
～安心・安全なおいしい水道水の安定供給を目指す～ 

令和３年３月 

稲 美 町 



 目  次  

1．水道ビジョンの策定にあたって・・・P.1 

2．水道事業の概要・・・・・・・・・・P.2 

3．現状評価と今後の課題・・・・・・・P.4 

4．将来予測・・・・・・・・・・・・・P.5 

5．将来像と目標設定・・・・・・・・・P.6 

6．目標達成のための施策・・・・・・・P.7 

7．財政計画・・・・・・・・・・・・・P.10 

8．実現に向けて・・・・・・・・・・・P.10 



１．水道ビジョンの策定にあたって 

策定の主旨                               

今回の「稲美町水道ビジョン」（以下「本ビジョン」という。）は、計画期間の満了に伴い、

前ビジョンのフォローアップを行うとともに、厚生労働省が新たに策定した「新水道ビジョン」

の内容を踏まえた見直しを行い、現状の評価・取組み・今後の課題を整理したうえでの水道事業

の 50 年、100 年先の理想像を求め、その実現に向けた今後 10 年間で実施していく施策・取組

みを策定することを目的としています。 

また、今後の水需要の予測を見直し、アセットマネジメント手法による財政収支の見通しを立

て、水道ビジョンへ反映します。 

計画期間 

本ビジョンの目標年度は、2030（令和 12）年度とし、2021（令和 3）年度から 2030（令

和 12）年度の 10 年間を計画期間とします。 

また、実施計画期間は、前期 2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度、後期 2026

（令和 8）年度から 2030（令和 12）年度に分けて設定します。 

               図表 1 本ビジョンの計画期間 

計画の位置付け                            

本ビジョンは、2013（平成 25）年に厚生労働省が策定した「新水道ビジョン」を参考にし、

上位計画となる「第５次稲美町総合計画」や水道事業の他計画との整合を図りながら、長期的な

将来像を見据えた上で水道を取り巻く課題を解決するための方向性を示す計画として位置付け

ます。 

図表 2 稲美町水道ビジョンの位置付け 

用語解説 

・管路更新計画 管網（路線、管径等）の再構築を行い、優先順位を考慮し、計画したもの 

・水道事業経営戦略 財務的な裏付けのもとで、将来にわたって安定的に事業を継続していく 

 ための中長期的な経営の基本計画 

・アセットマネジメント 施設の整備から維持管理まで全体にかかる費用を考慮し、適切な時 

期の改修・更新を定め、施設の延命化及びコスト削減を図るもの 
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２．水道事業の概要（１） 

稲美町の概況                               

本町は、1955（昭和 30）年に加古村、母里村、天満村の 3 村の合併により誕生しました。兵

庫県播磨平野東部の東播磨地域に位置し、東は神戸市、西は加古川市、南は明石市、北は三木市

と 4 市に隣接しており、総面積は 34.92  です。

図表 3 兵庫県全図（本町位置図） 

水道事業の沿革                               

本町の水道事業は、1970（昭和 45）年 4 月 1 日に創設し、給水区域の拡張、配水池の増設

といった 2 度の拡張を経て、現在は、計画給水人口 34,100 人、計画一日最大給水量 13,160

/日の事業認可（2010（平成 22）年 6 月 30 日付）をもって運営をしています。 

図表 4 水道事業の推移 

職員の配置状況                              

水道課の職員数は現在 9 名（部長を除く）で、そのうち水道事業の職員数は 7 名（部長を除

く）で、平均年齢は 44.6 歳で、やや高くなっています。 

図表 5 水道事業の職員配置図 

コスモス（町花）  もちの木（町木） 
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２．水道事業の概要（２） 

水道施設の概要                               

本町の水道事業は、水源 14 か所、配水場 3 か所、加圧ポンプ場 1 か所を保有しています。各水源で取水した水は、各配水場で塩素滅菌処理をしており、処理された水は配水池に貯水した後に各エリア

へ配水されています。また、自己水の他に兵庫県用水供給事業（神出浄水場）からの受水もしており、割合は、概ね自己水が 90％、県水受水が 10％となっています。 

図表 6 水道施設位置図 

また、管路の総延長は、約 283km（導水:約 5km、送水:約 6km、配水管:約 272km）であり、その内訳は以下の通りです。 

 口径別管路延長  管種別管路延長 
 年代別布設延長 
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３．現状評価と今後の課題 

