
高山村簡易水道事業基本計画 【概要版】

１．計画策定の趣旨
将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に供給するとともに、安定した経営基盤を持続して

いくため、「安全」「強靱」「持続」を柱とした「高山村水道事業基本計画（水道事業ビジョ
ン・経営戦略）」を策定するものです。

２．計画の期間
本村においては計画期間を2019（令和元）年度から2028（令和10）年度までの10年間と

し、実効性のある経営戦略を策定し、一層の経営基盤の強化等を図ります。

３．施設の耐震化
浄水施設及び配水池の耐震化率は、他の水道事業者と比較すると平均を下回っています。
災害時にも十分な水の確保ができるよう、耐震化を進めることが必要です。

①浄水施設及び配水池の状況

浄水施設耐震化率

配水池耐震化率

②管路の状況

管路の耐震管率*

＊管路の耐震管率は、耐震管に水道配水用ポリエチレン管を含める

計画策定の趣旨

１．水道事業の概要
本村の簡易水道事業は、1959（昭和34）年から供用開始したのが始まりです。

水道事業事業の概要（平成30年3月31日現在）

２．給水人口・配水量の現状
全国的に人口減少が進む中、本村の給水人口は、2009（平成21）年度の4,051人から
2018（平成30）年度の3,557人へと減少しています。

水道事業の現状
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 供用開始年度
 （供用開始後年数）

 昭和34年度
（60年）

 法適（全部・一部）
 非適の区分

 非適

 計画給水人口  4,130人  現在給水人口  3,557人

 水源

 浄水場設置数  －  配水池設置数  18箇所

 配水能力  2,160㎥/日

 施設利用率  50.1％

 地下水

 管路延長
 導水管 L=8,510m
 送水管 L=17,196m
 配水管 L=24,620m


簡易水道年鑑

				項　目 コウ メ						平成20年度 ヘイセイ ネンド		平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

				1． 事業開始年月日 ヒ		⑴ 事業創設認可				S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1		S.34. 3. 1

						⑵ 供用開始				S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11		S.34. 8.11

				2．施設 シセツ		⑴ 行政区域内現在人口(人)				4,181		4,096		4,024		4,009		3,954		3,911		3,838		3,747		3,703		3,640		3,577

						⑵ 計画給水人口(人)				4,805		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130		4,130

						⑶ 現在給水人口(人)				4,130		4,051		3,984		3,966		3,930		3,887		3,813		3,722		3,684		3,620		3,557

						⑷ 導水管延長(ｍ) ⒜				8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510		8,510

						⑸ 送水管延長(ｍ) ⒝				17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196		17,196

						⑹ 配水管延長(ｍ) ⒞				23,303		23,303		23,303		23,303		24,620		24,620		24,620		24,620		24,620		24,620		24,620

						⑺ 導送配水管延長(ｍ) ⒜＋⒝＋⒞				49,009		49,009		49,009		49,009		50,326		50,326		50,326		50,326		50,326		50,326		50,326

						⑻ 浄水場設置数				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						⑼ 配水池設置数				18		18		18		18		18		18		18		18		18		18		18

				3．業務 ギョウム		⑴ 配水能力(㎥/日)				2,471		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160

						⑵ 年間総配水量(㎥)				489,025		467,526		438,691		431,530		421,342		428,587		404,994		402,939		402,043		390,642		394,962

						⑶ 一日最大配水量(㎥)				1,402		1,305		1,302		1,287		1,205		1,201		1,145		1,181		1,136		1,132		1,151

						⑷ 年間総有収水量(㎥)				477,098		456,123		427,992		421,005		411,065		418,134		395,116		393,111		392,237		381,114		385,329

				4．料金 リョウキン		⑴ 給水原価(円・銭)				122.09		104.39		108.12		126.77		130.73		126.54		128.09		133.08		139.99		185.68		186.21

						⑵ 供給単価(円・銭)				109.93		109.92		109.24		109.31		110.36		110.27		109.82		110.43		112.86		113.63		113.26

						⑶ 料金		ア基本水量(㎥)		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10

						(家庭用)		イ基本料金(円)		600		600		600		600		600		600		600		600		600		600		600

								ウ超過料金(円/㎥)		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130

								エ10 ㎥ 当たり料金(円)		600		600		600		600		600		600		600		600		600		600		600

						⑷ 現行料金実施年月日				H.19. 5. 1		H.19. 5. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1		H.21. 4. 1

				5．職員数(人)						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				内訳		⑴ 損益勘定所属職員数(人)				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

						⑵ 資本勘定所属職員数(人)				－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				6．簡易水道の数						5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

				7．収益的収支 シュウエキテキ シュウシ		⑴ 総収益B＋C A				62,306		60,315		56,933		72,073		71,574		73,619		67,766		59,151		63,630		95,325		84,184

								ア．営業収益B		54,524		53,534		48,703		46,438		45,977		47,646		44,332		44,130		45,438		44,557		44,524

								　ア料金収入		52,445		50,139		46,754		46,021		45,364		46,108		43,393		43,411		44,268		43,306		43,643

