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【見直し：一部追加】後期期間の計画立案に当たって
は、独立採算を基本とする公営事業の性質に基づき、
収益の将来見込みを踏まえて事業を検討する必要があ
るため、計画フレームを追加しています。

【変更なし】改訂計画のため、基本方針は変更しませ
ん。

【追加】前期期間における取組みの成果について、業
務指標の達成度や計画課題がどの程度解消できている
か確認することで残された課題を整理しました。

【追加】前期取組みの評価や当初計画の策定以降に生
じた上下水道事業に係る新たな計画課題などを踏ま
え、後期期間における計画課題を整理するとともに、
選択と集中の観点から重点化すべき事項を明らかにし
ています。

【見直し：統合整理】基本戦略における計画課題、実
施方策の体系、主要事業を含めた具体的な取組み内容
を整理するとともに、計画期間における業務指標の目
標値について整理しています。なお、重点課題に対応
する業務指標については、重点業務指標と位置づけ取
組みの重点化を図ります。
戦略ごとに課題→取組み→目標を一体的に整理するこ
とで、上下水道局の実施する取組みに関し利用者に分
かりやすく示すことをねらいとしています。

（次回審議及び確認の予定）



５.基本戦略の推進 (P.17)

基本戦略Ⅰ. 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）計画課題の整理

５．上下水道事業の基本方針 (P.20)

■計画課題の整理

５．１．目指すべき方向性

（２）施策の体系

■施策の体系

基本戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　実施方策

　

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

みやざき水ビジョン改訂計画新旧対照表（主な見直し内容と見直し案の考え方）　　～第5章　基本戦略Ⅰ～

基本方針に一括で掲載していた実施方策の体系図につ
いて、基本戦略ごとに施策の体系として掲載します。
なお、基本戦略１では、施策の体系に整理した実施方
策のレベルでの追加・変更はありません。

【追加】基本戦略１に対する後期期間の計画課題を整
理しています。

　・「維持管理の時代」の進行
　・多額の費用を要する施設等の改築、更新や耐震化、漏水対策など
　　の計画的な推進
　・人口減少に伴う水需要の減少
　・南海トラフ巨大地震に備えた危機管理対策

1-(1)水道施設の計画的更新

1-(2)危機管理対策の推進

1-(3)水質管理体制の充実

1-(4)水源環境の保全

1-(5)安全・安心な水の供給

1-(6)貯水槽水道等の管理指導

1-(7)給水装置の事故防止

1-(8)工業用水道の計画的整備

水道は地域の住民にとって無くては
ならない基幹的なライフラインであ
り、常に安定した給水がおこなえる
ように努めます。さらに水道水は直
接飲用に供されることから、安全性
に十分配慮することはもとより、お
いしさなど良質な水についても追求
してまいります。

Ⅰ．安全で安定したライフラインの

構築を目指して（上水道）

基本戦略１ - P1 -1-



６．実施方策 (P.26) （３）実施方策 (P.18)

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　 (P.26) 実施方策1-（１）水道施設の計画的更新

■取組内容

 ●下北方浄水場大規模改修事業 　①下北方浄水場大規模改修事業

●浄水場の設備更新 　②浄水場の設備更新

●４町域への連絡管整備 　③４町域への連絡管整備

●経年管、鉛製給水管等の更新 　④経年管、鉛給水管等の更新

●水道施設の耐震化計画策定 　⑤水道施設の耐震化計画策定

●配水管路のブロック化 　⑥配水管路のブロック化

　⑦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

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

実施方策１－（１）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ１８～２０）
水道事業における取組内容に、「⑦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」を新たに追
加しています。

基本戦略１ - P2-2-



（２）危機管理対策の推進　 (P.29) 実施方策１-（２）危機管理対策の推進 (P.21)

①ハード面の対策 ア．ハード面の対策 (P.21)

 

■取組内容

●施設の耐震診断及び耐震化 　①施設の耐震診断及び耐震化

●水道施設の多系統化 　②管路の多系統化

●連絡管の整備 　③連絡管の整備

●水融通を可能とする水運用機能の強化 　④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 　⑤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 　⑥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 　⑦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 　⑧災害用機器及び補修用材料の備蓄

②ソフト面の対策 (P.33) イ．ソフト面の対策 (P.25)

■取組内容

●応急給水体制の充実 　①応急給水体制の充実

●応急復旧体制の整備 　②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 　③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 　④職員OBとの連携推進

 ●危機管理マニュアルの充実 　⑤危機管理マニュアルの充実

●施設の図面管理の一元化 　⑥施設の図面管理の一元化

●節水対策の推進

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

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。

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。

　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。

実施方策１－（２）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ２１～２６）
取組内容については、ア．ハード面の対策では今回変
更はありませんが、「水道施設の多系統化」は取り組
み内容との関係が明確となるように「管路の多系統
化」に見直しています。また、イ．ソフト面の対策に
おいて、職員OBボランティア給水隊について、具体の
取組内容から名称の見直しを行ったほか、節水対策の
推進については、実施方策（４）水源環境の保全の取
組み内容として再整理しています。

基本戦略１ - P3 -3-



（３）水質管理体制の充実　 (P.34) 実施方策1-（３）水質管理体制の充実　 (P.26)

■取組内容

●自主検査体制の拡充 　①自主検査体制の拡充

 ●水質監視ｼｽﾃﾑ（ﾒﾀﾞｶｾﾝｻｰ・油分ﾓﾆﾀｰ等）の拡充 　②水質監視ｼｽﾃﾑ（ﾒﾀﾞｶｾﾝｻｰ・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 　③主要配水管ごとの自動水質測定器の設置

（４）水源環境の保全　 (P.35) 実施方策1-（４）水源環境の保全 (P.27)

■取組内容

●水源情報の収集と発信 　①水源情報の収集と発信

●関係機関、地域との連携 　②関係機関、地域との連携

●水源環境保全活動に対する支援 　③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 　④持続可能な保全活動の基盤づくり

　⑤節水対策の推進

（５）安全・安心な水の供給　 (P.36) 実施方策１-（５）安全・安心な水の供給 (P.29)

■取組内容

 ●活性炭の適正投入 　①活性炭の適正注入

●水安全計画の策定 　②水安全計画の策定

●高度浄水処理施設の検討 　③高度浄水処理施設の検討

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

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。

実施方策１－（３）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ２６～２７）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。

実施方策１－（４）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ２７～２８）
今回、⑤節水対策の推進についてその取組み内容との
整合を図るため、（２）危機管理対策の推進から変更
して整理しています。

実施方策１－（５）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ２９）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。

基本戦略１ - P4-4-



（６）貯水槽水道等の管理指導　 (P.36) 実施方策1-（６）貯水槽水道等の管理指導 (P.30)

■取組内容

 ●小規模貯水槽水道の実態調査 　①小規模貯水槽水道の情報の把握

 ●衛生管理研修会の実施 　②衛生管理研修会の実施

●問題施設の改善指導 　③問題施設の改善指導

（７）給水装置の事故防止　 (P.37) 実施方策1-（７）給水装置の事故防止 (P.31)

