
 

第 3 章 

基本計画の進捗評価 
 

3-1 基本計画の施策体系 

本市では、「紀の川市水道事業基本計画」（平成 19年 3月）を策定しており、こ

の計画を基本として、事業を推進してきました。基本計画の施策体系に沿って、

各施策のこれまでの進捗を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3-1 「紀の川市水道事業基本計画」（平成 19年 3月）の施策体系 
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3-2 目標 1：計画的な事業推進と経営基盤の強化 

1-1 効果的な整備計画の策定 

目 標 

中長期的な視野をもった施設整備計画及び財政計画を策定し、事業の効果と財政状態を踏まえながら計画を

推進する。 

実施状況 評 価※ 

・「紀の川市水道事業基本計画」を基本としつつ、事

業を実施。 

計画を基本としつつ、事業を実施してい

るものの、財政状況から資金投入が困難

な場合もあり、計画していた全ての事業

を実施できていません。 

△ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

1-2 計画的な施設高水準化 

目 標 

配水管網整備や施設整備を計画的に行い、水需要に見合った適切な施設能力の確保と向上を図る。 

実施状況 評 価※ 

・平成 26年度の簡易水道統合により、2浄水場を廃止 

・北志野配水池エリアを打田第 2配水エリアに統合 

・配水池容量が不足していた貴志川第1配水池から第

2配水池を切り離し、第 1配水池の負荷軽減 

大規模な更新は実施していないため、根

本的な容量の見直しは行っていません

が、水運用で改善可能な箇所を抽出し、

統廃合や能力の適正化を図りました。 

○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

1-3 情報管理の高度化 

目 標 

各種情報の共有化と管理体制の統一化を進め、情報の総合的・横断的活用による事務事業の効率化や維持

管理水準の向上を図る。 

実施状況 評 価※ 

・平成 20年度に固定資産管理システムを導入 

・平成 23年度に管路マッピングデータを統合、整理 
優先度の高いシステムを導入しました。 ○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。  



 

 

1-4 経営改善の積極的な推進 

目 標 

事務事業の効率化やコストの縮減などにより経営改善を行い、経営の効率化・健全化を推進する。 

実施状況 評 価※ 

・人員削減により平成 18年度に 24人であった職員数

を平成 27年度には 19人に削減（臨時・嘱託職員除

く） 

・平成 25年度より窓口、開閉栓、滞納整理、給水停止

の業務を委託 

事業運営に支障をきたさない程度に業

務の委託化や人員削減を行い、経費の

削減を図りました。 
○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

1-5 料金水準の適正化 

目 標 

計画的・効果的な施設整備計画を進めるために、現状における料金水準の適正化を図る。 

実施状況 評 価※ 

・平成 22年度より河北・河南水道事業の料金を統一、

料金体系を用途別から口径別に変更 

・平成 22年度より簡易水道事業の水道料金を河北・

河南水道事業の料金へ統一 

市内の水道事業及び簡易水道事業の料

金統一を実施したものの、水道料金水準

の見直しには至りませんでした。 
△ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。      

3-3 目標 2：安定した給水の確保と災害・非常時対策の充実  

2-1 老朽化施設の更新 

目 標 

施設や設備の耐用年数や機能的な劣化の状況に応じて、適切な補強や更新を行い、安定的な給水機能の維

持と向上を図る。 

実施状況 評 価※ 

・設備類については整備計画を基本としつつ、延命化

に努め、更新を実施 

・平成 26年度に穴伏浄水場を更新 

・平成 26年度に高野・五百谷、野田原・脇谷簡易水道

事業を河南水道事業に統合  

計画を基本としつつ、事業を実施してい

るものの、財政状況から資金投入が困

難な場合もあり、計画していた全ての事

業を実施できていません。 

△ 

 
※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 
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2-2 耐震対策の実施 

