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10. 用語解説

英 字

■DCIP

ダクタイル鋳鉄管（ductile cast iron pipe）の

略。強度や靱性に富み、施工性も良いことから、

水道用として広く用いられている。継手の形状に

よって、耐震性を向上させたタイプなどもある。

ただし、重量が重いといった短所もある。

■PDCA サイクル

Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ（評価）、Ａ（改善）

を繰り返し、品質の維持向上及び継続的な業務改

善活動を推進するマネジメント手法。

あ 行

■アセットマネジメント

経営工学、金融工学等の分野で用いられた用語

であり、保有資産が最大の利益を生み出すように

投資配分等を管理すること。転じて、上下水道事

業においては、施設の運用、管理に必要な費用を

小さく抑え、質の高いサービスを提供して、資産

価値を最大化するための活動。

■異臭味

水道水における異臭味（臭気および味）は多様

であるが、以前、富栄養化した水源によるカビ臭

の問題が注目され、ジェオスミン、2-メチルイソ

ボルネオールが臭気原因物質として水道水の水質

基準項目となった。また、塩素処理をすると不快

な臭気がでるフェノール類やアミン類もある。

■一般会計

地方公共団体の歳出は、その年度の歳入をもっ

てこれに充てなければならない（自治法 208 条

2 項）とされているが、このような歳入・歳出の

うち、地方公共団体の行政運営における基本的な

経費を中心に計上し、経理する会計をいう。

■飲料水供給施設

50 人以上（地下水等汚染地域にあたってはこ

の限りではない）100 人以下の給水人口に対して、

飲用に供する水を供給する施設の総体をいう。

■衛生管理者研修会

貯水槽水道の設置者（管理者）に対し、市内の

貯水槽状況や維持管理について宮崎市上下水道局

と宮崎市保健所が共催で行う研修会。貯水槽水道

衛生管理研修会。

■塩化ビニル管

塩化ビニル重合体を主原料とした軽量で施工性

に優れた管。一般的に塩ビ管と呼ばれる。

■応急給水

施設の破損・故障などから水道による給水が不

可能となった場合に、給水車等の運搬具を用いて

水道使用者に水を供給すること。特に、地震等の

災害時、水道施設が甚大な被害を受けた場合を想

定して、普段から応急給水地点を選定し、耐震型

地下受水タンクを設置しておくべきである。災害

による避難住民の応急給水量としては、災害発生

時より3日目までは生命維持に必要な水量として

3L/人/日、1 週間から 10 日までは 30L/人/日

が一応の目安である。

■汚水処理人口

下水道、農業集落排水や合併浄化槽等によって、

汚水が適切に処理されている人口数。

■オゾン

分子量 47.9982、融点－193℃、沸点－

112℃で、酸素の同素体であり、生ぐさい臭気を

もつ気体。常温で徐々に分解して酸素と発生期の

酸素になる（O3→O2＋O:）。この発生期の酸素に

は酸化力があり、強力な酸化剤である。この強力

な酸化力を生かして消毒、漂白、酸化剤として使

用される。水道では酸化剤として、また欧米では

消毒剤としても使用されている。

■温室効果ガス

地球に温室効果をもたらすガス。二酸化炭素・

メタン・亜酸化窒素・フロンなど。
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か 行

■海水遡上

潮の干満等によって海水が河川の上流方向に流

入する現象。

■活性炭

