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はじめに 
 

《計画策定の趣旨と中間検証》 

本市の水道は，昭和22年9月に給水を開始して以来65年を超え，その間，人口

の増加，産業の振興に呼応して市民生活を支えてきました。 

しかしながら，近年，社会情勢が大きく変化し，水道利用者の節水意識の向

上や節水型機器の普及，大口需要家の自己水源の開発などから水需要が伸びず，

今後は水道料金の収入増は期待できない状況にあります。 

一方で，昭和40年代から集中的に整備された主要施設が耐用期限を迎えつつ

あり，安全で安心な水の供給や災害時にも安定的な給水を行うための施設水準

の向上に向けた更新が必要となっています。そのため，事業経営の効率化によ

る企業の体質基盤強化に努めなければなりません。 

国においては，全国の水道事業体に共通するこれらの課題に的確に対応して

いくため，平成16年6月に「水道ビジョン」を策定し，これからの水道事業体の

あるべき姿として「安心」･「安定」･「持続」･「環境」･「国際」の５つを長

期的な政策目標に掲げました。 

このような状況の中，市民の生活や社会経済活動に欠かすことのできないラ

イフラインとして，将来にわたり安全でおいしい水の安定供給を確保するため，

現状の課題を明らかにするとともに，今後の目指すべき方向を定める【鈴鹿市

水道ビジョン】を平成21年に策定しました。 

また，策定後から中間期を迎えることから，目標の達成状況を検証し，その

見通しを明らかにするとともに，施策及び事業計画の追加及び見直しについて，

必要な事項を検討するため，平成24年に鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会を

設置し，その検証報告をもとに鈴鹿市水道ビジョン（改訂版）を策定しました。 
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《計画の位置づけ》 

 鈴鹿市では，平成18年3月に平成27年度を目標とする「第５次鈴鹿市総合計画」

を策定しています。この計画は，『市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安

心して暮らせるまち すずか』という将来都市像の実現のため，次の５つの政

策の柱を掲げています。 

 ●人と文化を育むまちづくり 

 ●環境と共生するまちづくり 

 ●誰もが暮らしやすいまちづくり 

 ●いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり 

 ●安全で安心できるまちづくり    災害に強いまちづくりを推進します 

                   安全なまちをめざします 

                   安心できる市民生活を確保します 

水道に関連する政策は，上記の「安心できる市民生活を確保します」に該当

します。この政策を実現するための施策目標として，「上水道の安定供給」が

挙げられています。 

 

上水道の安定供給【施策目標】 

水道施設の適切な維持管理を行うとともに，経営の健全性を保ちつつ計画的 

・効率的な施設更新を実施し，安心しておいしく飲める水の安定供給に努める。 

 

 

 

  【単位施策】 

1.企業性を重視した水道事業の経営 
4.需要者ニーズを踏まえた

サービスの充実 

2.水道料金に関する事務の効率化 5.水道施設の維持管理 

3.水道施設の整備・更新  

 

【鈴鹿市水道ビジョン（改訂版）】は，第５次鈴鹿市総合計画との整合を図

りつつ，将来都市像の実現を目指し，その目標達成状況の検証を踏まえ，計画

期間（平成21年度～平成30年度）の水道事業運営に関する課題と解決の方向性

を示しています。 
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１  市の概況と水道事業の沿革 

 

1.1 鈴鹿市の概況 
 
鈴鹿市は，昭和１７年海軍工廠などの

施設建設が機運となって，全国でもめず

らしい２郡にまたがる２町１２村が合併

し，誕生しました。 

三重県の北中部，四日市市と津市の間

に位置し，東は伊勢湾に臨み，北部から

西南部にかけては海抜５０～８０ｍの丘

陵地を形成，一部は鈴鹿山脈に達し，滋

賀県に接しています。 

中央部から東南部にかけては海抜１０

ｍ程度の平坦地帯（沖積層）で豊穣な農

耕地となっています。 

軍都として発足した形の鈴鹿市は，戦

後，軍施設跡を平和産業に転換し，紡績

産業を始め自動車，電線，電子，コーン

スターチ，製薬，コーヒーなどの各種企

業を誘致しました。現在，工業製造品出

荷額および農業産出額ともに県内の上位

を占めており，工業と農業がともに成長

した「緑の工都」という性格を持ってい

ます。さらに近年では，国際交流や市民

文化の向上に力を入れるなど，あらゆる

面からの発展を遂げてきました。 

現在，市の人口は２０万人を超え，市民の平均年齢は他市町と比較しても，

４２．６才（平成25年3月31日現在）と若く，産業，経済，文化，市民生活など

調和のとれた発展を続ける国際的な観光都市としても知られています。 

 

１ 位   置   東経 １３６度３５分 北緯 ３４度５３分 

２ 市   域   東西 ２２．６㎞ 南北 ２１．９㎞ 

３ 面   積   １９４．６７km2 

４ 人   口   ２０１，４０３人 （平成25年3月31日現在） 

５ 世 帯 数   ８１，１７３世帯 （平成25年3月31日現在） 
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1.2 水道事業の沿革 

 

本市の上水道事業は，軍需工場として平田町に開設された元海軍工廠とその

軍関係宿舎に必要な水の確保のため昭和 18 年，鈴鹿川右岸４か所に深さ 100～

150 メートルの井戸を水源として設けられた水道施設を昭和 22 年 9 月，大蔵省

から一時無償使用許可を得て給水を開始してから 65年が経過しました。その間，

次のような拡張計画のもとで事業を進めてきました。 

 

事   業 
認可

年度 

目標

年度 

給水人口

(人) 

計画 1人 1日

最大給水量 

(ℓ/人/日) 

計画 1 日最

大給水量 

(㎥/日) 

事業費 

(千円) 

創設事業 S26 S34 40,000 150 6,000 62,800 

変更 S31 S41 40,000 200 8,000 214,000 

第 1期拡張事業 S33 S42 71,000 423 30,000 427,000 

1次変更 S38 S42 71,000 423 30,000 626,169 

2次変更 S40 S43 77,500 450 35,000 729,719 

3次変更 S43 S43 77,500 450 35,000 739,719 

第 2期拡張事業 S43 S48 92,500 595 55,000 1,614,048 

変更 S46 S50 120,000 560 67,200 2,594,048 

第 3期拡張事業 S49 S55 163,000 638 104,000 799,763 

浄水施設変更 S56 S62 163,000 638 104,000 49,550 

2次変更 S60 H 5 166,000 566 94,000 8,300,687 

第 4期拡張事業 H 3 H12 187,900 575 108,000 13,000,000 

第 5期拡張事業 H12 H22 205,500 608 125,000 28,200,000 

変更 H20 H30 207,400 460 95,400 18,200,000 

 

◎創設事業 

上水道創設事業は，元海軍工廠の水道施設の拡充を基本とし，市内中央地域

を上水道区域に，その周辺を簡易水道区域とする構想をもとに市内一円に水道

を普及させようと，昭和 25 年から 10 ケ年継続事業で開始されました。上水道

の給水拡張区域は，神戸一円および白子，玉垣，若松，庄野，平田町一帯で，

計画給水人口 40,000人に対し１日最大給水量 6,000㎥を供給しようとするもの

で，ここに上水道の誕生をみるに至りました。 

一方同時期の昭和 25年，本市は戦後復興と都市形成をめざして工場設置奨励

条例を制定し，大工場を次々と誘致しました。その結果，工場用水の確保を目

的とする事業拡張計画の変更認可を昭和 31年度に厚生省より受け，計画給水人
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口 40,000人に対し１日最大給水量 8,000㎥の施設を総額２億１千万円で昭和 34

年に竣工しました。 

 

◎第１期拡張事業 

第１期拡張事業は誘致工場の拡張や増設，さらに続々と進出する大工場の設

立操業によって水需要の増加が見越されたことと，大工場の進出にともなって

生じた人口の増加と将来の需要量確保に対する検討が行われ，計画給水人口

71,000 人に対し１日最大給水量 30,000 ㎥とする拡張計画の認可を昭和 33 年度

に厚生省より受け，昭和 34年に着工しました。それ以後，給水区域の拡大を図

るために昭和 38年より第１次から第３次までの事業変更を行い，計画給水人口

を 77,500 人とし１日最大給水量 35,000 ㎥とする変更工事に総額７億４千万円

を費やし，昭和 44年に竣工しました。この計画によって庄野水源の創設と庄野

送水場の完成，平田送水場の改修，道伯配水池の建設がなされ，上水道の給水

区域も庄野町ほか汲川原，甲斐，地子町，野辺，十宮，安塚，河田，竹野，柳，

土師，中若松の各町まで拡大されました。 

 

◎第２期拡張事業 

第２期拡張事業は，大都市部への産業および人口の集中防止を図る近畿圏整

備法および中部圏整備法の適用を受けたことにより工場進出と人口の増加が著

しくなったことと，生活様式の向上による水の使用量が増加したことによって

水不足が生じたことから，昭和 44 年に計画給水人口 92,500 人に対し１日最大

給水量 55,000㎥の計画を着工し，総額 16億１千万円をもって昭和 47年に竣工

しました。また，上水道の給水区域拡大により鈴鹿川以東の簡易水道の統合が

容易となったことから，上水道への統合を進める事業変更認可を昭和 46年度に

受け，総額 25億９千万円をもって昭和 51年に竣工しました。 

 