現状評価                               

◆前ビジョンにおける施策の実施 

前ビジョンでは、以下の整備内容を主要施策として挙げ、事業に取り組んできました。10 年

間で以下の事業全てを実施し、前ビジョンの施策目標は達成できたと言えます。但し、施設の耐

震化や老朽管更新工事については今後も継続して実施していく予定です。 

 水源整備工事・・・・・・・西部６号取水井更新、東部３号取水井新設

②曝気塔設置工事・・・・・・西部第１配水池更新、西部第３配水池新設 

③インバータ盤設置工事・・・各水源、配水池 

④耐震診断・耐震化工事・・・西部配水場（第１・２・３配水池・管理棟） 

⑤老朽管更新工事・・・・・・主要老朽管路線 

  耐震補強工事               老朽管更新 

◆東南部配水区域漏水に伴う断水事故の教訓 

本町では、2014（平成 26）年に原因不明の

トラブル（人為的な排泥弁の開）、漏水事故が

重なり、町の約半分を占める範囲における大規

模断水が生じ、2,100 世帯、約 6,000 人に影

響が出ました。 

この事故を教訓にし、日頃の点検や予防措置

としての管路更新、危機管理等に取り組むとと

もに、緊急時の組織体制を構築しています。 

◆現状の取組み

水道事業を運営していくあたり、維持管理、危機管理、人材育成といったソフト面についての

備えも重要です。現状における取組みを示したうえで、これらの取組みを継続、継承していくこ

とに加え、更なるレベルアップを図ることを目標に掲げて事業を進めます。 

応援給水合同訓練の様子 

          図表 7 稲美町における取組み            

図表 7 稲美町における取組み             施設見学の様子 

今後の課題                               
① 水源整備 

→現在、休止中である西部６号取水井の代替施設の整備、東部区域の取水施設の増強 
② 施設の耐震化 

→未実施である西部配水場第１配水池の耐震化 
③ 管路老朽化対策及び耐震化 

→「管路更新計画」に沿って、今後 20 年間で約 48km の管路を更新・耐震化 
④ 高所地域の水運用 

→東部高所地域への配水の効率化を見据えた、統廃合・広域化の実施計画 
⑤ 適正な事業運営 

→経営戦略やアセットマネジメントを一定のサイクルで見直し、事業環境の変化に対応
⑥ 人材確保・育成及び技術継承 

→若手職員のレベルアップ、技術の継承が可能となる組織体制の構築 
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４．将来予測 

水需要の見通し                               

近年、我が国では少子高齢化による人口減少が進んでおり、今後もこの減少は更に加速するこ

とが予想されています。人口減少は、水道収益の低下に繋がり、今後の水道事業の財政へ大きく

影響します。 

コーホート要因法に基づく人口推計（住民基本台帳ベース）では、本町の給水人口は、概ね 7

9 年後にかけて 30,000 人を下回り、その後は更に減少幅が増え、50 年後の 2068（令和 50）

年には 20,000 人を下回るという推計結果となっています。 

下のグラフのように、水道事業においても給水人口減による有収水量の大幅な減少が見込ま

れます。特に有収水量の約 8 割を占める生活用水は、10 年後には 4％減、30 年後には約 13％

減、50 年後には約 23％減となる見込みです。 

図表 8 給水人口及び有収水量の予測グラフ 

アセットマネジメントの実施 

当検討における更新基準で更新した場合の 50 年間の更新需要総額は約 259 億円（年平均約

5.2 億円）となります。但し、年間 10 億円を超える費用が必要な年度が頻繁に発生し、それら

の大規模更新に係る人員不足等が懸念されます。よって、更新需要が年度ごとに大きく変化しな

いよう、期間内で事業費を振り分けることで更新費用の平準化を図りました。 

図表 9 更新需要の平準化のイメージ図 

図表 10 今後 50 年間の更新需要 

概ね 20 年間毎に平準化を図った場合の更新需要は上グラフの通りとなります。2030（令和

12）年度から 2049（令和 31）年度のピーク時で、年平均投資額が概ね 7.9 億円となります。 
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５．将来像と目標設定 

基本理念                               

2009（平成 21）年策定の前ビジョンでは、水源整備、施設耐震化、老朽管更新、省エネ対策等を方策に掲げ、

取り組んできました。 

今回のビジョンにおいても、『安心・安全なおいしい水道水の安定供給を目指す』という前ビジョンのテーマ

を継続し、前ビジョンで掲げた方策の継続はもちろんのこと、新たにアセットマネジメント手法による中長期的

な更新需要・財政収支の見通しを検討し、持続可能な運営を目指します。 

また、厚生労働省が示す新水道ビジョンの主要施策である《安全》《強靭》《持続》に準じて、施策目標を定め

ます。 

図表 11 施策目標体系図 

 稲美町水道事業の基本理念  

今後も「おいしい水」の 

供給が続けられるよう、 

入念な水質管理をしていきます。 
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６．目標達成のための施策（1） 

