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6. 実施方策

6.1. 安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）

（１）水道施設の計画的更新

経年化が進む浄水施設について、適切な水処理、水運用が継続できるように計画的な整備を

行っていきます。その際、水需要の伸びが期待できない今日、効率的な施設規模、形態となる

よう改めて施設全体の見直しを図ります。この検討に先駆けて、（仮称）大瀬浄水場の建設計画

を中止するとともに、すでに取得している用地については、有効活用できるよう併せて検討し

ていきます。

管路については、経年管の計画的な更新を継続し、基幹管路については、耐震性能の高い管

材を使用するなどライフラインの信頼性向上を図ります。

また、管網整備にあわせたブロック化を検討し、合理的な水運用に努めて低水圧地域の解消、

漏水防止、被災時融通性の強化等に努めていきます。

●下北方浄水場大規模改修事業

●浄水場の設備更新

●４町域への連絡管整備

●経年管、鉛製給水管等の更新

●水道施設の耐震化計画策定

●配水管路のブロック化
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(( CClloossee UUpp①①)) 下下北北方方浄浄水水場場大大規規模模改改修修事事業業 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

宮崎市水道事業における基幹施設である下北方浄水場は、老朽化の進行や地震への脆弱性な

ど、安定的な給水に支障をきたす恐れがあるため、更新事業に着手しています。

この事業により、地震をはじめとする被災時においても早期復旧が可能となります。

また、浄水場運転の要である電気設備は、老朽化により、交換部品の調達も困難となってお

り、今回の更新事業により定期的な部品交換や突発的な事故への即応性が高まり、安定給水能

力が大幅に向上することが期待されます。

上空から見た下北方浄水場

(( CClloossee UUpp②②)) 老老朽朽管管更更新新事事業業 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

高度経済成長期に整備された多くの鋳鉄管や硬質塩化ビニル管の経年化が進む状況にあり、

これを計画的に更新することによって漏水防止、耐震性の向上を図ります。

老朽管更新状況
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(( CClloossee UUpp③③)) ４４町町域域へへのの連連絡絡管管整整備備

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業「「３３町町連連絡絡管管整整備備事事業業」」をを含含むむ））

●佐土原町域

佐土原町域では、一ッ瀬川の濁水対策と海水遡上の問題に対処するため、緊急かつ平成２４

年度までの危機管理対策として佐土原配水池（5,000ｍ3）を築造し、安定的な給水量を確保

することとしています。また、老朽化が著しい佐土原町浄水場施設の延命措置を講じると共に、

現在進めている下北方配水池からの約 15km の送水連絡管の整備を平成 24 年度までに完了

させることで、平成 25 年度には町全域への安定給水が可能となります。

●田野町域

田野町域では、渇水や濁水による慢性的な給水能力の低下を補完するために、宮崎市古城町

から田野総合運動公園近くに建設中の田野第３配水池までの約１１km の送水連絡管を整備す

ることにより、田野町域で一日に必要な水量のおよそ半分（3,400 ㎥/日）の送水が可能とな

ります。

この事業は、平成 19 年度から取り組んでおり、平成 24 年度からの運用を目指します。

●高岡町域（実施済）

高岡町域のおよそ 40％の水道水を供給していた楠見水源は、平成 17 年の台風 14 号で浸

水被害に遭い、その後の維持管理に苦慮している状況にありました。

また、大淀川の築堤工事に水源自体が支障となり、クリプトスポリジウム対策も必要であっ

たことから、約 11 億円の事業費で、富吉浄水場から高岡町高浜配水池までの約 7km の送水

連絡管を平成19年度から21年度にかけて整備し、平成22年4月に送水を開始しています。

●清武町域

清武町域の水源は、ほとんどが地下水を利用しています。

現在、他の３町域に比べると早急な連絡管整備の必要性はありませんが、合併協議において

は、「災害時における相互の水運用が可能となるように、近接する箇所の

水道管を連絡することにより、災害に強いライフラインを構築すること」

とされています。

これにより、より安定した水の供給に努めるとともに、地震などで地

下水が濁ったり、水道施設に被害が出たりした場合などは、両地域から

相互に水の供給が可能となります。

＊＊計画の一部変更（アセットマネジメント手法の導入によるコストの縮減）について＊＊

現在進めている佐土原送水事業においては、当初、送水連絡管の中間地点に 500ｍ3の接合

井を建設する予定でしたが、長期的な観点から 7,000ｍ3の配水池を建設することとします。

この変更により、平成 24 年度までに約 9 億 4 千万円の事業の前倒しが必要となりますが、

鈴町・宝塔山配水池や老朽化が著しい関連配水管の管理・更新が不要となり、長期的な視点に

立った全体の事業費は、約４１億７千万円となり、約 8 億 5 千万円のコスト縮減を図ること

ができます。今後も、アセットマネジメント手法の導入による事業計画の見直しを行うことに

よって、効率的かつ合理的な事業運営に努めてまいります。
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（２）危機管理対策の推進

