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2. 上下水道事業の課題

2.1. 水道事業の課題

本市の水道事業は、急増する水需要の確保や市民生活の衛生向上の観点から進められてきま

した。現在では、普及拡大を目的とした拡張期が終わり、維持管理と老朽化した施設の更新時

期に入っています。水道普及率は、平成２１年度末で 98.６％となっていますが、簡易水道の

地区を含めるとほとんどの市民が水道を利用していることになります。

しかし、給水人口の伸びが鈍化し、節水意識の浸透した社会においては、今後の水需要の伸

びは期待できず、料金収入も減少の傾向にあります。

現在の厳しい経営環境の中、今後とも４町域を含めた適切な水運用と安定給水の確保、より

安全な水質を確保する管理体制の強化、災害に強い水道という諸課題に対応していかなければ

なりません。

（１）経営基盤の強化とお客様サービスの向上

「経営基盤の強化とお客様サービスの向上」という視点から抽出される課題については、下

表に示すとおりです。

特に本市においては、合併後に進めている各町域への連絡管の整備や、今後予想される施設

の更新、料金収入の落ち込み等を考慮すると大幅な財源不足に陥る可能性が高くなっています。

そのため、企業努力による経営効率化のなお一層の推進が必要であり、不足する財源につい

ては、料金改定を含めた検討も必要な状況です。

主要な課題 概要 緊急度

業務のさらなる効率化・

適正化

年々厳しさを増す経営環境の中、さらなる業務の効率化・適正化を進

め、コスト縮減に努める必要性が増大しています。
高

収入の確保

水需要の減少により料金収入が落ち込む中、老朽化施設の更新など、

回避できない大規模事業を実施するための財源が不足する状況にあ

り、経営努力による必要な財源の確保ができない場合は、料金改定を

含めた検討も必要となります。

高

お客様対応のさらなる向

上

お客様のニーズの多様化に対応し、なお一層の満足度を高めるために、

さらなるお客様サービスの向上が求められています。
高

さらなる情報の公開
厳しい経営状況の中、多くの課題を解決するためには、これまで以上

に必要な情報をお客様に公開していく必要があります。
高

水道技術の継承
水道の普及促進に貢献したスペシャリストの退職に伴う技術の継承が

課題となっています。
高

複数水道事業運営の統合

に伴うサービスの不均衡

合併により異なる歴史的な経緯を有する水道事業が統合されたため、

地域ごとに諸課題を抱えています。
中

＊緊急度 高：できるだけ速やかな対応が求められる課題、中：計画期間中に対応するべき課題、

低：計画期間終了後において順次対応する課題（以下同様）
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（２）安全・安心な給水の確保