炭素系物質からなる吸着剤の一種で、比表面積

が 500～1,500 ㎡/g、細孔半径 1～100 ㎜程

度の広い表面積と微細孔からなる多孔性構造を持

つ。骨、石炭（褐炭、瀝青炭など）、ヤシ殻、木材、

石油ピッチ、石油コークスなどの炭素系物質を原

料として炭化・賦活工程を経て製造される。活性

炭はその形状から粉末活性炭と粒状活性炭に分類

され、粒状活性炭は破砕炭と成型炭に分けられる。

浄水の高度処理のほか、下水処理・し尿処理の高

度処理、精糖、醸造、石油精製などの幅広い分野

で利用されている。

■簡易水道

簡易水道事業の用に供する水道をいい（水道法

施行令 3 条 2 項）、計画給水人口が 5,000 人以

下の水道である。

■簡易専用水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の

水道であって、水道事業の用に供する水道から供

給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただ

し、水道事業の用に供する水道から水の供給を受

けるために設けられた水槽の有効容量の合計が

10 ㎥以下のものは除かれる（水道法 3 条 7 項、

同法施行令1条の2）。簡易専用水道の設置者は、

その水道を管理し、定期に検査を受けなければな

らない（同法 34 条の 2、同法施行規則 23 条、

24 条）。また、都道府県知事は、簡易専用水道の

管理が同法34条の2第1項の基準に適合してい

ないと認めるときは必要な措置を命ずることがで

きる（同法 36 条 3 項）。

■管きょ

下水を収集し排除するための施設。鉄筋コンク

リート管や硬質塩化ビニル管等がある。

■環境会計

環境を保全するための活動に要するコストやそ

の効果を定量的に把握するための手法。環境対策

のコストと、省エネ効果など実益のバランスを明

確にすることによって合理的な経営判断に役立て

ることを目的としている。

■環境報告書

事業者が、経営責任者の緒言、環境保全に関す

る方針・目標・計画、環境マネジメントに関する

状況、環境負荷の低減に向けた取組の状況等につ

いて取りまとめ、定期的に公表するもの。環境省

では、環境報告を行う際の実務的な手引きとして、

平成19年6月に「環境報告ガイドライン（2007

年版）」を発行している。

■幹線管路

浄水場から配水池までの送水管や配水池間を連

絡する配水管等の重要性が高い管路を幹線あるい

は配水幹線と称する。配水支管に分岐する配水本

管と区別するために使用される。

■企業債

地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資

金に充てるために起こす地方債（地公企法 22 条）。

■基準外繰入

公益性の観点から、一般会計から上下水道事業

に繰り出す経費（繰入金）のうち、総務省が示す

繰出基準に合致しない経費。

■給水収益

水道事業会計における営業収益のひとつで、公

の施設としての水道施設の使用について徴収する

使用料（自治法 225 条）をいう。水道事業収益

のうち、最も重要な位置を占める収益である。通

常、水道料金として収入となる収益がこれにあた

る。

■給水装置

水道法では「需要者に水を供給するために水道

事業者の施設した配水管から分岐して設けられた

給水管及びこれに直結する給水用具をいう」と定

義されている。給水装置は、需要者の給水申込み
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に基づいて、その負担により施工され管理される