危機管理対策については、施設や設備の整備・拡充を図り、

水道システムの安定性を向上させるハード面の対策と、被災

時における被害最小化のための体制づくりなどソフト面の対

策があります。

①ハード面の対策

ハード対策については、「（１）水道施設の計画的更新」に

記載したとおり、経年化施設の計画的な更新を図り、基幹施

設の耐震性を向上させます。

また、新たにバックアップ機能を充実させるため、田代八

重ダム貯留権利活用の検討や、配水池容量の増加、連絡管の

整備などを進め、地震、水害、渇水等の被災時における融通

性を向上させ、ライフラインの確保に努めます。

●施設の耐震診断及び耐震化

●水道施設の多系統化

●連絡管の整備

●水融通を可能とする水運用機能の強化

●配水容量の拡大などによる備蓄量の確保

●給水拠点の整備

●下北方、富吉浄水場間の流量調整弁の設置

●災害用機器及び補修用材料の備蓄

給水車による応急給水

緊急給水栓の設置

災害用浄水機
（６台保有）

補修用材料の備蓄状況
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(( CClloossee UUpp④④)) 幹幹線線配配水水管管のの耐耐震震化化目目標標

幹線配水管は、浄水場から各家庭に水を配るうえで最も重要な役割を担っている管路であり、

災害時においても機能を確保し飲料水等を供給する必要があります。

マスタープラン期間中に、主要な幹線配水管路のうち下北方浄水場と富吉浄水場を連絡し、

市内中心部を巡る環状ルートについて耐震化を目指し、避難所となる公共施設や拠点医療施設

などを中心に、人口比で約 60％の区域をカバーする耐震化エリアを整備します。

また、佐土原町域、田野町域、高岡町域についても耐震管を用いた水道管の布設を整備済み、

または、整備中であり、送水ルートの耐震化を進めています。

☆管路耐震化の優先度 ･･･ 「水道」は市民の生活を支える最も重要なライフラインのひと

つであり、災害時においても安定した水道水を確保するためには、すべての水道管が耐震管

であることが望まれます。しかし、そのためには莫大な経費と膨大な年月が必要であるため、

管路ごとの重要性を区別・選別し、その影響度を考慮しながらの計画が重要です。一般的に、

配水支管は比較的容易に短時間で復旧可能とされている反面、幹線配水管（口径 350mm

以上）が被害にあった場合は、断水範囲が広く応急復旧が困難で時間を要し、市民生活に大

きな影響を及ぼすことが想定されます。したがって、優先的に耐震化を図る必要があります。

施設耐震化計画

水道施設等の耐震化

地震対策の課題と方策

水源施設の耐震化 取水口・導水ずい道・取水井・取水ポンプ など

構造物の耐震化 着水井・混和池・沈でん池・ろ過池・配水池 など

機械・電気施設等の耐震化
凝集材注入設備・希硫酸注入設備・送水ポンプ設備の耐
震化や自家発電の整備 など

管路の耐震化
導水管・送水管・主要配水管・重要度の高い配水管 な
ど

管路付属施設の耐震化
緊急遮断弁・加圧ポンプ室・中継ポンプ室・減圧弁 な
ど

特殊形態管路の耐震化 水管橋・橋梁添架管・地中推進管 など

給水装置の耐震化 伸縮管やフレキシブル管の使用 など

建物給水装置の耐震化 伸縮管やフレキシブル管の使用 など

管路施工上の留意点
医療機関・避難所・福祉施設などの重要施設や代替ルー
トがない管路等を優先しての耐震化

バックアップ設備の整備
浄水池・配水池の相互運用が可能な管網ルートの整備
など

ブロックシステムの整備
配水区域をブロック化することによる災害時の復旧作業
の迅速化や仕切弁の新規設置 など

ループシステムの整備 主要配水管の二重化（別ルートの確保）

管路施設の耐震化

給水装置の耐震化

管路施工上の耐震化

管路システムの耐震化
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浄水場浄水場

上下水道局上下水道局

応急給水拠点応急給水拠点

重要医療施設重要医療施設

学校（緊急避難所）学校（緊急避難所）

耐震性貯水槽耐震性貯水槽

取水施設取水施設

配水池配水池

中継ポンプ所中継ポンプ所

官公庁官公庁

福祉施設福祉施設

浄水場浄水場

上下水道局上下水道局

応急給水拠点応急給水拠点

重要医療施設重要医療施設

学校（緊急避難所）学校（緊急避難所）

耐震性貯水槽耐震性貯水槽

取水施設取水施設

配水池配水池

中継ポンプ所中継ポンプ所

官公庁官公庁

福祉施設福祉施設

浄水施設の耐震性強化浄水施設の耐震性強化

配水池を繋ぐ連絡管の耐震化配水池を繋ぐ連絡管の耐震化