◎第３期拡張事業 

第３期拡張事業は，三重県北勢水道用水供給事業により，１日最大給水量

10,000 ㎥の水道用水を受水し，鈴鹿川以西の西部上水道の統合と将来の水需要

増加に備える目的で，計画給水人口 163,000 人に対し１日最大給水量 104,000

㎥の計画を昭和 50年に着工し，総額８億円で昭和 56年に竣工しました。 

しかし，昭和 54年，北伊勢工業用水道が市内へ延長されたことにより，需要

水量中の大きな割合を占めていた工場などの生産用水が，工業用水道へ切り替

わり，水需要は大幅に減少しました。第２次事業変更について，目標年度を平

成５年度とし，計画給水人口 166,000人，１日最大給水量 94,000㎥，総事業費

83億円の認可を昭和 60年度に受けました。 

5



◎第４期拡張事業 

第４期拡張事業は，新規水源開発（和泉地区３井戸）及び，三重用水事業を

水源とする三重県北勢水道用水供給事業からの浄水受水（平成６年度より１日

最大 3,300 ㎥，平成８年度より 6,600 ㎥に増量）による水源確保や，配水池な

どの建設を行うことにより，人口増加による需要水量増に対応した給水能力の

向上や，鈴鹿市西部山間地域における簡易水道統合を進めるとともに，老朽管

更新により一層の安全かつ安定給水体制の確立を目指し，目標年度を平成 12年

度とし，計画給水人口 187,900 人，１日最大給水量 108,000 ㎥，総事業費 130

億円の認可を平成３年度に受けました。 

 

◎第５期拡張事業 

第５期拡張事業は，ライフラインとしての水源及び水質を確保していくため

に，配水施設の増補強・浄水施設改良及び送水施設強化等の施設整備を図り，

より一層の安全給水体制の確立を目指すものです。 

さらに，庄内簡易水道事業を上水道へ統合することにより，都市計画区域全

域を上水道区域とし，県営水道の北中勢水道用水供給事業(長良川水系）からの

受水により給水の安定性を確保するもので，目標年度を平成 22年度とし，計画

給水人口 205,500 人，１日最大給水量 125,000 ㎥，総事業費 282 億円の認可を

平成 12年度に受けました。 

現在，第５期拡張事業も８年を経過し，この間，新規受水量が確定したこと

もあり，近年の社会情勢の変化と今後の動向を見据え給水人口・給水量の推計

を行いました。また，水源水質の検討を行った結果，新たな浄水処理方式を導

入する必要があり，これらの変更認可申請を平成 20年度に行いました。 

変更事業は目標年度を平成 30年度とし，計画給水人口 207,400人，１日最大

給水量 95,400㎥，総事業費 182億円で認可を受けました。 

        

鈴鹿市水道局庁舎 
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創設事業及び拡張事業の計画給水区域

四日市市

滋賀県甲賀市

亀山市

津市 伊勢湾
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２  現状の分析と課題 

 

2.1 水需要の見通し 

 

(1) 給水人口などの動向 

  行政区域内人口は，196,349 人(平成 15 年度末)から 201,403 人(平成 24 年

度末)と 10年で 5,054人，約 2.6％増加しています。 

   しかしながら，給水区域内人口，給水人口の推移も，行政区域内人口と同

様に平成 20年度をピークに減少傾向にあります。 

 

185 

190 

195 

200 

205 

210 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

給
水
人
口
（
千
人
）

行政区域内人口及び給水人口推移

行政区域内人口（当初算定） 行政区域内人口(見直算定)
給水区域内人口（当初算定） 給水区域内人口(見直算定)

 

 

ア）行政区域内人口の見通し 

鈴鹿市の人口は，平成 21年 1月末の 205,197人をピークに減少傾向にあり

ます。このことは，世界の金融市場の危機を契機とする世界的な景気後退が

見られたなかで，本市の主要産業である製造業の悪化などにより工業従事者

数，外国人登録者数の減少が影響していると考えられます。 

また将来人口についても，平成 30年度を目標年度として当初 207,348人を

予測していましたが，最新の本市の将来人口推計によると 202,344 人となり

ほぼ横ばいの見通しとなります。 
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イ）給水人口の見通し 

給水人口は，給水区域内人口に給水普及率を乗じて求められますが，目標

年度に給水普及率を 100％に達成させることにより，平成 30 年度には行政区

域内人口と同数の 202,344 人になり，平成 24 年度末より 1,212 人，約 0.6％

増加でほぼ横ばいの見通しです。 

 

(2) 給水量などの動向 

  一日平均注）1有収水量，一日平均注）2給水量は，平成 15 年度と平成 24 年

度を比較すると一日平均有収水量で 6.6％・4,485 ㎥，一日平均給水量は

4.3％・3,083 ㎥とともに減少しており，水の需要は低迷している状況にあり

ます。 

  また，平成 24 年度の一日最大給水量は，76,715 ㎥/日と平成になって以降

最も低い値となっています。 
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

一
日
当
た
り
の
給
水
量
（
×
1
0
3
㎥

/日
）

一日平均給水量及び一日最大給水量

一日平均給水量(当初算定) 一日平均給水量(見直算定)

一日最大給水量(当初算定) 一日最大給水量(見直算定)  

ア）一日平均給水量の見通し 

一人当たりの生活用水量は，市民や事業者の節水意識の高揚，節水型機器

の普及などから減少しており，今後の給水人口の見通しからも，生活用水量

としてはほぼ横ばいで推移するものと考えられます。 

また，工場用に水道を使用する大口需要家の自己水源への切り替えが進む

傾向にあり，工場用水量は現在と比べて減少する見通しです。 
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なお，給水普及率を目標年度までに 100％とすることにより，平成 30 年度

の一日平均給水量は 69,918㎥/日に達するものと推計されます。 

 

イ）一日最大給水量の見通し 

  一日最大給水量は，平成 8 年度の 98,269 ㎥/日をピークに近年減少してお

り，平成 24年度には 76,715㎥/日と平成になって以降最も低い値となってい

ます。将来的には，注)3負荷率が 89.50％で推移するものとした場合，平成 30

年度の一日最大給水量は 78,121㎥/日に達するものと推計されます。 

 

ウ）一日平均有収水量の見通し 

一日平均有収水量は，営業用，工場用ともに減少する見通しのため，生活

用を含めた全体でもほぼ横ばいで推移するものと予想されます。 
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/日
）

一日平均有収水量推移

有収水量（当初算定） 有収水量(見直算定)

 

 

 

注)1 有収水量：料金徴収の対象となった水量 

注)2 給水量：給水区域内に給水をした実績水量 

注)3 負荷率：一日最大給水量に対する一日平均給水量の割合。施設効率を判断する指標

の一つで，数値が大きいほど効率的であるとされる 

 

10



上水道施設図と給水区域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成25年4月1日

中央管理室  下記施設をここで，一括集中監視制御を行い，コンピュ－タ－による情報処理を行っている。

国府配水池 10,000m
3

自然流下区域 国府配水ブロック

平野送水場

井田川水源1･2･3･4･5･6･7･8･9 　　　　 太陽の街配水塔  280m
3

自然流下区域 住吉・道伯配水ブロック

和泉水源　1･2･3

平田送水場  道伯配水池 5,000m
3

自然流下区域 住吉・道伯配水ブロック

平田水源1(北･南)･1(予)

　　　　　･2･2(予)･3  住吉配水池 15,000m
3

自然流下区域 住吉・道伯配水ブロック

汲川原水源1･2･3

庄野送水場

庄野水源　1･2･3･4

河田送水場 高岡配水池 10,000m
3

自然流下区域 高岡配水ブロック

河田水源　1･2･3･4･5　　　 

　　　北中勢水道用水供給事業

　　　　(木曽川系)より受水 高区加圧区域 高岡加圧配水ブロック(東)

低区加圧区域 高岡加圧配水ブロック(西)

広瀬送水場 高塚配水池 900m
3

自然流下区域 高塚配水ブロック

西冨田水源 1･2

椿一宮配水池 3,100m
3

自然流下区域 椿一宮配水配水ブロック

　　　北中勢水道用水供給事業

  　　(長良川系)より受水

自然流下区域 大久保第１配水ブロック

鈴西送水場 大久保第１配水池 5,000m
3

鈴西水源　2　　　　　　　 自然流下区域 大久保第１配水ブロック

　　　北中勢水道用水供給事業

  　　(三重用水系)より受水

 

大久保第２配水池 1,000m
3

自然流下区域 大久保第２配水ブロック

山本水源（表流水） 山本配水池 142m
3

自然流下区域 山本配水ブロック

長澤送水場 自然流下区域 大久保第１配水ブロック

長澤水源

小岐須水源 小岐須ろ過池 小岐須配水池 349m
3

自然流下区域 小岐須配水ブロック
（表流水）

庄内第1浄水池 庄内第１配水池 244m
3

自然流下区域 庄内第１配水ブロック

庄内水源 庄内ろ過池 庄内第２配水池 150m
3

自然流下区域 大久保第１配水ブロック
（表流水）

自然流下区域 庄内第２配水ブロック

太陽の街ポンプ所

2.2　施設の状況

　　現在，鈴鹿市の上水道施設は，地下水などの取水水源施設37か所，受水施設3か所，

　送水場7か所，配水池及び配水塔14か所，加圧ポンプ所1か所が市内に点在しています。
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(1) 取水施設 