ものであるが、その構造及び材質などは、水質保

持のため法令に基づき各水道事業体の規定する給

水条例などで、所要の基準に適合するよう規制さ

れている。

■給水普及率

給水区域内で水道を使っている人の割合（％）

を示す。

■業務指標

業務を定量的に評価するための指標。水道事業

では水道事業ガイドライン等がある。

■繰入金

一般会計から上下水道事業への補てん財源。

■クリプトスポリジウム

寄生性の原虫であり、塩素等の薬剤に強く、飲

食により人に感染し腹痛、下痢等を起こす。

■経営基盤

適正な経営を行うために必要な資源。一般的に

は職員、施設、資金、情報等が挙げられる。

■計画１日最大給水量

事業計画において定める１年間で最も多くの給

水が発生する日の給水量。財政計画、施設計画の

基本となる水量。

■計画１日平均給水量

事業計画において定める１年間の平均給水量。

財政計画、施設計画の基本となる水量。

■計画給水人口

水道法では、水道事業経営の認可に係わる事業

計画において定める給水人口をいう。水道施設の

規模を決定する要因のひとつであり、計画給水区

域内の常住人口を基に計画年次における人口を推

定し、これに給水普及率を乗じて定める。

■経年管

布設後、相当年数経過した水道管のこと。水道

事業ガイドラインでは耐用年数を超過した管と記

載されている。水道管は一般に使用年数の経過と

ともに劣化し、漏水事故発生の危険が高くなるほ

か、赤水発生や出水不良の原因となる。

■下水道ビジョン 2100

下水道のあり方について、100 年という長期の

視点から 21 世紀型下水道の将来像を示した国の

提言書。

■下水道汚泥

下水処理場において、汚水処理の過程にて発生

する泥状の物質。脱水することで、脱水汚泥や脱

水ケーキとも呼ばれる。

■下水道資源

下水道の処理水や汚泥には、熱やエネルギー等

の資源として有効利用できるものが含まれている

ため、下水道資源として利用されている。

■下水道普及率

下水道の普及状況を示す率。処理区内人口を総

人口で割り、百分率で表したもの。

■減価償却（減価償却費）

固定資産は、使用によってその経済的価値を減

少していくが、この減少額を毎事業年度の費用と

して配分することを減価償却といい、この処理ま

たは手続きによって、特定の年度の費用とされた

固定資産の減価額を減価償却費という。

■公共下水道

主として市街地における家庭や工場等からの下

水を排除し、処理するために市町村が管理する下

水道で、終末処理場を有するものまたは流域下水

道に接続するもの。

■高度浄水処理

高度処理ともいう。通常の浄水処理では十分に

対応できない臭気物質、トリハロメタン前駆物質、

色度、アンモニア性窒素、陰イオン界面活性剤な

どの処理を目的として、通常の浄水処理に追加し

て導入する処理をいう。オゾン処理、活性炭処理

が一般的に導入されている。

さ 行

■災害浄水機

水質的に利用困難な原水に対して応急的な浄水

処理を行うための機器。
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■ジアルジア

ランブル鞭毛虫とも称され、寄生すると主に下

痢を主症状として、吐き気、嘔吐、腹痛、悪心な

どの症状が出現し、下痢が長引くと衰弱感、体重

減少などの症状を引き起こす。

■紫外線照射設備

紫外線を照射する設備。紫外線の殺菌・不活化

作用を利用するため、水処理に適用する設備。

■事業認可

水道事業または水道用水供給事業を経営しよう

とする際に、厚生労働大臣または都道府県知事か

ら受ける認可をいう（水道法 6 条 1 項、26 条）。

下水道事業では、公共下水道を設置しようとする

際に、国土交通大臣または都道府県知事から受け

る認可のことをいう。

■事業評価

ここでは、本ビジョンで策定した将来施策を実

施した後、達成状況等を評価すること。次回の施

策に役立てる。

■資金残高

経営に供することが可能な資金の残高。

■資本的収支（資本的収入及び支出）

収益的収入及び支出に属さない収入・支出のう

ち現金の収支を伴うもので、主に建設改良及び企

業債に関する収入及び支出が該当する。資本的収

入には企業債、出資金、国庫補助金などを計上し、

資本的支出には建設改良費、企業債償還金などを

計上する。資本的収入が支出に対して不足する場

