

耐震適合率及び全管路耐震適合率は，ともに広島県平均

比較すると若干下回っており，耐震化に計画的

】 【全管路耐震適合率

―――――――――――――――――――――――――――――――――

水道水を貯めておく貯水タンクをいいます。 

いところに設置し，水道水を自然流下させて，水道利用者

配水管のうち口径 250 ㎜以上のもの）を基幹管路

※配水池耐震化率 

（耐震対策済の配水池容量÷配水池総容量

÷管路総延長）×100

強い水道」を目指し

全国平均と比較しても非

全国平均，広島県平均と

】

広島県平均を上回って

計画的に取り組む

全管路耐震適合率】

―――――――――――――――――――――――――――――――――

水道利用者に届けています。 

基幹管路としています。 

配水池総容量）×100



第３章 経営の現状と課題

１ 組織体制の現状
現在の条例定数は 57 名

員を除く）の職員で事業運営

平成 19 年度の 52 名から

なされてきた結果，40 歳未満

今後は技術継承の面からも

なっています。 

【職員数の推移】 

２ 水道料金収入の現状
水道料金収入は年々減少

20.1 億円と約 2.8 億円（

これは，少子高齢化社会

の使用量が減少していることによるものです

【水道料金収入の推移】

8 

課題

名ですが，平成 28 年度末現在，40 名（再任用短時間勤務職

事業運営しています。 

から平成 28 年度までで 12 名(△23.1％)の大幅

歳未満の職員が平成 19 年度に比べ 3 分の 1 に

からも，この世代の職員を継続的に確保していくことが

年々減少しており，平成 19 年度の 22.9 億円から

（△12.2％）減少しています。 

少子高齢化社会の進展，人口の減少，節水機器の普及などにより

していることによるものです。 

】

再任用短時間勤務職

大幅な職員削減が

に減少しており，

していくことが課題と

から平成 28 年度では

などにより，水道



３ 当年度純損益の現状
平成 26 年度は地方公営企業会計基準

したためマイナスとなっていますが

【当年度純損益の推移】

４ 供給単価と給水原価の
供給単価とは，水道利用者

水原価とは 1 ㎥の水道水

平成 23 年度以降は，給水原価

水を作る費用を水道料金収入

【供給単価と給水原価の

9 

地方公営企業会計基準の見直しにより，退職給付引当金

したためマイナスとなっていますが，その他の年度はプラスを計上

】

の現状
水道利用者が負担する水道水 1 ㎥あたりの単価のことをいい

を作るために必要な費用のことをいいます

給水原価が供給単価を上回っている状況となっており

水道料金収入で回収できていない状況が続いています

の推移】

退職給付引当金を一括計上

計上しています。

のことをいい，給

のことをいいます。 

となっており，水道

いています。 



５ 企業債残高の現状
企業債7残高は，平成 16

平成 19 年度時点で約 140

除繰上償還制度の活用などにより

企業債残高は 39.4 億円減少

それに伴い，支払利息

億円減少しています。 

しかし，企業債残高は

施設の更新にあたっては，

その資金の多くを企業債

ことにつながります。 

このため，企業債の借入

に進めていく必要があります

【企業債残高及び支払利息

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
7 企業債 

 公営企業が設備投資をするときに

10 

16 年度に完了した浄水場総合移転整備事業

140 億円と多額になっていましたが，高利率企業債

などにより，平成 19 年度から平成 28 年度までの

億円減少しています。 

支払利息も平成 19 年度の 3.6 億円から平成 28 年度

は，他都市に比べまだまだ多い状況にある一方

，多額の資金が必要となります。 

企業債の借入れで賄うことは，将来世代に過重

借入れにあたっては世代間負担の公平性が図

があります。 

支払利息の推移】

―――――――――――――――――――――――――――――――――

をするときに，国などから長期に借り入れる借金をいいます

事業の影響により，

高利率企業債の補償金免

までの 10 年間で，

年度 2.1 億円と 1.5

一方，今後の老朽

過重な負担を強いる

図られるよう慎重

―――――――――――――――――――――――――――――――――

をいいます。 



①浄水場運転管理業務

②漏水修理業務

③配管図管理業務

④管路診断業務

⑤水質検査業務（

⑥電気保安業務 

６ 運営資金の現状
事業活動に必要な運営資金

また，給水人口一人当たり

は約 25,000 円で推移して

今後，給水人口の減少

うことは将来世代の負担が

計画的に積み立てていくことが

【現金・預金の推移】

７ 民間委託の活用
職員数の減少や事業の

今後も民間委託及び民間活力

あたっては，水道水の安全

を十分に考慮したうえで対象業務

現在，民間委託を実施

11 

浄水場運転管理業務（一部） ⑦量水器取替業務 

⑧検針業務 

配管図管理業務 ⑨開閉栓業務 

⑩窓口業務 

（一部） ⑪滞納整理業務 

運営資金は，過去 10 年間，15～21 億円前後で推移

たり現金・預金残高も 20,000 円前後で推移

しています。 

減少が予測される中で，運営資金の多くを企業債

が重くなることにつながるため，建設投資

てていくことが必要となります。 

効率化のため，これまで民間委託の導入を

民間活力の有効利用について検討を行っていきます

安全の確保，危機管理体制の維持，適切なコスト

対象業務を抽出し，導入効果の高いものから

実施している業務は次のとおりです。

推移しています。 

推移し，直近 2 年間

企業債の借入れで賄

建設投資にかかる資金を

を進めてきました。

っていきます。導入に

なコスト縮減効果等

いものから進めます。
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８ 経営指標の現状
本市水道事業と広島県平均を比較した経営指標の現状評価を以下に示します。

40.4

1.179

-

　企業債償還元金とその償還財源である減価償却
費との割合で，企業債償還能力を示す。この率は
低いほど償還能力が高く，100％以上は資産状況に
注意する必要がある。

　本市の指標は，広島県平均の1.2倍程度であり,
内部留保資金の多くを企業債の償還に充てている
ことになる。

　総資本と，これを構成する固定負債の比率を示
すもので，この率は小さいほど良いことを示す。

　本市の指標は，広島県平均の1.2倍程度となる
が，率は40.4％であり，経営的に安定している状
況である。

　償却対象固定資産に対する平均償却率を示す。
水道施設の場合は比較的耐用年数の長い施設に
よって構成されているので，一般に同比率は低く
なる。
　水道事業においては同比率が3％程度を示してい
るものが多い。