（佐土原町域、高岡町域、田野町域）（佐土原町域、高岡町域、田野町域）

配水池の耐震性強化配水池の耐震性強化

配水池容量の増強配水池容量の増強

清武町域への連絡管整備清武町域への連絡管整備

環状配水管の耐震化環状配水管の耐震化

配水ブロックシステムの構築配水ブロックシステムの構築

重要幹線の耐震管整備重要幹線の耐震管整備

給水拠点の整備給水拠点の整備

耐震性貯水槽の整備耐震性貯水槽の整備

隣接配水区への連絡管整備隣接配水区への連絡管整備

地震対策の推進（イメージ）地震対策の推進（イメージ）

重要施設には、
地震に強い水道
管を布設して災害
時でも水が止まら
ないようにする

んだ。

災害対策マニュアルの整備災害対策マニュアルの整備
水道資材の備蓄水道資材の備蓄

応急給水設備の確保応急給水設備の確保

地震が来ても安心だね！

非常用電源装置の確保非常用電源装置の確保
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(( CClloossee UUpp⑤⑤)) 枯枯渇渇のの許許さされれなないい水水源源ををいいつつのの時時代代ににもも・・・・・・。。

★宮崎市の水源

宮崎市の水源は、大淀川の表流水のほか、一ッ瀬川・片井野川・井倉川

などの表流水と、高岡町・清武町の浅層地下水を水源としています。

宮崎市全体で 229,566 ㎥／日の取水能力があり、212,200 ㎥／日

の給水能力を有しています。その内、大淀川からの取水は、185,000 ㎥

／日となっており、その割合はおよそ 80.6％、給水能力で比べると

81.3％になり、大きく大淀川に依存している状態です。

（P64.65…◆主要施設配置図参照）

また、平成 24 年 3 月には田野第 2 浄水場が、平成 25 年 3 月には佐土原浄水場が廃止される

予定であるため、大淀川の依存度は、取水能力・給水能力ともに約 88％にまで上がります。また、

宮崎市の 1 日の平均配水量は、150,000 ㎥弱で推移していますが、1 日でこれだけの水量を宮崎

市内で確保できるのは、大淀川以外にはなく、今まで以上に大淀川の重要度が増してきます。

（150,000 ㎥＝小学校のプールでおよそ 450 杯分）

★水道事業体の責務

水道事業者には、いつの時代にも安全な水を安定的に供給していかなければならない大きな責任

があります。上下水道局では、マスタープラン期間中において、下北方浄水場の更新や主要配水管

の耐震化を図り災害に強い施設づくりを進める方針ですが、水つくりの根幹である水源対策も今後

重要となってきます。自然環境の変化や水質事故に備えた対策の検討が必要です。

★自然環境の変化と水質事故

懸念される自然環境の変化や水質事故として、下記の事例などが想定されます。

◆渇水・・・大淀川全体で見ると水位低下の傾向にあります。特に、富吉水源地では運転開始した

昭和５０年代半ば頃に比べると１ｍ以上の水位低下が見られ、渇水期には年間１日～５日程度の期

間において取水量不足が生じています。また、平成 21 年度には、雨量不足により水源地上流にあ

る岩瀬ダムの水量が激減する事態が発生しています。取水量不足に備えた対策が必要です。

◆水質悪化・・・大淀川には、家庭排水などの雑多な水が流入しています。大淀川本流の水量が減

少すれば、水量減少に伴う水質悪化も懸念されます。浄水処理方法の変更やより良質な水源確保の

ための検討も重要です。

◆海水遡上・・・地球温暖化の影響により海面が上昇すると、河川に海水が遡上しやすくなり、佐

土原町の柳瀬水源地では、台風 14 号による豪雨によって取水口周辺の土砂が大量に押し流され、

海水が遡上するようになりました。これにより、高濃度の塩化物イオンが観測されるようになり、

取水停止せざるを得ない事態が発生しています。柏田･富吉水源地においても、原水水質の変化に注

視していくことが重要となります。

◆水質事故・・・水源を脅かすのは、自然環境の変化ばかりではなく、水質事故による影響も考慮

しなければなりません。この水質事故には、油流出や農薬流出などがあります。交通事故や農業機

器の故障等により大量の油や農薬類が大淀川へ流出した場合には、長時間にわたって取水が出来な

い場合も想定されます。

「水源の分散化」も視野に入れた対応策の検討が重要となってきます。
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★危機管理対策として有効な田代八重ダムの貯留権 （（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