  鈴鹿市上水道では，鈴鹿川周辺に深井戸32か所を有し，また，北西山間部

には，深井戸2か所と旧簡易水道の水源である表流水の水源が3か所存在して

います。そして，この自己水源の他に県営水道受水施設が3か所あります。 

  自己水源の取水能力は，248～4,300㎥/日,合計95,100㎥/日，受水施設は，

18,800㎥/日の能力を有しています。 

 

(2) 浄水送水施設 

  浄水は，主に各送水場にある着水井・浄水池で次亜塩素酸ナトリウムによ

り消毒しています。その後，送水ポンプにより配水池へ圧送し，自然流下（加

圧区域にあっては加圧給水）で各家庭に配水しています。送水場は，市内に7

か所点在しています。 

 

(3) 配水施設 

  配水池・配水塔は，14か所あり，総貯水容量は51,405㎥。平成24年度の一

日最大給水量76,715㎥/日の16.1時間分です。 

 

(4) 施設整備上の課題 

 

  今後の施設整備における課題を，次のとおり整理しました。 

 

Ⅰ）水源水量の過不足 

既認可水量と現況の配水ブロックを見た場合，いずれの系統でも余裕を持

った運用となりますが，取水量と将来の配水ブロック水量を対比させると，

系統によっては不足する箇所が見られます。 

したがって，余裕のある系統からの融通を考慮して，送配水形態を見直す

必要があります。 

 

Ⅱ）水源水質への対応 

自己水取水量の大半を占める鈴鹿川沿いの深井戸に関しては，原水水質の

調査検討を行った結果，新たな浄水処理設備の導入が必要とされている水源

が見られましたので，今後，導入計画に基づいて浄水処理設備の整備を行う

必要があります。 

 また，北西部に点在する旧簡易水道の水源には，表流水を水源とするもの

があり，大雨によって原水濁度が上昇し，安定的な取水が難しいため，その

対応を行う必要があります。 
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 Ⅲ）配水管圧力不足への対応 

 配水管網の中で圧力が不足する地域が存在するため，配水ブロックの切り

替え・配水管の増強・加圧ポンプの設置などの施策を組み合わせて対応する

必要があります。 

 

 Ⅳ）配水池容量の不足 

  現行の形態で，計画水量を配水する場合，高岡配水池，住吉・道伯配水池

で容量が不足します。そのため，配水ブロックの切替え・配水池の増設など

により対応する必要があります。 

 

 Ⅴ）基幹施設の耐震化 

  基幹施設である配水池に対して耐震２次診断を実施した結果，補強を必要

とする施設が見られたため，送配水形態の見直しと併せて，施設の運用方法・

必要容量を決定し，耐震化を進める必要があります。 

  また，6.8％（※基幹管路は33.5％）にとどまっている管路の耐震化率を向

上させるため，平成24年度に策定した鈴鹿市水道事業老朽管更新基本計画に

基づき，現在の管路の耐震性及び更新優先度を評価し，優先順位を定めて事

業に取り組む必要があると考えます。 

 ※基幹管路：導水管 + 送水管 + 配水本管φ400以上を示す。 

 

     

庄野送水場 
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椿一宮配水池（平成 23年 4月供用開始） 

 

 

 

平田送水場（平成 25年 4月供用開始） 
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津 市

亀山市

四日市市

滋 賀 県

甲賀市
平成20年3月31日現在

高塚配水ブロック

庄内第１配水ブロック

庄内第２配水ブロック

大久保第１配水ブロック

大久保第２

配水ブロック

山本

配水ブロック

小岐須

配水ブロック

高岡加圧配水ブロック（西）

高岡配水ブロック

住吉道伯配水ブロック

国府配水ブロック

高岡加圧配水ブロック（東）

鈴鹿市水道施設概要図

鈴鹿市上水道配水ブロック図

平成２５年４月１日現在

鈴鹿市水道局

鈴鹿市役所

伊勢湾

大久保第２配水池

山本配水池

小岐須配水池

庄内第１配水池

庄内第２配水池

道伯配水池

国府配水池

太陽の街ポンプ所太陽の街配水塔

椿一宮配水ブロック

高塚配水池

平野送水場

庄野送水場

広瀬送水場

西冨田水源

河田水源

汲川原水源

和泉水源

庄野水源井田川水源

河田送水場

鈴西送水場

長澤配水池
長澤水源

鈴西水源

平田水源

平田送水場

住吉配水池

椿一宮配水池←県水(長良川水系)

高岡配水池←県水(木曽川用水系)

大久保第１配水池←県水(三重用水系)

給水区域線
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2.3 経営の状況 

 

平成 23年度の経営指標を他事業体と比較し，経営状況の評価を行いました。 

 

(1) 経営の効率性 

 

 ア）収益性 

              経 常 収 益 

   経常収支比率(％) ＝            × 100 

              経 常 費 用 
 

 鈴鹿市 注)1 周辺団体 注)2 類似団体 全国平均 

経常収支比率 104.68 104.24 109.32 108.65 

 

収支比率は，収益性を見る際の最も代表的な指標です。例えば，経常収支

比率は，経常費用が経常収益によってどの程度まかなわれているかを示すも

のです。 

鈴鹿市は，100％を上回っており，他事業体と比較しても概ね良好といえま

すが，経年変化を見ると近年減少傾向にあり，将来的に収益性の悪化が懸念

されます。 

 

 イ）生産性 
 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

職員 1人当たりの

有収水量(㎥) 
440,915 467,013 355,516 437,806 

職員 1人当たりの

給水収益(千円) 
67,154 75,438 50,851 61,342 

 

鈴鹿市の生産性は，他事業体と比べると高い状況にあります。 

経年的には，平成 18年度以降，有収水量，給水収益がともに減少傾向が続

き生産性の減少が懸念されましたが，一部民間委託への導入による損益勘定

職員の減少により，数値は回復しています。しかしながら，今後も給水収益

の減少傾向は予想されるため，より一層効率的な事業経営が求められます。 

 

注)1 周辺団体：周辺５市（桑名市，いなべ市，四日市市，亀山市，津市）の平均値 

注)2 類似団体：平成 23 年度水道事業経営指標（総務省）による類型 d2，6 事業体の平均値 
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 ウ）料金回収率 

              供給単価 

   料金回収率(％) ＝        × 100 

              給水原価 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

料金回収率 103.21 97.50 102.20 99.94 

 

料金回収率は，供給単価と給水原価との関係を見るものであり，100％を下

回っている場合，給水にかかる費用が水道料金収入以外に他の収入でまかな

われていることを意味します。 

鈴鹿市は，全国平均が 100％を切っているのに対し，103.21％と高い数値で

すが，今後も給水原価をより低く抑えるために効率的な事業経営に努める必

要があります。 

 

 エ）給水収益に対する割合 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

給水収益に対する職

員給与費の割合(％) 
12.25 12.51 17.01 13.92 

給水収益に対する企

業債利息の割合(％) 
12.91 6.80 10.21 9.21 

給水収益に対する減

価償却費の割合(％) 
35.85 26.89 35.09 33.83 

 

  鈴鹿市は，全国平均と比較すると給水収益に対する企業債利息や減価償却

費といった資本費の割合が高い状況にあります。これは過去の建設改良にお

いて，企業債に依存している割合が高かったためであり，今後の改良財源に

ついては，検討する必要があります。 

 

(2) 財務状況 

 

ア）当座比率 

            現金預金＋未収金 

   当座比率(％) ＝            × 100 

             流 動 負 債 
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 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

当座比率 1,004.12 833.25 584.63 598.28 

 

  当座比率は，支払義務としての流動負債に対する支払手段の割合を示すも

のであり，短期債務に対する支払能力をあらわしています。 

  鈴鹿市は，全国平均を大きく上回っており，当座の支払い能力には問題な

いものと考えられますが，逆に企業内に留まっている当座資産が大きくなる

ため，効率的な運用を考えていく必要があります。 

 

イ）自己資本構成比率 

                 自己資本金＋剰余金 

   自己資本構成比率(％) ＝              × 100 

                  負債・資本合計 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

自己資本構成比率 64.33 68.70 63.63 65.31 

 

  自己資本構成比率は，総資本に対する自己資本の割合を表す指標で，比率

が高いほど安全な財務状態であるといえます。 

  鈴鹿市は，全国平均と比べると低い数値となっていますが，経年的には比

率が増加しており，借入金依存度の逓減化が図られています。 

 

(3) 資産状態 

 

ア）有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却累計額 

   有形固定資産減価償却率(％) ＝                 × 100 

有形固定資産のうち償却対象 

資産の帳簿原価 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

有形固定資産減価償却率 36.15 42.94 41.06 40.27 

 

  有形固定資産減価償却率は，償却資産における減価償却済の部分の割合を

示す比率で，この比率により減価償却の進み具合や資産の経過年数を知るこ

とができます。 
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鈴鹿市は，他事業体と比べると低い数値ですが，経年的には毎年増加して

おり，資産の老朽化が着実に進んでいます。 

 

イ）企業債償還元金対減価償却費比率 

 