　本市の指標は広島県平均と同等である。

　総資本とこれを構成する自己資本の比率を示
す。この率が大きいほど経営の安定性が高い。

　本市の指標は広島県平均より7ポイント程度低い
ことから，資本金の増加，負債の縮小など経営の
安定性を高める対策が求められる。

-

三原市

三原市

広島県平均

三原市

２　資産の状態を示す指標

広島県平均

総収益対総費用
比率

営業収益対営業
費用比率

企業債償還額対減
価償却比率

資本金＋剰余金＋
評価差額等＋繰延収益

資本＋負債
自己資本構成比率(4)

広島県平均 62.6 0.882

広島県平均 3.9

(％）

広島県平均 32.7 1.235

三原市 3.9 -

三原市 55.2

広島県平均 106.2

(3) (％）

1.000

固定負債構成比率

減価償却比率

資本＋負債
(2)

(1)

(2) (％）

(％）

(％）

-81.7
建設改良のための
企業債元金償還金

当年度減価償却額

固定負債

減価償却資産

69.3

当年度減価償却額

112.6 1.082

三原市 104.7 -

総費用

備　　　　考

１　収益性を示す指標

指      標 経営分析式 単位 事業
指標値
H27年度

広島県平均
に対する

割合

(％）(1)

-121.8 　総費用に対する総収益の割合を見るもので，
100％以下であれば損失を示し，100％を超える率
が高いほど経営状態が良いことを示す。

　本市の指標は100％を上回っており，経営状態は
健全であると言える。

　営業収益と営業費用を対比して業務活動の能率
を示し，経営活動の成否の判断指標となるもの
で，率は100％を超えて高ければ高いほど良いこと
を示す。

　本市の指標は100％を上回っており，経営成果が
出ている状況である。

総収益

営業収益－受託工事収益
営業費用－受託工事費用

0.986
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(％）

(％）

(％）

(％）

５　生産性を示す指標

(3) 流動比率

酸性試験比率

施設利用率

流動資産
流動負債

固定資産構成比率

固定比率

流動負債

一日平均配水量
一日最大配水量

４　施設の効率性を示す指標

一日平均配水量
一日配水能力

一日最大配水量
最大稼働率

負荷率

三原市

広島県平均

三原市

広島県平均

(％）

(％）(2)

(1)

指      標

固定資産
固定資産＋流動資産

＋繰延資産

固定資産
資本金＋剰余金＋

評価差額等＋繰延収益

職員一人当たり営
業収益

(1)
損益勘定所属職員数

三原市

(千円)

３　財務状態を示す指標

(2)

(4)

営業収益－受託工事収益

職員一人当たり有
形固定資産

(1)

(2)

(％）(3)

期末有形固定資産
全職員数

(千円)

一日配水能力

現金預金＋
(未収金－貸倒引当金)

90.9

164.6

-

　一日配水能力に対する一日最大配水量の割合
で，指数は高いほど，有効稼働となるが，余裕性
が少なくなる。

　本市の指標は広島県平均の86.9％と稼働率は下
回っているものの，60％台で安定した稼働状況を
維持している。

　一日平均配水量と一日最大配水量の割合を示
し，100％に近づくのが理想となる。

　本市の指標は広島県平均とほぼ同等であり，変
動の少ない安定的な運用を行っている。

　職員1人が何円の営業収益を上げているかを示
し，指数は高いほど，労働生産性が良いことを示
す。

　本市の指標は，広島県平均の109.5％となってい
る。

-

0.999

-

1.134145.2

204.4

194.9

50.6

1.095

-

1.049

-

 総資産に対する固定資産の割合で，指数は低い方
が機動的な経営が可能であるが，施設型の企業で
ある水道事業では，高くなる傾向にある。

 本市の指標は広島県平均とほぼ同等である。

　固定資産が自己資本によって賄われているもの
として，指数は100％以下が望ましいとされている
が，設備投資資金のほとんどを企業債に依存して
いる水道事業では必然的に高くなる。