今後懸念される問題を視野に入れながら、将来にわたって常に安定し

た水源を確保していくためには、現在、上下水道局が保有する「田代八重

ダムの貯留権」は、危機管理上において非常に重要な権利であり、今後も

保有していくことが必要です。

この田代八重ダムの貯留権を活用する場合、本庄川から取水することに

なりますが、大淀川と比べて水質が良好なこともあり、より良質な水道水

源確保が可能となります。加えて、水源の分散化を図ることとなり大淀川

への依存度を下げる効果にもつながります。

しかし、新たな水源地等の関連施設の建設については多額の経費を要し、

上水道財政計画にも大きな影響を及ぼすことから、今後の本市全体の上水道水源の状況も総合的に

判断することにより、時機を踏まえた効率的な計画の策定が重要です。

②ソフト面の対策

職員の災害に対する日常的な危機管理意識の徹底を図り、日頃の訓練と災害対策マニュアル

の充実を図ります。また、近隣市町村を含めた広域かつ緊密な支援体制の強化・充実に向けた

取り組みや職員 OB との連携を図ります。

また、平成 21 年には「水道施設耐震工法指針・解説」（社団法人 日

本水道協会 発行）が改訂されており、今後、地域特性に沿った合理的な

耐震基本計画を策定します。

さらに、次節の「水質管理体制の充実」にも示すとおり、水質の異常

を監視できる装置の導入に加えて、水質及び施設事故対策行動マニュア

ルを整備し、危機管理の充実を図ります。

※ 昭和 55 年当時、旧市域の人口が 1 年間に平均約 8,500 人増加している状況から、将来 6

万㎥／日の水道水が不足すると予想されていました。また、昭和 53 年の福岡市の大渇水

や翌昭和 54 年の東京都の深刻な水不足などの当時の社会的背景もあり、宮崎市議会にお

いて「水源対策調査特別委員会」が設置され、昭和 55 年 12 月議会において『新たな水

源確保のためにダム事業に参画すべし』との方向性が示されたことなどから、田代八重ダ

ム建設事業に参加してきました。しかし、その後の水需要の伸び悩み等により関連施設の

建設には至っておりません。



34

●応急給水体制の充実

●応急復旧体制の整備

●他水道事業者などとの相互応援協定の締結

●職員 OB によるボランティア給水隊の結成

●危機管理マニュアルの充実

●施設の図面管理の一元化

●節水対策の推進

（３）水質管理体制の充実

水質基準項目などに的確に対応できる水質検査機器を整備す

るとともに、職員の技術向上を図り、検査体制を強化します。

また、水源の水質汚染などを常時把握するために必要な手

法・体制についても検討していきます。

●自主検査体制の拡充

●水質監視システム（メダカセンサー・油分モニター等）の拡充

●主要配水管ごとの自動水質測定器の設置

～水質検査（安全性の確保）～

●生物検鏡
原水中のプランクトンの種類、数の

調査及び原虫（クリプトスポリジウ

ム、ジアルジア）の試験等を行って

います。

●理化学試験室
原水や水道水の臭気・濁度等、基礎的な性状の試

験を行っています。またここでは機器分析の前処

理等も行います。

●ガスクロマトグラフ質量分析装置
原水や水道水中の農薬や揮発性有機化合

物（トリハロメタン他）等を測定していま

す。

メダカセンサー
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（４）水源環境の保全

水源の安定した水量・水質を確保するために、これまでも国や県、流域市町村と一体となっ

た保全活動や、水源となる河川などの清掃活動をとおして河川浄化の啓発を推進してきました

が、恵まれた水源環境をより良く次世代に継承していくため、さらなる施策に取り組んでいき

ます。

具体的にはまず、水源流域における水環境や水処理に関する情報の収集、発信に努めます。

また、関係機関や地域との連携のもと、廃棄物の不法投棄防止や水質汚濁対策、下水道利用に

関する啓発など保全施策の充実に努めます。

さらに、環境ボランティア等の社会貢献、環境学習や交流会などを通じ、多くの市民が豊か

な自然に触れ、水道水源に関心を持つ機会を増やすことで、自発的な環境行動の醸成に努めま

す。また、意欲ある水源環境保全活動への支援等、持続可能な仕組みづくりに努めます。

●水源情報の収集と発信

●関係機関、地域との連携

●水源環境保全活動に対する支援

●持続可能な保全活動の基盤づくり
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（５）安全・安心な水の供給

