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第1章 はじめに 

1.1 本町水道事業を取り巻く環境 

本町の水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化による人口減に伴う料⾦収⼊の減少のなか、水道施

設は近い将来に⼤規模な更新が必要となる⼀⽅で、安全な水道水の供給や、災害時等にも安定的な

給水を⾏うための取り組みが求められており、「安全でおいしい水」を安定して供給できる水道システムの堅

持が求められています。 

これらを実現していくには、町⺠ニーズはもとより、事業環境の変化に迅速かつ的確に対応した⻑期的な

視野に⽴った水道事業運営が求められています。このような背景を踏まえて、事業環境の現状と将来の⾒

通しを客観的に分析・評価したうえで、将来における健全で効率的な水道事業運営のあり⽅について検
討し、計画的に実⾏していくことが必須となっています。 

1.2 水道事業ビジョン策定の趣旨 

厚⽣労働省は、平成１６年６月に「水道ビジョン」を策定し、水道のあるべき姿を実現するための⽅策

を提⽰しました（平成２０年 7 月に改訂）。 

その後、「水道ビジョン」の策定から１０年がたち、「総人口の減少」という⼤きな転換期と、「東⽇本⼤

震災」という未曽有の⼤災害を経験しました。このような背景から、厚⽣労働省では、今から５０年後、

１００年後の将来を⾒据え、水道の理想像を明⽰するとともに、その理想像を具現化するため、今後当

面の間に取り組むべき事項・⽅策を平成 25 年 3 月に「新水道ビジョン」として提⽰しました。「新水道ビジ

ョン」では、「地域とともに、信頼を未来につなぐ⽇本の水道」を基本理念に、「安全」、「強靭」、「持続」を

水道の理想像として掲げています。 

新⽔道ビジョンが掲げる⽔道の将来像 
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また、このビジョンの⽅向性に沿った形で、各水道事業者が⾃らの事業の現状と将来⾒通しを分析・評

価したうえで、目指すべき将来像を描き、その実現のための⽅策等を⽰すものとして「水道事業ビジョン」の

作成を推奨しています。 

本町においても、地域実情に即した施策を⽰す「小川町水道事業ビジョン」を策定し、将来像として設

定した基本理念（ビジョン）である「町⺠から信頼される⽔道」を目指した水道事業を運営していきます。
なお、策定した「小川町水道事業ビジョン」を町⺠に周知し、ご理解をいただくため公表することとしました。 

1.3 計画の位置づけ 

小川町水道事業ビジョンは、厚⽣労働省の「新水道ビジョン」をふまえ、上位計画である本町の「第 4
次総合振興計画（後期基本計画）」との整合を図ります。 

⽔道事業ビジョンの位置づけ 

 

 

 

   

上 位 計 画 

第 4 次総合振興計画（後期基本計画） 

①水道水の安定供給 
②上水道施設の整備 
③健全な経営基盤の維持 

小川町⽔道事業ビジョン 
計画期間：H27〜H36 

新⽔道ビジョン 
H25.3 厚⽣労働省 
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1.4 上位計画 

1.4.1 小川町第 4 次総合振興計画（後期基本計画） 

1） 小川町第 4 次総合振興計画（後期基本計画）の概要  

小川町第４次総合振興計画（後期基本計画）は、小川町基本構想の計画期間 10 年間（平成

18 年度〜平成 27 年度）のうち、後期 5 年間（平成 23 年度〜平成 27 年度）において実施する

施策の内容等を定めています。 

後期基本計画は、地域における現状や課題を再認識し、これまで取り組んできたまちづくりの成果を活

かしながら、住⺠福祉の増進のため全町的な視点に⽴って策定したもので、⻑期的視点に⽴って新たな

時代に対応できる⾏政経営の指針を⽰し、協働による住みよいまちづくりと計画的な施策の推進を⾏うた
め、目標年度を平成 27 年度として平成 23 年 3 月に策定されました。 

2） 上⽔道に関わる施策 

【基本⽅針】 

安定した水道水の供給のため、⾃⼰水源の維持管理を進めるとともに、県水の利⽤を進めます。また、

水道施設の維持管理に努め、水道水の有効利⽤を推進するとともに、業務の効率化を図り、健全な経
営基盤の維持に努めます。 

上⽔道に関する施策体系 

上水道           水道水の安定供給 

上水道施設の整備 

健全な経営基盤の維持 

【基本計画】 

①水道水の安定供給 

安定して水道水を供給するため、⾃⼰水源を確保するとともに県水の利⽤を継続します。また、安全で

おいしい水の確保に努めます。 

②上水道施設の整備 

⽼朽化した施設設備の更新を進めるとともに、配水管の整備や⽼朽管の布設替を推進します。 

③健全な経営基盤の維持 

引き続き業務の効率化を図り、健全な経営基盤の維持に努めます。また、水道事業の広域化につい

て、検討を進めます。 
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第2章 小川町⽔道事業の概要 

2.1 小川町の地勢と沿革  

本町は、埼玉県のほぼ中央の⽐企郡に位置し、東⻄約 11ｋｍ、南北約 10ｋｍ、面積は 60.36

ｋ㎡です。南はときがわ町、東は嵐⼭町、⻄は秩⽗郡東秩⽗村、北は⼤⾥郡寄居町に接しており、外秩
⽗の関東⼭地と関東平野が接する位置にあります。 

地形の高低差は 820m あり、⼭地、丘陵、台地、低地といった複雑な地形をみることができます。町の

中心に位置する本町市街地は笠⼭（842m）を源に発する槻川と、⾦勝⼭の麓から流れ出した兜川に

沿って形成された盆地です。 

周囲を緑豊かな外秩⽗の⼭々に囲まれ、市街地の中央に槻川が流れる本町は、歴史を誇る小川和

紙や小川絹をはじめ、建具、酒造などの伝統産業で古くから栄えた町です。昭和 30 年 2 月 11 ⽇、⽐

企郡小川町、⼤河村、竹沢村、八和田村の 1 町 3 か村を合併し、昭和 31 年 1 月 1 ⽇、寄居町⼤
字⻄古⾥と鷹巣の各⼀部を編⼊し小川町が誕⽣し、現在に⾄っています。 

