
 

 

 
※文中のページ番号は、筑西市水道ビジョン 2018本編に対応しています。 

１．策定の趣旨 

我が国の水道は、人口増加と経済成長にあわせて生活用水、工業用水、農業用水の需要が急増

する中、水道施設も整備してきました。 

筑西市（以下、「本市」という。）の水道事業においても、平成 17 年 3 月の旧下館市・関城町・

明野町・協和町の合併後、平成 21年度に旧 4市町の水道事業を統合して整備してきました。 

このような中、厚生労働省が定めた「水道ビジョン」及び「茨城県水道整備基本計画２１」並

びに本市の上位計画である「筑西市総合計画（以下「総合計画」という。）」に基づき、平成１９

年度に、計画期間を１０年とした「筑西市水道ビジョン」を策定し、水道水の安全かつ安定した

供給と健全な事業経営の確立を目指してきました。 

その後、人口減少社会の到来や東日本大震災等、水道を取り巻く環境が大きく変化したことか

ら、平成 25 年 3 月に厚生労働省は、今後も全ての国民が水道の恩恵を継続的に享受し続けるこ

とができるように、50年、100年後の将来を見据えた「新水道ビジョン」を策定し、公表しまし

た。 

本市においても「筑西市水道ビジョン」の策定から 9年が経過しており、かつ人口減少社会の

到来や、専門知識や技能を有する職員の減少など、事業環境の急激な変化により、新たな課題も

生じてきました。 

そこで、厚生労働省の「新水道ビジョン」（以下「新水道ビジョン」という。）の考え方に基づ

く「筑西市水道ビジョン 2018」（以下、「本ビジョン」という。）を策定しました。 

 

２．位置付け 

本ビジョンは、「総合計画」及び「新水道ビジョン」との整合性を図りながら、本市の水道事業

が理想とする将来像を明示すると共に、着実に実現するために取り組むべき方策と目標を示した

水道事業における最上位の計画書として位置付けします。また、水道施設老朽化対策の個別計画

としても位置付けます。 

３．計画期間  

本ビジョンの計画期間は、平成 30年度から平成 39年度までの 10年間とします。 
 

４．計画指標  

 計画年次の平成 39年度の予測値と目標値を以下の通りとします。 
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１．現筑西市水道ビジョンの検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注１）平成 29年度目標値は、「筑西市水道ビジョン」による目標年次推測値 

 注２）達成率＝平成 28年度実績値÷平成 29年度目標値☓100％ 

 

検証の結果、一日平均給水量と負荷率は目標を達成していますが、その他の項目は下回ってい

ます。 

給水人口は、行政区域内人口に比例し減少したものと考えられます。 

普及率は 10年間で 1.8％増加しましたが、目標を大きく下回っています。 

これは、依然として地域により自家水や簡易水道の利用者が多いことが要因と考えられます。 

一日平均有収水量につきましては、核家族化の進展や一人当たりの給水量の増加にともない増

えてきていますが、目標値には達しませんでした。 

有収率は、目標値を大きく下回っています。 

主な要因としては、老朽化した管路からの漏水やにごり水対策による捨て水が考えられます。 
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意見・公表 市 民 

茨城県水道整備基本構想 21 
・安定した水道水の供給 
・安全・安心・良質な水道水の
供給 

・給水サービス向上のための経
営基盤強化 

活 用 

筑西市総合計画 
・あらゆる世代が安心し
て暮らせる元気都市 

水道事業ガイドライン
に基づく業務指標(Ｐ1) 

新水道ビジョン(厚生労働省) 
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安全 

強靱 
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筑西市水道ビジョン 2018 の位置付け 

第１章 はじめに  （1ページ～3ページ） 

第２章 水道事業の概要     （4ページ～11 ページ） 

第３章 水道事業の現状と課題  （12ページ～23ページ） 

平成18年度 平成29年度

（実績値） （目標値）　
注１） （実績値） 達成率[％] 

注２)