■取組内容

●給水装置の適正な管理 　①給水装置の適正な管理

 ●工事事業者の指導・育成 　②工事事業者の指導・育成

（８）工業用水道の計画的整備　 (P.37) 実施方策1-（８）工業用水道の計画的整備 (P.31)

■取組内容

●設備の点検や建物等の耐震診断 　①建物等の耐震化

●電気機械設備の更新 　②電気機械設備の更新

●送水管の更新（耐震管） 　③送水管の更新（耐震管）

●取水施設の浸水対策 　④取水施設の浸水対策

 

 

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

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。

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。

　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。

実施方策１－（６）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３０）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。

実施方策１－（７）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３１）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。

実施方策１－（８）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３１）
前期期間に耐震診断を完了したことから後期計画で
は、①設備の点検や建物等の耐震診断の取組みについ
て、今回、①建物等の耐震化に変更しています。
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７．財政計画 (P.50)

（１）主要な事業の概要　 （４）主要事業の概要 (P.32)

●水道の主要な事業

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

事業名
概算事業費

備　考 事業名
前期事業費（実績） 後期事業費（計画）

備考
（平成22年度～平成31年度） (H22～H26） (H27～H31)

下北方浄水場大規模改修事業 約 65億6千万円 全体事業費　約167億5千万円
下北方浄水場大規模改修
事業

約 36億5千万円 約 60億2千万円
全体事業費(H20－H42)

約167億5千万円

経年管更新事業 約 98億6千万円 期間中の事業費 経年管更新事業 約 32億4千万円 約 44億3千万円
※期間中の事業費

約 76億7千万円

佐土原町域連絡管整備事業 約 27億5千万円 全体事業費　約　4１億7千万円 幹線管路耐震化事業 約 16億3千万円 約 38億5千万円
期間中の事業費(H22-H31)

約 54億8千万円

田野町域連絡管整備事業 約 10億5千万円 全体事業費　約　22億7千万円
富吉浄水場電気施設更新
工事

約   　3千万円 約 24億9千万円
H27～H29年度

約 25億2千万円

幹線管路耐震化事業 約 54億8千万円 期間中の事業費 田野第1浄水場更新事業 約   　3千万円 約  4億4千万円 平成30年度完了予定

富吉浄水場電気施設更新工事 約 19億4千万円 平成31年度完了予定
下北方配水池築造（更
新）事業

約  3億3千万円 約  2億4千万円
H22～H27年度

約  5億7千万円

田野第1浄水場更新事業 約 04億7千万円 平成30年度完了予定 鉛給水管取替事業 約  3億6千万円 約  4億9千万円
期間中の事業費(H22-H31)

約  8億5千万円

下北方配水池築造（更新）事業 約 04億2千万円 平成26年度完了予定
佐土原町域連絡管整備事
業
【完了】

約 35億2千万円 －
全体事業費(H19-H24)

約 49億円

鉛給水管取替事業 約 15億5千万円 期間中の事業費
田野町域連絡管整備事業
【完了】

約  8億1千万円 －
全体事業費(H19-H23)

約 20億2千万円

基本戦略１に係る主要事業について、前期期間の実績
と後期計画期間における概算事業費を示しています。
水道事業における主要事業の計画に関しては、料金改
定の際の建設改良費として説明させていただいた費用
に含まれています。
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５．上下水道事業の基本方針 (P.21) （５）重点指標及び業務指標 (P.33)

５．２．業務指標の数値目標 ■重点指標

業務指標の新旧対照表

口径350㎜以上の管路の耐震化率

（宮崎市独自指標）

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

重点課題名 　施設更新

指標名 重点指標①
現状値 目標値

（平成26年度末） （平成３１年度）

経年化管路率 13.4% 23.0%

指標の説明　 【算式】（法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×１００

管路とは、導水管、送水管、配水管のことで、安定給水に向けて計画的に管路の更新を実施
しているかを表すものです。

指標名
当初計画 変更計画

摘要
H26 H31 H26 H31

重点課題名 　幹線管路の耐震化
有収率 91.3 93.2 89.9 90.1 

指標名 重点指標②
現状値 目標値 下方修正

（平成26年度末） （平成３１年度）
配水池貯水能力 0.78 0.79 0.81 0.88 

口径150㎜以上の管路の耐震化率
35.4% 39.0%

（宮崎市独自指標）
経年化設備率 32.6 27.7 36.9 38.5 

指標の説明　 【算式】（口径150mm以上の全耐震管延長／口径150mm以上の全管路延長）×100 下方修正

宮崎市では、平成8年度から口径150mm以上の管路については、耐震管を使用した整備を進め
てきました。

経年化管路率 11.0 17.5 13.4 23.0 
重点指標①

下方修正

指標名 重点指標③
現状値 目標値

配水池耐震施設率 63.2 63.2 73.2 75.2 
（平成26年度末） （平成３１年度）

29.2% 35.0% 管路の耐震化率 9.5 11.0 12.7 16.0 

指標の説明　 【算式】（口径350mm以上の配水管における耐震管延長／口径350mm以上の配水管延長）×１００ 自家用発電設備容量
率

85.2 76.7 85.4 85.5 

宮崎市では、口径350mm以上の配水管路を幹線配水管路と位置づけ、特に重要路線として耐
震化に取り組んでいきます。

管路の事故割合 15.0 13.0 11.1 10.5 

重点課題名 　鉛給水管取替 非鉄製管路の事故割
合

21.0 17.0 15.7 13.5 

指標名 重点指標④
現状値 目標値

（平成26年度末） （平成３１年度）
給水管の事故割合 7.0 6.5 5.2 5.0 

鉛給水管の解消率（宮崎市独自指標） 37.2% 51.2%

漏水率 5.8 3.8 7.9 7.5 
指標の説明　 【算式】（解消累計箇所数／全鉛給水管使用箇所数）×１００ 下方修正

配水管の更新に伴った管種変更や単独の給水管取り替え事業による管種変更を行うことで、
鉛給水管の取り替えを推進します。

鉛給水管の解消率 40.0 58.0 37.2 51.2 
重点指標④

下方修正

口径150㎜以上の管路
の耐震化率

33.5 37.5 35.4 39.0 
重点指標②

口径350㎜以上の管路
の耐震化率

24.5 35.0 29.2 35.0 
重点指標③

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％ 　水道施設において、非常時に稼動可能な電気設備
の割合を示すものです。
　災害時の停電対策を行うことで、一定の浄水能力
を確保することにつながります。

（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容
量）×100

％

（耐震管延長／管路総延長）×100

　この指標は、水道事業体が配水施設の耐震化を実
施して、震災時においても安定的な水の供給ができ
るかどうかを示したもので、配水池の耐震化工事や
更新を行うことで値は高くなります。

配水池耐震施設率水道

％

指標の説明

配水池総容量／一日平均配水量（計画値で試算）

日

　有収水量とは年間の料金徴収の対象となった水
量、給水量とは配水池などから配水管に送りだされ
た水量です。
　漏水などを減らすことで、有収率は高くなり、経
営効率の向上や省エネルギー効果があります。