小川町の位置 

 

埼玉県における小川町の位置 
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2.2 水道事業の沿革 

本町の水道事業は、昭和 28 年に市街地区域中心とした給水人口 5,000 人、⼀⽇最⼤給水量

750m3 として、水源を槻川表流水に求め、簡易水道事業を創設しました。1 町 3 ヵ村の合併により、昭

和 35 年に給水区域を拡張し、簡易水道事業を上水道事業に切り替えました。 

 その後、昭和 40 年に第 2 次拡張事業として、給水区域を拡張し、水源を槻川のほか、新たに館川

の表流水に求めました。その後、給水区域の拡張、水源を地下水に求めるなどして第 3 次から第 5 次ま

で拡張事業を⾏ってきました。第 6 次拡張事業として、平成元年に水源をこれまでの 6 水源のほか、埼

玉県広域水道⽤水供給事業から県水受水を導⼊しました。 

平成 6 年に、第 7 次拡張事業として給水区域を拡張し、給水人口 43,200 人、⼀⽇最⼤給水量

21,000m3 としました。安全かつ安定給水の確保及び運転管理の容易性等から、⽼朽化した第 3 拡浄

水施設を撤去し、跡地に県水受水池（第 7 拡配水池）を築造しました。このように本町の水道事業は
60 年以上にわたって安全でおいしい水を供給してきました。 

拡張事業の推移 

 

※計画給水人口は、事業認可上での値で、給水することの出来る最⼤人数です。従って⾏政区域内人
口とは異なります。
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給⽔区域図 
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2.3 給水人口の推移 

2.3.1 ⾏政区域内⼈⼝  
本町の⾏政区域内人口は下図のような推移を⽰しています。平成 15 年度以降、毎年 300〜500

人ずつ減少しております。平成 25 年度末の⾏政区域内人口は 31,552 人です。 

⾏政区域内⼈⼝の推移 

 

2.3.2 給⽔⼈⼝と普及率 
 本町では、10 年以上前から高い普及率を実現し、99 パーセント以上を維持しています。給水人口は

⾏政区域内人口と同様の推移を⽰しています。平成 25 年度末の給水人口は 31,182 人（水道統計
調査より）で、給水普及率は 99.1 パーセントです。 

給⽔⼈⼝と普及率の推移 

 



8 

2.4 給水量の推移 

本町の給水量は下図のような推移を⽰しています。平成 15 年度以降、有収水量、⼀⽇平均給水量、

⼀⽇最⼤給水量とも毎年緩やかに減少しています。⼀⽅で、給水人口⼀人当たりの有収水量は、平成

15 年度に 308.1L／人／⽇でしたが、その後少しずつ増加し平成 25 年度には 325.3L／人／⽇とな
りました。 

給⽔量の推移 

 

 

 

 

  

項目／年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

⼀⽇最⼤給水量
　　　　　（m3／⽇）

13,397 14,186 13,917 13,888 13,762 13,397 13,416 13,484 13,407 13,355 12,904

⼀⽇平均給水量
　　　　　（m3／⽇）

11,989 12,192 12,126 12,093 12,005 11,929 11,836 11,811 11,407 11,548 11,404

⼀⽇平均有収水量
　　　　　（m3／⽇）

11,090 11,307 11,295 11,072 10,906 10,772 10,551 10,523 10,265 10,258 10,143

⼀人⼀⽇あたり
有収水量（L／人／⽇）

308.1 319.8 324.4 326.5 326.1 326.8 321.9 324.9 320.1 323.9 325.3
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第3章 現状と課題 

3.1 将来需要の⾒通し 

3.1.1 ⼈⼝の⾒通し 
 将来人口は、コーホート要因法を⽤いて推計をしました。コーホート要因法は、国の将来人口について推

計している国⽴社会保障・人口問題研究所が利⽤している⽅法です※１。 

 本町の⾏政区域内人口は、現状で緩やかに減少していますが、今後も少子高齢化の影響が続き、減

少するものと考えられます。平成 36 年度には、平成 25 年度の 31,552 人から、約 4 千人減少し

27,086 人になるものと推計されました。給水人口も、⾏政区域内人口と同様に推移し、平成 36 年度
には 27,011 人になるものと⾒込まれます。 

将来⼈⼝の推計結果 

 

 

※１：コーホート要因法：ある基準年次の男⼥年齢階級別人口を出発点とし、コーホート（同時出⽣集団）ごと

に仮定された⽣残率、純移動率、出⽣率及び出⽣性⽐を適⽤して将来人口を推計する⽅法です。 

  

項目／年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

⾏政区域内人口 31,552 31,248 30,845 30,343 29,742 29,041 28,438 27,885 27,382 26,929 26,527 26,133

給水人口 31,182 30,906 30,532 30,062 29,491 28,819 28,244 27,716 27,238 26,812 26,433 26,061
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3.1.2 給⽔量の⾒通し 
 将来の給水量は、以下のように推計されました。推計では、水道施設設計指針 2000（⽇本水道協

会）を参考にして、有収水量を⽤途別（⽣活⽤、⽣活⽤以外）に分け、それぞれ時系列傾向分析※2

を⽤いました。 

 本町の⼀⽇最⼤給水量は、平成 25 年度の 12,904m3／⽇から平成 36 年度には 11,659m3／
⽇とやや減少するものと⾒込まれます。 

 

将来⽔量の推計結果 

 

 