行政区域内人口 [人] 111,103 103,480 103,057 －

給水人口 [人] 97,321 99,341 92,181 92.8

普及率 [％] 87.6 96.0 89.4 93.1

一日平均有収水量 [㎥] 21,483 22,959 22,131 96.4

有収率 [％] 89.2 90.0 82.4 91.6

一日平均給水量 [㎥] 24,091 25,510 26,843 105.2

負荷率 [％] 87.0 81.9 91.6 111.8

一日最大給水量 [㎥] 27,693 31,148 29,320 94.1

項目
平成28年度末

平成28年度 平成39年度

（実績値） 予測・目標値

行政区域内人口 [人] 103,057 94,843 　予 測 値

給水人口 [人] 92,181 87,256 　予 測 値

普及率 [％] 89.4 92.0 ☆目 標 値

一日平均有収水量 [㎥] 22,131 22,465 　予 測 値

有収率 [％] 82.4 90.0 ☆目 標 値

一日平均給水量 [㎥] 26,843 24,961 　予 測 値

一日平均最大給水量 [㎥] 29,320 28,823 　予 測 値

水質基準不適合率 [％] 0 0 ☆目 標 値

管路の耐震化率 [％] 14 20 ☆目 標 値

経常収支比率 [％] 118 109 ☆目 標 値

項目 備考



２．水需要の現状と課題  

 
３．水質と水源の現状と課題 

 
４．施設の現状と課題 

 
５．災害対策の現状と課題 

 
６．水道経営の現状と課題 

 

１．外部環境の変化 

 日本の人口の推移は平成 22年度を境に減少傾向にあります。 

 本市の行政区域内人口についても、平成 7年度を境に減少してきており、給水人口も同様に減

少してきています。 

 人口減少の歯止めは、かなり難しい問題ではありますが、水道事業においては、加入促進によ

る給水人口の確保や事業運営の効率化等が必要になってきます。 

 給水人口の減少に伴って給水量が減少してくることを考慮すると、施設の再構築が必要になっ

てきます。 

 また、地下水のほか、もう一つの水源である県水の供給確保のため、茨城県企業局並びに県西

地域水道事業者との連携強化が必要となってきます。 

 

２．内部環境の変化 

 本市の水道施設は、全般的に老朽化が進んでいます。 

 そのため、更新には多大な費用が必要となってきますので、費用の平準化や効率的な更新計画

を立てる必要があります。 

本市の管路と浄・配水施設を合わせて更新していくためには、管路更新費用の平準化を図っ

たとしても、今後 10 年間で毎年約 5 億円程度の費用が必要になり、平成 42 年度以降は、毎年

約 10億円以上の費用が必要となります。 

さらに、今後 30 年間の水道施設の更新費用は、総額で約 260 億円が必要になる見込みです。 

水道事業の収入は、ほとんどが水道料金収入によるものですが、給水人口の減少に伴い給水量

も大きな増加は見込めない状況になると予想されます。今後、適正な更新事業を実施するために

は、策定する経営戦略に基づいた実効性のある事業計画により進める必要があります。 

 

 

 

 

第４章 今後の事業環境 （24～28ページ） 

給水人口は減少するものの、給水世帯の増加や自家水からの転換等により、水需要は微増し
ていくと予測しているため、自己水源である地下水の適正管理と、県水の提供元である茨城県
企業局との連携により、所要の水量を確保していく必要があります。 
また、市内４つの分区間における水道水の融通が図れるよう、緊急連絡管を整備する必要が
あります。 

本市の水道水源は、深井戸による地下水を利用しているため、比較的安定していますが、
十分な衛生確保のために徹底した検査の実施と汚染源の監視の強化を行うなど井戸周辺の環
境保全を図る必要があります。 
 また、深井戸からの取水量を安定的に確保するため、取水施設の適正な管理を継続してい

く必要があります。 
さらに、限りある資源である地下水を大切に使用するため、老朽管の更新等を行い、有収率
を向上させる必要があります。 

取水施設及び浄・配水施設については、適正な維持管理と老朽化や耐震化を考慮した効率的
な更新による水源の確保と有効貯水量を考慮した改善が必要です。 
 また、管路施設については、今後、老朽化のピークを迎えることから耐震化や更新が必要で
す。 
これらの更新には、莫大な費用を要するため平準化して実施していく必要があります。 

大地震等による自然災害で水道施設に甚大な被害を発生させないよう、施設の強靭化に向
けた対応が必要です。 
また、仮に基幹施設が甚大な被害を受けて、万が一の断水等が発生した場合に最低限度の

飲料水の確保や生活用水の確保ができるような整備が早急に必要です。 
一方で、未整備となっている緊急連絡管の整備や、緊急時重要拠点等への管路の更新につ

いても取り組んでいく必要があります。 
安定した水道水の供給のためには、災害に対する強靭性だけでなく災害を受けた場合の応急
対応や迅速な復旧対策が重要になりますので、より詳細な危機対応マニュアルの整備や訓練
が必要になります。 

施設整備面では、普及率を向上させるため、創設事業等による計画的な配水管布設事業を
実施し、給水区域を拡大していく必要があります。 
サービス面では、効率的な運営を確立し、今後も安定したサービスを提供し続けるために

は、日常の水道サービスに加え、災害や事故時に迅速に対応できる人材の確保と育成が急務
となっています。 
 また、経営の健全性・安定性を保つためには、適正な水道料金による収入確保が基本とな