（法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×
100

％

指標値名称

配水池貯留能力

（有収水量／給水量）×100

％

水道

　管路とは、導水管、送水管、配水管のことで、安
定給水に向けて計画的に管路の更新を実施している
かを表すものです。
　管路の更新が追いつかない状況ですが、計画的に
実施することで経年化が抑えられます。

Ⅰ．安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）

単位

有収率水道

経年化設備率

水道

（経年化年数を超えている電気・機械設備数／電
気・機械設備の総数）×100

％

　一日平均配水量の何日分が配水池で貯留可能であ
るかを表している。
　この値が高ければ非常時における配水調整能力や
応急給水能力が高いといえる。また、値が高すぎる
と水質の劣化をきたします。

　浄水場の電気・機械設備の総数のうち、法定耐用
年数を超えている数の割合。
　計画的に設備の更新を実施していくことで、値が
下がり、安定給水につながります。

水道 経年化管路率

水道 管路の耐震化率

水道
自家用発電設備容
量率

（自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量）×
100

　耐震管とは、耐震性のある材質で管の接続部が抜
けにくい構造になっている管のことです。
　管路の耐震化の進捗状況を表す指数で、地震災害
に対する水道システムの安全性、信頼性を示すもの
です。
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基本戦略１について当初設定した１５の業務指標の
内、重点課題の解消に向けて、重要な４つの指標を重
点指標として位置づけします。
なお、従来からの業務指標に関しても、水道事業に係
る指標として数値目標を見直した上で、今後も引き続
き管理していきます。
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(P.22) ■業務指標 (P.34)

業務指標の新旧対照表

(P.25)

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

指標値名称
現状値

H26年度末
目標値
H31年度

指標の説明

水道 有収率 89.9% 90.1%

（有収水量／給水量）×１００

有収水量とは年間の料金徴収の対象となった水量、給水
量とは配水池などから配水管に送りだされた水量です。
漏水などを減らすことで、有収率は高くなり、経営効率
の向上や省エネルギー効果があります。

水道
配水池貯留能
力

0.81日 0.88日

配水池総容量／一日平均給水量

一日平均配水量の何日分が配水池で貯留可能であるかを
表しています。この値が高ければ非常時における配水調
整能力や応急給水能力が高いといえます。また、値が高
すぎると水質の劣化をきたします。

水道 経年化設備率 36.9% 38.5%

（経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数）×１００

浄水場の電気・機械設備の総数のうち、経年化年数を超
えている数の割合。
計画的に設備の更新を実施していくことで、値が下が
り、安定給水につながります。

水道
配水池耐震施
設率

73.2% 75.2%

（耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×１００

この指標は、水道事業体が配水施設の耐震化を実施し
て、震災時においても安定的な水の供給ができるかどう
かをしたもので、配水池の耐震化工事や更新を行うこと
で値は高くなります。

水道
管路の耐震化
率

12.7% 16.0%

（耐震管延長／管路総延長）×１００

耐震管とは、地震動によるゆれを吸収できる伸縮性をも
ち、管の接続部が抜けにくい構造になっている管のこと
です。管路の耐震化の進捗状況を表す指数で、地震災害
に対する水道システムの安全性、信頼性を示すもので
す。

水道
自家用発電設
備容量率

85.4% 85.5%

（自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量）×１００

水道施設において、非常時に稼動可能な電気設備の割合
を示すものです。災害時の停電対策を行うことで、一定
の浄水能力を確保することにつながります。

水道
管路の事故割
合

11.1
件/100km

10.5
件/100km

（管路の事故発生件数／管路総延長）×１００

管路の事故とは、破裂、破損、抜け出し、継手の漏れな
どの異常のことです。老朽化した管路の更新を行うこと
でも、改善されていきます。

水道
非鉄製管路の
事故割合

15.7
件/100km

13.5
件/100km

（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×１００

非鉄製管路とは、鋳鉄製、ダクタイル鋳鉄製及び鋼製、
ステンレス鋼製以外のもので、硬質塩化ビニル製などの
管路をいいます。

水道
給水管の事故
割合

5.2
件/1000件

5.0
件/1000件

（給水管の事故件数／給水件数）×１，０００

配水管から分岐され宅内まで（宅内を含む。）の水道管
を給水管といい、配水管から水道メータまでの給水管の
事故件数のことです。

指標名
当初計画 変更計画

摘要
H26 H31 H26 H31

貯水槽水道指導率 66.0 100.0 41.8 80.0 

水道 漏水率 7.9% 7.5%

　（年間漏水量／年間配水量）×１００ 下方修正

漏水は、浄水の損失のみでなく、エネルギー損失、給水
不良、道路陥没などの二次災害にもつながるため、漏水
を防止していくことが重要です。老朽化した管路の更新
を行うことでも、改善されていきます。

水道

貯水槽水道指
導率
（宮崎市独自
指標）

41.8% 80.0%

（貯水槽水道指導件数【前年度からの積上げ総件数】／貯水槽水道総数）×１００

ビル、高層住宅などの貯水槽は、水道事業者の管理では
ないが、衛生上管理が問題となるので指導を行っていま
す。

基本戦略５における業務指標としていた貯水槽水道指
導率については、基本戦略１の実施方策に係る指標で
あるため、今回改訂において基本戦略１の業務指標に
変更して整理しています。
　※基本戦略１－（６）貯水槽水道等の管理指導

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

（管路の事故件数／管路総延長）×100

％

口径350mm以
上の配水管路の耐
震化率

(宮崎市独自指標)

(口径350mm以上の配水管における耐震管延長/口
径350mm以上の配水管延長)×100

　宮崎市では、口径350mm以上の配水管路を幹線
配水管路と位置づけ、特に重要路線として耐震化に
取り組んでいきます。

水道
　配水管の更新に伴った管種変更や単独の給水管取
り替え事業による管種変更を行うことで、鉛製給水
管の取り替えを推進します。

％

口径150mm以
上の管路の耐震化
率

(宮崎市独自指標)

(口径150mm以上の全耐震管延長/口径150mm以
上の全管路延長)×100

　宮崎市では、平成8年度から口径150mm以上の
管路については、耐震管を使用した整備を進めてき
ました。

(解消累計箇所数/全鉛製給水管使用箇所数)×100

％

鉛製給水管の解消
率

(宮崎市独自指標)

％漏水率 　漏水は、浄水の損失のみでなく、エネルギー損
失、給水不良、道路陥没などの二次災害にもつなが
るため、漏水を防止していくことが重要です。
　老朽化した管路の更新を行うことでも、改善され
ていきます。

水道

（年間漏水量／年間配水量）×100

（給水管の事故件数／給水件数）×1,000

（非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×
100

　配水管から分岐され宅内まで（宅内を含む。）の
水道管を給水管といい、配水管から水道メータまで
の給水管の事故件数のことです。

水道 給水管の事故割合
件/
1,000
件

Ⅰ．安全で安定したライフラインの構築を目指して（上水道）

指標値名称 指標の説明

件/
100
km 　非鉄製管路とは、鋳鉄製、ダクタイル鋳鉄製及び

鋼製、ステンレス鋼製以外のもので、硬質塩化ビニ
ル製などの管路をいいます。

水道

単位

非鉄製管路の事故
割合

水道

水道

　管路の事故とは、破裂、破損、抜け出し、継手の
漏れなどの異常のことです。
　老朽化した管路の更新を行うことでも、改善され
ていきます。

水道
件/
100
km

管路の事故割合
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現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ
指標の説明