※2：時系列傾向分析とは、過去の使⽤水量の傾向をもとに、実績の趨勢に最も適合する傾向線をみつけ、最も

適する傾向線にて将来水量を推計する⽅法です。なお、分析では、今後も過去の傾向が続くものとみなします。 

項目／年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

⼀⽇最⼤給水量
　　　　　（m3／⽇）

12,904 13,318 13,190 13,029 12,833 12,604 12,407 12,226 12,062 11,917 11,786 11,659

⼀⽇平均給水量
　　　　　（m3／⽇）

10,827 11,334 11,225 11,088 10,921 10,726 10,558 10,404 10,265 10,141 10,030 9,922

⼀⽇平均有収水量
　　　　　（m3／⽇）

10,143 10,076 9,979 9,857 9,709 9,535 9,386 9,249 9,126 9,015 8,917 8,821

⼀人⼀⽇あたり
有収水量（L／人／⽇）

325.3 326.0 326.8 327.9 329.2 330.9 332.3 333.7 335.0 336.2 337.3 338.5
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3.2 水質管理 

3.2.1 ⽔源 
 本町では、埼玉県企業局からの受水、表流水である館川水源、伏流水である槻川水源、地下水であ

る⻘⼭水源、古寺水源、増尾水源を水源としています。その割合は、半分が企業局からの受水、半分が

町内 5 箇所にある⾃⼰水源です。町内の水源は、地震や渇水等や非常事態に備え、水道の安定供給
を継続するための貴重な水源です。 

⽔源別取⽔量 

 

水源４地点において、水道法第４条にもとづく原水 39 項目の水質検査を⾏っており、基準値を上回

ることなく良好な水質が保たれております。過去に、水源の隣接⼯事により原水の濁度が上昇したため、取

水停⽌を⾏い対応したことがありました。同様の事故が発⽣しないよう、水源の近隣について⽤地買収等

の働きかけを⾏っています。 

また、伏流水と地下水を水源としているため、クリプトスポリジウム等の耐塩素性の病原微⽣物対策とし

て指標菌検査を⾏い、監視を強化しています。 

今後は突発的な原水の水質変化にも対応し、安全な水質を確保することが課題となります。 

3.2.2 ⽔源の維持管理 
本町の水道は、半分程度を地下水と伏流水の⾃⼰水源で賄っています。町内で取水し、浄水処理し

て利⽤できる水源は貴重であり、今後も適切に維持管理して利⽤してくことが重要です。小川町環境保
全条例で水源地の保全等をうたっており、今後も水源地の保全に努めていきます。 

3.2.3 給⽔方式 
給水⽅式には、「直結給水⽅式」と「増圧直結給水⽅式」及び「貯水槽水道⽅式」があります。配水

管の水圧により直接給水する「直結給水⽅式」、さらに、水圧の不⾜分を増圧して中高層階まで給水す

る⽅式が「増圧直結給水⽅式」です。⼀⽅、「貯水槽水道⽅式」は、いったん貯水槽に貯め給水する⽅

式ですので、水質管理面からは、常に新鮮な水道水が供給できる「直結給水⽅式」が望ましいといえます。 

表流水

14%
伏流水

7%

地下水

45%

受水

34%

平成25年度の取水実績

表流水

9%

伏流水

13%

地下水

27%

受水

51%

計画取水量に占める水源の割合

自己水49% 自己水66%



12 

現在、基本的には 3 階以上の建物への直結給水は原則認めていませんが、本町においては⽐較的水
圧が高いことから、「3 階までの直結給水⽅式」の導⼊を検討するなど、給水⽅式の⾒直しが必要です。 

3.2.4 貯⽔槽⽔道など 
集合住宅や学校等に設置された受水槽をもつ水道を貯水槽水道といい、そのうち、受水槽の容量が

10m3 を越えるものを「簡易専⽤水道」といいます。水道法に基づき、安心して飲める水を供給できるよう

受水槽の定期的な検査や清掃等が設置者に義務づけられています。また、給水人口が 100 人以下の

水道である飲料水供給施設、小規模⾃家⽤水道についても、同様に定期的な水質検査や施設の管理

が設置者に求められます。 

小川町水道課として、貯水槽水道、飲料水供給施設についてリスト等を作成し、指導等を⾏っていま

すが、今後は、よりきめ細かい指導が必要です。 

また、小規模⾃家⽤水道等の維持管理等の技術指導を⾏っていますが、施設が⽼朽化しているため、

施設の更新が必要となっています。 しかし、組合管理であり使⽤者も少数であるため将来的には町への

管理移⾏について検討が必要です。なお、水量が不⾜する等の場合については、町の給水⾞で給水施設
の補給を⾏っています。 

3.2.5 ⽔質管理に係る課題等のまとめ 
 

 

 

 

 

 

  

① 水質事故等に対応し、安全な水質を確保することが課題です。 

② 水源の保全対策の実施が課題です。 

③ 「直結給水⽅式」の拡⼤が必要です。 
④ 貯水槽水道、飲料水供給施設の管理を強化することが課題です。 
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3.3 水道施設 

3.3.1 施設の概要 
本町の水道施設は、取水施設、浄水施設、受水施設、配水施設で構成されています。 
取水施設は地下水をくみ上げる井⼾等のことをいい、町内に 5 箇所（休⽌中の水源を除く）あります。

これらの水源は⻘⼭浄水場に導水され、凝集沈殿、急速ろ過などの浄水処理を⾏っています。 
受水施設は埼玉県企業局から浄水を受け⼊れるための貯水池のことをいい、県水受水池（第 7 拡

配水池）といい、1 箇所あります。 
配水施設は、⻘⼭浄水場から送水される第 1 円光寺配水池、第 2 円光寺配水池、みどりヶ丘配水

池、第 1 円光寺配水池と第 2 円光寺配水池から送水される東小川配水池の 4 箇所の施設があります。 
 

⽔道施設の概要 
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また、水道管路は、水源から⻘⼭浄水場へ導水する「導水管」、⻘⼭浄水場から配水場へ送水する