目 標 

主要施設の耐震化を進めるとともに、地震時においても給水拠点の確保や応急給水が行え、被害を最小限に

抑制し早期回復が図れるよう、主要施設の耐震化を実施する。 

実施状況 評 価※ 

・重要度の高い施設から耐震診断を実施 

・粉河取水井管渠の耐震化 

・貴志川第 2配水池送水管布設整備事業を実施 

計画を基本としつつ、事業を実施してい

るものの、財政状況から資金投入が困

難な場合もあり、計画していた全ての事

業を実施できていません。 

△ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

2-3 災害マニュアル等の充実 

目 標 

地震など、非常時の対応が円滑に行えるよう、事前対策や事後対策を整理し、運営体制の強化に努める。 

実施状況 評 価※ 

・平成 20年度に危機管理マニュアルを策定 計画どおりマニュアルを策定しました。 ○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

 

 

3-4 目標 3：水道サービスの充実 

3-1 市民ニーズの把握と対応 

目 標 

多様化するニーズを把握し、対応策を実行することにより顧客満足度の向上や経営改善を図り、質の高い水道

サービスを提供する。 

実施状況 評 価※ 

・水道サービスの公平な提供を目指し、鞆渕・細野地

区の水道未普及地域解消事業を実施中 

当初計画ではなかったものの、未普及地

域解消の事業を実施中であり、水道サ

ービスの充実を図りました。 
○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 



 

 

3-2 情報開示の積極的な推進 

目 標 

業務状況等の情報を積極的に提供し、透明性の向上により説明責任を果たし、水道事業に対する理解の促進

を図る。 

実施状況 評 価※ 

・平成 27年度に経営分析表を公表 

情報公開の項目を増やしたものの、将

来計画等の情報提供には至りませんで

した。 
△ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

3-5 目標 4：安心・安全な給水の確保 

4-1 地下水の確保・保全 

目 標 

配水区域と需要に応じた水道水源の確保・能力維持のため、定期的に適正な井戸の清掃や取水ポンプ設備の

更新などを計画的に行う。また、環境対策等を通じて、地下水の保全に取り組む。 

実施状況 評 価※ 

・経年化した設備に対し点検・補修を実施、必要に応

じて更新を実施 

延命化を図りつつ、点検・補修、更新を

実施しました。 ○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 

 

4-2 水質管理の適正化 

目 標 

浄水処理施設の高度化による水処理の安定化を図るとともに、水質検査項目の拡充に対応し、適切な水質検

査を行うことにより、水質の安全性や住民の信頼性の確保に努める。 

実施状況 評 価※ 

・平成 26年度に穴伏浄水場の更新に伴い、膜ろ過施

設、粉末活性炭施設を導入し、水処理の高度化、安

定化 

・水質検査計画を策定し、水質の信頼性を確保 

計画を基本としつつ、原水によっては高

度処理（粉末活性炭施設）を導入するな

ど、水処理の高度化を図るとともに、定

期的な水質試験により安全な水道水を

供給しました。 

○ 

※「○」：概ね計画に従い事業を実施、「△」：計画に従い事業を実施したものの、未実施事業がある。 
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4-1 水需要の見通し 

4-1-1 給水人口の動向 

我が国の人口は減少局面を迎えており、本市においても今後、給水人口が減少

する見通しです。河北水道事業と河南水道事業の合計で、平成 27年度に 58,909

人であった本市の給水人口は、平成 30年度に簡易水道事業等を統合しても、平成

38年度では 56,160人にまで減少すると想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

年 度 
平成 

17年度 

平成 

18年度 

平成 

19年度 

平成 

20年度 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27 年度 

給水人口（人） 62,494 62,319 61,832 61,449 61,041 60,554 60,157 59,921 59,405 59,595 58,909 

年 度 
平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33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 

給水人口（人） 58,460 57,980 60,370 59,890 59,400 58,870 58,330 57,790 57,250 56,720 56,160 

 

 

図 4-1 給水人口の動向 



第 4 章 
水道事業の現状と課題 

4-1-2 水需要の動向 

水道事業の水需要は、給水人口の減少、節水意識の高まりや各種節水機器の普

及などによる節水型社会の浸透により、減少傾向にあります。 

本市においても、河北水道事業と河南水道事業の合計で、平成 27年度に

21,130m3/日であった本市の一日平均配水量は、平成 30年度に簡易水道事業等を

統合しても、平成 38年度では 19,200m3/日にまで減少すると想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