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

単位指標値名称

　ビル、高層住宅などの貯水槽は、水道事業者の管
理ではないが、衛生上管理が問題となるので指導を
行っている。
　今後はさらに指導強化を図ります。

（貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数）×100

水道 貯水槽水道指導率 ％

9.4
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５.基本戦略の推進

基本戦略Ⅱ. 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）計画課題の整理 (P.35)

５．上下水道事業の基本方針 (P.20)

■計画課題の整理

５．１．目指すべき方向性

（２）施策の体系 (P.35)

■施策の体系

基本戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　実施方策

　

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

みやざき水ビジョン改訂計画新旧対照表（主な見直し内容と見直し案の考え方）　　～第5章　基本戦略Ⅱ～

基本方針に一括で掲載していた実施方策の体系図につ
いて、基本戦略ごとに施策の体系として掲載します。
なお、基本戦略２では、施策の体系に整理した実施方
策としては追加・変更はありません。

【追加】基本戦略２に対する後期期間の計画課題を整
理しています。

　・合併町域における更なる整備促進
　・南海トラフ巨大地震に備えた地震・津波対策及び減災対策の取り組み
　・処理施設、分流地区の管路施設の老朽化等を踏まえたストックマネ
　　ジメント
　・気候変動に伴い激甚化する水災害への対応
　・「整備促進」から「管理運営」の時代に移行するなか、施設の老朽
　　化、運営体制の脆弱化等、事業執行上の制約が増大

2-(1)下水道の普及拡大

2-(2)下水道施設の計画的更新

2-(3)危機管理対策の推進

2-(4)水洗化（下水道接続）の促進

下水道は、都市の快適で衛生的な生活
環境の確保に必要不可欠な施設です。
都市インフラとして安心して暮らせる
生活環境を、継続して提供できるよう
に計画的な整備・更新に取り組みま
す。

Ⅱ．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）
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６．実施方策 (P.38) （３）実施方策 (P.35)

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　 実施方策２-（１）下水道の普及拡大 (P.35)

■取組内容

●未整備区域の管路整備の推進 　①未整備区域の管きょ整備の推進

●低コストで経済的な整備手法による管路整備 　②低コストで経済的な整備手法による下水道の整備

●地域意向を踏まえた円滑な事業の推進 　③地域の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

 

（２）下水道施設の計画的更新　 (P.39) 実施方策２-（２）下水道施設の計画的更新 (P.37)

 ■取組内容

●下水道施設の長寿命化計画の策定 　①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 　②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 　③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 　④管きょ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）

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

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。

　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。

実施方策２－（１）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３５～３６）
当初計画の取組内容のうち、「他汚水処理事業との連
携」については、今回、取組内容①～③に統合整理し
ています。

実施方策２－（２）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３７）
なお、当初の取組内容のうち、「宅内排水設備の適正
管理指導（不明水対策）」は、具体の取組み内容に合
わせて実施方策３－（２）の取組内容として見直して
います。
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（３）危機管理対策の推進　 (P.39) 実施方策２-（３）危機管理対策の推進　 (P.38)

ア．ハード面の対策　 (P.38)

■取組内容

●耐震診断の実施 　①管きょの耐震化等

●合流管きょの耐震化 　②処理施設などの耐震・耐津波化

●処理場施設などの耐震化 　③雨水ポンプ場など浸水対策施設の整備

●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

イ．ソフト面の対策　 (P.39)

■取組内容

　①災害時の業務継続計画（BCP）の策定

　②災害時協力協定の締結

　③災害時の他都市との連携

（４）水洗化（下水道接続）の促進　 (P.40) 実施方策２-（４）水洗化（下水道接続）の促進　 (P.40)

■取組内容

●未水洗化（未接続）世帯への戸別訪問指導、相談 　①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 　②水洗便所改造資金融資あっ旋制度及び水洗便所改造等資金助成制度

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

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。

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。

実施方策２－（３）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ３８～３９）
今回、水道事業に係る基本戦略１と同じく、ハード面
とソフト面での取り組みに分けて整理しています。
耐震診断の完了に伴い取組内容から削除しますが、
ハード面の対策として、新たな課題として加わった津
波対策等を反映して取組項目を見直しています。
また、災害時協力協定締結や他都市との連携などのソ
フト面の取組に関し追加し整理しています。

実施方策２－（４）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ４０）
前期期間の途中から実施している水洗便所改造等資金
助成制度については、後期計画期間に延長されていま
すので表記の見直しをしています。
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７．財政計画

（１）主要な事業の概要　 (P.51) （４）主要事業の概要 (P.41)

●下水道の主要な事業

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

事業名
概算事業費

備　考 事業名
前期事業費（実績） 後期事業費（計画）

備考
（平成22年度～平成31年度） (H22～H26） (H27～H31)

佐土原町域普及拡大 約 54億6千万円 平成26年度完了予定 佐土原町域普及拡大 約 45億9千万円 約  1億2千万円 平成26年度概ね完了

田野町域普及拡大 約  3億9千万円 平成23年度完了予定 田野町域普及拡大 約  2億6千万円 約  1億4千万円 平成24年度概ね完了

高岡町域普及拡大 約 47億1千万円 平成27年度完了予定 高岡町域普及拡大 約 36億8千万円 約 11億円 平成27年度完了予定

清武町域普及拡大 約105億4千万円 平成31年度完了予定 清武町域普及拡大 約 27億5千万円 約 49億3千万円 平成31年度完了予定

下水道管きょ改築更新（合流地
区）

約 40億2千万円 期間中の事業費
下水道管きょ改築更新
（合流地区）

約 12億8千万円 約 26億7千万円 合流地区長寿命化計画

大淀地区浸水対策事業 約 19億2千万円 平成23年度完了予定
佐土原浄化センター施設
整備

－ 約  9億8千万円 平成30年度完了予定

下水処理場管理棟耐震補強工事
（宮崎処理場他３処理場）

約  6億2千万円 平成26年度完了予定
下水道総合地震対策事業
（管きょ）

約  2億2千万円 約 14億7千万円 約 16億9千万円

佐土原浄化センター施設整備 約 17億6千万円 平成29年度完了予定
下水道総合地震対策事業
（処理場・ポンプ場）

約   　3千万円 約 18億円
全体事業費(H26-H35)

約 32億4千万円

木花処理場施設整備（清武を含
む）

約 29億　　 円 平成31年度完了予定
大淀地区浸水対策事業
【完了】

約 39億円 － 平成23年度完了

バイオマス利活用事業 約 23億3千万円 平成28年度完了予定
下水処理場管理棟耐震補
強工事(宮崎処理場他３処
理場)【完了】

約  4億8千万円 － 平成26年度完了

木花処理場施設整備（清
武を含む）【完了】

約  9億1千万円 － 平成26年度完了

基本戦略２に係る主要事業について、前期期間の実績
と後期計画期間における概算事業費を示しています。
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５．上下水道事業の基本方針 （５）重点指標及び業務指標 (P.42)