                    建設改良のための企業債償還元金 

    企業債償還元金対減価償却費比率(％)＝                   ×100 

                          当年度減価償却費 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

企業債償還元金対減価償却費比率 99.77 59.73 92.74 67.15 

 

  企業債償還元金対減価償却費比率は，投下資本の回収と再投資のバランス

を見る指標です。一般的に，この比率が 100％を超えると再投資を行うに当た

って企業債等の外部資金に頼らざるを得なくなり，投資の健全性は損なわれ

ます。鈴鹿市は，全国平均と比べると高い数値ですが，今後は減少する見込

みとなっています。 

 

(4) 施設の効率性 

 

ア）施設利用率 

             １日平均配水量 

   施設利用率(％) ＝          × 100 

             １日 配水能力 

 

 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

施設利用率 73.88 59.21 65.22 66.61 

 

  鈴鹿市は，他事業体と比べると良好な数値であり，施設が効率的に利用さ

れているといえます。 

 

イ）配水管使用効率 

                   年間総配水量 

   配水管使用効率(㎥/ｍ) ＝            

                  導送配水管延長 
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 鈴鹿市 周辺団体 類似団体 全国平均 

配水管使用効率 19.40 22.38 16.97 22.52 

 

  鈴鹿市は，地理的条件・市街地形成の状況などから，配水管延長が長く，

そこに張り付く人口が少ない。そのため，全国平均と比べると数値が低くな

っています。 

 

  現況の経営の課題点を挙げると以下のようになります。（見直し検討） 
 

① 収益の減少傾向 

 水道の料金収入は，節水意識の高まりや大口需要家の自己水源開発などに

より使用水量が減少する中で，将来的に大幅な増加が見込めず，財務状況が

悪化することが懸念されます。 

② 効率的な事業経営 

 収益性（経常収支比率）は平成 23年度で 104.68％（全国平均 108.65％）・

生産性（職員一人当たり給水収益）は 67,154 千円（全国平均 61,342 千円）

とともに高い数値ではありますが，今後も給水収益の大幅な増加が見込めな

いことから，より一層，事業経営の効率化を図る必要があります。 

③ 留保資金の活用 

 内部留保資金の保有高が比較的高く，不健全な状態ではありません。当座

の支払い能力に問題はありませんが，企業内に大きく留まることのないよう，

効率的な運用が必要です。 

④ 企業債償還元金の増加傾向 

 過去の建設投資時において，財源を企業債に依存する割合が高かった影響

により，企業債償還元金に増加傾向がみられます。この増加は，将来的に事

業の財政を圧迫する恐れがあるため，国庫補助金などの財源確保につとめる

とともに，留保資金を有効活用し企業債借入額を抑えるなど，計画的な投資

財源を設定する必要があります。 

⑤ 財源の確保 

 旧簡水施設用地等の遊休資産については，防災・環境対策上維持管理費が

発生しているため，経営健全化の取組み施策として，遊休資産の売却処分に

よる財源確保及び経費削減に努めていく必要があります。 
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鈴鹿市
周辺団体
平 均 値

類　似
団　体

全　国
平均値

Ⅰ．業務の概況

水道普及率 　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 99.87 99.37 95.85 96.47

給水人口１人１日当たり有収使用水量 (㍑) 316 339 314 313

Ⅱ．収益性

総収支比率 　　　　　　　　　　　　　　 (%) 104.39 103.80 108.49 108.14

経常収支比率　　　　　　　　　　　　　 (%) 104.68 104.24 109.32 108.65

営業収支比率　　　　　　　　　　　　　　 (%) 120.40 107.67 118.94 115.11

累積欠損金比率　　　　　　　　　　　　　　 (%) － 2.82 － 0.10

不良債務比率 　　　　　　　　　　　　　　　 (%) － － － －

Ⅲ．減価償却状況

当年度減価償却率 (%) 3.08 3.41 3.33 3.39

有形固定資産減価償却率  (%) 36.15 42.94 41.06 40.27

企業債償還元金対減価償却費比率 (%) 99.77 59.73 92.74 67.15

Ⅳ．財務比率

　　1.流動性

流動比率 (%) 1,167.53 840.50 612.81 627.16

当座比率 (%) 1,004.12 833.25 584.63 598.28

　　2.安全性

固定資産構成比率 (%) 88.67 87.83 91.39 91.40

固定資産対長期資本比率  (%) 89.54 89.48 92.69 92.67

固定比率 (%) 137.84 132.20 143.62 139.95

自己資本構成比率 (%) 64.33 68.70 63.63 65.31

固定負債構成比率 (%) 34.70 32.18 34.97 33.32

Ⅴ．施設効率

施設利用率 (%) 73.88 59.21 65.22 66.61

最大稼働率 (%) 81.18 65.62 75.00 76.19

負荷率 (%) 90.75 87.37 86.96 87.43

固定資産使用効率 (m3/万円) 6.15 9.33 7.18 7.76

配水管100m当たりの給水人口 (人) 15 16 14 18

配水管使用効率 (m3/m) 19.40 22.38 16.97 22.52

有収率 (%) 91.03 87.61 90.81 89.66

Ⅵ．生産性

職員１人当たり給水人口 (人) 3,809 4,007 3,091 3,820

　　　〃　　　有収水量 (m3) 440,915 467,013 355,516 437,806

　　　〃　　　営業収益 (千円) 67,444 76,807 52,830 64,028

　　　〃　　　給水収益 (千円) 67,154 75,438 50,851 61,342

Ⅶ．料金に関する項目

給水原価  (円/m3) 147.56 155.48 139.96 140.20

供給単価 (円/m3) 152.30 151.60 143.03 140.11

料金回収率 (%) 103.21 97.50 102.2 99.94

１か月10m3当たり家庭用料金 (円) 1,207 953 1,141 1,028

Ⅷ．費用に関する項目

　　1.有収水量１m3当たりの金額

職員給与費 (円･銭) 18.64 18.33 24.33 19.51

支払利息 (円･銭) 19.67 12.81 14.60 12.90

減価償却 (円･銭) 54.60 48.32 50.20 47.40

動力費 (円･銭) 6.81 7.53 5.85 6.95

受水費 (円･銭) 23.33 39.29 12.51 20.38

修繕費 (円･銭) 4.58 5.98 5.65 6.41

委託料 (円･銭) 11.42 12.99 14.04 14.75

その他 (円･銭) 7.05 7.94 9.83 8.56

費用合計 (円･銭) 147.56 155.48 139.96 140.20

　　2.給水収益に対する割合

職員給与費 (%) 12.25 12.51 17.01 13.92

企業債利息 (%) 12.91 6.8 10.21 9.21

減価償却 (%) 35.85 26.89 35.09 33.83

企業債償還元金 (%) 35.77 14.76 32.55 22.71

津い四亀桑 d2　6事業体

分　　　　類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営指標の一覧（平成２３年度）　　　　　　　　　　
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H20 H21 H22 H23 H24

Ⅰ．業務の概況

水道普及率 　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 99.86 99.85 99.86 99.87 99.87