年 度 
平成 

17年度 

平成 

18年度 

平成 

19年度 

平成 

20年度 

平成 

21年度 

平成 

22年度 

平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27 年度 

一日平均 

配水量（m3/日） 
23,562 24,071 24,194 24,006 24,137 23,586 22,208 22,074 21,776 21,402 21,130 

年 度 
平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33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 

一日平均 

配水量（m3/日） 
20,850 20,590 21,300 21,040 20,770 20,510 20,250 19,980 19,720 19,460 19,200 

 

 

図 4-2 水需要の見通し 
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4-2 更新需要の把握 

本市の水道事業は、これまで、取水施設、浄水施設、ポンプ所、配水池等の多

くの施設や水道管の整備を進め、安定的に水道水を供給してきました。 

今後は、これらの施設や水道管が順次、耐用年数を迎え老朽化していきます。 

将来にわたり水道水を安定的に供給するためには、老朽化した施設や水道管の

計画的かつ効率的な更新を進めていく必要があります。 

現状で所有している施設や水道管の更新費用を、試算した結果、すべての施設

や水道管を、現在と同規模で 1回更新するためには約 780億円（施設：200 億円、

水道管：580億円）の費用が必要であることがわかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 施設や水道管の取得時期と必要更新費用 



 
 

4-3 事業の分析・評価 

本市の水道事業の全体像を把握するため、本ビジョンでは、『安全面』、『強靭面』、

『持続面』の 3つの視点に立って現状分析を行います。 

現状分析に当たっては業務指標（PI）や前述の「紀の川市水道事業基本計画」

も考慮します。 

なお、業務指標（PI）での分析においては、本市の値の経年的状況に加え、全

国平均（用水供給事業体除く）、和歌山県平均、類似団体平均（ともに平成 26年

度値）との比較を行いました。 

類似団体平均については、本市と給水人口区分が等しい事業体を抽出し、平均

値を算出しました。類似団体平均は河北水道事業、河南水道事業それぞれで抽出

することを基本としましたが、経営に関連する指標については、紀の川市全体で

の値が公表値であるため、当該指標については河北水道事業、河南水道事業を合

せた類似団体を抽出しました。比較対象の主な類似団体は以下のとおりです。 

 

 

河北水道事業の類似団体、給水人口：3 万人以上 5 万人未満 

＜類似団体一覧＞ 

全国では 197 団体 

 
滋賀県高島市、愛知郡広域行政組合、京都府精華町、京丹後市、大阪府島本町、

熊取町、兵庫県篠山市、穴粟市、赤穂市（南部）、西脇市（西脇）、加東市、加西市、

小野市、太子町、丹波市（中央）、稲美町、猪名川町、播磨町、奈良県広陵町、 

田原本町、葛城市、和歌山県海南市（海南） （以上、近畿２府４県のみ） 
 

河南水道事業の類似団体、給水人口：1.5 万人以上 3 万人未満 

＜類似団体一覧＞ 

全国では 260 団体 

 
滋賀県日野町、米原市、京都府南丹市（園部）、綾部市、大山崎町、久御山町、大阪

府河南町、忠岡町、岬町、豊能町、兵庫県福崎町、朝来市、奈良県御所市、五條

市、斑鳩町、王寺町、大淀町、三郷町、平群町、宇陀市、河合町、上牧町、和歌山県

新宮市、白浜町、串本町、有田市、御坊市、上富田町、有田川町 

（以上、近畿２府４県のみ） 
 

経営に関する類似団体（紀の川市全体）、給水人口：5 万人以上 10 万人未満 

＜類似団体一覧＞ 

全国では 218 団体 

 
滋賀県近江八幡市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、京都府

福知山市、舞鶴市、亀岡市、城陽市、向町市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津

川市、大阪府泉大津市、貝塚市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四

條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、兵庫県芦屋市、豊岡市、三木市、高砂市、

丹波市、たつの市、西播磨水道企業団、奈良県大和高田市、大和郡山市、天理市、

桜井市、香芝市、和歌山県橋本市、田辺市、岩出市 （以上、近畿２府４県のみ） 
 

※団体名は近畿 2府 4県を表記、平均値は全国の類似団体の平均値を算定 

 