５．２．業務指標の数値目標 (P.23) ■重点指標

業務指標の新旧対照表

(P.24)

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

重点課題名 　普及促進

指標名 重点指標①
現状値 目標値

（平成26年度末） （平成３１年度）

人口に対する普及率 85.8% 91.0%

指標の説明　 【算式】（下水道処理人口/行政区域人口）×１００

下水道事業の進捗状況を表す指標として、宮崎市の行政人口の中で下水道が使用可能な人口
の割合を示しています。

重点課題名 　施設更新
指標名

当初計画 変更計画
摘要

指標名 重点指標②
現状値 目標値 H26 H31 H26 H31

（平成26年度末） （平成３１年度）
処理区域人口 351,981 363,789 347千人 365千人

管きょ改善率 28.3% 49.9%

人口に対する普及率 87.9 91.4 85.8 91.0 
重点指標①

指標の説明　 【算式】（改善管きょ延長／計画改善管きょ延長）×１００

計画改善延長とは、宮崎市の管きょ改善計画による延長を示します。 水洗化率 90.3 93.1 92.3 93.7 

施設の老朽化率（管
きょ）

2.9 2.6 3.2 
廃止

重点課題名 　地震・津波対策

指標名 重点指標③
現状値 目標値

管きょ改善率 0.11 0.11 0.04 
廃止

（平成26年度末） （平成３１年度）

重要な幹線の地震対策実施率（管きょ） 8.6% 100.0%
合流区域の管きょ改
善達成率（宮崎市独
自指標）

39.9 59.3 39.0 
廃止

指標の説明　 【算式】（管きょ改築延長／重要な幹線地震対策必要延長）×１００ 農業集落排水処理施
設水質管理率（宮崎
市独自指標）

###### ###### ######
廃止

下水道総合地震対策計画に位置づけられた重要な幹線（緊急輸送路）の耐震化率を示しま
す。

事業の完了

公 共 下 水 道 整 備 率
（４町域）（宮崎市
独自指標）

88.0 ###### 79.6 98.3 

指標名 重点指標④
現状値 目標値 下方修正

（平成26年度末） （平成３１年度） 管 き ょ 改 善 率 （ 管
きょ改善計画）

28.3 49.9 
重点指標②

地震対策実施率（処理場・ポンプ場） 36.5% 38.7%
【新規追加】

重要な幹線の地震対
策実施率（管きょ）

8.6 ######
重点指標③

指標の説明　 【算式】（地震対策実施済み箇所／地震対策必要箇所）×１００ 【新規追加】

H21耐震診断により示された、地震対策必要箇所（351箇所）における耐震対策実施率を示
します。

地震対策実施率（処
理場・ポンプ場）

36.5 38.7 
重点指標③

【新規追加】

都市浸水対策達成率 53.6 56.3 
【新規追加】

基本戦略２について当初設定した８の業務指標と今回
新たに設定した３つの業務指標の内、重点課題の解消
に向けて、重要な４つの指標を重点指標として位置づ
けします。
なお、従来からの業務指標について、下水道事業に係
る指標として数値目標を見直した上で、今後も引き続
き管理していきます。

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

（改善管きょ延長／計画改善管きょ延長）×100

　計画改善管きょ延長とは、宮崎市の合流区域の管
きょの改善計画による延長を示しています。

　標準的耐用年数（50年）を超えている下水道施設
（管きょ）の老朽化の割合を示しています。
　管きょの老朽化率は今後増加傾向となりますが、
合流区域の改善等により平成31年度は減少します。

　改善管きょとは、更新・改良された管路のことを
示しています。

　公共下水道が利用可能な方々のうち、公共下水道
に接続したお客様の割合を示しています。
　平成26年度では、管路整備を先行するため一時的
に減少します。

（単年度改善管きょ延長／下水道維持管理延長）×
100

（耐用年数経過管きょ延長／下水道維持管理延長）
×100

下水道

（下水道接続済み人口／処理区域人口）×100

（下水道処理人口／行政区域人口）×100

％水洗化率

　下水道事業の進捗状況を表す指標として、宮崎市
の行政人口の中で下水道が使用可能な人口の割合を
示しています。

指標の説明

処理区域内の行政人口

　公共下水道が整備され、汚水の処理が可能となっ
ている（予定の）区域内の行政人口のこと。

合流区域の管きょ
改善達成率

(宮崎市独自指標)

下水道

施設の老朽化率
（管きょ）

％管きょ改善率

％

人処理区域人口下水道

％
人口に対する普及
率

下水道

下水道

下水道

％

Ⅱ．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）

指標値名称 単位

15.6

39.9

59.3

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

327,827

351,981

363,789

310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
380,000

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

81.8

87.9

91.4

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

91.6

90.3

93.1

87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

2.7

2.9

2.6

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

0.06

0.11 0.11

0.00

0.05

0.10

0.15

（平成21年度） （平成26年度） （平成31年度）

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％

農集施設水質管理
率

(宮崎市独自指標)

公共下水道整備率
（４町域）

(宮崎市独自指標)

(水質監視計器設置農集施設数／全農集施設17箇
所）×100

　処理水の連続水質監視計器の設置率を示してお
り、年次的な整備を行い、農集施設水質管理の強化
を図ります。

指標値名称

下水道

下水道

Ⅱ．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）

単位

(下水道整備費累計／下水道全体事業費）×100

指標の説明

％

　4町域の下水道整備の進捗率を示しています。

29.4
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■業務指標 (P.42)

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

指標値名称
現状値

H26年度末
目標値

H31年度
指標の説明

下水道 処理区域人口 347千人 365千人

処理区域内の行政人口

公共下水道が整備され、汚水の処理が可能と
なっている（予定の）区域内人口のこと。

下水道 水洗化率 92.2% 93.7%

（下水道接続済み人口／処理区域人口）×１００

　公共下水道が利用可能な方々のうち、公共下
水道に接続したお客様の割合を示しています。

下水道
公共下水道整
備率

79.6% 98.3%

（４町域整備面積累計/４町域計画整備面積）×１００

４町域の下水道整備の進捗率を示していま
す。

下水道
都市浸水対策
達成率

53.6% 56.3%

　（浸水対策完了済み面積×浸水対策を実施すべき面積）×１００

浸水対策を実施すべき地区の達成率を示してい
ます。

基本戦略２ - P6-14-



５.基本戦略の推進

基本戦略Ⅲ. 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）計画課題の整理 (P.43)

５．上下水道事業の基本方針 (P.20)

■計画課題の整理

５．１．目指すべき方向性

（２）施策の体系 (P.43)

■施策の体系

基本戦略　　　　　　　　　　　　　　　　実施方策

　

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

みやざき水ビジョン改訂計画新旧対照表（主な見直し内容と見直し案の考え方）　　～第5章　基本戦略Ⅲ～

基本方針に一括で掲載していた実施方策の体系図につ
いて、基本戦略ごとに施策の体系として掲載します。
なお、基本戦略３では、施策の体系に整理した実施方
策としては３―（２）と３―（３）を統合し、２つの
実施方策に整理しています。