「送水管」、配水場から各家庭に配水する「配水管」に区分されています。本町における管路の種類別の
布設延⻑は、下表のようになっています。 

管路の布設延⻑ 

管路の種別 
布設延⻑ 
（km） 

導水管 9.819  
送水管 6.287  
配水管 197.948  
合計 214.054  

※平成 25 年度 

3.3.2 施設の運用 
現在運⽤している水道施設は、高度成⻑期の増⼤する水需要を予測し拡張してきた施設です。平成

25 年度に作成した小川町水道施設更新整備事業計画により、計画的な更新を実施しています。将来、

水需要が減少することが⾒込まれますので、施設更新の際には、適切な規模での施設再構築を⾏い、効

率的な施設管理をする必要があります。 
将来的には、本町の各課と連携してマッピングシステムを構築するなど、施設情報の電子化が必要です。 

3.3.3 施設の耐震化 
平成 23 年 3 月に発⽣した東⽇本⼤震災以降、全国の事業体において水道施設の耐震化が喫緊

の課題となっています。 

本町の基幹施設である⻘⼭浄水場の浄水施設について耐震診断を実施したところ、⼤規模地震に対

する耐震性能を有しておらず、耐震化対策が必要であることがわかっています。今後は、これらの施設の耐

震化が課題となっています。 

⼀⽅、水道管路は、その材質と継⼿の種類によって、様々な管種があります。このうち、特に地震時の

管路の抜け出しを防⽌するような構造を持つものを「耐震管」として区分しています。⽇本水道協会による

「平成 23 年(2011 年)東⽇本⼤震災における管本体と管路付属設備の被害調査報告書」では、未

曽有の⼤災害となった東⽇本⼤震災においても、耐震管はほとんど被害が発⽣していないと報告されてい

ます。⽼朽管路の更新にあわせ、管路の耐震化を進めていますが、この管路は順次耐⽤年数を迎えるた
め、管路の更新は継続して⾏っていく必要があります。 
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耐震化の指標 
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3.3.4 停電対策 
災害発⽣時に停電となった場合でも、給水は継続して⾏う必要があります。東⽇本⼤震災時には、広

域停電や、計画停電などにより家庭への給水にあたり影響を受けました。このため、主要な施設には、非

常時に備えて⾃家発電設備を設置しておくことが望ましいと言えます。 

本町では、浄水場、東小川配水場などの主要施設に⾃家発電設備を設置し、災害時の配水に備え
ています。 

停電対策の指標 

 

3.3.5 ⽔道施設に係る課題等のまとめ 
 

 

 

  

① 配水池や浄水施設等施設更新時に、水需要等を考慮した適切な規模の施設更新が必要で

す。また、今後は事業全体でみた効率的な施設の再構築が課題です。 

② 平成 25 年度に作成した小川町水道施設更新整備事業計画により、引き続き計画的な⽼朽

施設の更新が必要です。 

③ ⼤規模地震に対する耐震性能を有していない施設の耐震化が必要です。 

④ 管路の計画的な更新・耐震化が課題です。 
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3.4 災害対策 

3.4.1 災害対策計画とマニュアル 
災害発⽣時には、国、県、市町村、個々の事業者から市⺠に⾄るまで、様々なレベルでの体制の整備

と迅速な⾏動が必要となります。このような災害対策のための計画の⼤きな枠組みとして、「小川町地域

防災計画」を策定しており、この計画の中で、地震などによる災害を想定し、その被害予測と、⾏政、事業

者、市⺠などの対応のあり⽅を⽰しています。 
 本町では、水道単独での危機管理マニュアルなどを策定していないため、早急に策定することが重要です。 

3.4.2 災害復旧体制 
 災害に備えて事業体内での体制の整備や人員の確保、資機材の備蓄を⾏うことが重要ですが、⼤規

模な災害の場合、単独の事業体での対応に限界があります。このため、⽇本水道協会や他事業体との連

携、災害時相互応援協定などの広域的連携を視野に⼊れる必要があります。現在本町では、災害時に
備えて以下の協定を締結しています。 

＜水道事業体としての協定＞ 

� ⽇本水道協会埼玉県⽀部⻄部地区災害相互応援に関する覚書 

（川越市、飯能市、所沢市、狭⼭市、⼊間市、東松⼭市、富⼠⾒市、ふじみ野市、⽇高市、三芳

町、⽑呂⼭町、越⽣町、小川町、嵐⼭町、川島町、吉⾒町、滑川町、鳩⼭町、東秩⽗村、坂⼾鶴
ヶ島水道企業団、ときがわ町  以上 21 市町村） 

＜近隣市町村との協定＞ 

� ⼤規模災害時における相互応援に関する協定 

（熊⾕市、東松⼭市、坂⼾市、滑川町、嵐⼭町、小川町、ときがわ町、川島町、吉⾒町、鳩⼭町、
東秩⽗村 以上 11 町村） 

なお、埼玉県が中心となり、各⾃治体の災害⽤資器材の調査を⾏い、共同備蓄に関する検討を始め
ています。 

3.4.3 応急給⽔ 
 町内に緊急⽤避難所に指定されている公共施設等に、耐震性貯水槽を設置する計画をしています。ま

た、非常⽤水源を整備し、耐震性のある管路を利⽤した災害時の給水に活⽤する予定です。今後は、

町内の給水拠点となる施設の適正な配置と、災害時の給水⾞の運⽤についての検討が課題です。 

また、応急給水にあたっては避難者に給水設備を操作してもらうことが必要となります。このような事態を

想定し、地区の防災訓練に参加し、応急給水訓練を⾏ってきました。今後はこれまでの活動を活かすとと
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もに、非常⽤飲料水貯水槽の操作可能者を増やし、災害時の応急給水の確保を図ることが課題となりま
す。 