表 4-1 類似団体一覧（近畿 2府 4県） 
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4-3-1 安全面 

1)水質管理 

本市では、水道水水質の信頼性を確保するため、水質検査項目、検査頻度及び

採水場所等についてまとめた「水質検査計画」を毎年度策定しています。 

また、平成 28年度には「水安全計画」の策定に着手し、原水から給水栓に至る

までの水質管理体制の徹底を図っています。 

 

2)地下水の確保・保全 

水道水源の確保・能力維持のため、経年化した設備に対し点検・補修を実施、

必要に応じて更新を実施してきました。今後も、延命化を図りつつ、点検・補修、

更新を継続する必要があります。 

 

3)鉛製給水管 

鉛製給水管は管内に錆が発生せず、可とう性、柔軟性に富み、加工・修繕が容

易であるため、本市では、過去に鉛製給水管を使用してきました。しかし、給水

管内に水道水が長時間滞留すると、有害物質である鉛が溶出する可能性があり、

鉛給水管の解消が全国的な課題となっています。 

本市でも給水管の一部に鉛製の水道管が使用されており、配水管工事等の際に

適宜取り替えを行っております。 

 

 



 
 

4)貯水槽水道の指導 

ビルやマンション等の建築物では、

水道管から供給された水をいったん

受水槽に貯め、これをポンプで屋上

等にある高架水槽にくみ上げてから

各家庭に給水します。この受水槽と

高架水槽を合わせた設備を一般的に

貯水槽水道といいます。 

この貯水槽水道の管理が適切に行

われていない場合、水質の悪化など

衛生面における問題が生じる恐れが

あります。 

本市では、貯水槽水道等の設置者の台帳を整理し、管理・把握を行っています。 

 

5)水質関連の情報提供 

本市では、毎年実施している水質試験結果をホームページで公表しています。お

客様により安心して水道水を飲んでいただくために、水質試験結果だけでなく、水

質検査計画の公表など、今後は、情報提供の一層の充実を図る必要があります。 

 

 

図 4-4 貯水槽水道 
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4-3-2 強靭面 

1)水道施設の耐震性 

施設ごとに耐震性をみると、平成 27年度の浄水施設の耐震化率は 7.0%（河北）、

0％（河南）、ポンプ所の耐震化率は 17.6%（河北）、5.0％（河南）、配水池の耐震

化率は 27.2%（河北）、24.3％（河南）です。 

耐震化の指標は、他平均に比較すると低い傾向にあります。これまでは、施設

の耐震性能を診断・評価してきましたが、今後は、耐震性能の診断・評価に加え、

耐震対策についても検討する必要があります。 

 

 

【PI 番号：B602】 浄水施設の耐震化率（％） 

平成 23 年度 平成 24年度 平成25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

0.0  0.0  7.0  7.0  7.0  

23.4  10.1  

15.2  

河南水道事業 類似団体 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  14.9  

【PI 番号：B603】 ポンプ所の耐震化率（％） 

平成 23 年度 平成 24年度 平成25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

17.6  17.6  17.6  17.6  17.6  

35.0  3.3  

5.4  

河南水道事業 類似団体 

3.1  3.1  3.1  5.0  5.0  4.0  

【PI 番号：B604】 配水池の耐震化率（％） 

平成 23 年度 平成 24年度 平成25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

27.2  27.2  27.2  27.2  27.2  

46.3  38.8  

33.9  

河南水道事業 類似団体 

24.3  24.3  24.3  24.3  24.3  29.2  

 

 

 

表 4-2 水道施設の耐震化率 



 
 