「安全・安心な給水の確保」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおり

です。

主要な課題 概要 緊急度

佐土原・田野・高岡・清

武町域の安定給水

平成 17 年の台風 14 号の影響等により、４町域の浄水施設において

は、濁水の発生や海水遡上などの問題が発生し、早急な対応が求めら

れています。

高

水源水質などの変化
気候変動や水源環境の変化などに伴う水源の水質や水量の変化につい

て、より適切に対応することが求められています。
高

水質事故リスクの増大

外部環境の悪化や施設の老朽化に伴い、水質事故のリスクが年々増大

しており、特に本市の水源は河川水の割合が高く、上流域での水質事

故などが給水に大きな影響を及ぼす恐れがあります。

高

浄水水質の安全性

水道水は、直接飲用に供されることから、安全性の確保は最も重要な

課題であり、近年の健康被害を及ぼす物質に対しては、より適切に対

応することが求められています。

高

異臭味などの発生
水源の富栄養化等を主因とする異臭味被害（カビ臭等）への対応が求

められています。
高

鉛給水管
平成元年までに布設された給水管には鉛製のものが残っており、水

質・漏水防止の観点から早期解消が求められます。
高

小規模貯水槽水道施設の

管理指導

平成 22 年 3 月末現在、小規模水道施設及び簡易専用水道は約 3,500

基設置されていますが、管理状況にばらつきもあり水質事故などの発

生が懸念され、施設管理者への指導強化が求められています。

中

給水装置による事故

家庭などに引き込む給水装置の不具合によって事故を起こすケースが

発生しており、お客様や指定給水装置工事事業者などへの適切な指導

が求められています。

中

特に、考慮するべき課題として、下記があります。

①合併町域の安定供給

平成 18 年 1 月に合併した 3 町域（佐土原町、田野町、高岡町）や平成２２年 3 月に合併

した清武町域では、平成 17 年の台風 14 号災害の影響などで、水源にそれぞれの課題を抱え

ています。

佐土原町域においては、一ッ瀬川柳瀬取

水口での濁水や海水遡上の問題で、取水停

止や停止が長引くことによる断水の懸念か

ら早急な対応が求められています。

田野町域では、土砂崩れで埋まった河川

や露出した山肌の影響で、水源水量の減少

や雨天時に高濁水が発生することで、給水

能力が低下する状況が続いています。

濁水発生時の片井野川（田野町）
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高岡町域では、同台風によって川口浄水場と楠見水源地が水没しました。