3.4.4 災害用備蓄 
本町では、災害時の応急⼯事に対応できる必要最低限の資材について備蓄及び保管をしています。

災害⽤の資器材については、埼玉県で共同備蓄について検討中です。そのため、共同備蓄の内容を踏ま
えて、不⾜する資器材等の備蓄について検討していく必要があります。 

3.4.5 災害対策に係る課題等のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 危機管理マニュアルの早期作成が課題です。 

② 他事業体との連携、協⼒体制の確⽴が課題です。 

③ 応急給水設備の適正配置と、給水⾞の運⽤⽅法の検討が課題です。 
④ 共同備蓄、町で保管する資機材の備蓄の検討が必要です。 
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3.5 事業経営 

3.5.1 経営状況 

1） 有収⽔量と給⽔収益 

 有収水量と給水収益は 10 年程度前から減少傾向にあります。⼀⽅、⼀人⼀⽇当たりの有収水量は

平成 20 年度頃まで増加し、その後横ばいで推移しています。近年は、節水意識の向上や節水機器の
普及による節水型社会の定着などにより⼀人当たりの水量が増えない傾向にあります。 

有収水量の減少は、給水人口が減少していることが主な要因です。これに伴い、給水収益も減少が続
いています。有収水量と給水収益の推移を以下に⽰します。 

有収⽔量と給⽔収益の推移 
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2） 収益的収支の推移 

収益的収⼊は、水道料⾦を主とした営業収益が 9 割近くを占めています。⼀⽅収益的⽀出は、減価

償却費が最も⼤きく 3 割近くを占めています。その他のおもな収益的⽀出としては、維持管理費、受水費

などがあります。 

収益的収⽀は、水道事業の経営活動に関する収⽀です。本町における収益的収⼊と収益的⽀出の
推移は以下のようになっています。 

収益的収支の推移 

 

また、本町における営業損益、経常損益、純損益の推移は以下のようになっています。 

損益の推移 
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3） 資本的収支の推移 

資本的収⽀は、固定資産の取得に要する経費とその資⾦に関する収⽀です。水道施設の⼤部分は、

取得した年度のみでなく、⻑期にわたって水道料⾦収⼊を⽣み出す原動⼒となるため、単年度の収⽀を

表す収益的収⽀と区別されます。 

本町では、水道施設の拡充や更新にあたって、企業債などの借⼊を抑制し、⾃⼰資⾦により賄っている

ため、資本的⽀出に対して収⼊が必然的に小さくなります。水道施設はその種類によって更新サイクルが

異なるため、建設改良費（水道施設の拡張、更新のための事業費）は年度によって変動します。 

資本的収支の推移 

 

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

資
本

的
収

入
（
千

円
）

企業債 国庫（県）補助金

工事負担金 その他

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

資
本

的
支

出
（
千

円
）

事業費（建設改良費） 企業債償還金

その他



22 

3.5.2 財政計画 
 高度成⻑期に布設された管路など水道施設が⽼朽化し、更新時期を迎えています。加えて、水道施設

の耐震化などにより、事業費は増加していく状況です。水道施設を法定耐⽤年数で更新する場合、水道
施設の更新需要は以下のように年間 5.5 億円程度となります。 

更新需要の推移① 

 

本町独⾃の更新年数（施設の延命化等を考慮した更新年数）で平準化して更新する場合において

も、以下のように年間 3.5 億円程度の更新需要となります。今後 10 年程度は、機械及び装置（特に
電気・計装設備）の更新と⻘⼭浄水場の改築が主で、それ以降は管路の更新が主となります。 

更新需要の推移② 
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水道事業は、独⽴採算の原則のもとに運営されています。財源の調達⽅法には企業債の借⼊れもあり

ますが、過剰な借⼊れは将来の水道事業経営を圧迫しかねません。 

また、給水収益は減少傾向にあり、本町の水道事業を取り巻く環境は厳しくなるなかで、健全な水道

事業の経営を持続するためには、水道料⾦の⾒直し、費⽤削減と経営の効率化を図ることが求められま

す。併せて、事業計画や収⽀予測、企業債の借⼊及び資⾦の運⽤などを考慮した財政計画の策定によ
り水道事業経営の財政状況を把握しておくことが重要です。 

3.5.3 ⽔道料⾦ 
水道料⾦は、水道事業収益の根幹を成しており、水道事業に必要な経費の多くは水道料⾦によって

賄われています。 

これまでの回収率（＝供給単価÷給水原価×100）の推移を下図に⽰します。回収率は、1m3 の

水をつくるための費⽤（給水原価）が、1m3 あたりの料⾦収⼊（供給単価）によって賄うことができてい

るかどうかの経営指標になります。平成 20 年度の 98.2％程度から平成 25 年度の 94.7％へ緩やかに

低下しています。給水にかかる費⽤が水道料⾦で賄えていない状況が続いています。 

このような状況を改善するため、アセットマネジメントの結果をふまえた適切な事業計画をたて、経営の安
定に向け水道料⾦の⾒直し、料⾦体系の変更などを検討することが課題となっています。 

回収率の推移 
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3.5.4 ⺠間との連携 
本町では、現在、検針業務、料⾦徴収業務、浄水場の運転管理を⼀部委託しています。将来的には、

水道の技術者不⾜が懸念されることから、浄水場の運転管理を全面委託化する⽅向で検討が必要です。 

また、浄水場の浄水施設の更新を順次実施していきますが、⺠間資⾦の活⽤を選択肢の⼀つとして検
討を⾏うことも必要です。 

3.5.5 事業経営に係る課題等のまとめ 

 

  

① 給水収益は減少傾向にあるなかで、健全な水道事業の経営を持続するためには、費⽤削

減と経営の効率化を図ることが求められます。 

② 高度成⻑期に布設された管路など水道施設が⽼朽化し、更新時期を迎えています。加え

て、水道施設の耐震化などにより、事業費は増加していく状況です。 

③ アセットマネジメントをふまえた適切な事業計画をたて、経営の安定に向け水道料⾦の⾒直

し、料⾦体系の変更などを検討することが課題です。 
④ ⺠間との連携により経営の効率化を図ることが課題です。 
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3.6 組織 