水源水質にあわせた浄水処理方法の調査・研究

を行い、より安全で、良質な水道水を供給できる

システムの構築に努めます。

原水の異臭味対策としての高度浄水処理技術

（オゾンや活性炭ろ過など）や、より高い除濁性

能を有する膜ろ過設備及び、耐塩素性病原微生物対策としての紫外線照射設備など、最新の浄

水処理技術を踏まえた検討を行います。

また、鉛給水管については年次計画に基づき順次取り替えていくとともに、鉛を含めた水質

検査結果などの適切な情報公開に努めます。

●活性炭の適正投入

●水安全計画の策定

●高度浄水処理施設の検討

(( CClloossee UUpp⑥⑥)) 高高度度浄浄水水処処理理施施設設のの検検討討

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

安全で安心な水の供給に向けて高度浄水処理施設の導

入を検討します。特に富吉浄水場は、異臭味が発生する

期間には粉末活性炭の注入による対応を実施してきたこ

とにより、水質基準値内となっていますが、今後、お客

様などから寄せられたご意見を踏まえ、適切に対応して

いきます。

（６）貯水槽水道等の管理指導

お客様が水道水を安全に利用できるように、貯水槽水道管理者などに宮崎市保健所と連携し

て、貯水槽水道の維持管理を適正に行うよう、指導・助言を行うとともに、宮崎市上下水道局

広報紙『せせらぎ』やホームページなどを活用しながら適切な管理の啓発に努めていきます。

●小規模貯水槽水道の実態調査

●衛生管理研修会の実施

●問題施設の改善指導

富吉浄水場

沈でん池 急速ろ過池
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直結給水方式と貯水槽水道のしくみ

衛生管理者研修会状況 小規模貯水槽水道実態調査状況

（７）給水装置の事故防止

給水装置の不具合による事故防止に向けて、適切な管理の指導に取り組みます。

●給水装置の適正な管理

●工事事業者の指導・育成

（８）工業用水道の計画的整備

木原地区の工業用水道施設については、点検調査や耐震診断等を行ない、施設の更新や耐震

補強などについて検討するとともに、企業立地などの情報収集に努めます。

高浜地区に造成中の工業団地については、誘致企業が決まりしだい宮崎市（工業政策課）に

おいて策定される具体的な事業計画及び経済産業省との協議結果などを踏まえ、工業用水道事

業を創設する計画です。

●設備の点検や建物等の耐震診断

●電気機械設備の更新

●送水管の更新（耐震管）

●取水施設の浸水対策

受水槽
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6.2. 安心して快適に暮らせる生活環境の整備を目指して（下水道）

