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１．前ビジョンのフォローアップ 

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 

上記事業の具体的な内容は以下の通りです。 

水源整備工事                               

老朽化により損傷したとみられる西部第６号取水井のケーシングについて、同

一敷地内で掘り替えをしました。また、東部系統の増強及び非常時の対応として

東部３号取水井を建設しました。《2009（平成 21）年度完成》 

西部 6 号取水井 東部３号取水井 
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曝気塔設置工事                           

原水に含まれる侵食性遊離炭酸除去のため、西部第１配水池に設置されている

曝気塔を老朽化に伴い更新しました。《2010（平成 22）年度完成》 

また、西部第１配水池の今後の更新事業に対応するため、新たに西部第 3 配水

池屋上に曝気塔を新設しました。《2009（平成 21）年度完成》 

 第１配水池曝気塔 第３配水池曝気塔 

 ③インバータ盤設置工事                           

ポンプの相互干渉と省エネ化を図るため、各井戸、各配水場のポンプをインバ

ータ化しました。既にインバータ化されている施設については経過年数に併せて、

インバータユニットの交換を行いました。《2015（平成 27）年度まで随時実施》 

取水ポンプインバータ盤 インバータ装置 
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 ④耐震診断・耐震化工事                            

2010（平成 22）年度に西部配水場の第１・２・３配水池及び管理棟の耐震診

断を実施し、以下の診断結果となりました。 

表 3.1 耐震診断結果一覧 

管理棟を除く全ての構造物が、レベル１地震動及びレベル２地震動に対する耐

震性能を満たしていないと診断されました。第２・３配水池は、部分的な耐震補

強で基準値を満たす判定となりましたが、第 1 配水池は、経年劣化もあり補強に

は多額の費用が必要となる結果となり、構造物自体の更新が必要となりました。 

その後、2013（平成 25）年度から第３配水池、2014（平成 26）年度から第

２配水池の耐震補強工事を行い、現在は耐震施設として供用しています。第１配

水池は、ポンプ施設の更新計画に併せて 2022（令和 4）年度から更新を計画して

います。また、東部配水場（2003 年竣工 16 年経過）については、建設当初の

原設計の段階で現行の耐震基準（レベル２地震動）に満たすよう構造設計が行わ

れているため、当面の間は耐震化の必要はないとしています。 

第２配水池耐震補強工事 第３配水池耐震補強工事 
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 ⑤老朽管更新工事                               

老朽化が著しい路線の管更新を行うとともに、水管橋（天満橋等）についても

随時更新を行っています。また、今後も効率的かつ経済的に管路を更新していく

ため、2014（平成 26）から 2015（平成 27）年度にかけて、管路更新計画を策

定しました。その更新計画に沿って、2016（平成 28）年度から「西部配水系バ

イパス管新設工事」、現在は、2018（平成 30）年度から西部系統のメイン路線

となる「町道百丁場・五軒屋線老朽管布設替工事」を実施しています。 

  管更新の施工状況 

  撤去された老朽管 
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２．業務指標（ＰＩ）による評価 

業務指標（ＰＩ）とは、水道業務の効率を図るために活用できる規格の一種で、水

道事業体が行っている多方面にわたる業務を定量化し、厳密に定義された算定式に

より評価するものです。 

前ビジョンにおいても、『水道事業ガイドライン ＪＷＷＡ Q 100 （公社）日本

水道協会』に基づく業務指標（ＰＩ）を算出して、他事業体との比較を行い、稲美町

水道事業の業務レベルを定量的に把握しました。 

2011（平成 23）年度からは、『水道事業ガイドライン（ＰＩ）を活用した現状分

析ツール （公財）水道技術研究センター』が作成され、業務指標の算出を支援する

手法として用いられています。 

本ビジョンでは、このツールを活用し、安全・安定・環境・強靭・持続の各観点か

ら、主要な 25 項目について他事業体との比較を行います。 

図 3.1 業務指標（ＰＩ）評価フロー 

比較対象は、兵庫県内の 44 水道事業体（水道用水供給事業は含まない）とし、県

内平均値との比較を行います。また、5 年間での値の増減を改善度として示し、評価

します。 
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水源が全て被圧地下水（深層地下水）であるため、水質自体は安定しています。残

