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第６章 目標達成のための施策

「第３章 現状評価と今後の課題」、「第５章 将来像と目標設定」で挙げた課題に

対応し、目標を達成するための今後の具体的な施策を示します。 

ここで挙げた施策は、「第７章 財政計画」に反映させ、「第８章 実現に向けて」

で実施スケジュールを定め、推進体制（フォローアップ）について方針を示します。 

１．《安全》安全な水を安定供給 

 施策 1 水安全計画の策定                        

取水施設は、全て深井戸であり、現在は安定した水質を保っていますが、この水質

を今後も継続し、水道水の安全性を一層高めていくために水安全計画を策定します。 

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。 

具体的には、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。 

図 6.1 水安全計画の概要図 
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 施策２ 水源の整備                           

「第３章 5.今後の課題」でも示したように、西部系取水施設の「西部６号取水井」

で取水量が低下及び濁りの発生、東部系取水施設の「東部１号取水井」、「東部３号

取水井」で取水量の低下が発生しており、安定した取水量の確保を図るべく、具体的

な原因を把握したうえでの再構築が必要となります。 

西部６号取水井については、上記の理由により、2020（令和 2）年 3 月から取水

を停止しており、現在、西部系では６号取水井を除いた残り 8 か所の井戸にて取水

をまかなっています。６号取水井は、西部系統のなかでも主要な井戸であったため、

今後の取水の確実性を考慮すると、早急に対策が必要です。 

当施設は、1970（昭和 45）年以前の加古地区簡易水道時代から使用している施設

であり、2009（平成 21）年度に同敷地内で再度井戸を掘削しました。しかし、掘削

より概ね 10 年程度でこの度の症状が現れており、今後継続して使用していくのは困

難であると思われます。よって、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 6.2 西部系取水施設の計画概要図 

 西部１１号取水井 建設予定地  
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 施策３ 鉛製給水管の更新                           

鉛管は、管内に錆が発生せず、可とう性、柔軟性に富み、加工・修繕が容易である

という特性のため、1980 年代後半まで使用されてきましたが、他の材質の給水管に

比べ腐食による漏水が発生しやすい管です。厚生労働省は鉛の蓄積性を考慮し、

2003（平成 15）年 4 月に水質基準を改正（基準値がそれまでの 0.05mg/L 以下か

ら 0.01mg/L 以下に強化）する等、一層の低減化を求めています。 

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 戸において鉛管の給水管（以下「鉛製給水管」という）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しています。 

図 6.3 鉛製給水管の例図 

鉛製給水管を更新することにより、①給水管からの鉛溶出抑制、②漏水事故対応の

維持管理費削減及び有収率向上、③給水管の耐震性向上等の効果があります。 

今後も継続的に鉛製給水管の更新を実施し、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。 
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２．《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                 

2010（平成 22）年度に実施した耐震診断結果に基づき、西部配水場第１配水池の

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。構造は、レベル２地震動の耐震性能を有した設計

とします。また、現状のポンプ井の２池化、ポンプ室内配管の更新も図る必要がある

ため、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 6.4 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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 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。

また、管路更新の際には、耐震性を有する管種を採用し、大地震時にある程度の地

盤変動が生じても、管の継手部分の抜け等が生じないよう対策を講じます。 

現在、管路更新に着手している「町道百丁場・五軒屋線」のメイン路線を含め、今

後 20 年間で約 48km の管路更新に伴う耐震化を計画しています。 

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。 

図 6.5 管路更新計画概要図 
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３．《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。兵庫県においても「兵庫県水道事業のあり方懇話会 2018（平成 30）

年度」にて報告書が策定されており、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。 

三木市と隣接する本町の草谷地区及び下草谷地区の一部は、現在、西部配水場から

の加圧送水とその水を東部加圧ポンプ場で加圧するという 2 段階による加圧にて配

水を行っています。三木市が保有する配水池は、草谷地区及び下草谷地区より標高が

高いところに位置しており、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 6.6 広域化のイメージ図 

これらの実現に対する取組みは、兵庫県全域で実施されており、本町においても、

これらに関する協議会や近隣事業体との合同協議に積極的に参加しています。 

実現に向けては、様々な課題や検討事項がありますが、水道事業の持続を達成する

ための施策の一つとして、今後も継続して取り組んでいく方針です。 
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 施策７ 経営戦略・アセットマネジメントの見直し