合には、損益勘定留保資金などの補てん財源で補

てんするものとされている。

■シミュレーション

複雑な事象・システムを定式化して行う模擬実

験・計算。

■収益的収支（収益的収入及び支出）

企業の経常的経営活動に伴って発生する収入と

これに対応する支出をいう。収益的収入には給水

サービスの提供の対価である料金などの給水収益

のほか、土地物件収益、受取利息などを計上し、

収益的支出には給水サービスに必要な人件費、物

件費、支払利息、減価償却費などを計上する。

■収納率

調定金額に対する収納金額の割合。すなわち、

調定及び収納通知の徴収手続きがなされた料金そ

の他の収入について、現金等により実際に受領さ

れた金額の割合。

■受益者負担金

公共事業の建設改良などについて、その財源の

全部または一部に充当するため、当該事業によっ

て著しい利益を受ける者に対して、受益の限度に

おいて負担するものをいう。

■循環型社会

有限である資源を効率的に利用するとともに再

生産を行って、循環させながら利用していく社会

のこと。

■消化ガス（消化ガス発電）

下水道汚泥から発生するガスのこと。消化タン

ク内で有機物が微生物により分解される際に発生

する。この消化ガスは燃料として利用可能なため、

消化タンクの加温や発電に利用される。

■小規模貯水槽水道施設

平成 13 年度の水道法改正によって定義されて

おり、水道または専用水道から供給を受ける水の

みを水源とする受水槽を有する施設をいう。受水

槽の容量が 10m3 を超える場合は簡易専用水道

と定義され、従来から設置者が当該水道の管理基

準の遵守と管理状況の検査の受検を義務付けてい

たが、平成 13 年度の法改正によって 10 m3を

下回る場合も簡易専用水道に準じた管理責任が求

められることとなった。

■上下水道モニター制度

公募した市民により、意見交換会、施設見学会

等に参画していただく制度。これにより、職員と

お客様との相互コミュニケーションを図り、上下

水道事業に対するニーズを掘り起こすことが主な

目的。



82

■小水力発電

原理は水力発電と同じように水の位置エネルギ

ーを利用した発電方法であるが、上下水道施設の

ように小さな落差等でも発電できる小規模の水力

発電。

■浄水施設

水源から送られた原水を水質基準に適う水準に

処理する施設。浄水処理の方法は水源の種類によ

って異なるが、①塩素消毒のみの方式、②緩速ろ

過方式、③急速ろ過方式、④膜ろ過方式、⑤高度

浄水処理を含む方式、⑥その他の処理等を選定、

もしくは適切に組み合わせるのが一般的である。

■浄水処理

水質基準に適合し、飲用に供することが可能な

水質を得るため、原水水質の状況に応じて水を浄

化すること。主にろ過（緩速ろ過、急速ろ過、膜

ろ過）による固液分離プロセスと塩素による消毒

プロセスを組み合わせたものが中心となっている

が、近年の水源環境の変化や社会的ニーズの変化

に伴う水質基準の強化等により、高度浄水処理等

の導入等も行われている。

■ジョブローテーション

職員の能力開発のために、人材育成計画にもと

づいて定期的に職場の異動や職務の変更を行う

「戦略的人事異動」のこと。

■処理区域人口

下水道の計画区域内の人口。下水道計画区域が

複数の処理区によって構成されている場合もあり、

処理区別の人口を示す。

■水質基準

水を利用し、供給し、または排出する際に、標

準とすべき基準。

■水洗化率

下水道を整備した区域において、水洗便所等の

設置により下水道を利用している人口の割合。

■水洗便所改造資金銀行あっ旋制度

水洗便所の普及促進に向けた融資制度。運営団

体により呼称が異なる。普及促進が目的であるた

め、一般的には利率等の返済条件が借主に有利に

設定されている。

■水道事業ガイドライン

平成 17 年 1 月に（社）日本水道協会によって

制定された業務指標とその体系。この指標は、水

道事業における施設整備状況や経営状況等を総合

的に評価するとともに定量的な目標を与えるなど

の利用が考えられている。

■水道ビジョン

厚生労働省より示された我が国の水道が向かう

べき方向を示した構想。平成 16 年度に作成され、

平成 20 年度に改定された。

■水道普及率

行政区域内人口に対する給水人口の割合を示す。

■ストック

もともとは在庫品といった意味であるが、ここ