給水人口１人１日当たり有収使用水量 (㍑) 329 326 323 316 315

Ⅱ．収益性

総収支比率 　　　　　　　　　　　　　　 (%) 108.71 106.10 108.03 104.39 103.87

経常収支比率　　　　　　　　　　　　　 (%) 109.10 106.56 108.40 104.68 104.18

営業収支比率　　　　　　　　　　　　　　 (%) 131.06 126.56 127.34 120.40 117.89

累積欠損金比率　　　　　　　　　　　　　　 (%) － － － － －

不良債務比率 　　　　　　　　　　　　　　　 (%) － － － － －

Ⅲ．減価償却状況

当年度減価償却率 (%) 3.07 3.10 3.05 3.08 2.94

有形固定資産減価償却率  (%) 32.24 33.70 34.90 36.15 36.25

企業債償還元金対減価償却費比率 (%) 66.32 70.98 124.41 99.77 79.35

Ⅳ．財務比率

　　1.流動性

流動比率 (%) 1008.61 1906.21 1147.27 1167.53 439.45

当座比率 (%) 993.33 1880.72 1034.12 1004.12 407.80

　　2.安全性

固定資産構成比率 (%) 89.27 88.91 88.80 88.67 89.98

固定資産対長期資本比率  (%) 90.23 89.43 89.67 89.54 92.08

固定比率 (%) 148.41 143.24 140.45 137.84 139.98

自己資本構成比率 (%) 60.15 62.07 63.22 64.33 64.28

固定負債構成比率 (%) 38.78 37.35 35.80 34.70 33.44

Ⅴ．施設効率

施設利用率 (%) 66.50 77.80 77.02 73.88 72.93

最大稼働率 (%) 74.01 89.21 86.58 81.18 80.58

負荷率 (%) 89.85 87.21 88.96 90.75 90.50

固定資産使用効率 (m3/万円) 6.50 6.37 6.27 6.15 5.86

配水管100m当たりの給水人口 (人) 16 16 16 15 16

配水管使用効率 (m3/m) 20.82 20.13 19.87 19.40 19.08

有収率 (%) 90.56 91.41 91.24 91.03 91.31

Ⅵ．生産性

職員１人当たり給水人口 (人) 3,293 3,685 3,610 3,809 3,795

　　　〃　　　有収水量 (m3) 396,026 438,942 425,988 440,915 436,557

　　　〃　　　営業収益 (千円) 61,392 67,682 65,241 67,444 66,628

　　　〃　　　給水収益 (千円) 61,039 67,395 65,012 67,154 66,431

Ⅶ．料金に関する項目

給水原価  (円/m3) 143.13 145.81 143.93 147.56 148.26

供給単価 (円/m3) 154.13 153.54 152.61 152.30 152.17

料金回収率 (%) 107.69 105.30 106.03 103.21 102.64

１か月10m3当たり家庭用料金 (円) 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207

Ⅷ．費用に関する項目

　　1.有収水量１m3当たりの金額

職員給与費 (円･銭) 19.83 18.27 19.05 18.64 18.90

支払利息 (円･銭) 24.06 23.16 22.08 19.67 18.17

減価償却 (円･銭) 52.29 53.19 53.10 54.60 54.91

動力費 (円･銭) 7.17 6.57 6.35 6.81 7.31

受水費 (円･銭) 21.21 21.99 19.77 23.33 23.32

修繕費 (円･銭) 3.07 3.40 4.97 4.58 4.03

委託料 (円･銭) 8.54 10.65 10.42 11.42 12.66

その他 (円･銭) 5.46 7.04 6.76 7.05 7.31

費用合計 (円･銭) 143.13 145.81 143.93 147.56 148.26

　　2.給水収益に対する割合

職員給与費 (%) 12.86 11.90 12.48 12.25 12.42

企業債利息 (%) 15.61 15.09 14.47 12.91 11.94

減価償却 (%) 33.93 34.64 34.79 35.85 36.09

企業債償還元金 (%) 22.28 24.39 43.29 35.77 28.63

鈴鹿市水道事業の経営指標 （経年変化）

分　　　　類
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3.1 基本方針 

 

第５次鈴鹿市総合計画の将来都市像を実現するため，水道事業運営の基本

方針を次のように定めています。 

 

      安 全 で お い し い 水 の 安 定 供 給 

 

  この基本方針は，住民ニーズを把握するために毎年行っている，メールモ

ニターアンケートの設問【今後の水道に望むこと】のなかで，最も回答数の

多かった「安全」・「安定」の２つをつなげ合わせています。 

 

3.2 目標設定 

 

  安全でおいしい水を安定供給する基本方針の実現に向けて，本市水道事業

の現状を踏まえた４つの目標を次の通り設定しました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

３  水道事業の目指すべき方向 

(1) 経営基盤の強化と計画的な事業の推進 

(2) 安全・安心な給水の確保 

(3) 安定した給水の確保と災害対策 

(4) 水道サービスの充実 
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3.3 施策の方向 

 

  本市水道事業の現状課題の解決を図り，４つの目標を達成するため，施策

の方向を次のように定めます。 

(1) 経営基盤の強化と計画的な事業の推進 

  経営基盤の強化を図るため，経営改善を進めるとともに健全な財政運営に

努め，環境負荷にも配慮した効率的事業経営を進めます。 

                

 

 

 

注)1平成 24年度に供用開始した平田送水場には 9.9kwh・一般家庭 3世帯/日相当を設置しています。 

ア）中長期財政収支に基づく計画的な施設整備 

水道施設は拡張の時代から維持管理へと移り変わり，これまでに整備され

た施設が老朽化し更新時期を迎えようとしています。さらに市民の節水意識

の高揚や企業の自己水源開発等により，近年，水需要は減少傾向にあります。 

このような状況の中で，計画的に整備更新を行い「持続可能な水道」を実

現するため，中長期の施設整備や更新の見通し及び財政計画を立て，社会情

勢の変化に適切かつ迅速に対応し，『選択と集中』を図り推進します。 

 → 施設整備計画（平成 24年度末現在の事業進捗率は 31.4％） 

 → 財政収支計画（市民に分かりやすい公表を目指します。） 

イ）事業の効率化 

  平成 18年度から「料金電算システム及び検針業務」の民間委託を実施し，

平成 23 年度からは一連の料金関連の包括業務として「水道料金等検針・徴

収等総合業務」の委託に移行し，民間企業の持つ専門的なノウハウの活用を

推進し，一定の成果を収めています。 

今後は，新たな民間的経営手法の導入業務の検討を行い，事業の効率化を

推進し，効率的な組織体制の確立・適正な人員配置を行うこととします。 

 → 新たな民間的経営手法の導入業務検討 

ウ）省エネルギーへの取り組み 

水道施設は，多くのエネルギーを消費することから，省エネルギーへの取り

組みは，環境負荷の軽減のみならず，経営の効率化の観点からも重要な課題と

なっています。このため，日常業務において光熱水費の節減につとめることは

もちろん，さまざまな手法を用いて環境負荷の軽減に取り組みます。 

 → 施設更新時に注)1太陽光発電導入を検討 

 → 施設・庁舎管理等の見直しを図り資源エネルギーの削減検討 
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(2) 安全・安心な給水の確保 

  安全でおいしい水を確保するために，水質検査内容の充実を図り，また，

水源から給水栓に至る統合的な水質管理の実現に向けて取り組みます。さら

に，水道水源流域を保全し，安全で良質な水源を持続的に確保します。 

                

 

 

 

 

ア）水質検査内容の充実 

  水質検査は，水道水が安全であるかを確認するため，また，おいしい水

道水を供給するため，必要不可欠なものであり，水質管理の中核をなすも

のです。法律で検査が義務付けられている水質基準項目や，水質管理上留

意すべきとされている水質管理目標設定項目のほか，原水についても地下

水汚染を監視するために浄水と同様の考え方で検査を実施するとともに，

検査頻度の見直しや精度の向上に努めるなど，検査体制の充実を図ります。 

 → 水質検査計画及び結果の公表 

→ 市民に分かりやすい水質情報の提供 

イ）信頼性の高い水道水の供給 

  水源から給水栓に至るすべての段階において，包括的な危害評価と危害

管理を行うことが安全な水道水を常時供給し続けるために有効です。 

そのため，統合的なアプローチにより水質水準を向上し安全でおいしい

水道水を供給するためのシステムづくりを目指します。 

また，濁り水の発生する要因の一つとなる，遊離炭酸や鉄・マンガンを

抑制するため，水源水質の動向を注視し浄水処理方式の改善を進めます。 

 → 水安全計画の管理運用 

→ 施設整備計画（浄水処理計画） 

ウ）地下水の保全・確保 

  本市水道事業では，平成 18年度に水道水源の水質を保全し，水量を確保

するため，鈴鹿市水道水源流域保全条例を制定しました。今後もこの条例

を適正に運用し，水源保全に努めます。 

  また，自己水源の大部分を占める深井戸は，定期的な更生工事が不可欠

であるため、井戸能力の低下が大きい取水井から順次更生工事を実施し，

井戸能力維持・水量確保を図ります。 

 → 鈴鹿市水道水源流域保全条例の適正な運用及び周知 

 → ５年毎に実施する井戸能力調査に基づき，井戸更生工事を行う 
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(3) 安定した給水の確保と災害対策 

  老朽化施設を計画的に整備することにより，安定した給水の確保を行うと

ともに耐震対策の実施や災害対応マニュアルなどの整備により，災害・非常

時においても被害を最小にし，ライフライン機能の早期回復が図れるよう対

策を講じます。 

  また，安全な水道水の安定供給を将来的にも持続するために欠くことので

きない人材育成，技術力の継承に努めます。                

 

 

 

ア）老朽化施設の更新 

  施設や設備の耐用年数や劣化の状況に応じて，適切な修繕や更新を行い，

安定的な給水機能の維持と向上を図ります。 

 → 施設整備計画（老朽化施設の更新） 

 → 老朽管更新基本計画に基づく対策実施 

イ）基幹施設の耐震化 

地震などの災害時においても給水拠点の確保や応急給水を行うことがで

き，また，被害を最小にして早期回復が図れるよう，注)1緊急取水拠点施設の

耐震化を実施します。さらに，主要管路の耐震化率向上のため「選択と集中」

を図り整備を行います。 

 → 施設整備計画（耐震化計画） 

ウ）応急体制の強化 

地震など非常時の対応が円滑に行えるよう，災害対応マニュアルの見直し

を図り訓練の実施などを通じて，事前対策や応急対策を整理し，運営体制の

強化に努めます。 

 → 水道事業震災対策計画に基づき，災害対応マニュアルの見直し 

 → 緊急取水拠点施設の運用訓練の強化（担当職員，市内自治会住民） 

 → 水道分野における情報セキュリティ対策の策定 

エ）人材育成及び技術力の継承 

  職員の能力水準の維持・向上については，外部研修への積極的な参加と各

課（職場）における注)2 OJTを通じて実施します。特に事務部門では，制度改

正に対応した経営・企画能力の人材を養成し，技術部門では技術力の向上と

安全管理の徹底に努めます。今後も職場内での技術指導を継続的に実施する

ため，適正に技術職員が配置されるよう人事担当と協議を行い，技術力を確

保します。 

  → 積極的な外部研修への参加と適正な人員人材の確保 
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注)1  緊急取水拠点施設 