川口浄水場については、電気設備・ポンプ設備の取替えとすべての施設に防水扉の設置を行

っています。楠見水源地は、水源地そのものに加え電気室が水没し、同地区の断水を余儀なく

されました。また、クリプトスポリジウム等の対策が必要であったことや、国土交通省の「大

淀川河川激甚災害対策特別緊急事業（築堤工事）」の影響も受けることから早急な対応が求めら

れていました。

また、清武町域の第１水源地取水地点では、渇水期の水不足や大雨による高濁水の発生で、

給水能力が低下することがあります。

②安定した水源の確保

宮崎市の水源の大部分を依存している大淀川では、地球温暖化など環境の変化に伴い、渇水

による河川水量の減少などが原因で、水源水位の低下や水質の悪化、海水遡上など多くの課題

があります。

水道事業者には、枯渇することが許されない水道水源を、いつの時代にも確保していかなけ

ればならない大きな責任があります。

③水源水質悪化に伴う異臭味の発生

水源水域の環境変化に伴う植物プランクトンの異常増殖などにより、異臭味被害が報告され

るようになったことから、粉末活性炭の注入により対応してきたところです。その結果、継続

的に水質基準を超過する事態は回避できていますが、お客様から水質に関するお問い合わせが

寄せられることもあり、より質の高い水道水を提供することが求められています。

④簡易水道事業等の課題

合併に伴い、田野・高岡町域における簡易水道事業など

11 事業（簡易水道 8 事業、飲料水供給施設 3 事業）を運

営することになりました。

このうち鹿村野簡易水道については、平成 22 年４月に

上水道に統合しましたが、その他の簡易水道などの中には、

老朽化した施設やクリプトスポリジウム等の対策が必要な

施設も多く、全体として、水源が脆弱なため安全で安定し

た給水確保が懸念されます。また、施設整備や維持管理費

用の確保についても困難な状況にあり、施設の統廃合を含

めた効率的な施設整備や維持管理のあり方について、検討

を行う必要があります。

去川簡易水道

（第１配水池）の施設
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（３）災害対策の充実

「災害対策の充実」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

施設・管路の経年化
高度成長期から集中的に建設され、更新時期を迎えた施設や管路が、

漏水事故などにより安定給水に支障をきたす恐れがあります。
高

地震対策
阪神・淡路大震災を機に耐震性能の強化を求める声が広がり、施設や

管路の耐震化が求められています。
高

渇水対策

本市は、この 20 年間では大規模な渇水の発生がなく、他都市に比較

してリスクは小さいと考えられますが、水道の社会的な役割や自然環

境の変化を考慮すると渇水への備えは重要な課題となっています。

高

応急給水と復旧体制
災害や水質事故などによる給水停止時において応急給水に対応するた

めの体制などを整備しておく必要があります。
中

特に、考慮するべき課題として、下記があります。

①浄水施設の老朽化

下北方浄水場は、市全体の約 5 割に水道水を供給す

る浄水場であり、佐土原町域への送水も計画されてい

るなど重要度が増しています。築造されて既に約 40

年経過していることに伴う事故リスクの高まりや、新

耐震設計基準に対応していないため、大規模地震発生

時などに安定給水に支障をきたす恐れがあり、耐震化

を考慮した計画的な施設更新が求められています。

②管路の老朽化

水道管の多くが法定耐用年数の 40 年を超えており、平成 21 年度末現在で経年管延長は約

178km に上ります。今後、漏水事故の増加や大規模地震時に断水を引き起こす可能性が高く、

安定給水に大きな支障をきたす恐れがあります。

75ｍｍ空気弁漏水事故 500ｍｍDCIP の漏水事故 75ｍｍ空気弁漏水事故

（清武川水管橋） （下北方町） （大字生目）

（発生年月日）平成２０年３月２６日 平成１７年４月３０日 平成１７年５月２４日

（布設年度） 昭和５８年度 昭和４３年度 昭和５４年度

下北方浄水場
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③集中豪雨（長雨）による被害

宮崎市の特徴として、たびたび大型台風により施設が被害を受けることがあります。特に、

平成 17 年の台風 14 号による大淀川の水位上昇により、富吉浄水場では、管理棟の 2 階部以

外は完全に水没し、給水を停止する事態となり、その被害額は約 11 億７千万円にも上りまし

た。その後、平成 18 年８月に約 12 億２千万円の経費で浸水防止機能施設を設置し、台風 14

号の時のような洪水にも十分耐えることが出来る施設となりました。また、高岡町の川口浄水

場等においても防水扉の設置を行っています。

しかし、集中豪雨による被害は浸水被害ばかり

ではなく、大量の雨量に伴う土砂災害が懸念され

ます。

近年の異常気象がもたらす記録的なゲリラ豪雨

は、これまでの土砂災害の概念を大きく変え始め

ています。一般的に土砂崩れには、山の表面だけ

が崩れる「表層崩壊」と、山の内部がえぐられる

ように押し出される「深層崩壊」の２つがあり、

最近ではこの「深層崩壊」が大きな問題になって

います。

平成１７年の台風１４号の大雨によって引き起

こされた鰐塚山山系の深層崩壊は、６８０万㎥も

の大量の土石流を発生させました。田野町域を流れる別府田野川・片井野川・境川を襲い、田

野町の持田地区飲料水供給施設の水道関連施設すべてが、この土石流によって埋め尽くされて

しまいました。

同様な土砂災害が発生した場合には、片井野川に水源を持つ田野町第１水源地が埋没するこ

とも想定されます。この場合、田野町域に必要な水量のおよそ 7８％が失われることになり、

現在進めています、田野町域連絡管整備事業の早期完成が望まれます。

浸水防止施設天端高
EL 14,300 ▽

軟岩層（宮崎層群）
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(平均)
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.
0
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m

台風14号浸水位
▽ HWL＋13,260

HWL＋12,345

堤 防

被災前大淀川計画高水位
▽ HWL＋12,345

▽ 旧防水壁 EL＋11,600

余 盛

堤防地盤高
EL+14,246

▽ 計画築堤高 EL＋13,845

浸水防止施設の概要図

平成 17 年台風 14 号による崩落

水 源 河 川 認可水量（ｍ３/日） 割合

田野第１水源 片井野川 5,430 78%

田野第２水源 井倉川 1,500 22%

田野町域認可水量 計 6,930
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（４）環境・エネルギー対策の強化