3.6.1 職員数の推移 
 水道事業の職員数は平成 16 年度より減少しましたが、平成 18 年度以降は横ばいで推移していま

す。平成 25 年度末には総数で 13 名、技術職員は 5 名となっています。 

職員数の推移 

 

 

3.6.2 職員の技術向上 
本町ではこれまで、職員に対して、内部、外部のさまざまな研修への積極的な参加を呼びかけ、職員の

能⼒向上を図ってきました。また、経験年数が豊富なベテラン職員が若⼿職員を指導してきました。 

しかしながら、増加する事業に対し、外部への委託業務の管理を含め⼯事全体を掌握する技術職員

の育成が必要となります。 

全体的に職員の人数が少ないため、他の事業体など外部との交流が知識の向上に有効です。今後は、
積極的に他⾃治体との人事交流を⾏うことも必要です。 

3.6.3 組織に係る課題等のまとめ 
 

 

  

① 技術職員の育成による組織⼒の強化充実が課題です。 
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3.7 情報発信と収集 

3.7.1 ⽔道事業の広報活動 
本町では、町のホームページ及び町の広報誌である「広報おがわ」により、水道に関する広報活動をして

います。平成 25 年度は、水道水質検査計画の作成の案内や、検査結果について公表しました。今後も、
引き続き町⺠への情報提供に努めます。 

3.7.2 住⺠とのコミュニケーション 
 本町では、水道事業を理解してもらうため、地域の防災訓練への参加など水道事業に関する情報発信

に努めてきました。また、水道に対する子供たちへの啓発として小学⽣を対象とした浄水場の施設⾒学を
定期的に⾏っています。 

3.7.3 情報発信と収集に係る課題のまとめ 
 

 

 

  

① 水道事業に対する町⺠の理解を深めるため、積極的な情報の発信が課題です。 
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3.8 環境配慮 

3.8.1 省エネルギー 
 近年の気候変動などの地球環境問題をうけ、世界的に省エネルギー化や温室効果ガス削減への要求

が高まっています。水道事業における省エネルギー化の施策としては、エネルギー効率の良い施設の整備、

再⽣可能エネルギーの活⽤、などがあります。 

本町では、水源である井⼾からの取水や、地形的な制約からポンプ加圧による配水⽅式を採⽤してい

る区域が多いです。そのため、電⼒消費量は埼玉県や全国の平均と⽐較してやや高めです。省エネルギー

の観点から、今後は、更新の際に高効率の設備の検討や、⽇常的にも効率的な運転管理について検討
することが必要です。 

省エネルギーの指標 

 

3.8.2 建設副産物の再利用 
 建設副産物とは、建設⼯事に伴い副次的に得られる物品であり、再⽣資源及び廃棄物を含みます。再

⽣資源とは、副産物のうち有⽤なもので、原材料として利⽤することができるものを指します。建設発⽣⼟

に関して、現在は有効利⽤をしていませんが、処分場の余裕が少なくなってきていることから、有効利⽤につ
いて検討します。 
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3.8.3 環境配慮に係る課題のまとめ 
 

 

 

 

 

  

① エネルギー効率化に向けた運転管理についての検討が課題となります。 
② 建設発⽣⼟について、有効利⽤の検討が課題です。 
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第4章 ⽔道事業の将来像 

4.1 基本理念 

小川町水道事業ビジョンの策定にあたって、まず本町の水道事業が「どのような将来像を目指すのか」を

明確にします。 

国の「新水道ビジョン」に⽰されている基本理念は「安全」、「強靭」、「持続」ですが、地下水と埼玉県

企業局からの受水を水源とした「安全」な水道水の供給、「埼玉県地震被害想定調査」において将来発

⽣が懸念されている「深⾕断層による地震」を想定した震災への対策「強靭」、使⽤水量及び料⾦収⼊

が減少するなかでも健全で安定した水道事業運営の「持続」として本町の基本理念を、「安全」、「強靭」、
「持続」と位置づけます。 

 

小川町⽔道事業ビジョンの基本理念 

町⺠から信頼される水道 

 

 

 

 

 

 

安全な水道 

強靭な水道 

水道事業運営の持続 
 

 

… 安全でおいしい水を安定して供給します。 

 … 自然災害等による被害を最小限にとどめ、被災した

場合も迅速に復旧できるようにします。 

… 使用水量及び料金収入が減少するなかでも、健全で

安定した水道事業を運営します。 

安全な⽔道 

強靱な⽔道 ⽔道事業運営の 
持続 
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4.2 基本方針 

4.3 水道事業の目標 

基本理念を実現するため、水道事業ビジョンの目標年度である平成 36 年度までの水道事業運営の
目標を以下のとおり定めます。 

4.3.1 安全な⽔道 

 

4.3.2 強靱な⽔道 

 

4.3.3 ⽔道事業運営の持続 

 

安全でおいしい水を安定して供給します。 

安全で快適に飲める水を給水できるよう、水道水源から給水栓に⾄るまで統合的な水質管理を

目指します。 

貯水槽、簡易専⽤水道や小規模⾃家⽤水道についても、設置者等と連携して、安心・安全な
給水が確保できるよう努めます。 

⾃然災害等による被害を最小限にとどめ、被災した場合も迅速に復旧できるようにします。 
水道施設がその機能を⼗分発揮できるよう、⽼朽化した水道施設について、計画的にかつ確実

に更新できるように努めます。 

地震等の⾃然災害、停電、水質事故等の非常時でも、施設への被害を最小限に抑えるため施

設の耐震化を推進します。 
非常時において、適切な応急措置及び迅速な復旧が⾏えるように努めます。 

使用⽔量及び料⾦収⼊が減少するなかでも、健全で安定した⽔道事業を運営します。 
給水量の低減により水道料⾦収⼊が減少傾向にある中、施設の耐震化、⽼朽施設の更新など