経営戦略は、本町水道事業の基本理念「安心・安全なおいしい水道水の安定供給を

目指す」を達成するため、投資額と投資に対する適正な財源試算を行い、収支を均衡

させた『収支計画』を策定し、将来にわたり持続可能な経営基盤の強化を図る必要が

あります。 

本町においても、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。 

2019（平成 31）年 3 月には、総務省より「経営戦略策定・改定ガイドライン」及

び「経営戦略策定・改定マニュアル」が策定され、経営戦略策定後、一定期間を経た

事業について、改めてそれまでの取組みの分析評価等の検証を行い、その結果を踏ま

えた取組みの再検討や将来の収支の見通しに係る試算精度を高める等、質の高い見

直しが求められています。 

図 6.7 水道ビジョンと経営戦略の関連性 
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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。 

今回策定した内容と今後の整備計画予定の関連性を以下に示します。 

図 6.8 アセットマネジメントのサイクル 

今回実施したアセットマネジメントにて、固定資産台帳の整理、布設年度不明管の

検証等といった検討に必要な基礎データは構築済みとなりました。 

次回以降の見直しでは、水需要の変化、新規計画等を踏まえ、更なる精度向上を図

っていく予定です。 
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 施策８ 台帳の整備                          

水道施設の多くは高度経済成長期に整備されており、近年、老朽化が課題となって

います。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。台帳

整備の期限は、現在のところ 2022（令和 4）年 9 月 30 日となっています。 

「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 

本町でも、一般図や管路マッピングシステムは整備しており、日頃の業務に役立て

ています。しかし、施設平面図等は、「西部配水場」や「東部配水場」等の主要な施

設は一部整備していますが、個々の水源等については未整備の状況であり、また、各

調書についても改正水道法で求められるような精度とはなっていません。 

よって、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。 

 水道事業一般図   管路マッピングシステム 

台帳整備の主な目的
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 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、本町の水道事業としても重要な課題

となっていますが、人員の増員につながっていないのが現実です。 

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、他課の職員、町消防団員、水道業者等の応

援を受け、町全体で対応（漏水箇所の特定等）に当たりましたが、漏水箇所の発見に

時間を要し、最大で 1 日半の断水となりました。 

対応にあたっては、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。また、近隣事業体からの職員や給水車の支援も受けましたが、

受け入れ体制が確立できていなかったため、特に経験が浅い職員は思うような現場

指示ができなかったことも反省点として挙げられます。 

 断水事故時の町公式フェイスブックによる広報状況 

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、以下の事項を目標として掲げます。 
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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。 

2014（平成 26）年の大規模断水事故の発生時の対応の様子 
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図 6.9 緊急時対応のイメージ図 
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 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、信頼される水道事業を目指すため、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
水道料金の収納については、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

ＩｏＴの普及により、今後、私たちの取り巻く環境は、急速に変化していくことが

予想されます。新たな手法の導入について調査・研究を行い、お客様サービスの充実

を図ります。そのなかで、近年の水道界において情報化投資の分野で目立つ動きは、

スマートメーターの利用です。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。 

しかし、全国的に水道での普及率はまだ低く、現行の水道メーターと比べて、コス

トが高いため、導入には十分な投資効果の検討が必要となります。 

携帯電話を使用した支払い 

 スマートメーター 
※（出典）第一環境株式会社 
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◇情報公開の充実

水道事業では、これまでも町公式ホームページで水質試験結果、決算書等を含め

た、様々な情報を提供していきました。 

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に、町公式ホームページ

に加え、広報誌、町公式フェイスブック、町公式インスタグラム等を利用した情報の

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。 
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