《安全》安全な水を安定供給                               

 施策 1 水安全計画の策定                                    
水安全計画とは、厚生労働省の提唱する「水安全計画策定ガイドライン 2008（平成 20）年

策定」に基づき、水源から給水栓までのすべての過程で危険に対する評価・管理を行い、さらな

る維持管理水準の向上と効率化を図るよう策定するものです。 

日常の維持管理で得られたデータから今後想定される水質事故等を抽出し、その際の対応措

置をマニュアル化します。また、末端給水の水質試験位置、試験方法等を再度整理し、今後の技

術の継承と技術レベルの向上を図ります。 

 施策２ 水源の整備                               
西部系取水施設では、「西部６号取水井」で取水量が低下及び濁りが発生しており、現在は取

水を停止しています。安定した取水量の確保を図るべく、2021（令和 3）年度から、西部６号

取水井に代わる西部１１号取水井を新たに建設する予定としています。 

図表 12 西部系取水施設の計画概要図 

 施策３ 鉛製給水管の更新                               
本町には、2020（令和 2）年現在で全給水戸数 12,750 戸のうち約 4.9％となる 627 戸にお

いて鉛製給水管が残っています。お客さまにより安全・安心で良質な水道水を供給するため、現

在も所有者の財産である給水管についても配水管からメーター間に布設されている範囲は、耐

衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管へ随時更新を行い、2037（令和 19）年度末にて鉛製給水管残存率

が 0％になることを目標として掲げています。 

《強靭》強靭な水道施設の構築

 施策 4 西部配水場（第１配水池）の更新                          
西部配水場第１配水池は耐震診断結果に基づき更新を行い、今後の水需要を踏まえて配水池

容量を既存の 3,520  から 1,500  へとダウンサイジングを図ります。

また、配水池とポンプ室の一体構造で計画しています。これにより、ポンプ室、電気室等を新

設側へ移設します。工事は 2022（令和 4）年度から着手する予定です。工事期間は 3 か年で、

竣工は 2024（令和 6）年度を予定しています。 

図表 13 西部配水場更新概要図 

第１配水池の完成イメージ図 
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６．目標達成のための施策（2） 

 施策 5 管路の老朽化対策及び耐震化                                    
管路は、現在も順次更新していますが、更新が必要な路線は、まだ多数存在します。管路更新

計画に沿って、引き続き事業を実施します。今後 20 年間で約 48km の管路更新に伴う耐震化を

行う予定です。 

図表 14 管路更新計画概要図 

施工順序については、社会的重要性や漏水による影響度、各配水区域への公平性を考慮して計

画しています。 

《持続》持続可能な事業の運営

 施策 6 統廃合・広域化に向けた取組み                           
全国的に、水道事業における財源確保の低下が見込まれるなかで、2018（平成 30）年度に水

道法が一部改正され、水道事業の基盤強化に向けた「広域連携の推進」が定められました。 

「兵庫県水道事業のあり方懇話会 2018（平成 30 年度）」の報告書においても、本町と三木

市間での連絡管の接続について挙げられています。実現すれば市町境を越えた自然流下におけ

る配水が可能となり、東部加圧ポンプのダウンサイジング又は施設廃止も考えられ、施設及び機

器の更新費、維持管理費等が大幅に削減できる可能性があります。 

また、現在は西部系統で兵庫県水道用水供給事業から受水していますが、それに加えて、高所

地域である東部系統への受水の可能性についても検討していく方針です。 

図表 15 統廃合・広域化のイメージ図 

 施策 7 経営戦略・アセットマネジメントの見直し                
2017（平成 29）年に経営戦略を策定し、経営基盤の強化に取り組んでまいりましたが、その

間、西部 6 号井の取水停止や新型コロナウイルスの影響等、事業環境が変化しているのが現状

です。また、今回新たに策定にした「本ビジョン」との整合も図る必要があります。 

また、アセットマネジメントについても経営戦略と同様に、ハード面、ソフト面の整備を行っ

ていくとともに資産の状況、今後の計画等に変化が生じるため、今回策定した内容を概ね 5 年

サイクルで見直し、更なるレベルアップを図っていく必要があります。 

8



６．目標達成のための施策（3） 

 施策 8 台帳の整備                                        
水道の安定供給を維持するため、2018（平成 30）年 10 月の改正水道法では、水道施設を管