大規模な地震や事故に備えて，水道の貯水施設から直接取水できるよう整備された拠点 

施設で，市内に12か所（平田・河田・庄野・平野送水場及び高岡・住吉・国府・椿一宮・ 

大久保第１・大久保第２配水池のほか市役所本館，市立体育館）に整備されている 

注)2  OJT（On-the-Job Training） 

企業内で行われる職業指導手法のひとつで，職場の上司や先輩が部下や後輩に対し，具体 

的な仕事を通じて，仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に 

指導し，修得させることによって，全体的な業務処理能力や力量を育成するすべての活動 

 

(4) 水道サービスの充実 

業務状況など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ります。 

また，多様化するお客様のニーズを把握し，サービスの向上に努めます。 

                

 

 

注)1  低圧地域：配水元となる配水池との標高差が少ないため，水圧が低い地域 

注)2  直圧給水：需要者の必要とする水量，水圧が確保される場合に，配水管の圧力を利用して

給水する方式 

ア）広報活動などの充実 

これまで実施してきた広報誌，ホームページによる広報活動，イベントに

おけるＰＲ活動，水道施設の一般見学などをさらに充実した内容に見直し，

水道事業に対する理解の促進を図ります。 

 → 入札情報・業務指標・緊急事故速報などの情報提供内容の見直し・拡充 

 → 夏休み親子水道教室などのイベントの充実 

 → 市民アンケートの内容を充実させ，顧客ニーズを的確に把握 

イ）お客様サービスの向上 

  多様化するお客様のニーズを把握し，費用対効果などを調査検討したうえ，

事業運営に反映することで，より一層お客様の視点に立ったサービスを提供

します。 

→ 新たな料金収納方法（クレジットカードなど）の調査検討 

 → 注)1 低圧地域解消整備の実施（住吉配水池エリア） 

→ 注)2 直圧給水の拡大を誘導 

 → 貯水槽水道の適正管理に向けた指導 

 → 指定給水装置工事事業者の技術向上のために講習会などを実施 
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鈴鹿市水道ビジョン体系図

(2)安全・安心な給水の確保
・水安全計画の管理運用
・浄水処理方式の改善

ｳ)地下水の保全・確保
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・老朽化施設の更新
・老朽管更新基本計画に基づく対策

ｴ)人材育成及び技術力の継承

ｲ)基幹施設の耐震化 ・配水池などの耐震工事

・積極的な外部研修への参加と適正な
人員人材の確保

(4)水道サービスの充実

ｱ)広報活動などの充実

ｱ)老朽化施設の更新

(3)安定した給水の確保と
　 災害対策

・保全条例の適正な運用及び周知
・水源井更生工事の実施

・情報提供内容の見直し，拡充
・ＰＲ活動の実施
・アンケート調査内容の充実

・新エネルギーの導入を検討
・資源エネルギーの削減

ｱ)水質検査内容の充実

・新たな料金収納方法の調査検討
・低圧地域の解消整備
・直圧給水の拡大誘導
・貯水槽水道の適正管理の指導
・技術講習会の実施

ｲ)信頼性の高い水道水の供給

ｳ)省エネルギーへの取り組み

ｲ)お客様サービスの向上

・水質検査計画及び結果の公表
・水質に関する情報提供

ｳ)応急体制の強化
・災害対応マニュアルの見直し
・緊急取水拠点施設の運用訓練強化
・情報セキュリティ対策の策定

(1)経営基盤の強化と計画的
　 な事業の推進

  ≪方針≫ ≪目標≫ ≪施策の方向≫ ≪事業計画≫

・民間的経営手法の導入業務検討

・施設整備計画，財政収支計画の推進
ｱ)中長期的財政収支に基づく
　 計画的な施設整備

ｲ)事業の効率化
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４  施設整備計画 

 

 水道を取り巻く環境は，世界的な動きの中で「量」，「質」共に向上する傾向

をみせており，その動きに十分対応できる基盤整備が必要とされています。 

しかし，水需要の減少など経営面においては，苦しい立場に立たされており，

今回中間検証を実施し，中長期財政収支に基づき，より経済的，合理的に判断

し，施設整備計画の見直しを図ることとしました。 

施設整備計画は，現状を分析し抽出された課題ごとに整理しており，次の図

に表す 4.1～4.5 の５つに大別しています。総事業費は計画期間の 10 年間で，

当初は約１７５億円を見込んでいましたが，実績及び一部見直し修正の結果の

総事業費は約１６０億円となる予定です。 

 

 

 

 

 

Ⅰ）水源水量の過不足 

Ⅱ）水源水質への対応(旧簡水) 

Ⅱ）水源水質への対応(鈴鹿川周辺) 

Ⅲ）配水管圧力不足への対応 

Ⅴ）基幹施設の耐震化 

4.1 受水計画 

Ⅳ）配水池容量の不足 4.４ 配水ブロック整備計画 

4.５ 基幹施設耐震化計画   

4.2 浄水処理計画 

 

4.３ 低圧地域解消計画 

 [ 課題と施設整備計画の関連 ] 

29



4.1 受水計画 
 

表流水のため，取水量が不安定な山本・小岐須・庄内第１水源における取

水が減少または停止した場合でも対応できるよう，北中勢水道用水供給事業

(長良川水系)を新規に受水することによって，水源水量の不足の解消に繋げ

ていきます。 

  この新規受水の運用方法は，椿一宮配水池で受水した後，大久保第１配水

池からの流入水とブレンドし，現在の管網形態を活用しながら新しく構築し

た椿一宮配水ブロックに配水を行っています。 

また，その下流に位置する下大久保加圧配水ブロックの全エリアと，高岡

加圧ブロック(西)のエリアの一部を椿一宮配水ブロックとして取り込み運用

しています。 
 

・椿一宮配水池の新設（平成23年4月より供用開始） 

・下大久保加圧ポンプ所の廃止（平成23年3月末廃止） 
 
 

4.2 浄水処理計画 
 

本市水道事業では主として地下水を水源として給水を行っていますが，水

源によっては遊離炭酸が多いものや，鉄やマンガンが含まれているものもあ

り，濁りの発生する要因の一つとなっています。 

このような状況を改善するために，日頃から浄水処理方式の改善の検討を

行っており，特に必要性の高い平田水源と汲川原水源については，平成25年4

月より供用を開始した平田送水場において，２つの水源の一括浄水処理整備

を行い，マンガン・pH・遊離炭酸・腐食性(ランゲリア指数)の対策を図って

います。その他の施設については，今後，水質の変化を見極めながら設置を

検討していきます。 
 

・平田送水場の更新－浄水処理整備（平成 25年 4月供用開始） 
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4.3 低圧地域解消計画 
 

  低圧の原因は，配水池の水位と給水地域の標高の差が少ないことです。住

吉配水池エリアの一部低圧地域の解消のため，既存の配水ブロックから取り

出し，新たな配水ブロック（道伯加圧配水ブロック）としてポンプ加圧によ

る給水を検討してきましたが，配管経路の再検討及び配水ブロックの変更に

より自然流下による給水が可能となる予定です。また，その他の低圧地域に

ついても，配水ブロックの変更又は加圧ポンプでの給水等，解消方法の検討

を行います。 
 

・配水ブロックの変更による解消 
 

4.4 配水ブロック整備計画 
 

  従来の計画で位置付けられている国府第２配水池を築造し，国府第２配水

ブロックを構築することで高岡配水池，住吉配水池・道伯配水池の配水範囲

を縮小し容量不足を補い，加えて低圧地域の解消にも繋がることとなります。 

  ただし，国府第２配水ブロックの範囲を従来の計画より狭くすることで，

現在平野送水場に導水されている和泉水源・井田川水源の原水のみで配水を

行うものとします。 
 

・国府第２配水池の新設 

・平野送水場～国府第２配水池 送水管布設 

・国府第２配水ブロック 配水管布設 

・平野送水場送水ポンプ(国府第２配水池向け)新設 
 

4.5 基幹施設耐震化計画 
 

水道は，健康で文化的な市民生活をおくる上で欠かせない社会基盤であり，

近年，震災時におけるライフラインの確保は，水道事業計画を策定する上で

ますます重要な課題となっています。 

震災時において飲料水を絶たれることは，衛生上の問題に加えて疲弊した

市民の不安感を助長することになるため，水道施設の地震対策は数あるライ

フライン確保対策の中で最も優先される施策といえます。 

本市水道事業では，これまで基幹施設である配水池に対して耐震２次診断

を実施していますが，その内，補強が必要な施設に関しては，詳細設計を実

施し，事業を進める方針です。 

次ページの表において，今後の対応について整理しました。 
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H18 及び H19 耐震診断業務報告書より 

名 称 構造 容量(㎥) 今後の対応 事業費(千円) 

道伯配水池 

（Ｈ30以降実施予

定） 

RC造 5,000 

注)地震動レベル２に対応す

る本体補強を実施する。 

（コンクリート増打工法） 

58,000 

住吉配水池 RC造 15,000 

 補強では地震動レベル２に

対応できないため，新たに配水

池を築造する。 

910,000 

国府配水池 PC造 10,000 

計画高水位の低下により，配

水池容量を減少させて運用し

ている。 

0 

高岡配水池 PC造 10,000 

地震動レベル２に対応する

本体補強を実施する。 

（プレストレスト導入工法＋

炭素繊維シート巻立工法） 

207,480 

大久保第１配水池 RC造 5,000 

地震動レベル２に対応する

環境改善を実施する。 

（上載土・側方土除去） 

12,980 

 
 