留塩素濃度についても、県水と自己水を配水池の槽内でブレンドさせることにより高

濃度とならないよう管理しています。 

また、大規模な水質事故等も発生しておらず、「おいしい水」の安定供給が行えて

いると評価できます。 

但し、重金属濃度の値には直接的に表れておらず、水質基準も満たしていますが、

管内には鉛製給水管が残っており、現在も随時取替えを実施しています。 

鉛管は、加工・修繕がしやすかったため、以前は宅地内の給水管の材料によく使わ

れていましたが、2003（平成 15）年 4 月に水道水中の鉛の濃度に関する基準値が、

現行の 0.05mg/L から 0.01mg/L に強化されたため、全国的に布設替えが進められ

ています。 

よって、今後も継続して鉛製給水管の取替えを実施していく必要があります。 
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施設能力・規模は、給水量に対して十分確保されています。負荷率も近年上昇して

おり、効率的な水運用が行えています。 

施設利用率は、県内平均値に比べて低くなっていますが、西部配水場第１配水池の

更新に伴う容量の縮小といったダウンサイジングを計画していますので、今後は改善

傾向に向かうことが予想されます。 

課題としては、有効率、有収率の向上が挙げられます。いずれも県内平均値以上で

90％を超える高い水準となっていますが、過去の数値と比較すれば 4％程度減少して

います。この減少の傾向として、有収率と有効率の減少幅はほぼ同値であることから、

管路の老朽化による漏水量の増加等が原因として挙げられます。 
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電力消費量、エネルギー消費量は、ポンプ加圧方式による配水を行っているので、

平均値と比べて高い数値となっていますが、ポンプのインバータ化により少しずつ改

善傾向にあります。地形の特性上、自然流下方式での配水は不可能であることから、

今後もほぼ横ばいの数値となることが予想されます。 

自然流下方式 

ポンプ加圧方式（稲美町の場合） 

図 3.2 配水方式比較図 

本町には、山や標高が特に高い地域が存在しないため、全配水施設においてポンプ

加圧方式による配水を行っています。
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2013（平成 25）年度から 2015（平成 27）年度にかけて、西部配水場第２配水池

及び第 3 配水池の耐震補強工事を実施したことにより施設の耐震化率は比較的高い数

値となっています。 

基幹管路は、概ね衝撃に強いとされているダクタイル鋳鉄管となっていますが、地

震による継手の抜け等に対応した耐震継手（NS・GX 形）となっているのは全体の約

7％程度です。今後は、老朽管の布設替えに伴い、耐震継手を有する管種に変更し、耐

震化を図っていく方針としています。 

また、配水支管については硬質ポリ塩化ビニル（TS 継手等）が多く使用されていま

す。TS 継手は管の継手を接着剤で接合している管種であり、全国的に管の抜けや継手

部の割れ等による漏水が多発しています。本町においても今後、TS 継手の漏水事故が

多くなることが予想されるため、管路更新計画に沿って計画的に更新を行っていく予

定です。 
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経常収支比率は、比較的高い水準を維持しています。水道料金についても、県内平

均に比べてやや安価となっています。しかし、今後は水道施設の老朽化に伴い、更新

費用の投資割合が高くなることが予想されるため、本ビジョンにてアセットマネジメ

ントを実施し、今後の財政状況の見通しを立てます。 

職員については、給水収益に対する職員給与割合が低く、生産性・効率性は良いと

言えますが、少人数で運営を行うにあたっての緊急時の対応や将来的な職員の技術継

承等が今後の課題として挙げられます。 
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３．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、本町の水道事業が始まった 1970（昭和 45）年以来、初めての大