　本市の指標は広島県平均より1.1倍程度高い状況
となっている。

　1年以内に現金化できる資産と支払われなければ
ならない負債との割合を示し，流動性を確保する
ために200％以上が望ましいとされる。

　本市の指標は200％を上回っており，健全な状況
となっている。

　同指標は，流動資産のうち現金化しうる未収金
などの当座資産と流動資産の割合を示し，短期の
支払能力を見るための指標で,指数は100％以上が
望ましい。

　本市の指標は200％を上回っており，健全な状況
となっている。

　一日配水能力に対する一日平均配水量の割合
で，指数が高いほど，施設を有効に利用している
ことになる。

　本市の指標は広島県平均の84.6％と利用率は低
い状況であり，配水施設の整理などの対策を考慮
する必要がある。

経営分析式 単位 事業
指標値
H27年度

広島県平均
に対する

割合
備　　　　考

三原市

広島県平均

三原市

三原市

広島県平均

200.7 -

広島県平均 190.5 1.054

90.8

　職員1人が何円の固定資産を保有しているかを示
しており，指標は高いほど良いことを示す。

 本市の指標は，広島県平均の136.5%であり,生産
性は健全である。

0.869

-

0.975

1.365

0.846

-

三原市 565,610 -

414,320

三原市

60,208

69.3

54,963

84.1

86.3

59.8

60.2

広島県平均

広島県平均

三原市

広島県平均

広島県平均



指標分類のうち，財務の状況

高い状況にあります。これは

たことによるものです。また

と比較して高く，内部留保資金

一方で，職員一人あたりの

職員一人あたりの生産性が高

【経営指標の広島県内水道事業体

※広島県平均を 100 とした場合の

14 

状況については固定負債構成比率が広島県平均

これは浄水場総合移転整備事業の際に，多額の

また，企業債償還額に対する減価償却費の割合

内部留保資金を施設更新費に充てられていないことが

あたりの営業収益や有形固定資産は広島県平均と

高いといえます。 

広島県内水道事業体との比較（平成 27 年度決算値

の比較 

広島県平均と比較して

の企業債を借入れ

割合が広島県平均

ことが言えます。 

と比較して高く，

年度決算値）】



第４章 今後 10 年間の目指

１ 経営理念と経営戦略の

（１）経営理念
少子高齢化社会の進展

拡張期に整備した水道施設

事業の経営を取り巻く環境

水道施設の更新については

について」での考え方

①重要施設を結ぶ水道施設

②それ以外の水道施設

を基本方針とし，将来にわたって

次に掲げるキーワードを

【経営理念】 

未来につなぐ

～次世代のために

（２）経営戦略の方向性
経営理念「未来につなぐ

を達成するためには，人口減少

い経営環境を踏まえ，将来

を策定し，これに基づく

このため，本市水道事業

事項について」を踏まえた

化と財政マネジメントの

【経営戦略のイメージ

15 

目指す方向性と経営戦略

の方向性

進展や節水機器の普及などにより水需要が減少

水道施設の更新費用が多額になることが見込まれるなど

環境は厳しいものとなっています。 

については，平成 27 年 9 月に策定した「水道施設

水道施設の使用年数は，法定耐用年数とする

水道施設の使用年数は，法定耐用年数の 1.5 倍を

にわたって安心・安全な水道水を安定的に

げるキーワードを経営理念とします。 

につなぐ みはらの水道

のために いまやるべきこと

につなぐ みはらの水道 ～次世代のために いまやるべきこと

人口減少，施設の老朽化等の本市水道事業

将来にわたって水道事業を安定的に持続させる

づく計画的な経営を行っていくことが重要です

水道事業では，総務省通知「公営企業の経営に

まえた「三原市水道事業経営戦略」を策定し

マネジメントの向上に取り組んでいきます。

のイメージ】

減少傾向にある中，

まれるなど，水道

水道施設の更新見通し

とする。 

を基本とする。 

に供給するため，

いまやるべきこと～

いまやるべきこと～」

本市水道事業を取り巻く厳し

させる「経営戦略」

です。

に当たっての留意

し，経営基盤の強
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第５章 経営理念を達成するための施策

水道利用者が，いつでも水道水を利用できるよう「安心・安全な水道水を安定して

供給する」ことが，私たち水道事業の責務です。 

そして，このような水道を実現するためには，給水人口や給水量が減少しても健全

で安定的に経営ができる「持続可能な水道」，自然災害や漏水事故による水道利用者へ

の影響を最小限にとどめ，できる限り迅速に復旧できる「強靭な水道」，いつでもどこ

でも水道水をおいしく飲める「安心・安全な水道」に取り組むことが必要です。 

そこで，経営理念を達成するために，施策の選択と集中を行い，今後 10 年間に特に

取り組むべき施策 7 項目を定めました。 

１ 持続可能な水道

（１）人材育成の推進

（２）広域連携・官民連携の推進

２ 強靭な水道

（３）水道施設の計画的更新・耐震化

（４）水道施設規模の適正化

（５）水道施設の長寿命化

３ 安心・安全な水道

（６）水質検査体制の充実

（７）危機管理体制の強化
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１ 持続可能な水道

（１）人材育成の推進
能率的な行政体制整備の推進により，これまで組織の見直しや職員の削減がな

されてきましたが，技術職員の大量退職や老朽施設の更新などの新たな課題に対

応するためには，職員で遂行する業務と民間のノウハウを活用して遂行する業務

のバランスを保ちながら，水道事業を継続していく必要があります。 

技術職員の大量退職への対応については，今後，職員の世代交代が急速に進む

ため，ベテラン職員の培ってきた技術を継承していくとともに職員の技術力向上

のための研修の充実に取り組みます。 

老朽施設の更新への対応については，施設の耐震化や管路の更新を計画的に進

めるとともに，日常の点検管理を適切に行い，施設の長寿命化を図るため，技術

職員の確保及び育成に取り組みます。 

人員の適正化については，市長部局との調整を図りつつ，業務量に対応できる

職員数の確保に努め，より効率的な組織体制の構築に取り組みます。 

【主な取り組み事項】 

○ 業務内容に合わせた人員の適正化 

 ○ 技術職員の技術力向上のための研修の充実 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

人 材 育 成 費 の

計上(H29 比) 
－ 200％以上 230％以上 250％以上 

【研修の一例】 

事務部門 維持管理部門

複式簿記入門 漏水防止対策講習

地方公営企業会計基礎実務 配管修繕基礎研修

出納事務運用実務 ポリエチレン管基礎研修

公有財産管理実務 バルブ操作実技研修

契約事務 設備部門

給与実務 浄水場等設備技術実務研修 

設計部門 電気主任技術者技術研修 

配管設計講習 ポンプ分解整備研修 

GX 形ダクタイル鉄管技術研修 電気測定器具の実務研修 

ステンレス製配水池研修 その他 

浄水部門 無線従事者養成講習 

浄水処理の水質管理講習 床上操作式クレーン運転業務講習 

水質汚染事故時の緊急水質検査研修 玉掛け技能講習 
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（２）広域連携・官民連携の推進
   水道事業は，高度経済成長期に大量に整備した施設の更新時期の到来，人口減