  業務指標による管路の耐震化は，平成24年度で6.8％にとどまっています。 

今後，管路の耐震化・更新を効率的に行うために，平成 24年度に策定した

老朽管更新基本計画と整合を図りながら，現在の管路の耐震性及び更新優先

度を評価し，優先順位を定めて事業に取り組みます。 

 

注)  地震動レベル１：おおよそ震度５(弱)以上のレベル 

地震動レベル２：おおよそ震度７相当のレベル 

         

               国府配水池 
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津  市 

亀 山 市 

四日市市 

滋 賀 県 

  甲 賀 市 
平成20年3月31日現在 

高塚配水ブロック 

庄内第１配水ブロック 

庄内第２配水ブロック 

大久保第１配水ブロック 

大久保第２ 

   配水ブロック 

山本 

 配水ブロック 

小岐須 

    配水ブロック 

高岡加圧配水ブロック（西） 

高岡配水ブロック 

国府配水ブロック 

高岡加圧配水ブロック（東） 

鈴鹿市上水道配水ブロック図 

第５期拡張事業(変更)完了時 

鈴鹿市役所 

伊勢湾 

大久保第２配水池 

山本配水池 

小岐須配水池 

庄内第１配水池 

庄内第２配水池 

国府配水池 

太陽の街配水塔 

椿一宮配水ブロック 

高塚配水池 

平野送水場 

庄野送水場 

広瀬送水場 

西冨田水源 

河田水源 

汲川原水源 

和泉水源 

庄野水源 井田川水源 

河田送水場 

鈴西送水場 

長澤配水池 
長澤水源 

鈴西水源 

住吉配水池 

太陽の街ポンプ所 

住吉道伯配水ブロック 

鈴鹿市水道局 

国府第２配水池 国府第２配水ブロック 

（平成３０年度末） 

平田送水場 

平田水源 

椿一宮配水池 ←県水(長良川水系) 

高岡配水池 ←県水(木曽川用水系) 

大久保第１配水池 ←県水(三重用水系) 

※：H24.4修正 

道伯配水池 

給水区域線
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施設整備計画　概算事業費/計画年次 上段：実施（予定）

下段：当初計画

概算事業費

千円 H21決算 H22決算 H23決算 H24決算 H25予算 H26 H27 H28 H29 H30

浄水施設・送水施設 (4,823,431) (60,834) (139,900) (454,488) (1,316,931) (251,232) (1,255,910) (1,161,634) (60,834) (60,834) (60,834)

5,897,000 152,000 516,000 2,888,000 2,208,000 58,000 75,000

平田送水場（更新） (1,559,562) (23,140) (305,300) (1,171,300) (59,822)

3,237,000 122,000 1,898,000 1,217,000

平野送水場（更新） (2,410,120) (126,410) (1,182,910) (1,100,800)

1,402,000 74,000 670,000 658,000

広瀬送水場（更新）

133,000 58,000 75,000

送水管 (853,749) (60,834) (116,760) (149,188) (145,631) (65,000) (73,000) (60,834) (60,834) (60,834) (60,834)

1,125,000 152,000 320,000 320,000 333,000

送水管布設工事(新設） (853,749) (60,834) (116,760) (149,188) (145,631) (65,000) (73,000) (60,834) (60,834) (60,834) (60,834)

1,125,000 152,000 320,000 320,000 333,000

配水施設 (8,939,312) (522,753) (1,026,572) (491,398) (876,192) (895,797) (947,000) (1,459,600) (903,000) (870,000) (947,000)

9,175,500 702,800 1,415,000 1,070,000 725,700 803,000 760,000 1,007,000 1,033,000 910,000 749,000

椿一宮配水池（新設） (396,979) (396,979)

556,000 203,000 353,000

国府第2配水池（新設） (1,208,600) (379,000) (829,600)

421,000 81,000 340,000

住吉配水池（更新） (910,000) (300,000) (300,000) (310,000)

910,000 300,000 300,000 310,000

道伯配水池（耐震補強）

138,000 138,000

高岡配水池（耐震補強） (207,000) (100,000) (107,000)

207,000 100,000 107,000

大久保第1配水池（耐震補強） (13,000) (13,000)

13,000 13,000

配水管 (6,203,733) (522,753) (629,593) (491,398) (876,192) (895,797) (568,000) (630,000) (590,000) (470,000) (530,000)

6,930,500 499,800 981,000 730,000 725,700 665,000 660,000 600,000 720,000 600,000 749,000

配水管布設工事(新設） (1,025,966) (149,631) (178,685) (134,589) (189,061) (187,000) (187,000)

954,700 84,000 270,000 270,000 265,700 65,000

水源井更生工事 (410,165) (67,593) (62,572) (40,000) (60,000) (120,000) (60,000)

360,000 60,000 60,000 60,000 120,000 60,000

平野導水管推進工事 (222,620) (10,400) (142,220) (70,000)

367,000 36,000 331,000

平野水管橋撤去工事 (100,000) (100,000)

100,000 100,000

老朽管布設替工事等 (4,444,982) (373,122) (450,908) (346,409) (477,318) (576,225) (341,000) (470,000) (470,000) (470,000) (470,000)

5,148,800 379,800 320,000 460,000 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 689,000

その他施設 (1,509,091) (1,276) (2,136) (8,508) (97,171) (21,000) (115,000) (116,000) (116,000) (116,000) (916,000)

1,741,300 41,300 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 900,000

その他設備 (593,513) (72,513) (21,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

941,300 41,300 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

設備更新工事 (593,513) (72,513) (21,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

941,300 41,300 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

中央監視設備 (800,000) (800,000)

800,000 800,000

中央監視設備更新工事 (800,000) (800,000)

800,000 800,000

その他耐震補強 (115,578) (1,276) (2,136) (8,508) (24,658) (15,000) (16,000) (16,000) (16,000) (16,000)

管路耐震補強工事 (115,578) (1,276) (2,136) (8,508) (24,658) (15,000) (16,000) (16,000) (16,000) (16,000)

75,85055,650 45,000 89,450

1,237,650982,100

(1,101,134)

17,482,440 1,031,440 2,065,000 4,086,450

135,340 34,000 28,450

(15,958,922) (1,976,184)

1,724,8501,099,450

64,100

3,106,600

72,900

970,900

(52,350)(121,485) (85,650) (45,000)

(2,411,779)

1,178,000

67,900

(71,500)

(1,214,129) (2,389,410)

903,000 1,182,000 1,133,000

(54,300)

1,649,000

(2,317,910)

1,010,000918,000

(46,100)

計画年次
工事名称

(2,737,234) (1,079,834) (1,046,834) (1,923,834)(954,394)

(702,749) (1,240,368)

施
設

(117,886) (71,760)

668,640

調査費 　計

工事費 　計

区
分

16,813,800 896,100 4,058,000

(2,290,294)(584,863)

3,033,700

(21,057)

事業費　合計

(2,822,884) (1,124,834)

2,031,000

(15,271,834) (1,168,029)

(687,088)

(975,451)

(1,168,608)
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5.1 想定される地震 

地 震 名 

内陸直下型地震 プレート境界地震 

養老・桑名・四日市 

断層群モデル 
東海・東南海・南海地震 

被

害

予

測

項

目 

全壊住宅数 １，０３７戸 ７，３００戸 

炎上出火箇所数 ９箇所 ３９箇所 

死亡数 ＊⑤ ６人 １３９人 

負傷者数 ＊⑤ １０６人 １，３８５人 

長期避難者数＊⑱ ８９１人 ６，４３０人 

上水道管破損数 １，６８５箇所 １，９８０箇所 

下水道管破損数 ８７箇所 １１８箇所 

帰宅困難者数 １４，１４５人 １４，１４５人 

※ ＊⑤：冬の５時，＊⑱冬の１８時 

※ 鈴鹿市地域防災計画（震災対策編）より抜粋 

 

5.2 災害事前対策 

 

― 震災対策 ５つの基本方針 ― 
(1) 水道水の確保 
(2) 給水体制の確立 
(3) 主要管路の耐震化 
(4) 自家発電装置の配備 
(5) 役割の明確化 

 

(1) 水道水の確保 ― 被災時に多量の水道水を確保します。 
ア 緊急取水拠点施設などの整備 
イ 配水池容量の増加 

   配水池を新設し，１配水池がカバーする配水エリアを狭めて能力を高めます。 
ウ 個人備蓄の啓発 

   各家庭において，飲料水などの生活用水を３日分程度（１人１日３リットル）

備蓄するよう住民に繰り返し啓発します。 

 
 

５  水道事業震災対策計画 
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(2) 給水体制の確立 ― 応急給水に必要な備蓄・整備を行います。 
ア 応急給水用具の整備 
① 運搬給水用具の充実 ②管路給水用具の備蓄 

イ 応急復旧資材などの整備 
① 管材などの備蓄 ②資機材などの確保 

ウ 三重県広域応援協定に基づき，他の水道事業者に応援を要請し，給水用具・

管材・復旧資機材を確保します。（水道災害における応援要請・応援受入マニ

ュアル見直し策定〔（仮称）鈴鹿市危機対策マニュアル〕） 

 