規模断水を経験しました。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。 

 当時の新聞記事 

この断水事故により、水道施設の耐震化、機能強化といったハード面はもとより、

このような事故の際にも迅速に対応できるよう、水道職員個々のスキルアップ、町組

織全体としての備えが重要であることを改めて認識しました。 

水は、人々が日常生活を送るうえで必須となるライフラインの一つです。水道事業

では、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。 
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４．現状の取組み 

水道事業を運営していくあたり、施設や管路といったハード面の備えだけではな

く、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。 

図 3.3 稲美町における取組み 

「水質監視」、「災害対策」、「技術継承」、「需要者サービス」を主な現状の取

組みとして挙げます。また、各取組みにおける必要性や具体的な内容については、次

頁以降に示します。 

 稲美町における取組み 
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 水質監視                                                             

◆水質試験の実施
安全な水を供給できるよう、日頃から水質検査を実施しています。管理状況は、下

表の通りです。 

表 3.2 水質検査表（検査頻度及び検査項目） 

表 3.3 水質検査地点一覧表 

毎日検査は自己検査（職員）、毎月検

査は加古川健康福祉事務所、その他の

検査は委託検査（外部検査機関）で実施

しています。検査の詳細内容について

は、町公式ホームページにおいて、年度

毎に「水質検査報告書」として公開して

おり、今後も水道水の安全性について

ＰＲします。           水質試験採水の様子 
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◆24 時間体制による監視
水質検査の他にも、突発的な水質異常の発生や外的要因によるリスクに備えて、西

部配水場の管理室にて 24 時間体制で監視をしています。 

また、無人の他施設の状況についても警報装置や監視カメラを設置し、西部配水場

の監視室でモニタリングを実施しています。 

西部配水場 中央監視装置 

◆自動監視装置の設置
本町では、水質異常をいち早くキャッチできるよう、メダカの水質自動監視装置を

導入しています。メダカの群れの異常行動を解析することで、微量毒物の混入を把握

します。また、高濃度の毒物による場合は、センサーによるメダカの死亡判定を行い

ます。このようなメダカの異常を感知した場合は、直ちに自動警報が鳴る仕組みとな

っています。 

東部配水場 メダカの水質自動監視装置 
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 災害対策                              

本町は、南海トラフ地震防災対策推進区域に指定されており、地理的・地形的条件

から津波による被害は発生しないとされていますが、町の全域で震度６弱の揺れが

発生し、人的・物的被害が生じることが想定されています。 

図 3.4 南海トラフ巨大地震 震度分布図（稲美町総合防災マップより） 

また、山崎断層帯地震の発生の際には、震度 6 強 7 の揺れが発生すると想定さ

れており、水道事業としても災害対策は必然となります。 

  図 3.5 山崎断層帯地震 震度分布図（稲美町総合防災マップより） 
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このような大地震の他、豪雨災害等に備えて、本町でも災害時に対する取組みを行

っています。 

◆給水車の配備
水道施設が被災し、機能を失った際に

も重要施設や避難所に水道水を供給でき

るよう、給水車を１台配備しています。

また、近隣事業体からの応援要請時にも

使用します。実際に 2011（平成 23）

年の東日本大震災の際には、応急給水車

として被災地へ派遣しました。 

◆緊急遮断弁の設置 
感震器による一定以上の揺れや過流

量を感知した際に、自動的に弁が閉じ

るものです。これにより、地震時の管

の抜けや破損による配水池内の水道水

の流出を防止します。緊急遮断弁は、

第２配水池（容量 2,000  ）の流入

側、流出側に設置しています。 

◆自家発電設備の設置 
地震や台風等で停電が発生しても、給

水に必要な電力を確保するため、全ての

配水場（西部・東部・南部）及び東部加

圧ポンプ場に自家発電設備を設けていま

す。これにより、停電発生時にも水道シ

ステムの機能が停止することなく運転を

行うことができます。 

 給水車 

緊急遮断弁（上 流入側・下 流出側） 

東部配水池 自家発電設備 
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◆応援給水の協定
大規模災害等により、本町の水道施設が機能を失い、十分な水道水の供給がで