2)管路の耐震性 

現在、全ての配水管について、耐震性のある管による更新を実施していますが、

平成 27年度の管路の耐震管率は 2.3％（河北）、2.2％（河南）、基幹管路の耐震適

合率は 18.7％（河北）、17.4％（河南）です。ともに他平均より低い水準にありま

す。特に、基幹管路が地震の被害を受けた場合、復旧に時間を要することが多い

ため、基幹管路の耐震化を優先的に実施する必要があります。 

 

 

【PI 番号：B605】 管路の耐震管率（％） 

平成 23年度 平成24年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

2.3  2.3  2.3  2.3  2.3  

13.5  15.8  

8.1  

河南水道事業 類似団体 

2.2  2.2  2.2  2.2  2.2  7.2  

【PI 番号：B606-2】 基幹管路の耐震適合率（％） 

平成 23年度 平成24年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

- - - - 18.7  

34.0  22.6  

31.0  

河南水道事業 類似団体 

- - - - 17.4  19.7  

※平成 27年度において管路延長を再集計をしたため、平成 26年度以前の値は参考値 

※基幹管路の耐震適合率は新しい指標であり、過去分は未集計 

3)耐震化計画の策定 

本市は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、将来発生するであ

ろう巨大地震への備えが必要になっています。先にも述べましたように、施設や

管路の耐震対策は十分ではなく、今後は、効率的な耐震化を実施していく必要が

あります。そのため、平成 28年度に耐震化計画を策定しました。今後は同計画の

方針に基づき、耐震対策事業を実施していく必要があります。 

 

4) 危機管理対策 

本市では、紀の川市地域防災計画等に基づき、平成 20年度に水道事業の危機管

理マニュアルを作成しました。現在は、市全体での総合防災訓練などに積極的に参

加していますが、水道部としての訓練についても充実を検討する必要があります。 

また、災害時において迅速に応急給水が可能となるよう、応急給水設備の充実

を図るとともに、応急給水マニュアル等の整備が必要です。

表 4-3 管路の耐震管率 
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5)配水池貯留能力 

配水池の貯留能力が高いほど、地震や事故時の応急給水量の確保量が多くなり

ます。平成 27年度の配水池貯留能力は 1.60日（河北）、1.13日（河南）です。他

平均に比較し同等以上の傾向にあり、水道施設設計指針に示されている目安の 0.5

日以上を確保しています。しかし、すべての配水池が耐震化されてはいません。

そのため、今後は、地震や事故時の漏水によって、配水池の水道水が流れ出るこ

とを防止する緊急遮断弁の設置を耐震化とともに検討する必要があります。 

 

 

【PI 番号：B113】 配水池貯留能力（日） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

1.36  1.57  1.70  1.63  1.60  

0.93  0.98  

1.04  

河南水道事業 類似団体 

1.03  1.04  0.98  0.98  1.13  1.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4 配水池貯留能力 

図 4-6 那賀 西野山配水池 図 4-5 打田 第 1配水池 



 
 

4-3-3 持続面 

1)水道施設の老朽化 

平成 27年度の法定耐用年数超過浄水施設率は、河北、河南ともに 0％となって

おり、浄水施設、ポンプ所、配水池等の拠点施設については、耐用年数には達し

ていないものの（コンクリート構造物の法定耐用年数は 60年）、老朽化は進んで

います。 

一方、ポンプや計測機器等の設備について、法定耐用年数（10～20年）を超え

た設備の割合を示す法定耐用年数超過設備率は平成 27年度で 41.4％（河北）、

62.2％（河南）となっており、他平均より同等以上の水準であり、老朽化が進行

しています。 

将来にわたり安定供給を継続していくためには、老朽化した施設や設備の更新

を着実に推進するとともに、既設設備を適切に維持管理し、延命化にも努める必

要があります。 

 

【PI 番号：B501】 法定耐用年数超過浄水施設率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

3.3  9.0  

0.9  

河南水道事業 類似団体 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  7.2  

【PI 番号：B502】 法定耐用年数超過設備率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

- - - - 41.4  

42.8  40.3  

42.4  

河南水道事業 類似団体 

- - - - 62.2  41.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-5 法定耐用年数超過浄水施設率、法定耐用年数超過設備率 