（１）下水道の普及拡大

整備普及が遅れている４町域においては、地域の皆様のご理解とご協力を得て、効率的な区

域の設定と整備コストの縮減を図りながら下水道の普及を促進することにより、快適な生活環

境の創出と地域水環境の保全を図ります。なお、整備区域設定にあたっては、社会情勢を踏ま

え、他の生活排水処理事業と連携することにより、一層効率的で経済的な汚水処理に努めます。

●未整備区域の管路整備の推進

●低コストで経済的な整備手法による管路整備

●地域意向を踏まえた円滑な事業の推進

●他汚水処理事業との連携

＜普及拡大＞

４町域の下水道整備を

促進します。

＜バイオマスの活用＞

宮崎と大淀処理場において

下水道汚泥の有効活用を推

進します。

下水道事業の主要施策

佐土原町域

旧市域

高岡町域

田野町域

清武町域

宮崎処理場

大淀処理場

木花処理場

佐土原浄化センター

田野浄化センター

整備促進

整備促進

（施設増設）

整備促進

整備促進

（施設増設）

合流区域

＜合流管きょ改築更新＞

整備時期が最も古い合流管

きょの長寿命化・耐震化を

図ります。

青島浄化センター

浸水軽減

淀川、太田雨水

ポンプ場等整備
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（２）下水道施設の計画的更新

経年化する下水道施設について、

適切な水処理が継続できるよう効率

的な整備を行っていきます。

また、管路施設や処理施設の延命

化・長寿命化を目指した計画的更新

を図ります。

●下水道施設の長寿命化計画の策定

●老朽管きょの改築更新

●下水道施設の改築･修繕履歴の電子化

●管路施設の定期点検の充実

●宅内排水設備の適正管理指導（不明水対策）

(( CClloossee UUpp⑦⑦)) 老老朽朽管管ききょょのの改改築築更更新新

本市の下水道は、昭和初期に中心市街地周辺において雨水と汚水を処理する合流管きょの整

備からスタートしました。布設後 6０年余りを経過した管きょでは、道路の陥没などの事故を

誘発する状況が発生しています。普及促進が完了するマスタープラン期間中には、これらの老

朽管きょの長寿命化計画を策定し、計画的に改築更新を進めてまいります。

（３）危機管理対策の推進

下水道施設の耐震診断や耐震化を含めた予防保全を目的とする長寿命化対策、水害を軽減す

る浸水対策などハード面の対策を推進するとともに、職員の災害に対する日常的な危機管理意

識の徹底と訓練の実施、並びに被災時にも業務を継続できる災害対策マニュアルの充実、さら

に災害時の近隣市町村を含めた広域かつ緊密な支援体制の強化・充実などソフト面の対策にも

取り組んでいきます。

●耐震診断の実施

●合流管きょの耐震化

●処理場施設などの耐震化

●雨水ポンプ場など浸水対策施設の整備

●災害時の業務継続計画（BCP）の策定

(( CClloossee UUpp⑧⑧)) 合合流流区区域域管管ききょょのの耐耐震震化化

中心市街地周辺に布設された合流管きょ（総延長 143km）には、緊急に改修等が必要（緊

急度Ⅰ）とされる管きょが 11.0km、これに次ぐ対応が必要（緊急度Ⅱ）とされる管きょが

10.3km あります。本マスタープラン期間中に、緊急度Ⅰ管きょの改築更新を図り、耐震化に

取り組みます。

管きょの管内洗浄
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（４）水洗化（下水道接続）の促進

水洗化の向上による使用料収入の確保や水環境の保全のために、未水洗化（未接続）世帯へ

の広報活動に取り組み、水洗化の啓発を推進します。また、水洗便所への改造費用などについ

て制度面から支援します。

●未水洗化（未接続）世帯への戸別訪問指導、相談

●水洗便所改造資金融資あっ旋制度

＊下水道は、地域の皆様が各家庭から排出

される雑排水などを、下水道に接続放流し

ていただかなければ事業の効果を発揮する

ことができません。また、人口が集中する市

街地においては、浄化槽では地域環境を保

全することが難しいとされています。皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。
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6.3. 環境保全及びエネルギー対策の推進を目指して（上下水道）

（１）下水道処理施設の適正管理

経年化が進む下水処理施設において、安定的な下水処理が継続できるよう適正な保守管理を

行っていきます。

また、下水処理の水質管理を徹底し、水環境への負荷軽減に努めます。

●水質管理の充実

●処理場施設の適切な更新

●維持管理電子情報の整備、活用

（２）下水道資源の有効利用

下水道の処理過程で発生する汚泥や消化ガス（メタンガス）などについて、資源・エネルギ

ーとしての再生、活用をさらに図り、温室効果ガス・廃棄物の削減を進めていきます。

●下水道汚泥の効率的利用技術の検討

●消化ガス発電の推進による施設内エネルギーの自立

●下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進

(( CClloossee UUpp⑨⑨)) ババイイオオママスス利利活活用用

（（経経営営審審議議会会評評価価対対象象事事業業））

下水道汚泥から、より効率的にガスエネルギーを抽出する

ことにより、施設内エネルギーの自立と下水道汚泥の減量化

や緑農地還元を促進する技術について調査、研究し、焼却施

設にかわる施設の導入を図ります。

また、下水道汚泥堆肥化の推進に合わせて、地域の植栽ボ

ランティア活動などに対し無償で配布するなど活用策にも取り組みます。

＊下水道汚泥には、貴重な資源が含まれています。宮崎処理場では、消化槽から発生するメタン

ガスを燃料としてエンジンを動かし、発電機を回して電気を発生

させ、処理場の中で使用する機器の動力として使用しています。

また、下水汚泥を消化脱水後、乾燥処理し、衛生的で使いやす

い顆粒状の肥料として生産・販売しており、農業用・家庭用など

に利用されています。

このほかに、汚泥を炭化して燃料化する技術なども開発され、

下水処理場が資源の供給源となりつつあります。

消化ガスエンジン・発電機

宮崎処理場（肥料）
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（３）環境負荷の低減と資源循環利用の促進

新たに更新する施設や設備・機器については、より高効率な技術を採用するなど省エネルギ

ー化を推進するとともに、漏水防止や不明水対策に努め、環境負荷の低減や省力化に取り組み

ます。

また、自然エネルギーとして太陽光発電・小水力発電などの導入も検討し、水処理など事業

で発生する副産物の有効活用など、資源の回収・活用に努め、積極的に循環型社会の構築を推

進します。

なお、現在実施している下水再生水の有効利用事業を継続し、適正な維持管理に努めていき

ます。

●効率の高い技術の導入

●省エネルギー機器の導入

●再生可能エネルギーの活用

●漏水防止及び不明水対策の推進

●建設発生材の有効活用

●水辺空間への下水再生水の利用

(( CClloossee UUpp⑩⑩)) アアククアアパパーーククモモデデルル事事業業

下水再生水の有効利用により、市民にやすらぎの場を

提供するとともに、下水道のイメージアップを図る目的

で、アクアパークモデル事業が平成 2 年度に採択され、

実施されています。

青島地区では、せせらぎ水路が地域コミュニティ道路のゆとり空間として利用されています。

今後とも地域活性化の取り組みに貢献してまいります。

青島サンロードせせらぎ水路

後田川緑道公園せせらぎ水路

宮崎中央公園日本庭園池
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6.4. 安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