では上下水道事業で扱う固定資産全般を指す。

■接合井

送水管の分岐点、合流点、屈曲点等に桝を設け

て、水の力を調整する施設。

■浅層地下水

明確な定義は存在しないが、一般的には深度

30ｍ程度までの不圧地下水のこと。自由地下水面

を有する帯水層中の地下水で、自由地下水ともい

う。

■総括原価

料金収入で賄うべき原価のすべて。料金算定期

間における料金対象原価額であり、その内容は営

業費用（総原価＝製造原価＋販売・一般管理原価）

に資本費用（支払利息＋資産維持費）を加算した

額である。

■送水管

浄水場で処理された浄水を配水池などまでに送

るための管（管路）。

■ソフト

ソフトウェアの略。機械設備、機器等を利用し

て行う物事の情報・理論等無形のものを指す。こ

こでは施設・機器等を利用した人的活動等を意味
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する。

た 行

■耐塩素性病原微生物（病原生物）

水道で一般的に滅菌・消毒剤として使用される

塩素に対して耐性を有する病原微生物。代表的な

ものにクリプトスポリジウム、ジアルジア等があ

る。

■耐震化

施設等について地震に耐え得る構造とすること。

■耐用年数

固定資産が問題なく使用できる推定年数。減価

償却費の計算に供される耐用年数は地方公営企業

法等で設定されている。

■鋳鉄管

鉄、炭素（含有量 2％以上）、ケイ素からなる鉄

合金（鋳鉄）で作られた管。一般に、普通鋳鉄管

はダクタイル鋳鉄管に比較して強度が劣ることか

ら、更新対象として考えられている。

■長寿命化

適切な保全対策を講じることによって機能の劣

化を防止し、施設の寿命を延伸すること。

■直結給水方式

給水装置の末端である給水栓まで、受水槽を経

由せず、管で連続して直結給水する方式。近年、

建物の中高層化が進むなか、受水槽の衛生的管理

の不備による水質悪化が問題となっており、直結

給水する高圧給配水システムが有効な手段とされ

ている。一般には、配水管の水圧により給水する

方法（直圧給水）であるが、給水する階層が制限

されるため、ブースターにより加圧して給水する

方法も考えられている。

■貯水槽水道

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の

水道であって、水道事業の用に供する水道から供

給を受ける水のみを水源とするもの。簡易専用水

道及び小規模貯水槽水道の総称。

■貯留権

流水を貯留することを権利としてとらえたもの。

一般的には、貯留した流水を取水することにより

ひとつの流水の利用が完結することから流水を使

用する権利を構成する要素と考えられる。

■逓増率

使用量が増加するごとに従量料金単価が高額と

なる料金の割合。

■デフレスパイラル

物価が下落しても需要の上昇が見られず、さら

にデフレを進行させる悪循環のこと。

■導水管

原水を取水施設から浄水場まで送る管（管路）。

な 行

■農業集落排水事業

農業集落地域における農業用用排水の水質保全、

機能維持を図ることを目的とした、下水処理事業

のひとつ。

■ノウハウ

事業を有利に進めるための専門的な知識や経験

の蓄積。

は 行

■ハード

ハードウェアの略。機械設備、機器等の有形の

ものを指す。ここでは施設全般を意味する。

■バイオマス

生物由来の再生可能な有機性資源のことで、化

石資源は除く。下水道では、消化ガスや汚泥等が

該当する。

■配水管

浄水場において製造された浄水を、水圧、水量、

水質を安全かつ円滑に需要者に輸送する管（管路）。

■バックアップ

メインとなるシステムが支障を来した場合にお

いても、最低限の機能が確保されるように他系統

から融通させること。
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■表流水

地表水（河川、湖沼、貯水池など地表に存在す

る水）とほぼ同じ意味を持つ。特に水利用の観点

から地下水に対していう。

■富栄養化

湖沼のような閉鎖的な水域において、人為的な

排水による栄養塩類（N，P など）の流入により、

栄養塩濃度が増加していく現象のこと。生産者（植

物プランクトン、水草など）、消費者(動物プラン

クトン、魚類など）、分解者（細菌など）の物質循