【追加】基本戦略３に対する後期期間の計画課題を整
理しています。

・浄水発生土のたらの木台不燃物埋立場覆土受入終了に伴う処分方法
・再生可能エネルギーのさらなる有効活用
・バイオマス、下水熱等下水道が有する良質な地域資源の有効活用
・電力の大口需要家である下水道の省エネルギー対策による下水道の
　維持管理コスト縮減
・地方公共団体の事業の中で大きなウェイトを占める下水道から排出
　される温室効果ガス排出量の削減

3-(1)下水道処理施設の適正管理

3-(2)資源の有効利用と環境負荷の低減
上下水道事業は、エネルギーや資源を
消費する側面もあることから、その有
効活用に努め環境負荷の低減を図りま
す。また、処理水の水質管理を徹底
し、水環境の保全に努めてまいりま
す。

Ⅲ．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）

基本戦略３ - P1 -15-



６．実施方策 （３）実施方策 (P.43)

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） (P.41)

（１）下水道処理施設の適正管理　 実施方策３-（１）下水道処理施設の適正管理 (P.43)

■取組内容

●水質管理の充実 　①水質管理の充実

●処理場施設の適切な更新 　②処理施設の適切な更新

●維持管理電子情報の整備、活用 　③維持管理電子情報の整備、活用

（２）下水道資源の有効利用　 (P.41) 実施方策３-（２）資源の有効利用と環境負荷の低減 (P.44)

■取組内容

●下水道汚泥の効率的利用技術の検討 　①消化ガス発電等による再生可能エネルギー有効利用の促進

●消化ガス発電の推進による施設内エネルギーの自立 　②下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進

●下水汚泥の減量化と緑農地還元の促進 　③効率の高い技術や省エネルギー機器の導入による電力負荷の低減（統合）

　④不明水対策の推進（分割）

　⑤漏水防止対策の推進（分割）

　⑥建設発生材の有効活用

（３）環境負荷の低減と資源循環利用の促進　 (P.42) 　⑦水辺空間への下水再生水の利用

●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

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

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。

　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。

実施方策３－（１）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ４３～４４）
なお、項目名称で表記の見直しをしていますが、今
回、項目数の変更はありません。

実施方策３－（２）と次の実施方策３－（３）の取組
内容については、互いに関連していることから、併せ
て９つの取組内容について７つの取組に統合を図ると
ともに、前期期間の実績などを踏まえ見直していま
す。（取り組み内容については、改訂版（素案）Ｐ４
４～４５）
また、具体の取組内容に併せて今回、項目名称につい
ても見直しています。
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７．財政計画

（１）主要な事業の概要　 (P.51) （４）主要事業の概要　 (P.46)

●下水道の主要な事業

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

事業名
概算事業費

備　考 事業名
前期事業費（実績） 後期事業費（計画）

備考
（平成22年度～平成31年度） (H22～H26） (H27～H31)

佐土原町域普及拡大 約 54億6千万円 平成26年度完了予定
バイオマス利活用事業
（下水道）

約  5億2千万円 約 　 　3千万円 平成31年度完了予定

田野町域普及拡大 約  3億9千万円 平成23年度完了予定

高岡町域普及拡大 約 47億1千万円 平成27年度完了予定

清武町域普及拡大 約105億4千万円 平成31年度完了予定

下水道管きょ改築更新（合流地
区）

約 40億2千万円 期間中の事業費

大淀地区浸水対策事業 約 19億2千万円 平成23年度完了予定

下水処理場管理棟耐震補強工事
（宮崎処理場他３処理場）

約  6億2千万円 平成26年度完了予定

佐土原浄化センター施設整備 約 17億6千万円 平成29年度完了予定

木花処理場施設整備（清武を含
む）

約 29億　　 円 平成31年度完了予定

バイオマス利活用事業 約 23億3千万円 平成28年度完了予定

基本戦略３に係る主要事業について、前期期間の実績
と後期計画期間における概算事業費を示しています。
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５．上下水道事業の基本方針 （５）業務指標 (P.46)

５．２．業務指標の数値目標 (P.24)

業務指標の新旧対照表

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

指標値名称
現状値

H26年度末
目標値

H31年度
指標の説明

下水道

下水処理に係
る
温室効果ガス
排出量
（ 宮 崎 市 独 自
指標）

101.9% 94.0%

（当年度排出量／Ｈ２１年度排出量実績）×１００

　下水処理を行うために発生した温室効果ガス(CO
２)量。低いほど地球温暖化防止に有効となります。

下水道

下水汚泥リサ
イクル率
（ 宮 崎 市 独 自
指標）

42.3% 45.0%

（リサイクルされる下水汚泥量／下水汚泥の総量）×１００

　肥料として農緑地還元された下水汚泥率。今後も
リサイクルを進めていきます。

指標名
当初計画 変更計画

摘要
H26 H31 H26 H31

浄水発生土の有効利
用率

100.0 100.0 12.2 
廃止

下水道

消化ガス利用
率
（ 宮 崎 市 独 自
指標）

89.3% 90.0%

（利用消化ガス量／発生消化ガス量）×１００ 排出方法変更

　発生した消化ガスの有効利用（発電・重油代替燃
料など）率。今後も有効利用を推進します。

下水処理に係る
温室効果ガス排出量
（宮崎市独自指標）

94.0 94以下 101.9 94.0 

下水汚泥リサイクル
率
（宮崎市独自指標）

40.0 45.0 42.3 45.0 

消化ガス利用率
（宮崎市独自指標）

75.0 80.0 89.3 90.0 

基本戦略３について当初設定した４つの業務指標のう
ち、浄水発生土の有効利用率については、排出方法の
検討などで数値目標の設定ができないため廃止しまし
た。その他の指標として数値目標を見直した上で、今
後も引き続き管理していきます。

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ

％

　浄水処理過程における発生土の有効利用率。今後
も有効利用を推進します。

下水道

下水道

下水汚泥リサイク
ル率

(宮崎市独自指標)

消化ガス利用率

(宮崎市独自指標)

　下水処理を行うために発生した温室効果ガス
(CO2)量。低いほど地球温暖化防止に有効となりま

す。
　平成26年度までに、平成21年度比－6％を目指し
ます。

　肥料として農緑地還元された下水汚泥率。今後も
リサイクルを進めていきます。

指標の説明

（有効利用土量／浄水発生土量）×100

％

％

下水処理に係る温
室効果ガス排出量

(宮崎市独自指標)

浄水発生土の有効
利用率

％

Ⅲ．環境保全及びエネルギ―対策の推進を目指して（上下水道）

下水道

水道

　発生した消化ガスの有効利用（発電・重油代替燃
料など）率。今後も有効利用を推進します。

（リサイクルされる下水汚泥量/下水汚泥の総量）×
100
　※水分を含んだ重量ベースで算定。

　H21年度実績の15,920 tCO2を100%として、

目標設定した。

指標値名称 単位

（利用消化ガス量／発生消化ガス量）×100

100

94 94%以下
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５.基本戦略の推進

基本戦略Ⅳ. 安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

（１）計画課題の整理 (P.47)