（１）経営の効率化

経営の効率化については、健全な事業運営を行う

ため経営課題について分析を行い、徹底した効率化

による経費の縮減を図るとともに、より収益性の高

い資金運用により企業としての経済性を追求します。

また、公共福祉の増進にも配慮しながら、民間活

力の活用なども視野にいれた戦略的な事業展開を図

ります。さらに、新たにマネジメントサイクルを導

入し、経営環境に整合した上下水道事業の目標設

定・成果の検証・再構築を行い、経営基盤の一層の

強化を図ります。

なお、上記の検証結果については、指標などを用いて評価し、お客様にわかりやすく公表し

ます。

●効率的な運営による経費節減

●有料広告等の活用による経費削減

●未利用財産の有効活用

●ＩＴ（情報通信技術）の活用による業務効率化

（２）財政基盤の強化

将来にわたる安定的な経営を図るため、財政運営の指針として中期財政収支計画を策定して

いますが、今後とも経営の改善、財政基盤の強化を推し進めてまいります。

今後必要となる事業の財源を確保するために、水道事業では有収率の向上、下水道事業では、

水洗化率の向上や不明水対策及び上下水道料金の効率的な収納体制の確立などに取り組み、上

下水道料金の改定についても検討します。

●上下水道料金改定の検討

●企業債発行の抑制

●有収率の向上

●水洗化率の向上

●不明水対策

●効率的な収納体制の確立

Ａ(改善)

Ｐ(計画)

Ｄ(実施)

Ｃ(評価)
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（３）効率的な組織体制の構築と活性化

上下水道事業を取り巻く環境の変化を的確に把握し、業務の見直しを継続して行うことによ

り、お客様のニーズに適合する効率的で弾力的な組織体制づくりを目指します。

●経済性、機動性に優れた組織体制の確立

●委託業務の見直し

●効果的な外部委託の推進

（４）人材の育成と技術の継承

事務力や技術力の両面を強化するための職員研修を充実し、経営管理、危機管理などに的確

に対応できる職員の育成や企業職員としての意識改革に努めます。

研修については、（社）日本水道協会や（社）日本下水道協会などの外部機関が主催する研究

会などに積極的に参加するとともに、計画的なジョブローテーションによる職場経験の蓄積、

専門性を高めたスペシャリストの育成など、幅広い知識・視野を持った職員の育成に努めます。

さらに、これまでに蓄積された専門的技術や知識の継承に努め、理論と経験に裏付けされた

技術力の向上を図ります。

●蓄積技術を継承するための設備等の整備

●職員研修の実施

●職員の意識改革と人材の強化の取り組み

（５）簡易水道事業等の統合

全般的に老朽化している施設の計画的更新やクリプトスポリジウムなどの対策、並びに効率

的な事業運営を図る必要があるため、「7 つの簡易水道事業」と「３つの飲料水供給施設」につ

いて、平成 28 年度完了を目標に、年次的に上水道との統合を進めていきます。

施設統合にあたっては、国庫補助金の活用を図るなど財政計画に負担のかからない財源の確

保に努めます。

また、経営統合する５つの施設についても長期的な展望に立ち、効率的かつ合理的な維持管

理が可能となる施設整備に努めます。

なお、水道未普及地域については、今後の検討課題とします。
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簡易水道統合計画

平成22年4月

平成29年4月

鹿村野地区簡易水道

去川地区簡
易水道

柞木橋地区
簡易水道

浦之名地区簡易水道

天神地区飲料
水供給施設

持田地区飲料
水供給施設

八重地区簡易水道

野崎地区簡易水道

西地区簡易水道

堀口地区簡易水道

※鹿村野簡易水道事業は、平成２２年4月に施設統合済み。

※平成２９年4月に、すべての簡易水道事業及び飲料水供給施設を事業統合する予定。

内之八重地区
飲料水供給施設

宮崎市水道事業
（経営統合）

鹿村野地区簡易水道

持田地区飲料
水供給施設

天神地区飲料
水供給施設

内之八重地区
飲料水供給施設

浦之名地区簡易水道

柞木橋地区
簡易水道

去川地区簡
易水道

八重地区簡易水道

野崎地区簡易水道

西地区簡易水道

堀口地区簡易水道

宮崎市水道事業
（経営統合）

（施設統合）

＊施設統合＝経営を上水道と統合し、かつ、既存施設の水源を廃止し、上水道の水道管と接続する

ことにより水道水を供給する。

＊経営統合＝既存施設の整備を行なった上で、既存の水源を使用し、水道水を供給する。

●簡易水道等統合の年次計画の見直し

●事業期間における事業量（事業費）の平準化

●効率的な事業運営

●住民説明会の開催

●「安全な水の確保（クリプトスポリジウム等対策）」の徹底
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（６）農業集落排水施設の効率的運営