るため、中長期的な経営の基本計画となる経営戦略の策定が必要になってきます。 
今後の水道事業を支えていく上でも、市民の皆様に水道事業への理解を深めていただき、

その仕組みや経営状態を分かりやすく伝えるなど広報活動の充実にも取り組み、市民の皆様
の信頼を確保していく必要があります。 
 



１．ちいきに根差し、いつまでも皆様の近くにあり続ける水道：持続 

２．くまなく整備された、災害に強くたくましい水道：強靭 

３．せいかつに密着した、給水サービスの提供 

４．いつでも安心して飲める、安全で信頼される水道：安全 

（施策の方針） 
○水質管理の充実と強化 
・計画的な維持管理を行います。 
・水質検査を定期的に実施します。 
・水源から蛇口までの水質管理を徹底します。 

○水源地の保全 
・地下水源の適正管理及び更新等により適正量を確保します。 

（施策の方針） 
○水道施設の更新 
・老朽化した水道施設を計画的に更新します。 

○水道施設の耐震化 
・基幹施設の耐震化を実施します。 
・給水分区間の連絡管を整備します。 

○危機管理体制の強化 
・各種マニュアルを整備します。 
・計画的に配水池を整備します。 
・応急給水体制を整備します。 

（施策の方針） 
○水源の安定化 
・自己水源の適正管理及び更新により、水量を確保します。 
・水道供給事業体との連携体制を強化します。 

○省エネルギー化 
・省エネルギー機器を採用します。 

○組織体制の強化 
・人材の育成と技術の継承を図ります。 

○経営基盤の強化 
・適正な資産管理を図ります。 
・普及率の向上を図ります。 

○お客様サービスの向上 
・窓口サービスの向上を図ります。 

１．将来像 

 本市における水道事業のあるべき姿として、水道事業の将来像を以下に示します。 

 

 

また、新水道ビジョンにおける「安全」、「強靭」、「持続」の 3つの観点を基本において、お客様

に信頼される水道を目指して、これまで培ってきた水道技術を維持・向上させて、将来へ繋げて

いくことが重要であると考え、基本理念を次のように掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本方針 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．安全な水道 

 安全で安心できるおいしい水の供給を確保するために、原水に適した浄水処理及び浄水場や配

水池から蛇口までの適正な水質の管理や監視が常に必要です。 

1.1 水道施設の計画的な維持管理 

1.2  水質管理の徹底 
 
２．強靭な水道 

 安全な水道水を安定して供給するためには、災害への強化や被害を最小限にとどめる必要があ

ります。 

万が一災害にあった場合でも迅速に復旧し、応急的な対応ができるように、危機管理体制を強

化します。 

2.1 水道施設の耐震化 

2.2 水道施設の更新 
2.3 危機管理体制の強化 

2.4 緊急連絡管及び重要給水拠点への配水管の整備 
 
３．水道サービスの持続 

水道は、市民生活を支える重要なライフラインです。 

 給水人口や給水量が減少していく状況でも、市民の皆さまからの料金収益により、健全で安定

した事業運営を行い、水道技術や知識を有する人材を確保して、安全で安心できるおいしい水を

安定供給する水道サービスを目指していきます。 

3.1 水源の安定化 

3.2 資源・エネルギーの有効利用 

3.3 組織体制の強化 

3.4 経営基盤の強化 

１．計画の見直し 

重点実行計画で掲げた施策を推進していくために、具体的な施策を策定し、各事業を実施して

いくとともに、定期的な進捗状況の確認や問題点を明確にすることにより、目標の達成に努めて

いきます。 

 また、本ビジョンは平成 30 年度から平成 39 年度までの 10 年間の施策を示したものですが、

今後の社会情勢の変化を踏まえ、概ね 5年を目途に本ビジョンの見直しを行います。 
 
２．進捗管理 

本ビジョンの推進において、目標の達成状況を定期的に確認す

るだけでなく評価してさらに見直していく必要があります。 

 本ビジョンの施策進捗管理は、各年度末にその達成度を確認し

ていきます。 

さらに、実現に向けて事業の実施、確認、改善、改善案の策定

等一連の流れで行うＰＤＣＡサイクルを活用して管理していき

ます。 

 なお、目標の達成状況及び各施策の進捗状況は、適宜公表して

いきます。 

安全で安心なおいしい水を安定供給する水道           

基本理念 

安 全 

強 靭 

持 続  

 

 

 

安全 

水道ビジョン 

持続 

強靱 

第５章 目指すべき方向 （29～32ページ） 第６章 重点行動計画 （33～36ページ） 

第７章 フォローアップ （37～39ページ） 