少などに伴う水道料金収入の減少，大量の定年退職による熟練技術職員の減少な

ど，様々な課題に直面しています。 

   こうした課題を解決し持続可能な水道事業を構築するためには，広島県と市町

が個々に取り組むのではなく，県や市町の枠を超えて広域的に連携し，水道施設

の最適化や専門技術者の育成・確保などに取り組むことが有効です。 

このため，本市水道事業が給水量の約３割を受水している広島県沼田川水道用

水供給事業も含めた県や各市町との事業統合，経営統合，管理の一体化，施設の

共同化など広域化の内容と併せ，枠組みについても県内全域，県用水・非用水別，

流域別など，あらゆる方面から検討していきます。 

  また，備後圏域 6 市 2 町（福山市，府中市，尾道市，三原市，笠岡市，井原市，

神石高原町，世羅町）においても，広域連携に向けた調査・研究を進めていきま

す。 

【主な取り組み事項】 

○ 県による「広島県における水道広域連携案」の実現に向けた検討 

○ 備後圏域６市２町における広域連携の具体化に向けた調査・研究 

官民連携については，実施可能な業務について引き続き検討していきますが，導

入にあたっては，水道水の安全確保，危機管理体制の維持，適正な人員配置なども

十分考慮した上で実施していきます。 

 官民連携の実施状況 

浄・送・配水施設 管路維持関係 水道料金関係 

運転 

管理 
監視 点検 

故障 

対応 

維持 

管理 

計画 

洗管 

漏水 

調査 
検針 開閉栓

滞納 

整理 

窓口 

業務 

一部 

委託 

一部 

委託 

一部 

委託 
直営 直営 直営 委託 委託 委託 委託 委託 

給水装置工事 水質管理 電話受付  

審査 検査 
事業者

登録等

量水器

管理 
監視 検査 

平日

(昼間)

休日･

夜間 

直営 直営 直営 直営 直営 
一部 

委託 
委託 委託 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

営 業 関 連 業 務

委託 

検針，開閉栓，滞

納整理，窓口 

量水器管理業務

給水窓口業務 

浄 水 場 運 転 管

理業務委託 

西野浄水場 

(平日夜間・休日)

西野浄水場 

（全日） 
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２ 強靭な水道

（３）水道施設の計画的更新・耐震化
   本市の水道事業は，昭和 8 年に給水を開始して以来，市勢の発展に伴う給水区

域の拡張や水需要の増加に対応するため，多くの水道施設を整備・拡張してきま

したが，これらの施設が順次更新時期を迎え，更新するには多額の費用が必要で

あると見込まれます。 

このため，健全で持続可能な水道事業を運営し，将来にわたって安心・安全な

水道水を安定的に供給していくために可能な範囲で更新時期を見直し，優先順位

をつけた施設や管路の更新に取り組みます。 

○ 施設更新の考え方 

   施設更新については，次の考え方により優先順位を決定します。 

具体的な使用年数基準 

種 別 重要施設を結ぶ水道施設 左記以外の水道施設 

建築物 50 年 75 年 

土木構造物 40 年又は 60 年 60 年又は 90 年 

電気設備 20 年 30 年 

機械設備 15 年 23 年 

計装設備 10 年 15 年 

水道管路 40 年 60 年 

重要施設とは，災害時における水道施設の機能を確保するため，市内の各方面にお

ける主要避難所及び救急告示病院8を重要施設と設定し，次の施設とします。 

項 目 名 称 項 目 名 称 

1 避難所 南小学校 9 避難所 大和小学校 

2 〃 宮浦中学校 10 医療施設 三原市医師会病院 

3 〃 第二中学校 11 〃 三原赤十字病院 

4 〃 道の駅みはら神明の里 12 〃 興生総合病院 

5 〃 第四中学校 13 〃 三原城町病院 

6 〃 本郷中学校 14 〃 本郷中央病院 

7 〃 旧八幡小学校 15 公共施設 三原市役所 

8 〃 久井小学校 16 県防災拠点 広島空港 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 救急告示病院 

 消防法に基づき，都道府県知事が告示し指定する病院をいいます。 

 この病院は,①救急医療について知識と経験を有する医師が常時診療に従事していること 

②エックス線装置，心電計，輸血や輸液のための設備など救急医療に必要な設備を有すること 

③救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し傷病者の搬入に適した設備構造であること

④救急医療が必要な傷病者のための専用病床または優先的に使用される病床を有すること 

が要件とされています。 

優先度①

  重要施設を結ぶ水道施設は，法定耐用年数を基準に更新していきます。

 優先度②

  それ以外の水道施設は，使用年数を法定耐用年数の 1.5 倍に設定し，下の使

用年数を基準に更新していきます。



20 

   この施設更新の考え方は，平成 27 年 9 月に策定した「水道施設の更新見通しに

ついて」の中で定めたもので，中長期的な視点に立って，施設の再整備にかかる

費用を見込み，かつ施設の健全性を維持していく観点からアセットマネジメント

（資産管理）の手法を取り入れて検討したものです。 

   その時点では，管路及び施設更新費用を年間約 16 億円と試算していましたが，

その後，日常的・定期的な点検による水道施設の状況把握や漏水履歴等を勘案し

て，より密な点検・修理など予防保全に努め大切に使用することで，年間約 13 億

円に設定を見直しました。 

【主な取り組み事項】 

○ 管路及び施設更新費用を年間約 13 億円に設定 

○ その他，次の整備を計画的に実施 

事 業 内 容 種別 実施予定年度 投資額 

本郷産業団地送水管等整備工事 新規 平成 30～32 年度 7 億円

西野浄水場浄水地兼配水池更生工事 更新 平成 32・33 年度 4.4 億円

糸崎ポンプ所更新工事 〃 平成 34 年度 1.3 億円

長谷水源地自家発電設備設置工事 新規 平成 35 年度 2.2 億円

中之町水源地自家発電設備設置工事 〃 平成 36 年度 1.2 億円

和木浄水場紫外線照射設備9設置工事 〃 平成 37 年度 1 億円

本郷産業団地送水管等整備工事は，平成 33 年 1 月からの団地分譲開始に併せ，

団地への送水管，団地内のポンプ所及び配水池の整備を行います。 

糸崎ポンプ所更新工事は，老朽化への対応，及び配水体制の省力化・効率化を

図るため，移設します。 

長谷水源地及び中之町水源地自家発電設備設置工事は，停電対策強化として主

要施設に自家発電設備を設置する取組みとして実施します。

和木浄水場紫外線照射設備設置工事は，浄水処理の高度化を図り，より安全な

水を供給するため，井戸を水源とする箇所に紫外線照射設備を導入します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 紫外線照射設備 

 紫外線を照射することによって，クリプトスポリジウムなどの不活性化を図る浄水処理設備

をいいます。 
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（４）水道施設規模の適正化
人口の減少や節水機器の普及に伴い水需要は減少しており，今後もこの傾向が