(3) 主要管路の耐震化 ― 老朽管更新基本計画に基づき，「選択と集中」を図り，

各主要管路の布設替工事を行い，津波・液状化被害の

震災対策についても減災に繋げていきます。 
ア 導･送水管路を耐震管に布設替します。 
イ 主要な配水管を計画的に耐震管に布設替します。 

 
(4) 自家発電装置の配備 ― 水源井･送水場に必要 小限度の自家発電装置を

配備します。 
ア 水源井 ― １送水場系統の１水源井以上に自家発電装置を配備します。 
イ 送水場 ―  １送水場の１台以上のポンプが運転可能な程度に自家発電装

置を配備します。 

 
(5) 役割の明確化 ― 住民と協働し，応急給水計画を行います。 
ア 水道局と住民の役割を明確にします。 
イ 住民に何を依頼するのか日頃から広報します。 
ウ 防災訓練・緊急取水拠点施設の運用訓練の住民参加を推進します。 

 

5.3 災害応急対策 

 
(1) 応急給水 
ア 水道施設からの取水 

① 各送水場及び配水池の緊急取水拠点施設にて取水します。 
② 水の取出は，水道局職員が行います。 

 

イ 水の搬送 

① 被害が限定的な場合は，水道局職員が「給水袋」等で被害地域に搬送します。 
② 被害が広域にわたる場合は，搬送先は各小学校（基幹避難所）とし，住民や

応援機関などと役割分担を行い搬送します。 
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ウ 被災者への配布（水の分配） 

① 給水場所は，原則として各小学校とし，順次，収容避難所を中心に給水場所

を拡大します。 
② 被災者への配布は，住民や応援機関などと役割分担を行い実施します。 

 
エ 仮設給水栓の設置（運搬給水から管路給水への転換） 

無被害の配水管や復旧した配水管に，臨時に「消火栓直結の仮設給水栓」を

設置し，応急給水の拠点を拡充します。 

   
オ トイレ用水 

  基幹避難所である各小学校の防災井戸を利用します。 

 
カ 応援要請 

① 近隣の市町村に応援が要請できる場合 
   三重県広域応援協定などの規定に基づき応援要請を行います。 
② 近隣の市町村に応援が要請できない場合（被害が広域で甚大な場合） 

   三重県及び日本水道協会を通じ，他府県の水道事業者に応援要請を行います。 

 
キ 応急給水計画の流れ 

区分 対 策 の 内 容 
日 数 の 経 過 

3 日     20 日    30 日

緊

急

取

水 

緊急取水拠点施設から取水 

（送水場・配水池） 

   

耐震性貯水槽から取水    

小学校 
受水槽から取水    

防災井戸(トイレ用水)    

運

搬

給

水 

住民による小学校での給水    

応援機関･ボランティア 

による小学校での給水 

   

水道局による医療機関への給水    

給水拠点の拡大 

(水道局，住民，その他) 

   

管

路

給

水 

消火栓に仮設給水栓を設置    

仮設管による臨時給水 
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(2) 復旧対策 
 

早期の復旧に努めるよう，次の基本方針に基づき復旧工事を実施します。 

 
ア 給水効果の大きい主要な施設から復旧します。 
イ 早期復旧が可能な施設から工事を実施します。 
ウ 施設の運転，相互融通などの制御方法を考慮し，復旧工事を実施します。 
エ 配水幹線，配水本管の早期復旧により，市内一円で「管路による応急給水体

制」が取れるよう復旧工事を実施します。 
オ 重傷者収容医療機関など災害時において重要な役割を担う施設について十

分考慮します。 

 
≪作業フロー≫ 

地震発生 

 
 
①情報収集 

施設被害状況の確認 確保水量の確認 水源の調査 

 
 
②復旧ブロックの設定 

 
 
③復旧作業員の配置 

 
 
④漏水調査・被害個所の特定 

 
 
⑤被害状況の確認 

 
 
⑥補修作業 
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６  財政計画 

 

6.1 財政計画の概要 

 

安全で安定した水を供給するためには，計画的かつ効率的に施設整備を進

めなければなりません。また，健全な経営を持続しながら，施設整備を行う

には，実施のための資金内訳や適切な料金水準などを検討し，場合によって

は計画を見直し，財政計画を立案する必要があります。 

財政の見通しは，資金計画（内部留保資金と借入金），料金水準，建設改

良事業の規模と時期の設定によって大きく変動します。今回中間検証に当た

り財政計画の見直しの結果，社会情勢，景気動向の影響を受けて，前回より

一層厳しい見通しとなっています。平成30年度までに整備が必要と考えられ

る事業を見込んだ上で，以下の２つの点に留意し，検討を行いました。 

 

(1)  企業債発行の抑制 

  建設改良費の財源として企業債を増加させることは，料金収入が伸びない

中で，後年度の負担を増加させることになります。 

  このため，毎年度の企業債発行額は，毎年度の企業債の償還額以内を原則

としつつ，計画的な事業の推進のために計画期間の残り5年間で約50億円（充

当率60％）を限度に借り入れます。 

 

(2)  内部留保資金の確保と活用 

  内部留保資金は，施設更新財源や震災等により料金収入が見込めない状況

に陥った場合においても，事業運営に支障をきたさないよう確保しなければ

なりません。 

しかし，効率的な事業運営のためには，企業内に大きく留まることのない

よう資金を活用する必要があります。そこで，資金の確保と活用のバランス

を保ちながら，企業債発行額を調整した結果，平成30年度の資金残高は約3億

円となる予定です。 
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  公営企業会計の資金フローは，以下に表すようになります。 

  収益的支出の減価償却費及び利益は，企業内に留保され，資本的収入が資

本的支出に対し不足する額に充当されます。 

 

 

 

収益的収入 （ 給水収益 他 ） 

収益的支出 （ 人件費・修繕費 他 ） 

 

減価償却費 

 

利益 

 

 

 

≪資金残高≫ 

 

 

損益勘定留保資金 

利益剰余金 

 

積立金 

 

 

未処分利益 

剰余金 

 

 

 

 

資本的収入 （ 企業債 他 ） 補てん財源 

資本的支出 （ 建設改良費・償還金） 
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6.2 財政計画結果 
 
  現行水道料金に基づき，計画期間内の財政見通しを再検証しました。 

  その結果，当年度純利益（収益的収支）は，平成28～30年度の期間，損失

を計上する見込みとなります。特に平成27年度までに老朽化に伴う送配水施

設の更新工事が集中して発生しているため，損失が最大となるのは，平成28

年度の約8,000万円です。損失の主な原因となっているのは，給水収益の伸び

悩みと減価償却費の大幅な増加によるものです。 

  一方，補てん財源残高（資金残高）は，計画期間の半ばに工事費が集中す

ることから，平成30年度には約3億円弱の残高になり，平成31年度以降の新た

な整備計画策定時には，より一層の効率的な事業経営が必要となります。 
 
図 当年度純利益・資本的収支不足額・補てん財源残高 （会計制度改正前見通し） 
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補てん財源残高（見直し算定） 当年度純利益（当初算定） 当年度純利益（見直し算定）

 

 

 本計画では，収益的収支の損失が計画期間最終3年間に計上され，今後は，水 

需要のさらなる低迷など，平成31年度以降も，給水収益の動向によっては，継

続的な損失の計上が予想されることから，所要の準備期間を設け，「次期施設整

備計画」の策定時期に併せて料金改定も視野に入れた検討協議を実施していく

こととします。 
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おわりに 

 

  本市水道事業の水需要については，平成 21年の「鈴鹿市水道ビジョン」策

定時より一定の見通しのもと，水道事業運営を行うこととしていたが，社会・

経済情勢の変貌を遂げる中，水需要の低迷に加えて人口減少社会への移行に

伴い，更なる経営基盤の強化が求められる時代となっています。 

この度の「鈴鹿市水道ビジョン（改訂版）」の策定にあたっては，平成 24

年度に「鈴鹿市水道ビジョン中間検証委員会」（以下「委員会」という。）を設

置し，２か年に亘り委員会を開催し，これまでの水道ビジョンの達成状況を検

証し，その見通しを明らかにするとともに，施策及び事業計画の追加及び見直

しについてご審議いただきました。 

 

その結果，平成 25年 12月 19日，「鈴鹿市水道ビジョン中間検証報告書」が

提出され，そのご意見を踏まえ「鈴鹿市水道ビジョン（改訂版）」の発行の運

びとなりました。 

これまでの策定に向けて，ご尽力いただきました関係者の方々に厚くお礼を

申し上げ，今後の本市水道事業の「安全でおいしい水の安定供給」に努めてま

いりたいと考えております。 

 

また，平成 25年に厚生労働省が新たに策定された「新水道ビジョン」では

『地域とともに，信頼を未来につなぐ日本の水道』を基本理念とし，「安全」

「強靭」「持続」の 3つの観点を水道の理想像として示されています。本市水

道事業につきましても，市民のライフラインである上水道供給事業体として人

口，社会，経済動態等をもとに水需要を的確に把握し，平成 30年以降の「鈴

鹿市新水道ビジョン」または「上水道第 5期拡張事業計画」に続く「次期施設

整備計画」にも適切に反映し，市民の期待に応えるべく水道局職員一丸となっ

て取り組んでまいりますので，皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

  平成２６年３月 

            鈴鹿市水道事業管理者 林 治門 
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