「環境・エネルギー対策の強化」という視点から抽出される課題については、下表に示すと

おりです。

主要な課題 概要 緊急度

事業に伴う廃棄物の減量

化・再資源化

建設廃材や浄水汚泥など水道事業は少なからず廃棄物を発生している

ことから、これを有効活用し循環型社会に対応する必要があります。
高

有効率の向上
漏水を減らし、水やエネルギーの効率的な運用に努め、限りある水資

源を有効に活用する必要があります。
高

環境対策
環境報告書の作成や環境会計の算定など新たなツールを活用し、環境

対策のさらなる推進を図る必要があります。
中

省エネルギーの推進・未

利用エネルギーの活用

環境意識の高揚に伴い太陽や風力エネルギーなどの活用や、高効率な

設備の導入による省エネルギー化などの検討が必要です。
低

（5）工業用水道事業の課題

清武町域において、平成元年４月から経営している工業用

水道事業は、木原地区の特別工業地区（宮崎学園都市ハイテ

クパーク）内に誘致された 2 社に工業用水の供給を行なって

います。

企業の増設や新たな立地に対しては、施設の増設が必要な

状況であることや、供用開始から約 22 年が経過しているた

めに、耐用年数を超過した電気計装設備の更新、施設の耐震

化について検討が必要です。

この他、高岡町高浜地区に宮崎市土地開発公社が造成中の（仮称）宮崎ハイテク工業団地が

予定されており、新たな工業用水事業の創設について対応が求められています。

（仮称）宮崎ハイテク工業団地

工業用水道の施設
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2.2. 下水道事業の課題

下水道事業は、昭和８年に最初の事業認可を受けた後、平成 20 年度には旧市域の整備をほ

ぼ完了し、現在、合併 4 町域の整備を実施しています。下水道普及率は、4 町域の合併に伴い

低下し、平成 21 年度末で 81.8％となっています。

本市においても、将来人口の減少が予測されており、これからの節水型社会においては、一

人当たりの汚水量も減少傾向にあるため、処理水量とともに使用料収入も減少に転じると予想

されます。この状況を踏まえ、４町域の整備推進や旧市域、特に宮崎処理区合流区域の老朽管

きょの改築更新や処理場施設などの災害対策といった諸課題に対応していく必要があります。

（１）経営基盤の強化とお客様サービスの向上

「経営基盤の強化とお客様サービスの向上」という視点から抽出される課題については、下

表に示すとおりです。

将来的な人口減少を考慮し、経年施設の改築更新が本格的に始まる前に、下水道事業の経営

基盤を強化しておく必要があります。

主要な課題 概要 緊急度

業務のさらなる効率化
厳しい財政状況においても安定した下水道経営を継続するために、よ

り一層の業務の効率化を図る必要があります。
高

繰入金の削減

本来、使用料により賄わなければならない経費を一般会計（市税）か

ら繰り入れしていますが、その繰入金を解消し、下水道事業の経営健

全化を図る必要があります。

高

使用料収入の確保

より一層の維持管理の効率化や水洗化率の向上など経営合理化が求め

られますが、経営努力による財政の健全化ができない場合は、使用料

改定を含めた検討も必要となります。

高

お客様対応のさらなる向

上

お客様のニーズの多様化に対応し、なお一層の満足度を高めるために、

さらなるお客様サービスの向上が求められています。
高

さらなる情報の公開
厳しい経営状況の中、多くの課題を解決するためには、これまで以上

に必要な情報をお客様に公開していく必要があります。
高

＊緊急度 高：できるだけ速やかな対応が求められる課題、中：計画期間中に対応するべき課題、

低：計画期間終了後において順次対応する課題（以下同様）
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（２）下水道の普及促進