続くものと見込まれるため，施設利用率についても低下していく見込みです。 

このため，安定給水を前提として施設の統廃合（ダウンサイジング）を検討し，

施設の更新時期の際には，施設の規模や管路の口径を水需要に応じた適正なもの

に見直すとともに，施設設備の改良により省力化や効率化に取り組みます。 

   久井・大和地域の水道施設については，これまで浄水場・配水池・基幹管路な

ど主要な施設を整備してきました。大和地域においては，平成 28 年 5 月から一部

地域に給水開始しましたが水道への加入は多く見込めない状況にあり，平成 29 年

11 月に一部給水開始した久井地域についても同様と考えます。 

よって，まずは現在給水している地域の加入促進を図ることとし，一定程度の

加入があり，水道への加入の気運が高まった時点で次のステップとして地域全体

で水道への加入を切望されるなど，水道を必要とされる地域についての整備を検

討していくこととします。 

本郷地域においては，本市水道事業と広島県の水道施設が近接しており，今後

検討を進めていく広域連携の観点からも，それぞれの施設への二重投資を回避す

るため，県と一体となって当該地域の効率的な水運用を進めていきます。 

【主な取り組み事項】 

○ 更新時における施設や管路のスペック適正化 

 ○ 本郷地域における県と連携した施設の適正化 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

本郷地域の 

施設適正化 
― ― 

片山系水源地の

廃止 

宮ノ沖水源地の

廃止 

（５）水道施設の長寿命化
   浄水場，配水池，ポンプ所等の水道施設については，故障や事故を未然に防ぐ

ため，日常的・定期的に点検を行うとともに，部品交換などを実施することで，

法定耐用年数を超えても大切に使用し，長寿命化を図ってきました。 

   また，管路については，きめ細やかな漏水調査を計画的に進め，大きな事故に

つながる前に修理することで更新しなくても補修で済むように努めてきました。 

今後も，適切に維持管理を行うことで長寿命化に最大限取り組んでいきます。 

また，管路については，埋設管より劣化の激しい露出管10について計画的に補修

していくことで，長寿命化に取り組みます。 

【主な取り組み事項】 

○ 漏水多発箇所の重点調査及び補修 

○ 露出管の計画的補修 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

長寿命化対策 漏水多発箇所の重点調査，早期発見・補修 露出管の計画的補修 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10 露出管 

通常，水道管は地下に埋設していますが，橋梁への添架や水管橋など地表から露出している

水道管をいいます。 
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３ 安心・安全な水道

（６）水質検査体制の充実
   水道水における水質検査では，水道法に定められた 51 項目の水質基準項目に加

え，クリプトスポリジウム11等検査など水質の安全確保に向けた検査を実施し，水

質の向上に取り組んでいます。 

   今後も，水道水に対する信頼性の確保に向けて，「三原市水道事業水安全計画」

を基に水質検査機器等の適切な整備・更新を行い，検査精度の向上に取り組むと

ともに，水質検査体制の充実を図ります。 

【主な取り組み事項】 

○ 高精度検査機器の整備・更新による検査精度の向上 

○ 自主検査項目の追加に対応できる検査体制の充実 

水質検査機器の整備計画 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

検査機器の整備 ― 
ICP-MS12

(更新) 

水銀測定装置 

(更新) 

GC-MS13 (更新) 

TOC14 (更新) 

超純水製造装置

(更新) 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11 クリプトスポリジウム 

 消化管粘膜細菌内部に増殖して下痢や吐き気の症状を起こす病原微生物で，水系感染するも

のです。平成 8 年埼玉県越生町で集団感染を引き起こしました。 

 これを基に，厚生省（当時）は「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」を全国

に通知し，濁度 0.1 度以下でろ過水管理などの対策を取ることを求めています。 
12 ICP-MS 

 誘導結合により生成される高温のアルゴンガスのプラズマを利用して，銅やアルミニウムな

どの金属をイオン化して質量分析する装置です。 
13 GC-MS 

 ガスクロマトグラフ質量分析計のことで，消毒用の塩素と有機物が反応して生成する消毒副

生成物や有機溶剤の揮発性有機化合物を測定する装置です。 
14 TOC 

 全有機体炭素計のことで，水道水の有機物を有機体炭素量として分析する装置です。 
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（７）危機管理体制の強化
   自然災害や事故等による水道施設への被害を低減させ，事業継続を可能にする

ためには，水道バックアップ機能の強化に取り組む必要があります。 

このため，停電対策強化として主要施設への自家発電設備整備に取り組みます。 

また，自然災害や事故等による浄水場の停止時において安定した水の供給を行

うためには，配水池において管路の破損等があっても配水池の水が流出しないよ

う緊急遮断弁15の設置にも取り組んでいきます。 

   さらに，給水車については，平成 29 年 3 月施行の改正道路交通法における普通

免許での運転にも対応できる給水車を購入します。 

 緊急遮断弁設置状況 

設置箇所 容 量 供用開始年度 

用倉配水池 1,600 ㎥ 平成 4 年度 

中之町基幹配水池 4,000 ㎥ 平成 12 年度 

南方配水池 1,000 ㎥ 平成 14 年度 

沼田東基幹配水池 5,000 ㎥ 平成 15 年度 

西野浄水場浄水池兼配水池 15,000 ㎥ 平成 16 年度 

西野浄水場高区配水池 1,600 ㎥ 平成 17 年度 

糸崎配水池 1,200 ㎥ 平成 19 年度 

大具配水池 460 ㎥ 平成 28 年度 

吉田配水池 580 ㎥ 平成 29 年度 

平成 29 年度末 

見込み 

前期 

平成 30～32 年度

中期 

平成 33～35 年度

後期 

平成 36～39 年度

自 家 発 電 設 備

の整備 

西野浄水場 

頼兼ポンプ所 

整備済 

― ― 

長谷水源地発電

機整備(再掲) 

中之町水源地発

電機整備(再掲) 

緊 急 遮 断 弁 の

設置 
― ― 

須波ハイツ第 2

配水池(500 ㎥) 