環によって、水中の溶存物（とくに栄養塩類の増

加）による植物プランクトンなどの生物生産が増

加し、赤潮などが発生する。

■フォローアップ

ある事柄を徹底させるために、あとあとまでよ

く面倒をみたり、追跡調査をしたりすること。水

道ビジョンでは、一定期間後に達成状況等を精査

し、改善等を図る活動を指す。

■伏流水

河床や旧河道などに形成された砂利層を潜流と

なって流れる地下水で地表の河川と水理的な関係

が強いもの。

■不明水

下水道管きょには、地下水や雨水等の排水以外

のものが入ってくる。これらの浸入水のことをい

う。

■ブロック化（ブロック配水システム）

給水区域を配水池及び配水ポンプを核にいくつ

かの配水区域に分割し、さらにその中を小規模な

エリア（ブロック）に分割して、エリアごとに水

量及び水圧を管理するシステムをいう。

■補てん財源

資本的収入が資本的支出に不足する場合にその

不足額を補てんする、当該企業内部に留保された

資本などの財源のこと。具体的には、消費税資本

的収支調整額、繰越工事資金、引継金、引継貯蔵

品、損益勘定留保資金、利益剰余金処分額（積立

金）などをいう。

ま 行

■膜ろ過

精密ろ過膜（MF）、限外ろ過膜（UF）、ナノろ

過膜（NF）などを通過させて、原水中の不純物質

を分離除去し清澄なろ過水を得る浄水方法。

■マテリアルリサイクル

「再資源化」、「再生利用」のこと。

■マニュアル

作業の手順などを体系的にまとめた冊子の類。

■水安全計画

WHO（世界保健機関）が提唱する安全な水の

供給を確実に行うことができる水道システムを構

築するための計画。食品製造分野で確立されてい

る HACCP (Hazard Analysis and Critical

Control Point)の考え方を導入し、水源から給水

栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行うこと

が特徴。厚生労働省より平成 20 年度にガイドラ

インが示されている。

■水需要

水使用者が必要とする水量。上下水道において

は、施設規模の検討条件となるなど、事業計画の

基本となる。

■宮崎市水道事業経営計画

平成 15 年度に策定された宮崎市水道事業の基

本構想。本ビジョンの前身のひとつ。

■宮崎市上下水道事業経営審議会

市長の諮問に応じ、水道事業、簡易水道事業、

工業用水道事業、公共下水道事業及び農業集落排

水事業の経営に関する重要事項について審議する

ために設置される審議会。この審議会は、学識経

験者のほか一般市民からの公募を含め、市長が必

要と認める 15 名以下の委員によって構成される。

任期は 2 年。

■宮崎市上下水道事業中期経営計画

平成 19 年度に策定され、宮崎市上下水道事業

を一体的に取り扱った最初の基本構想。

■メダカセンサー

水質監視システムの一種であり、原水等を導い
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た水槽内に飼育しているメダカの挙動を観測する

ことによって、毒物の混入等を判別する計測設備。

や 行

■有効率

有効水量を給水量で除したもの（％）。有効水量

は漏水等によって失われることなく水道施設及び

給水装置を通して有効に使用されている水量であ

るから、有効率の向上は経営上の目標となる。

■油分モニター

水質監視システムの一種であり、原水等に油分

が混入した場合、それを判別する計測設備。

ら 行

■ライフライン

主に、エネルギー施設、水供給施設、交通施設、

情報施設など、生活に必須なインフラ設備を示す。

■リスク

危機。上下水道事業においては、地震、渇水、

風水害等の自然災害や火災、水質汚染等の人為災

害の他、施設、機器の破損、故障といったものが

考えられる。

■硫化水素

天然には火山ガスや温泉などに含まれ、下水や

汚泥の腐敗によっても生じる。人体に有毒であり、

特有の臭気を持つガス。

■料金センター

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に

ついて、一括して民間企業に委託し、新たに開設

するお客様窓口のこと。

＊水道用語辞典等より編集
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