「下水道の普及促進」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

地域格差の改善
旧市域に比べて整備が遅れている 4 町域（佐土原、田野、高岡、清武）

の整備を促進することが求められています。
高

お客様のニーズ把握
事業の目的を達成するために不可欠な、お客様の理解と協力を得るた

めに、適切な情報の提供と地域ニーズの把握が必要となっています。
高

少子高齢化への対応
将来予測されている人口の減少に伴い、処理人口が増えず、処理水量

が伸びない状況への対応が必要となっています。
高

水洗化率の向上
平成 21 年度末の水洗化率は 91.6%ですが、さらなる水洗化率の向上

を図る必要があります。
高

（３）施設の老朽化と資産管理

「施設の老朽化と資産管理」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおり

です。

主要な課題 概要 緊急度

施設ストックの増加
長期にわたって整備され増大化した下水道施設を、計画的に管理する

ために、蓄積データの電子化などの検討が必要となっています。
高

施設の経年化

施設の経年化に伴い維持管理の占める割合が徐々に増えており、より

一層の効率的な維持管理や改築更新のあり方について検討が必要とな

っています。

高

道路陥没事故の発生

布設後 50 年以上が経過している管きょがあり、硫化水素による腐食

や破損に伴う道路の陥没事故などを引き起こす可能性もあり未然に防

止する対策が必要となっています。

高

管きょの機能障害

長年の使用に伴う管きょの腐食や老朽化、不等沈下などによる汚泥等

の堆積などが原因で、必要な流下能力を確保できなくなる恐れがあり

ます。

高

不明水の解消

施設に悪影響を及ぼす雨水や地下水等の浸入について、原因の分析と

対策を検討し、より効率的な汚水処理を行う必要があります。

また、宅地内の排水設備についても適切な指導と対策が求められます。

中
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下水道整備の進展により、維持管理すべき施設のストック

が増大し、老朽化に伴う処理施設の不具合や、管きょが原因

となった道路陥没事故等も危惧される状況です。不具合や事

故発生後の対応では、二次災害など市民生活に大きな支障を

きたすばかりではなく、コスト的にも不経済となります。

このため、計画的

に老朽管きょの実態

調査を行ない、事故

などを未然に防止す

るために、適切な施設更新と維持管理のあり方につい

て検討が必要です。

（４）危機管理

市民の安全と安心に関して「浸水対策」及び｢地震対策｣の課題を下記に示します。

①浸水対策

「浸水対策」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

集中豪雨などによる浸水

被害の増加

自然環境の変化に伴うゲリラ豪雨や局地的豪雨の増加により、浸水被

害の頻度が増加する恐れがあります。
高

都市化の進展による浸水

被害の増加

宅地開発や商業施設の立地などによる浸透地面の減少に伴う雨水流出

形態の変化により、少雨量でも水路や河川が溢れる恐れがあります。
中

道路陥没事故

(平成 22 年 7 月 15 日)

台風 13 号による浸水被害
（平成 20 年 9 月 18 日）

開削後の空洞状況
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②地震対策

「地震対策」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

大規模地震の発生

本市では、日向灘沖などを震源とする大規模地震が想定されており、

施設被災時の対応や管きょ破損による道路陥没被害の軽減などの対策

が求められています。

中

耐震対策
地震時にも継続的に処理可能な施設として、耐震化の方策を検討する

必要があります。
中

（５）下水道資源の活用

「下水道資源の活用」という視点から抽出される課題については、下表に示すとおりです。

主要な課題 概要 緊急度

下水道汚泥（バイオマス）

の利活用

下水汚泥や処理過程で発生するエネルギーを、有効に利活用していく

必要があります。
高

電力消費量の低減
下水処理の過程では多くのエネルギーが使用されており、環境や処理

コスト縮減の観点から電力消費量を低減していく対策が必要です。
高

温室効果ガスの抑制
地球環境問題の視点から、下水道事業においても温室効果ガスの抑制

のために必要な対策を進める必要があります。
高

水資源の活用
都市水路の暗きょ化や汚水の集合処理に伴い、水辺空間や生物の生息

空間の喪失が進んでおり、下水道再生水の利用も期待されています。
中

（6）農業集落排水事業の維持管理

農業集落排水事業は、平成 20 年度までに整備が完了しており、17 地区の処理場が稼働中

です。今後は、処理施設の効率的な維持管理を行うための対策を検討する必要があります。

主要な課題 概要 緊急度

安定した稼動

事業地区は人口減少の傾向があり、施設の有効活用と安定した稼動を

図るために、より一層の効率的な維持管理や改築更新について検討が

必要です。

中

公共下水道への接続
隣接する公共下水道への接続に関して、経済性の比較などを行い、よ

り効率的な運用のあり方について検討が必要です。
中
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