遮断弁設置 

― 

給水車の購入 
5ｔ給水車保有 

（総重量） 

3.5ｔ給水車購入

（総重量） 
― ― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
15 緊急遮断弁 

 地震などの異常を検知すると配水池の遮断弁が自動的に緊急閉止し，配水池からの水道水の

流出を防ぎ，災害時の飲料水を確保するためのものです。 
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第６章 投資・財政計画

１ 投資計画の方向性
本市水道事業が保有する水道施設の多くは，昭和 40 年代後半から 50 年代前半に

集中して整備しており，これらの施設が順次，法定耐用年数を迎え始めています。 

次ページに掲載している「水道管経過年数分布図」のとおり，今後 10 年間で法定

耐用年数を超える水道管は急速に増えていきます。 

これに，電気設備やポンプなどの施設も含めすべてのものを法定耐用年数で更新

するには，多額の資金が必要となり，経営状況は一気に悪化していきます。 

そのため，「第５章 経営理念を達成するための施策」に定めた考え方を基に投資

の合理化を図っていきます。 

○ 施設更新の考え方

【第５章 ２強靭な水道（３）水道施設の計画的更新・耐震化 再掲】 

施設更新については，次の考え方により優先順位を決定します。 

具体的な使用年数基準

種 別 重要施設を結ぶ水道施設 左記以外の水道施設 

建築物 50 年 75 年 

土木構造物 40 年又は 60 年 60 年又は 90 年 

電気設備 20 年 30 年 

機械設備 15 年 23 年 

計装設備 10 年 15 年 

水道管路 40 年 60 年 

優先度① 

  重要施設を結ぶ水道施設は，法定耐用年数を基準に更新していきます。 

 優先度② 

  それ以外の水道施設は，使用年数を法定耐用年数の 1.5 倍に設定し，下の使 

用年数を基準に更新していきます。 
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水道管経過年数分布図

凡  例 
重要 その他 計 

既に耐用年数を超えている水道管 7.8km 35.7km 43.5km

今後 10 年間で耐用年数を超える水道管 10.1km 101.7km 111.8km

過去 10 年間更新していないが耐用年数内の水道管 37.2km 515.8km 553.0km

過去 10 年間で布設した水道管 12.1km 82.6km 94.7km

計 67.2km 735.8km 803.0km

＊ 重要施設の耐用年数は 40 年，その他の耐用年数は 60 年 

沼田東基幹配水池

西野浄水場 中之町基幹配水池

南小学校

宮浦中学校

第二中学校

道の駅 みはら神明の里

第四中学校

本郷中学校

旧八幡小学校

三原市医師会病院

三原赤十字病院

興生病院

三原城町病院

本郷中央病院

三原市役所

広島空港



２ 財政計画の方向性 

（１）投資事業に必要な財源
水道事業は，原水を取水

で，どの過程に支障が出

そのため，着実に投資事業

可能な水道事業を実現していく

投資のために不足する

債の借入れ」を検討することが

その際は，投資事業のための

とは，現役世代が負担すべき

ため，企業債の借入れを

をできるだけ現状維持することとします

また，経営の健全化の

できるようにし，経営基盤

（２）財源試算の前提条件
① 給水人口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所

った結果，給水人口は平成

水道区域を含む）に対し

36.4％）見通しです。

【給水人口の見通し】

H28

給水人口 86,603

H28 比 ―
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財源の確保 
取水するところを始まりとして，蛇口から

出ても水道利用者に水を届けることはできません

投資事業を実施していくためにも必要な財源

していく必要があります。 

する財源を確保するためには「水道料金の見直

することが重要です。  

のための不足する財源を企業債の借入れのみに

すべき費用を将来世代に過度に負担させることにつながる

を極力抑制し，世代間の負担を均衡させるよう

することとします。 

の観点から見るとランニングコストを水道料金収入

経営基盤の強化を図ります。

前提条件

人口問題研究所の将来人口推計を参考に，給水人口

平成 28 年度の給水人口 86,603 人（旧久井

し，約 40 年後（平成 67 年度）には 55,100

H28 H37（10 年後） H47（20 年後）

86,603 人 80,550 人 72,810 人 

― △7.0％ △15.9％ 

から水道水が出るま

ることはできません。 

財源を確保し，持続

見直し」や「企業

れのみに依存するこ

させることにつながる

させるよう企業債残高

水道料金収入で回収

給水人口の予測を行

久井・大和第 1 簡易

人に減少する（△

） H67（40 年後）

55,100 人 

△36.4％ 



② 有収水量の見通し

給水人口の減少に伴い

【有収水量の見通し】

H28

有収水量 10,095

H28 比 ―

③ 企業債の借入れ水準

平成 28 年度末現在，

簡易水道分を除く） 

今後，人口減少に伴い

資費用の多くを企業債

強いることとなります。

このことから，財源試算

【企業債残高の現状維持

④ 料金回収率の向上

平成 28 年度末現在，

る費用を水道料金収入で

そのため，将来にわた

【給水原価を供給単価
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い，有収水量も減少していく見通しです。

H28 H37（10 年後） H47（20 年後）

10,095 千㎥ 9,453 千㎥ 8,628 千㎥

― △6.4％ △14.5％ 

約 102 億円の企業債が残っています。（

い，水道料金収入も減少が見込まれている

の借入れで賄うことは，将来世代に対し現在以上

。

財源試算における企業債の借入水準は 

現状維持】を前提条件としました。 

本市水道事業は給水原価が供給単価を上回

で回収できていない状況が続いています。

にわたって安定した事業経営を行うため 

供給単価で回収する】ことを前提条件としました

。

） H67（40 年後）

6,678 千㎥ 

△33.8％ 

。（旧久井・大和第 1

まれている中で，必要な投

現在以上の負担を

上回り，水道水を作

。

としました。 
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（３）財源試算
前ページに示した「財源試算の前提条件」を基に，今後の投資事業を実施して