図 4-7 老朽化したポンプ 

※設備については、平成 27年度において実態調査をしたため、平成 26年度以前の値は未記入 
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2)水道管の老朽化 

本市の水道管の総延長は約 702㎞（平成 27年度現在）に達しています。 

水道管の法定耐用年数は 40年とされており、これから布設後 40年以上経過し

ている老朽化管路が増加していきます。これらの水道管を法定耐用年数で更新し

た場合、水道管の更新費用は膨大になることが考えられ、水道事業が立ち行かな

くなります。 

そのため、本市では、水道管の管種、重要度等を考慮した更新の優先度を設定

するとともに、実耐用年数で設定し、計画的に水道管を更新することとしました。

今後は、投資効果の高い基幹管路の更新を優先的に実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 年度別管路布設延長 

図 4-9 老朽化した管路 



 
 

3)更新計画の策定 

今後増大する施設・設備、水道管の更新を効率的、効果的に実施するため、平

成 28年度にアセットマネジメント手法を取り入れた更新計画を策定しました。更

新計画の策定に当たっては、施設の再構築や規模の適正化を考慮したアセットマ

ネジメント（タイプ４Ｄ）を実施しました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

4)施設の効率性 

施設利用率及び最大稼働率は、施設が効率的に利用されていると数値が高くな

ります。本市の同指標は平成 27年度でそれぞれ 40.1％（河北）、46.6％（河南）

及び 44.9％（河北）、54.7％（河南）であり、年々低下しています。 

施設は安定した稼働を行っていますが、近年の水需要の伸び悩み傾向、人口減

少の予測などを考えると、更に稼働率が減少していくことが考えられるため、施

設更新の際には規模の見直しや廃止等を検討する必要があります。 
 
   

【 PI 番号：B104】 施設利用率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

44.0  42.7 41.7 40.6 40.1  

59.0 55.8 

57.5 

河南水道事業 類似団体 

46.3  47.4 47.4 47.1 46.6  54.4  

【 PI 番号：B105】 最大稼働率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

41.8  50.8 46.0 46.6 44.9   

66.9 69.2 

68.0  

河南水道事業 類似団体 

53.4  54.2 58.9 54.9 54.7  66.8  

図 4-10 アセットマネジメントのイメージ 

表 4-6 施設利用率、最大稼働率 
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5)健全な事業運営 

経常収支比率は、給水収益や一般会計からの繰入金などによる収益で維持管理

費や支払利息等の経常費用をどの程度賄えているかを表す指標で、100％を超えて

いることが基本です。本市の同指標は、100％を超えていますが、新会計基準以降

前の平成 26年度で比較すると、他平均より低い水準にあります。今後の料金収入

の減少や更新費用の増大を考慮した場合、同指標が悪化していくことは明らかで

あり、経常的な収益性を高める必要があります。 

 

【 PI 番号：C102】 経常収支比率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

紀の川市水道事業（河北＋河南） 全国平均 県平均 類似団体 

102.2  108.6 106.0 103.3 111.2 113.0 111.8 112.0 

 

 

6)水道料金の適正化 

料金回収率とは、給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の

経営状況の健全性を表す指標です。この指標が 100％を下回っている場合、給水に

かかる費用が料金収入以外の収入で賄われていることを示しています。 

本市の同指標は、100％を超えていますが、経常収支比率と同様に、指標が悪化

していくことは明らかであり、今後は、収益性を高める必要があります。 

 

【 PI 番号：C113】 料金回収率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

紀の川市水道事業（河北＋河南） 全国平均 県平均 類似団体 

97.6  102.5 97.0 103.9 103.1 104.6 111.7 105.2 

 

また、本市の 1か月当たり家庭用料金（20ｍ3）は、平成 27年度で 2,980円で

す。平成 26年度に増加していますが、これは消費税が 5％から 8％に制度変更さ

れたためです。また、本市の 1か月当たり家庭用料金（20ｍ3）は和歌山県内の水

道事業体と比較すると、やや高い料金となっています。 

今後も持続的に水道事業を運営していくには、更新に必要な経費などを考慮し

た適正な水道料金水準について検討する必要があります。

表 4-7 経常収支比率 

表 4-8 料金回収率 



 
 