理するための「水道施設台帳」の整備が義務付けられました。 

「水道施設台帳」とは、一般図、施設平面図、管路マッピング、水道施設、管路調書等を指し

ます。「水道施設台帳」の整備における主な目的は、以下の通りです。 

① 水道施設の適切な管理（維持管理水準の底上げ）  

② 計画的な施設の更新（アセットマネジメントにおける更新需要の算定精度向上）  

③ 広域連携や官民連携等のための基礎資料 

④ 大規模災害時等の危機管理体制の強化 

今後の適切な維持管理や災害・漏水等の緊急時に備え、「水道施設台帳」の整備を行うととも

に、整備済みの台帳についても必要に応じて、精度の向上を図ります。 

 施策 9 人材確保・育成及び技術継承                        
人材確保・育成及び技術継承に対する問題は、本町の水道事業の重要な課題となっています。

そのなかで最も懸念事項として挙げられるのが、緊急時の対応です。2014（平成 26）年の大規

模断水事故の発生時には、ほとんどの職員が大規模な緊急時等の対応の経験がなく、現場に混乱

が生じました。 

2014（平成 26）年の大規模断水事故の発生時の対応の様子 

これらの反省点から、まずは緊急時の対応を確実に遂行できる町全体としての組織づくりを

重点的に行う方針とし、次の事項を目標として掲げます。 

① 水道課職員全員が対応時にリーダーシップをとれるよう育成を行います 
災害時には、複数班で対応することが効果的であるため、水道課内でできる限り多くの

班を編成できるよう日頃から若手職員の育成を行います。 

② 町全体として水道経験者を増やすことを意識（確保）します 
他課へ異動となった水道経験職員等との連携を深め、現場での仕切弁操作等や他事業体

からの応援に対応できる職員を確保し、課を超えた多職種体制を目指します。 

③ 緊急時の経験や反省点を次の世代に継承します 
今後、水道課に配置される職員に対し、緊急時に起こった想定外の出来事や反省点、効

果的であった対応策等を形式的に伝え、効率的かつ効果的な対応ができるよう備えます。 

 施策 10 お客様サービスの充実                          
お客様に対しては、正確、丁寧かつ迅速な対応を心掛け、より質の高いサービスを提供でき

るように努めるとともに、以下の項目について導入を検討していきます。 

◇水道料金収納手段の充実 

水道料金の収納は、役場水道課又は出納室での窓口納付

のほか、口座振替、コンビニ収納を実施してきました。今後

は、携帯電話を使用した支払方法等、新たな支払方法の導入

について検討します。 

◇ＩｏＴ機器の導入検討（スマートメーター）

スマートメーターは、データ伝送装置によって自動検針

が可能であり、検針業務の効率化が図られるとともに、宅内

漏水の早期発見や高齢者の見守りサービス等、様々な分野

で活用が期待できます。 

◇情報公開の充実

今後も、お客様に安心して水道水を利用していただくた

め、情報の公開と内容の充実を図り、水道水の安全性、水質、

災害及び緊急情報等をわかりやすくお知らせしていきます。 

台帳整備の主な目的

携帯電話を使用した支払い 

 スマートメーター 

9



７．財政計画                           ８.実現に向けて 

財源の検討                               

アセットマネジメントで算出した投資の見通しを実現するために、更新需要以外の諸条件を

設定、今後 50 年間のシミュレーションを実施し、料金改定の条件（改定率上限、改定間隔）が

異なる以下 3 ケースの試算結果を比較し、結果を評価しました。 

図表 16 財源検討結果 

ケース①は料金改定率の上限を 15%としていることで、一回の料金改定率は最も低くなりま

すが、改定初年度から 20 年後まで 4 年おきに 13 15％の料金改定が必要となります。 

ケース②は計画期間中の給水収益累計額が最も低く（383.9 億円）、住民から支払われる金額

の総額は最小となります。 

ケース③は計画期間中の料金改定幅が最も小さくなります（最終年度料金改定率 237.2%）。

一方で一回の料金改定率が最も高くなります（最大 39%）。 

いずれのケースにおいてもメリット・デメリットが存在するため、継続して検討を重ね、本町

にとって最適なバランスでの財源確保を検討していく必要があります。 

今後実施される経営戦略にて、適正な料金改定の方向性を検討していきます。 

実施スケジュール 

本ビジョンで掲げた方策について、実施計画期間（2030（令和 12）年度までの 10 年間）の

実施スケジュールを、前期 2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度、後期 2026（令

和 8）年度から 2030（令和 12）年度に分けて以下に示します。 

図表 17 今後 10 年間の実施スケジュール 
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