５．上下水道事業の基本方針 (P.20)

■計画課題の整理

５．１．目指すべき方向性

（２）施策の体系 (P.47)

■施策の体系

基本戦略　　　　　　　　　　　　　　　　実施方策

　

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

みやざき水ビジョン改訂計画新旧対照表（主な見直し内容と見直し案の考え方）　　～第5章　基本戦略Ⅳ～

基本方針に一括で掲載していた実施方策の体系図につ
いて、基本戦略ごとに施策の体系として掲載します。
なお、基本戦略４では、施策の体系に整理した実施方
策としては追加・変更はありません。

【追加】基本戦略４に対する後期期間の計画課題を整
理しています。

・有収水量の減少と施設の大量更新時期を見据えた財源の確保
・熟練した職員の大量退職を控えた専門的技術や知識の継承

4-(1)経営の効率化

上下水道事業を取り巻く厳しい経営環
境の中、持続的なサービスを行うた
め、経営基盤の強化と財政の健全化に
努めます。また、技術継承や最新技術
の発掘に努め、活力に富んだ職員の育
成を図ってまいります。

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指

して（上下水道）

4-(2)財政基盤の強化

4-(3)効率的な組織体制の構築と活性化

4-(4)人材の育成と技術の継承

4-(5)簡易水道事業等の統合

4-(6)農業集落排水施設の効率的運営

4-(7)国際協力等を通じた上下水道事業の発展
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６．実施方策 （３）実施方策 (P.47)

（１）経営の効率化　 (P.43) 実施方策４-（１）経営の効率化 (P.47)

■取組内容

●効率的な運営による経費節減 　①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 　②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 　③未利用財産の有効活用

●ＩＴ技術の活用による業務効率化 　④ＩCＴ技術の活用による業務効率化

（２）財政基盤の強化　 (P.43) 実施方策４-（２）財政基盤の強化　 (P.48)

■取組内容

●上下水道料金改定の検討 　①経営戦略の策定

●企業債発行の抑制 　②上下水道料金改定の検討

●有収率の向上 　③企業債発行の抑制

●水洗化率の向上 　④投資効果及び業務効率の向上（統合）

●不明水対策 　⑤効率的な収納体制の確立

●効率的な収納体制の確立

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

　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。

実施方策４－（１）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ４７～４８）
なお、項目名称で表記の見直しをしていますが、今
回、項目数の変更はありません。

実施方策４－（２）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ４８～４９）
今回、①経営戦略の策定を追加するとともに、有収率
の向上、水洗化率の向上、不明水対策の３つ項目等を
④投資効果及び業務効率の向上に統合し、取組内容の
見直しをしています。
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（３）効率的な組織体制の構築と活性化　 (P.44) 実施方策４-（３）効率的な組織体制の構築と活性化　 (P.49)

■取組内容

●経済性、機動性に優れた組織体制の確立 　①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 　②委託業務の見直し

●効果的な外部委託の推進 　③効果的な外部委託の推進

（４）人材の育成と技術の継承　 (P.44) 実施方策４-（４）人材の育成と技術の継承 (P.50)

■取組内容

●蓄積技術を継承するための設備等の整備 　①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 　②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 　③職員の意識改革と人材の強化の取り組み

　④（民間を含めた）技術継承の取組み

（５）簡易水道事業等の統合　 (P.44) 実施方策４-（５）簡易水道事業等の統合　 (P.50)

■取組内容

●簡易水道等統合の年次計画の見直し 　①事業期間における事業量（事業費）の平準化

●事業期間における事業量（事業費）の平準化 　②効率的な事業運営

●効率的な事業運営 　③「安全な水の確保（クリプトスポリジウム等対策）」の徹底

●住民説明会の開催

●｢安全な水の確保(ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策)｣の徹底

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

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。

　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

　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。

実施方策４－（３）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ４９～５０）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。

実施方策４－（４）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５０）
今回、新たな取組内容として、④（民間を含めた）技
術継承の取組を追加しています。

実施方策４－（５）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５０～５１）
事業の進捗などに伴い、取組内容について、今回、整
理統合し３項目に整理しています。
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（６）農業集落排水施設の効率的運営　 (P.46)

実施方策４-（６）農業集落排水施設の効率的運営　 (P.52)

■取組内容

●計画的な機器の更新 　①効率的な運営による経費節減

●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 (P.46) 実施方策４-（７）国際協力等を通じた上下水道事業の発展　 (P.53)

■取組内容

●国内外の優れた上下水道技術の情報収集、分析 　①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 　②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 　③国際貢献の取り組み

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

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。

実施方策４－（６）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５２）
事業の進捗などに伴い、取組内容について、今回、整
理統合を行い１項目に整理しています。

実施方策４－（７）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５３）
なお、取組について、今回、項目数の変更はありませ
ん。
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５．上下水道事業の基本方針 （４）重点指標及び業務指標 (P.53)

５．２．業務指標の数値目標 (P.25) ■重点指標

業務指標の新旧対照表

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

重点課題名 　企業債の抑制

指標名 重点指標①
現状値 目標値

（平成26年度末） （平成３１年度）

償却資産老朽化率（水道） 44.1% 48.2%

指標の説明　 【算式】減価償却累計額／償却資産取得原価×１００

償却資産の取得からどの程度経過（老朽化）しているかを表します。

指標名 重点指標②
現状値 目標値

（平成26年度末） （平成３１年度）
指標名

当初計画 変更計画
摘要

償却資産老朽化率（下水道） 25.2% 35.8%
H26 H31 H26 H31

経常収支比率
ケース２
（水道）

89.8 105.8 109.9 107.0 
指標の説明　 【算式】減価償却累計額／償却資産取得原価×１００

償却資産の取得からどの程度経過（老朽化）しているかを表します。
自己資本構成比率
ケース２
（水道）

40.8 43.6 37.3 37.6 

指標名 重点指標③
現状値 目標値 経常収支比率

ケース２
（下水道）

99.0 100.0 101.2 98.2 
（平成26年度末） （平成３１年度）

将来世代負担比率（水道） 57.6% 58.2%
繰入金比率ケース２
（収益的収入分）
（下水道）

45.3 37.0 31.7 30.9 

指標の説明　 【算式】建設改良等企業債／有形固定資産帳簿価額×１００ 繰入金比率ケース２
（資本的収入分）
（下水道）

15.8 29.7 23.1 17.9 

固定資産はどのくらい借金で賄われているかを表します。

償却資産老朽化率
（水道）

44.1 48.2 
重点指標①

指標名 重点指標④
現状値 目標値 【新規追加】

（平成26年度末） （平成３１年度） 償却資産老朽化率
（下水道）

25.2 35.8 
重点指標②

将来世代負担比率（下水道） 50.7% 47.5%
【新規追加】

将来世代負担比率
（水道）

57.6 58.2 
重点指標③

指標の説明　 【算式】建設改良等企業債／有形固定資産帳簿価額×１００ 【新規追加】

固定資産はどのくらい借金で賄われているかを表します。
将来世代負担比率
（下水道）

50.7 47.5 
重点指標④

【新規追加】

自己資本構成比率
（下水道）

14.4 17.9 
【新規追加】

基本戦略３について当初設定した４つの業務指標のう
ち、浄水発生土の有効利用率については、排出方法の
検討などで数値目標の設定ができないため廃止しまし
た。その他の指標として数値目標を見直した上で、今
後も引き続き管理していきます。