きない場合に備えて、近隣事業体との連絡管を整備し、応援給水の協定を結んで

います。協定を結んでいる事業体は、「神戸市」、「明石市」、「加古川市」の

3 市で、「緊急時における相互の安定給水の推進に資する」ことを目的とし、基

本的な事項を協定書にて定めています。 

図 3.6 協定事業体位置図 

また、緊急時に迅速かつ円滑な作業が行えるよう、定期的に協定事業体と合同

で応援給水訓練を実施しています。 

 神戸市との合同訓練の様子 加古川市との合同訓練の様子 
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◆防災訓練の実施
毎年、実施されている自主防災訓練等に、職員や給水車を派遣し、地域の皆さ

んと一緒に給水活動の訓練を実施しています。 

訓練では、指定避難所に給水車が到着した際の広報アナウンス、飲料水袋の配

布、給水等といった細かな行動までを実際に行い、災害時の応急給水が円滑に実

施できるよう務めています。 

 防災訓練の様子 
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 技術継承                              

水道事業における人材不足、技術継承は、全国的に深刻さが増しており、事業継続

性への影響が懸念されています。本町の水道担当職員も、平均年齢が 44.6 歳とやや

高くなっており、今後は更に技術継承が課題となってきます。 

特に、施工管理や維持管理等の現場技術面での人員不足が、顕著化しています。下

の表 3.4 でも示すように、現在の水道担当職員 7 名のうち、20 代 30 代職員は 2

名となっていますが、うち 1 名は事務職であることから、実質的には若手の技術職

員は 1 名となります。また、30 代後半の職員は在席しておらず、40 代職員は係長

級職員であり、計画等の総括的な業務も行っていることから、満足に現場業務に従事

できていないのが現状です。 

表 3.4 職員年齢別表

◆内部研修の実施、外部研修への参加
これらの課題に対する本町の取組みとしては、再任用職員による内部研修が挙げ

られます。業務の多面化・高度化により、中堅職員による若手職員への教育が満足に

行えないなかで、弁操作、洗管作業等の現場業務に水道 OB である再任用職員が同

行し、直接指導を行うことは、非常に効果的となっています。 

また、事業運営に必要な技術の習得のため、若手職員には積極的な外部研修への参

加を促進しています。 
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若手職員への指導 施工業者への現場指示 