いきながらも，必要な資金を現状ベースで確保していくためには，次のとおりの

水道料金改定が必要となります。

以下，水道料金収入，当年度純損益，給水原価と供給単価の関係，資金残高，

企業債残高について，現行の水道料金を維持した場合の財政シミュレーションと，

料金改定を実施した場合の財政シミュレーションを比較します。

水道料金の改定内容

水道利用者の口径に見合った負担とすることを原則とし

平成 30 年 6 月検針分から，平均 28.7％の料金改定を実施する。



① 水道料金収入の推移

料金改定を実施することで

保することができます

【現行の水道料金

水道料金収入（税抜）

【水道料金を

水道料金収入（税抜）
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推移

することで，持続可能な水道を維持するための

することができます。

水道料金を維持した場合の財政シミュレーション

H30 H34（5 年後） H39

20.1 億円 19.5 億円 

を改定した場合の財政シミュレーション】

H30 H34（5 年後） H39

24.2 億円 25.2 億円 

するための投資資金を確

シミュレーション】

H39（10 年後） 

18.8 億円 

】

H39（10 年後） 

24.2 億円 



② 当年度純損益の推移

料金改定を実施することで

をすることができます

【現行の水道料金

当年度純損益 

【水道料金を

当年度純損益 
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推移

することで，今後 10 年間，安定した黒字を維持

をすることができます。 

水道料金を維持した場合の財政シミュレーション

H30 H34（5 年後） H39

1.5 億円 1.3 億円 

を改定した場合の財政シミュレーション】

H30 H34（5 年後） H30

5.4 億円 6.7 億円 

維持し健全な経営

シミュレーション】 

H39（10 年後） 

0.1 億円 

】

H30（10 年後） 

5.3 億円 



③ 給水原価と供給単価

料金改定を実施することで

することができ，健全

【現行の水道料金

給水原価 

供給単価 

【水道料金を

給水原価 

供給単価 

※旧久井・大和第 1 簡易水道分
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供給単価の関係の推移

することで，今後はランニングコストを水道料金

健全な経営を持続することができます。

水道料金を維持した場合の財政シミュレーション

H30 H34（5 年後） H39

215.3 円 223.8 円 

201.5 円 201.5 円 

を改定した場合の財政シミュレーション】

H30 H34（5 年後） H39

215.3 円 223.8 円 

242.0 円 259.3 円 

簡易水道分を除く

水道料金収入で回収

シミュレーション】

H39（10 年後） 

234.2 円 

201.5 円 

】

H39（10 年後） 

234.2 円 

259.3 円 



④ 資金残高の推移

料金改定を実施することで

てをすることができます

【現行の水道料金

現金・預金等 

【水道料金を

現金・預金等 
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することで，投資事業に必要な資金を確保でき

てをすることができます。

水道料金を維持した場合の財政シミュレーション

H30 H34（5 年後） H39

16.7 億円 △6.6 億円 △

を改定した場合の財政シミュレーション】

H30 H34（5 年後） H39

20.7 億円 19.3 億円 

でき計画的な積立

シミュレーション】

H39（10 年後） 

△37.1 億円 

】

H39（10 年後） 

15.2 億円 



⑤ 企業債残高の推移

料金改定を実施することで

の借入れを抑制することができるため

ることができます。

【現行の水道料金

企業債残高 

一人当たり残高 

【水道料金を

企業債残高 

一人当たり残高 

※旧久井・大和第 1 簡易水道分を
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することで，投資資金の計画的な積立てができ

することができるため，現役世代と将来世代の

水道料金を維持した場合の財政シミュレーション

H30 H34（5 年後） H39

102.0 億円 123.2 億円 152.8

122 千円 153 千円 199

を改定した場合の財政シミュレーション】

H30 H34（5 年後） H39

98.8 億円 98.5 億円 99.1

118 千円 122 千円 129

を除く

てができ，また企業債

の負担を均衡させ

シミュレーション】

（10 年後） 

152.8 億円 

199 千円 

】

（10 年後） 

99.1 億円 

129 千円 
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３ 投資・財政計画

（１）収益的収支16

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
16 収益的収支 

 一事業年度の企業の経営活動に伴い発生するすべての収益とそれに対応するすべての費用

をいいます。 

年　　　　　　度 平成28年度 平成29年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． (A) 2,021,983 2,081,260 2,421,504 2,584,743

(1) 2,007,933 2,073,553 2,416,124 2,579,363

(2) (B)