現状値（H21）と

目標値（H26、H31）のグラフ
指標値名称 単位

下水道

下水道

経常収支比率

　　：ケース１
　　：ケース２

（p54，p55を
参照）

水道 ％

経常収支比率

　　：ケース１
　　：ケース２

（p58，p59を
参照）

水道

自己資本構成比率

　　：ケース１
　　：ケース２

（p54，p55を
参照）

％

Ⅳ．安定した事業経営の確立を目指して（上下水道）

％

指標の説明

[（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費
用）]×100

　経常費用が経常収益によってどの程度賄われてい
るかの割合。高いほど良いが100％を上回っていれ
ば黒字と評価できます。

[（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計]×100

　高いほど財務健全性が高い。

[（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費
用）]×100

　経常費用が経常収益によってどの程度賄われてい
るかの割合。高いほど良いが100％を上回っていれ
ば黒字と評価できます。

損益勘定繰入金（雨水処理負担金実繰入額＋他会計
補助金実繰入額＋他会計繰入金実繰入額＋損益勘定
他会計借入金）／収益的収入×100

　下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す指
標。

（他会計出資金実繰入額＋他会計補助金実繰入額＋
他会計借入金）／資本的収入×100

％

　下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す指
標。

下水道 ％

繰入金比率（資本
的収入分）

　　：ケース１
　　：ケース２

（p58，p59を
参照）

繰入金比率（収益
的収入分）

　　：ケース１
　　：ケース２

（p58，p59を
参照）

102.3 98.189.8
105.8107.0 107.0

0.0
20.0
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51.0

38.0 37.2

51.0

45.3

37.0
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基本戦略４について当初設定した５の業務指標と今回
新たに設定した５つの業務指標の内、重点課題の解消
に向けて、重要な４つの指標を重点指標として位置づ
けします。
従来からの業務指標を含めた６つの業務指標につい
て、経営の健全性に係る指標として数値目標を見直し
た上で、今後も引き続き管理していきます。
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■業務指標 (P.54)

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

指標値名称
現状値

H26年度末
目標値

H31年度
指標の説明

水道 経常収支比率 109.9% 107.0%

［（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）］×１００

経常費用が経常収益によってどの程度賄われてい
るかの割合。高いほど良いが100％を上回っていれ
ば黒字と評価できます。

水道
自己資本構成
比率

37.3% 37.6%

［（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計］×１００

　高いほど財務健全性が高い。

下水道 経常収支比率 101.2% 98.2%

［（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）］×１００

経常費用が経常収益によってどの程度賄われてい
るかの割合。高いほど良いが100％を上回っていれ
ば黒字と評価できます。

下水道
自己資本構成
比率

14.4% 17.9%

［（自己資本金＋剰余金）／負債・資本合計］×１００

　高いほど財務健全性が高い。

下水道
繰入金比率
( 収 益 的 収 入
分）

31.7% 30.9%

損益勘定繰入金／収益的収入×１００

下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す指
標。
※損益勘定繰入金・・・雨水処理負担金実繰入額＋
他会計補助金実繰入額＋他会計負担金実繰入額
＋他会計借入金

下水道
繰入金比率
( 資 本 的 収 入
分）

23.1% 17.9%

資本勘定繰入金／資本的収入×１００

　下水道事業の経営状況の健全度、効率性を示す
指標。
※資本勘定繰入金・・・他会計出資金実繰入額＋他
会計補助金実繰入額＋他会計借入金
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５.基本戦略の推進

基本戦略Ⅴ. お客様サービスの充実を目指して（上下水道）

（１）計画課題の整理 (P.55)

５．上下水道事業の基本方針 (P.20)

■計画課題の整理

５．１．目指すべき方向性

（２）施策の体系 (P.55)

■施策の体系

基本戦略　　　　　　　　　　　　　　　　実施方策

　

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

みやざき水ビジョン改訂計画新旧対照表（主な見直し内容と見直し案の考え方）　　～第5章　基本戦略Ⅴ～

基本方針に一括で掲載していた実施方策の体系図につ
いて、基本戦略ごとに施策の体系として掲載します。
なお、基本戦略５では、施策の体系に整理した実施方
策としては追加・変更はありません。

【追加】基本戦略５に対する後期期間の計画課題を整
理しています。

　・料金の日割り計算の導入、隔月検針・毎月請求の導入
　・お客様ニーズに対応したさらなるサービス提供拡充
　・基本水量制の廃止による節水による効果が期待できる水道料金体系
　　への見直し
　・住民のニーズにあった効果的な情報提供と戦略的な広報活動の展開

５-(1)きめ細やかなサービスの提供

５-(2)料金体系の見直し

上下水道事業は、お客様あってのもの
であり、地域住民の皆様のニーズを踏
まえたお客様本位のサービスに努めて
まいります。

Ⅴ．お客様サービスの充実を目指し

て（上下水道）

５-(3)広報・広聴活動の充実
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６．実施方策 （３）実施方策 (P.55)

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　 実施方策５-（１）きめ細やかなサービスの提供 (P.55)

■取組内容

●コンビニ収納 　①料金センターによる迅速な対応

●料金センターによる迅速な対応 　②ＩCＴ（情報通信技術）活用の検討

●ＩＴ（情報通信技術）活用の検討 　③料金請求システムの検討

●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

（２）料金体系の見直し　

実施方策５-（２）料金体系の見直し　 (P.56)

■取組内容

●基本水量制の見直し 　①基本水量制の見直し

●逓増制の見直し 　②逓増制の見直し

　③日割り計算の導入

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

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。

実施方策５－（２）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５６～５７）
取組内容について、今回、料金改定と併せて、③日割
り計算の導入を追加して取組内容を整理しています。

実施方策５－（１）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５５～５６）
今回、「コンビニ収納」や「クレジット支払いの検
討」について③料金請求システムの検討に統合するな
ど、取組内容について整理しています。
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（３）広報・広聴活動の充実　 実施方策５-（３）広報・広聴活動の充実 (P.57)

■取組内容

●ホームページ内容の充実 　①広報紙・ホームページ内容の充実

●参加型広報活動の推進 　②参加型広報活動の推進

●上下水道モニター制度の実施 　③上下水道モニター制度の実施

●お客様アンケートの実施 　④お客様アンケートの実施

旧 新（見直し案） 見直し案の考え方等

　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。

実施方策５－（３）の取り組み内容について、前期期
間の実績などを踏まえ見直しています。（取り組み内
容については、改訂版（素案）Ｐ５７～５９）
取組内容について、今回、①ホームページの充実に加
えて、広報紙を追加して取組内容を整理しています。
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