農業集落排水施設には、施設を更新し継続使用するより、公共下水道に接続することによっ

て維持管理費用が軽減できる地区があります。今後、具体的な接続計画を策定し、関係機関と

協議の上、公共下水道への接続工事を実施する予定です。

また、継続使用する地区についても、最適な維持管理に必要な施設の規模や能力を精査し、

施設更新計画に反映します。

なお、下水道接続後に不要となる農集処理施設の跡地や建物について、地域コミュニティに

活用するなど地域と連携しながら有効な活用方策を検討します。

●計画的な機器の更新

●効率的な運営による経費節減

●下水道接続計画の推進

（７）国際協力等を通じた上下水道事業の発展

国内のみならず、海外の優れた技術の情報収集、分析等を行ないながら、次代を見据えた積

極的な事業展開に努めます。また、海外研修生の受入れなど国際協力、国際貢献を進めていく

ことを通じて、上下水道事業の発展を図ります。

●国内外の優れた上下水道技術の情報収集、分析

●海外研修生の受入れ、海外研修等を通じた技術交流の推進

●国際貢献の取り組み
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6.5. お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

（１）きめ細やかなサービスの提供

ライフスタイルの変化等への対応や、サービスの向上を図る観点から上下水道などの使用開

始・中止の受付から、検針、料金の収納や滞納整理までの料金関連業務について一括して民間

企業に委託し、新たなお客様窓口として「料金センター」を開設します。

「料金センター」は、平日の営業時間を延長するとともに土日祝日も営業するなど、お客様

へのサービス向上を図ります。

現在、２４時間納付ができるコンビニ収納を導入していますが、さらに、パソコンや携帯電

話等から上下水道の使用開始・廃止の手続きが可能となるサービスの実施を検討します。イン

ターネットを利用することにより２４時間の手続きが可能となり、お客様の利便性が大きく向

上します。

クレジットカードの利用や料金請求システム（隔月検針、毎月振替）等、支払い方法につい

ては、お客様からの要望や費用対効果を検証しながら検討します。

高齢社会の進行など、社会環境の変化に伴う多様なお客様のニーズに的確に応えるために、

迅速でわかりやすいサービスをこころがけ、常にお客様の立場に立ったサービス向上を目指し

ていきます。

●コンビニ収納

●料金センターによる迅速な対応

●ＩＴ（情報通信技術）活用の検討

●クレジット支払いの検討

●料金請求システム（隔月検針、毎月振替）の検討

●高齢世帯や社会福祉施設の相談窓口の充実

(( CClloossee UUpp⑪⑪)) 料料金金セセンンタターー

上下水道などの使用開始・中止の受付から、検針、料金の収納や滞納整理までの料金関連業

務を包括的に民間に委託するものです。

民間が運営する料金センターを設置することにより、民間企業の経営手法、管理運営ノウハ

ウを活かしたお客さまサービスの向上や収納率の向上を図り、上下水道事業の合理的かつ効率

的な経営を促進します。
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（２）料金体系の見直し

お客様の負担で成り立つ上下水道料金について、職員のコスト意識の向上とともに、お客様

へ、料金制度の内容や生活に必要不可欠な上下水道事業の現状の周知に努め、お客様の十分な

理解を得ながら、必要な料金体系の見直しに取り組みます。

●基本水量制の見直し

●逓増制の見直し

＊基本水量制とは、一定の水量までの使用において定額の料金を徴収する料金制度です。

当初、水道の布設は公衆衛生の向上を最大の目的としていたことから、一定の水使用を

促すため、基本水量制が料金体系に取り込まれてきた経緯があります。しかし、現在で

は、限りある水資源を有効活用するため節水意欲を増進させるとともに、使用した分だ

け料金を支払うという負担の公平性を確保する観点から、見直される方向にあります。

＊逓増制とは、多量に水を使用するほど、料金単価が高くなっていく料金制度です。水源

整備が途上にあった時代に、主に生活用に水を使用する小口需要者を保護するため、経

済成長と急激な都市化に際して、水需要のひっ迫による大口需要者の水使用量を抑制す

る目的もありましたが、現在では、節水意識の浸透や節水機器の普及等により水需要が

横ばいないし減少傾向で推移していることから、基本水量制と同様に負担の公平性を確

保する意味で、見直される方向となっています。

（３）広報・広聴活動の充実

日常生活に欠かせない上下水道の役割や水循環の重要性について、市民の理解を一層深めて

いくための広報紙等の発行、ホームページの充実、施設見学会の開催や「水道週間」「下水道の

日」にちなんだ効果的な広報・広聴事業に積極的に取

り組んでいきます。

また、広報・広聴にあたっては、お客様の望む情報

を迅速かつ的確に伝えていくことはもとより、お客様

の意見が十分にくみ取れ、さらに双方向の意思伝達が

より一層円滑にできる仕組みについても検討していき

ます。
見学会の様子
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●ホームページ内容の充実

●参加型広報活動の推進

●上下水道モニター制度の実施

●お客様アンケートの実施

(( CClloossee UUpp⑫⑫)) 上上下下水水道道モモニニタターー

公募した市民による「上下水道モニター会議」を開催

し、意見交換会、施設見学会を行っています。これによ

り、職員とお客様とのコミュニケーションを図り、上下

水道事業の施策にタイムリーに反映させることに努めて

いきます。

広報紙「せせらぎ」 上下水道局ホームページ

上下水道モニター
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