建設改良に係る費⽤は増加しております。⺠間との連携等による経費削減に努めるとともに、適

切な料⾦体系と料⾦水準を検討します。 

外部委託化、職員数が減少しているなか、安定的に水道事業運営を⾏うため、技術職員の育

成と組織⼒の強化に努めます。 
水道事業に対する町⺠の理解を深めるため、積極的な情報の発信に努めます。 
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第5章 目標達成のための方策 

5.1 施策体系と施策分類 

 現状と課題をふまえ、「安全な水道」、すなわち「町⺠が、いつでもどこでも水をおいしく飲める水道」を実

現するための施策体系と施策分類を以下に整理します。 
 

「安全な⽔道」の実現のための施策分類 

               --- 目標 ---                      --- 実現のための施策 --- 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 安全・安心な⽔の供給 
「安全・安心な水の供給」のためには、良好な水源を確保・保全し、水源に応じた水道施設の整備と水

質管理を徹底して⾏い、常に新鮮な水を町⺠に届けることが重要です。また、水質等の情報を利⽤者に
対して広報・周知し、町⺠に安心を与えることも必要です。 

1） 原⽔・浄⽔の⽔質確保 

� ⽔質検査の実施と結果の公表 

原水・浄水の水質を把握し安全な水道を供給するために、毎年水質検査計画を作成し、検査を実施
します。また、ホームページや町の広報誌などにより水質検査結果の公表を⾏います。 

� 耐塩素菌の監視強化 

現在、クリプトスポリジウム等の耐塩素性の病原微⽣物対策として指標菌検査を⾏っていますが、引き
続き監視を強化します。 

� ⽔安全計画の作成 
 水源から給水栓までの統合的な水質管理を⾏えるよう水安全計画の作成について検討していきます。 

①原水・浄水の水質確保 

②水源の保全管理 

③貯水槽水道等への指導強化 

④小規模水道等の統合 

安全 
な⽔道 

安全・安心な⽔の供給 

⑤おいしい水の供給 
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2） ⽔源の維持管理 
 植栽、伐採、草刈及び⼟⽌め⼯事などの維持管理を継続して⾏い、水源周辺の環境保全を図ります。 

3） 貯⽔槽⽔道への指導強化 

町の関係部局との連携を強化し、貯水槽水道管理者へ貯水槽の清掃など適切な管理を徹底するよう
積極的な指導に努めます。 

4） 小規模⾃家用⽔道等の統合 
 小規模⾃家⽤水道等の管理者と協議を⾏い、必要に応じて本町水道事業への統合を検討します。 

5） おいしい⽔の供給 

� 最小動⽔圧の確保 

 「おいしい水の供給」には、直結給水⽅式による新鮮な水の供給が必要です。 

給水区域内における配水管網の効率化により適正水圧を確保することで、直結給水⽅式へ切り替え

るための環境を整え、常に新鮮でおいしい水が供給できるようにしていきます。 
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5.2 「強靭な水道」を実現するための施策 

5.2.1 施策体系と施策分類 
現状と課題をふまえ、「強靭な水道」、すなわち「⾃然災害等による被害を最小限にとどめ、被災した場

合であっても迅速に復旧できるしなやかな水道」を実現するための施策体系と施策分類を以下に⽰します。 

「強靭な⽔道」の実現のための施策分類 

               --- 目標 ---                      --- 実現のための施策 --- 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 地震に強い⽔道 
水道は、⽇常の⽣活に欠かせないライフラインであり、水の供給が⽌まることは、町⺠への影響が非常に

⼤きいです。たとえ、⼤規模地震やその他⾃然災害の場面にあっても、必要な水の供給が可能となるよう、
水道施設を強化しておくことが重要です。 

1） ⽔道施設の着実な更新 

 本町の水道施設のうち、経年化により更新時期を迎えている施設について、順次計画的に更新を⾏い
ます。⽼朽化の進⾏した施設を更新することにより、地震等の災害に強い施設を目指します。 

2） ⽔道施設の耐震化 

� 施設の耐震化 

 耐震化が未実施である施設の耐震化を実施します。 

� 重要管路の耐震化 

 導水管や送水管、指定避難所及び災害時の拠点施設へ配水を⾏っている管路並びに緊急輸送道路
に指定されている道路に布設されている管路を「重要管路」と位置付け、耐震化を実施します。 

 

①水道施設の着実な更新 

②水道施設の耐震化 

②災害復旧体制の整備 

①災害マニュアルの整備 

強靱 
な⽔道 

地震に強い⽔道 

災害時の早期復旧 



34 

5.2.3 災害時の早期復旧 
災害時の確実な給水の確保にあたって、水の供給のバックアップ体制を構築し、水道施設全体として水

の供給が途絶えることのないよう対応する必要があります。災害が広域かつ甚⼤な場合には、他の水道事

業者や水道⼯事業者の応援を受けられるまで、また、資機材が調達できるまでに期間を要することが予想

され、発災からの⼀定期間、⾃らの組織体制で対応できるよう、応急給水や応急復旧に必要な水道⽤
資機材を平常時から確保しておく必要があります 

1） 災害対策マニュアルの整備 

災害時における応急復旧体制を確実なものとするため、本町水道事業に関する災害対策マニュアルを
整備します。 

2） 災害復旧体制の整備 

� 災害時の協⼒体制の強化 

災害時における相互応援に関する協定を締結している事業体について、水道事業体レベルでの応援

体制の確⽴を図ります。 

� 応急給⽔設備の整備 

 町内の指定避難所に指定されている公共施設等に、耐震性貯水槽等を設置します。応急給水設備が
近隣にない地域については、給水⾞による応急給水の活⽤⽅法を検討します。 

� 応急給⽔訓練の拡大 

災害時には、円滑な応急給水が⾏えるように、職員による作業の補助をお願いすることがあります。 

今後も地区の防災訓練に参加し、定期的に訓練の実施に努めていきます。さらに、教職員やボランティ
ア、⾃治会役員の⽅々など、訓練の対象者について検討します。 

� 災害用備蓄の充実 

災害時に必要となる資器材及びその供給体制を整理し、災害における備蓄の充実を図ります。なお、

埼玉県が主導している共同備蓄について参画するとともに、本町の備蓄品を重複することがないよう管理
していきます。 
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5.3 「水道事業運営の持続」を実現するための施策 