 

【 PI 番号：C117】 1 か月当たり家庭用料金(20m3）(円) 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

紀の川市水道事業（河北＋河南） 全国平均 県平均 類似団体 

2,900  2,900 2,900 2,980 2,980 3,178 2,751 2,982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)企業債（借入金）残高の適正化 

水道事業の施設整備には、企業債による借入金を用います。本市の給水収益に

対する企業債残高の割合は増加傾向にあるとともに、他平均に比較しても高い水

準にあります。また、平成 30年度の簡易水道事業統合により同割合が 700％弱ま

で上昇する見込みです。 

今後は水道料金水準の検討に併せ、企業債残高の縮小についても検討する必要

があります。 

 

 

 

【 PI 番号：C112】 給水収益に対する企業債残高の割合（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

紀の川市水道事業（河北＋河南） 全国平均 県平均 類似団体 

438.0 448.0 491.4 536.4 567.7 283.7 460.5 319.8 

表 4-9 1か月当たり家庭用料金（20m3） 

図 4-11 和歌山県の水道料金（20ｍ3）（平成 26年度） 

表 4-10 給水収益に対する企業債残高の割合 

図 4-11 県内の 1か月当たり家庭用料金（20m3）（税込） 

水道料金表（平成 28年 4月 1日）より 



20 

 
  

第 4章 水道事業の現状と課題 

 

8)業務の効率化 

本市では、効率的な水道事業を推進し、経費の縮減などを図るため、窓口、開

閉栓、滞納整理、給水停止の業務や施設の維持管理業務を民間企業に委託してい

ます。そのため、職員 1人当たり有収水量は増加傾向にあります。 

今後とも、効率的な事業運営を図るため、窓口対応を含めた業務全般の包括委

託、管路更新に係るデザインビルド方式の導入、水道事業全体におけるコンセッ

ション方式の導入など、民間の専門知識や技術の活用を、調査・検討することが

必要です。 

 

 

9)人材育成 

水道事業は、その事業の特殊性から事業の継続性が求められます。また、いか

なる状況においても適切に対応できるような危機管理能力と技能を必要とします。

人材育成においては、日本水道協会が実施している研修会や発表会に参加するな

ど、研鑽に努めています。 

今後は、浄水施設等の水道施設の維持管理技術・管路の設計技術・漏水修理対

応等の管路の維持管理技術・その他、事務的業務においても継承が困難になって

くることが予想されます。そのため、内部的取組みとして、技術力確保に向け、

次世代に技術力を継承する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 PI 番号：C124】 職員一人当たり有収水量（m3/人） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

紀の川市水道事業（河北＋河南） 全国平均 県平均 類似団体 

296,550  309,573 307,434 334,338 300,238  372,917 286,832 420,063 

図 4-12 職員年齢構成（臨時職員除く）（平成 27年度） 

表 4-11 職員一人当たり有収水量 



 

10)サービスの充実 

本市ではお客様へのサービスとして、コンビニ収納の整備を行っているととも

に、水道事業のことを知っていただくための出前講座、小学生向けの施設見学を

行っています。 

今後もお客様の御意見を取り入れつつ、水道サービスの向上に努める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)再生可能エネルギー利用率 

再生可能エネルギー利用率は、全施設の電力使用量に対する再生可能エネルギー

の利用の割合を示すもので、環境負荷低減に対する取組み度合いを表す指標です。 

本市の施設利用率は、平成 27年度で 0%となっています。 

今後、再生可能エネルギー利用率を上げることで、二酸化炭素（CO2）排出量の

削減や電力消費の省エネルギーにも関係するため、再生可能エネルギー導入を検

討する必要があります。 

 

 

【 PI 番号：B304】 再生可能エネルギー利用率（％） 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 26 年度 

河北水道事業 全国平均 県平均 類似団体 

0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

0.6 0.0 

0.1 

河南水道事業 類似団体 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

 

 

表 4-12 再生可能エネルギー利用率 

図 4-13 施設見学の様子 