外部研修への参加 

現在も一部、設計・施工監理業務を委託していますが、人材確保、技術継承への課

題は、今後更に深刻になることが予想されます。 

現行の水道サービス水準を将来にわたって確保・向上させていくためには、水道施

設の運営に関する専門的な知識・経験を有する人材を、継続的に育成・確保していく

ことが不可欠となります。 

事業毎のフォローアップはもちろんのこと、個別委託から包括委託への官民連携

に対するステップアップや、IT 技術の導入等といった新たな試みも視野に入れ、運

営していく必要があります。 
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 需要者サービス                           

◆広報活動
町公式ホームページにおいて、水道課からの

お知らせ（緊急情報、濁り水の発生、凍結によ

る破裂の注意喚起等）、水道料金、水質検査結

果、報告書等を掲載し、お客様への広報を行っ

ています。 

また、水道事業への理解を深めていただくよ

う、決算書や経営比較分析表といった経営状況

についても公表しています。 

 町公式ホームページ 

◆施設見学の実施
水道に関する知識の啓発を図ることを目的とし、主に小学生を対象に水道施設

の見学会を実施しています。主要な水道施設内を見学していただくとともに、職

員から稲美町の飲料水の歴史、水が各家庭に届くまでの流れ、施設概要や各設備

の役割等について説明をさせていただいています。 

 施設見学の様子 
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５．今後の課題 

本章「1.前ビジョンのフォローアップ」「2.業務指標（ＰＩ）による評価」「3.東

南部配水区域漏水に伴う断水事故の教訓」「4.現状の取組み」から、本町水道事業が

抱える今後の課題は、以下の通りです。 

（１）水源整備 
伏流水（地下水）は、地中でろ過が行われるため、地表水（ダム水、河川水）と比

べて水質が良く、濁りが少ないのが特徴です。また、地下水のなかでも深井戸（深さ

30m 以上）は浅井戸（深さ 8 20ｍ）と比べて地表面からの汚染の可能性が低いた

め、クリプトスポリジウム等の病原体が混入する可能性が極めて低くなります。 

しかし、揚水量の増加や降水量の減少等に伴い、地下水の低下や水脈の変動が生

じ、長い期間、深井戸を使用していると水の出が悪くなることがあります。 

現在、西部６号取水井が水量の減少及び濁り等が発生し、2020（令和 2）年 3 月

から取水を停止しており、東部１号取水井、東部３号取水井については、現在稼働中

ではありますが、取水量が低下しています。 

  西部６号取水井            東部１号取水井 

いずれも整備に係る優先度は異なりますが、今後対策が必要となります。また、こ

れらの取水の確実性も含め、安全な水の安定給水を持続するための「水安全計画」に

ついても取り組む必要があります。 
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（２）施設の耐震化 
耐震診断にて施設自体の更新が必要であると判定された西部配水場第１配水池

（1970 年竣工 49 年経過）の更新による耐震化が最も優先されます。その他、南

部配水場（1969 年竣工 50 年経過）、東部加圧ポンプ場（1975 年 44 年経過）

は、耐震診断が未実施の状況です。施設規模として西部配水場に比べると重要度は低

いですが、大規模地震に備えて段階的な検討が必要となります。 

（３）管路老朽化対策及び耐震化 
管路更新は、現在も計画的に実施していますが、経年管路は、年々増加しつつあり

ます。大規模な漏水が発生する前に更新を行い、耐震化を図る必要があります。管路

更新は「管路更新計画」にのっとり実施する予定ですが、突発的な漏水事故が発生し

た場合は、更新順位の変更等といった柔軟な対応が必要です。 

また、硬質塩化ビニル管や鉛製給水管の更新についても、主要管路の更新や他事業

との関連工事等の機会に併せて、積極的に取り組むことが重要です。 

 更新の際に採用している耐震性能を有する管 
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（４）高所地域の水運用 
東部区域の標高の高い区域への配水は、高揚程の配水ポンプが必要です。ポンプ

は、高揚程になるほど消費電力も高く、維持管理コストが高くなります。 

現在は、西部系で取水した水を西部配水場で浄水し、東部送水管にて東部加圧ポン

プ場へ送水し、更にそこから高所地域に加圧配水しています。  

また、東部加圧ポンプ場は経年劣化や耐震性の問題等が懸念されます。人口減少に

よる水需要、料金収入の低下といった長期的な視点から、将来を見据えた「水運用計

画」（ダウンサイジング、広域化等）の策定が必要となります。 

図 3.7 高所地域概要・東部送水ルート 

（５）適正な事業運営 
今後、人口減少に伴う料金収入の低下が見込まれるなかで、将来に向けて、適正な

事業運営を継続していく必要があります。 

そのためには、経営戦略や今回策定するアセットマネジメント等を一定のサイク

ルで見直し、事業環境の変化に対応することが重要となります。 
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図 3.8 事業の見直しサイクルのイメージ 

（６）人材確保・育成及び技術継承 
水道職員の減少、団塊世代の大量退職による技術継承は、全国的に大きな課題とな

っており、稲美町でもその課題に直面しています。 

今後の水道事業には、経営の効率化が求められており、適正な水道運営や大規模災

害等といった非常時にも対応できる高度技術が必要となってきます。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に加え、台帳の整備による管理

業務に対するマニュアル化にも取り組む必要があります。 

図 3.9 取組みイメージ図 

以上の課題に対する対策については、「第６章 目標達成のための施策」で具体的

に示します。 
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