5.3.1 施策体系と施策分類 
現状と課題をふまえ、「水道事業運営の持続」、すなわち「給水人口や給水量が減少した状況において

も、健全かつ安定的な事業運営が可能な水道」を実現するための施策体系と施策分類を以下に⽰しま
す。 

「⽔道事業運営の持続」の実現のための施策分類 

               --- 目標 ---                      --- 実現のための施策 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 健全経営 
水需要が減少し続ける⼀⽅、⽼朽化施設の更新需要が増⼤する時代を迎え、どの施設をいつ更新す

るかという計画性をもった資産管理が水道事業の経営⽅針に求められます。また、経費削減や経営の効

率化を図るとともに、定期的な料⾦の⾒直しの検討を⾏うことで、財政基盤の強化を目指した料⾦体系

全般に対する改善を図り、将来必要となる資⾦の確保が必要です。さらに、水道事業の業務に対し、専
門性をもった職員が担当できるよう組織体制を確保、強化する必要があります。 

 

 

① 適正な料⾦設定 

② 適正な施設の運営 

① 広報の充実 

⽔道事業運営 

の 持続 

健全経営 

情報発信の充実 

② 建設副産物の再利⽤ 

③ 組織能⼒の向上 

環境への配慮 ① 省エネルギーの推進 
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1） 適正な料⾦設定 

� 安定した経営の実施 

安定した水道事業経営を持続するため、⻑期的な事業計画を展開するとともに、適宜、社会環境の

変化に応じて⾒直しを⾏うことで、水道事業を取り巻く環境の変化に柔軟な対応ができるよう努めていきま
す。 

� 健全経営 

 水道料⾦収⼊が減少傾向にある中、施設の耐震化、⽼朽施設の更新など費⽤は増加しております。こ

のため、浄水場の外部委託化など、⺠間活⼒の導⼊を進めることにより、業務の効率化や経費の削減に
努めます。 

� 適正な⽔道料⾦の検討 

 水道事業の持続的な経営を⾏うためには、経費削減に努めるとともに料⾦収⼊を確保する必要がありま

す。水需要予測、財政計画、アセットマネジメント等の結果を踏まえて、適切な料⾦体系と料⾦水準を検
討します。 

� アセットマネジメントの実施 

 施設ごとの耐⽤年数を考慮した施設更新の考え⽅を適⽤し、⻑期的な財政収⽀を⾒据えて、⽼朽化
した施設の適切で計画的な更新とそのための財源確保の検討を⾏います。 

2） 適正な施設の運営 

� 施設の適正規模の検討 

⻑期的な水需要予測に基づき、⽼朽化した施設の更新時には施設の適正規模の検討を⾏い効率的
な運営を図ります。 

3） 組織能⼒の向上 

� 他事業体との交流による職員能⼒の向上 

 近隣事業体との交流により、それぞれが有する経験や技術にふれることにより、職員の能⼒向上を図りま
す。 

� ⼈員の育成と組織⼒の維持 

 水道事業に必要な専門的知識を得るため外部研修への積極的参加により、職員の育成と組織⼒の向
上に努めていきます。 
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5.3.3 情報発信の充実 
水道が高普及となった現在、町⺠からの要望はおいしさを求める声や災害時の安定供給等に変化して

きており、要望が高度化しています。そのため、水道に対する情報への市⺠の関心も高まっていることから、

市⺠の要望を的確にとらえ、満⾜度が向上するよう、様々なコミュニケーションツールを活⽤した双⽅向の
連携により、水道水に対する信頼の更なる向上を図っていくことが必要です。 

1） 広報活動の充実 

 これまでの町広報紙やホームページといった媒体を通じた広報活動を強化し、町⺠が理解しやすく、親し

みの持てる水道事業を実現するため、積極的な情報の提供に努めていきます。また、水道使⽤の向上を
啓発していきます。 

5.3.4 環境への配慮 
水道事業は、井⼾のくみ上げや配水する際にポンプを稼働するため多⼤な電⼒を要します。これまでも

省エネルギー対策を推進しているところですが、今後も事業者の責務として省エネルギー対策、再⽣可能
な資源の有効利⽤を推進していくことが求められます。 

1） 省エネルギー化の促進 

電気・機械設備の更新の際には、高効率かつ省エネルギーな機器の導⼊を検討していきます。また、ポ
ンプ等の送配水にかかる動⼒の省エネルギー化を検討します。 

2） 建設副産物の再利用の検討 
 建設副産物のうち、建設発⽣⼟について有効利⽤の可能性について検討していきます。 
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第6章 おわりに 

6.1 PDCA サイクルの実践 

近年、東⽇本⼤震災を契機とした災害対策の推進、人口減少による収益の低下など、水道事業を取

り巻く社会環境は⼤きく変化しています。今回の水道事業ビジョンの策定は、このような環境の変化に対応

できる事業運営を目指すものであり、計画の⾒直しは今後も定期的に実施する必要があります。 

 本町ではこれからも PDCA サイクルの実践により課題の抽出、施策の⾒直しを継続して⾏い、本町の

「水道事業の目指すべき姿」が実現されるよう努めてまいります。 

PDCA サイクルの実践 
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