(3) 14,050 7,707 5,380 5,380

２． 438,871 643,589 552,005 570,981

(1) 168,045 182,522 203,360

168,045 182,522 203,360

(2) 214,979 270,466 272,801 270,939

(3) 223,892 205,078 96,682 96,682

(C) 2,460,854 2,724,849 2,973,509 3,155,724

１． 1,965,070 2,276,783 2,213,439 2,287,090

(1) 254,701 287,032 301,323 301,587

115,890 133,140 138,666 138,930

138,811 153,892 162,657 162,657

(2) 930,020 1,005,877 915,722 976,522

83,134 112,790 100,885 100,625

55,848 61,955 61,430 61,430

4,580 6,844 5,343 5,343

786,458 824,288 748,064 809,124

(3) 780,349 983,874 996,394 1,008,981

２． 328,940 337,377 218,661 202,785

(1) 211,754 232,228 213,744 200,128

(2) 117,186 105,149 4,917 2,657

(D) 2,294,010 2,614,160 2,432,100 2,489,875

(E) 166,844 110,689 541,409 665,849

(F) 39,200 5,516

(G) 3,752 143

(H) 35,448 5,373

202,292 116,062 541,409 665,849

※平成28年度決算値は旧久井・大和第1簡易水道分を除く

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

支 払 利 息

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

投資・財政計画

平成30年度 平成31年度
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(税抜　単位：千円）

2,561,169 2,539,632 2,520,659 2,508,141 2,482,331 2,460,055 2,437,793 2,425,436

2,555,789 2,534,252 2,515,279 2,502,761 2,476,951 2,454,675 2,432,413 2,420,056

5,380 5,380 5,380 5,380 5,380 5,380 5,380 5,380

595,339 598,408 590,859 598,618 595,910 601,875 589,876 521,874

232,127 235,496 227,899 235,486 235,428 247,767 239,776 174,838

232,127 235,496 227,899 235,486 235,428 247,767 239,776 174,838

266,530 266,230 266,278 266,450 263,800 257,426 253,418 250,354

96,682 96,682 96,682 96,682 96,682 96,682 96,682 96,682

3,156,508 3,138,040 3,111,518 3,106,759 3,078,241 3,061,930 3,027,669 2,947,310

2,234,355 2,258,265 2,280,584 2,305,181 2,322,883 2,304,837 2,299,755 2,308,086

301,851 302,115 302,379 302,643 302,907 303,204 303,501 303,798

139,194 139,458 139,722 139,986 140,250 140,547 140,844 141,141

162,657 162,657 162,657 162,657 162,657 162,657 162,657 162,657

930,331 927,607 924,838 923,401 919,445 916,952 914,422 912,705

99,662 98,972 98,222 97,876 96,836 96,257 95,651 95,480

61,430 61,430 61,430 61,430 61,430 61,430 61,430 61,430

5,343 5,343 5,343 5,343 5,343 5,343 5,343 5,343

763,896 761,862 759,843 758,752 755,836 753,922 751,998 750,452

1,002,173 1,028,543 1,053,367 1,079,137 1,100,531 1,084,681 1,081,832 1,091,583

190,231 176,263 161,895 148,299 136,199 125,565 116,127 107,913

187,574 173,606 159,238 145,642 133,542 122,908 113,470 105,256

2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657 2,657

2,424,586 2,434,528 2,442,479 2,453,480 2,459,082 2,430,402 2,415,882 2,415,999

731,922 703,512 669,039 653,279 619,159 631,528 611,787 531,311

731,922 703,512 669,039 653,279 619,159 631,528 611,787 531,311

平成39年度平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

（収益的収支）

平成32年度 平成33年度 平成34年度
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（２）資本的収支17

（３）資金収支

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
17 資本的収支 

 企業の将来の経営活動に備えて行う設備投資の支出とその財源となる資金収入をいいます。 

年　　　　　度 平成28年度 平成29年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． 265,000 600,000 643,600 909,400

２． 18,692 57,236 118,958 152,291

３．

４． 71,367 65,582 60,300 60,300

５．

６． 59,778 152,733 11,300 11,300

７． 30 50

８． 24,601 19,350 20,000 20,000

９．

(A) 439,468 894,951 854,158 1,153,291

(B)

(C) 439,468 894,951 854,158 1,153,291

１． 637,632 1,234,705 1,229,317 1,604,573

44,010 82,171 63,917 63,973

469,853 956,998 1,035,400 1,410,600

123,769 195,536 130,000 130,000

２． 661,438 754,070 878,295 961,693

３．

４．

５． 5,000

(D) 1,299,070 1,993,775 2,107,612 2,566,266

(E) 859,602 1,098,824 1,253,454 1,412,975

(Ｆ)

(G) 10,283,085 14,407,545 14,172,850 14,120,557

（H) 10,283,085 9,945,473 9,878,601 10,056,136

※平成28年度決算値は旧久井・大和第1簡易水道分を除く

う ち 配 水 施 設 整 備 費

う ち 水 道 改 良 費

う ち 旧 上 水 道 分

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

投資・財政計画

平成30年度 平成31年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

１． 1,944,011 2,066,218

２． 1,253,454 1,412,975

３． 1,375,661 1,542,343

2,066,218 2,195,586

※平成28年度決算値は旧久井・大和第1簡易水道分を除く

年　　　　　度

区　　　　　分

資

金

収

支

平成30年度 平成31年度

年 度 末 資 金 残 高

前 年 度 末 資 金 残 高

資 本 的 収 支 不 足 額

損 益 勘 定 留 保 資 金 等



37 

(税込　単位：千円）

755,000 665,000 730,000 775,000 725,000 775,000 775,000 665,000

188,573 194,551 192,627 190,696 179,279 179,224 172,304 107,199

60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300 60,300

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

1,023,873 939,851 1,002,927 1,045,996 984,579 1,034,524 1,027,604 852,499

1,023,873 939,851 1,002,927 1,045,996 984,579 1,034,524 1,027,604 852,499

1,654,469 1,516,060 1,624,141 1,732,557 1,620,409 1,714,316 1,714,379 1,498,606

64,029 64,085 64,141 64,197 64,253 64,316 64,379 64,442

1,460,440 1,321,975 1,430,000 1,538,360 1,426,156 1,520,000 1,520,000 1,304,164

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

1,053,176 1,089,324 1,093,553 1,088,603 1,012,103 1,023,110 1,002,180 854,351

2,707,645 2,605,384 2,717,694 2,821,160 2,632,512 2,737,426 2,716,559 2,352,957

1,683,772 1,665,533 1,714,767 1,775,164 1,647,933 1,702,902 1,688,955 1,500,458

13,822,381 13,398,057 13,034,504 12,720,901 12,433,798 12,185,688 11,958,508 11,769,157

10,043,886 9,918,124 9,851,266 9,842,061 9,840,958 9,880,980 9,932,018 9,905,050

（資本的収支）

平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成39年度平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

2,195,586 2,121,523 2,053,702 1,934,952 1,773,669 1,721,230 1,623,666 1,521,467

1,683,772 1,665,533 1,714,767 1,775,164 1,647,933 1,702,902 1,688,955 1,500,458

1,609,709 1,597,712 1,596,017 1,613,881 1,595,494 1,605,338 1,586,756 1,503,108

2,121,523 2,053,702 1,934,952 1,773,669 1,721,230 1,623,666 1,521,467 1,524,117

平成39年度平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度平成32年度 平成33年度



第７章 経営戦略の検証

 本経営戦略は，ＰＤＣＡサイクル

証，Ａｃｔｉｏｎ：見直し・

 この経営戦略に基づき水道事業経営

期間中に社会情勢の変化等により

について検討を行います。

38 

サイクル（Ｐｌａｎ：計画，Ｄｏ：実施，Ｃｈｅｃｋ

し・改善）を活用し，継続的に運用していきます

水道事業経営が計画的に運営されているか，

により大幅な変更が必要な場合は，事業手法

，Ｃｈｅｃｋ：検

していきます。 

その都度確認し，

事業手法の見直しなど
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資料

三原市水道事業経営審議会答申（写），開催経過
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