								　イ受託工事収益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								イ．営業外収益C		7,782		6,781		8,230		25,635		25,597		25,973		23,434		15,021		18,192		50,768		39,660

								　ア国庫補助金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								　イ都道府県補助金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								　ウ他会計繰入金		7,782		6,781		8,230		25,635		25,597		25,973		23,434		15,021		18,192		50,768		39,660

						⑵ 総費用E＋F D				49,408		38,381		36,632		40,701		40,563		39,211		36,362		37,488		39,482		54,710		55,036

								ア．営業費用E		21,602		19,161		17,241		20,750		19,243		30,321		29,140		30,057		32,812		48,615		49,651

								　ア職員給与費		6,010		6,051		6,184		6,532		5,559		5,674		6,164		6,350		6,495		6,709		7,681

								　イ受託工事費		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								　ウ受水費		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								　　うち資本費																						5385

								イ．営業外費用F		27,806		19,220		19,391		19,951		21,320		8,890		7,222		7,431		6,670		6,095		5,385

								　ア支払利息		9,701		9,310		8,901		8,459		7,956		7,430		6,880		6,305		5,703		5,074		4,416

								　　ⅰ 地方債利息		9,701		9,310		8,901		8,459		7,956		7,430		6,880		6,305		5,703		5,074		4,416

								　　ⅱ 一時借入金利息		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						⑶ 収支差引A－DG				12898		21,934		20,301		31,372		31,011		34,408		31,404		21,663		24,148		40,615		29,148

				8．資本的収支 シホンテキ		⑴ 資本的収入H				8,842		9,233		9,642		12,671		13,174		13,700		14,250		14,826		15,427		16,057		16,715

								ア．地方債		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								イ．他会計出資金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								ウ．他会計補助金		8842		9233		9642		12671		13174		13,700		14,250		14,826		15,427		16,057		16,715

								エ．他会計借入金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								オ．固定資産売却代金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								カ．国庫補助金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								キ．都道府県補助金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								ク．工事負担金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								ケ．その他		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						⑵ 資本的収出I				22,161		30,444		29,909		45,097		41,577		47,943		47,748		37,498		38,718		53,501		47,752

								ア．建設改良費		4,441		11,707		10,798		23,176		23,407		29,190		33,128		21,955		22,043		35,846		29,316

								　職員給与費		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								　建設利息		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								イ．地方債償還金J		8,842		9,233		9,642		12,671		13,174		13,700		14,250		14,826		15,427		16057		16715

								　うち繰上償還分		-		-		-

								ウ．他会計長期借入金返還金		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

								エ．他会計への繰出金		7733		7733		7733		7733		3747		3747		-		-		-		-		-

								オ．その他		1145		1771		1736		1517		1249		1306		370		717		1248		1598		1721

						⑶ 収支差引H－IK				-13,319		-21211		-20267		-32426		(28,403)		(34,243)		(33,498)		-22672		-23291		-37444		-31037

				9． 収支再差引G＋K L						-421		723		34		-1,054		2,608		165		-2,094		-1,009		857		3,171		-1,889

				10．積立金M						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				11．前年度からの繰越金N						2,101		1,679		2,402		2,436		1,381		3,989		4,154		2,060		1,051		1,908		5,079

				うち地方債						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				12．前年度繰上充用金O						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				13．形式収支L－M＋N－O P						1,680		2,402		2,436		1,382		3,989		4,154		2,060		1,051		1,908		5,079		3,190

				14．未収入特定財源						－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

						うち		国庫（県） 支出金		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

								地方債		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

								その他		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				15．翌年度に繰り越すべき財源Q						－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

				16．実質収支				黒字		1,680		2,402		2,436		1,382		3,989		4,154		2,060		1,051		1,908		5,079		3,190

				P－Q				赤字		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－





人口

																														人口ビジョン ジンコウ										人口ビジョン ジンコウ																														人口ビジョン ジンコウ

						平成20年度 ヘイセイ ネンド		21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド		令和元年度 レイワ		2年度 ネンド		3年度 ネンド		4年度 ネンド		5年度 ネンド		6年度 ネンド		7年度 ネンド		8年度 ネンド		9年度 ネンド		10年度 ネンド		11年度 ネンド		12年度 ネンド		13年度 ネンド		14年度 ネンド		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド		31年度 ネンド		32年度 ネンド		33年度 ネンド		34年度 ネンド		35年度 ネンド		36年度 ネンド		37年度 ネンド		38年度 ネンド		39年度 ネンド		40年度 ネンド		41年度 ネンド		42年度 ネンド

				行政区域内現在人口		4,181		4,096		4,024		4,009		3,954		3,911		3,838		3,747		3,703		3,640		3,577		3,565		3,553		3,541		3,529		3,517		3,505		3,495		3,477		3,459		3,441		3,423		3,405		3,387		3,369		3,351		3,333		3,315		3,297		3,279		3,261		3,243		3,232		3,220		3,208		3,196		3,184		3,172		3,160		3,148		3,136		3,124		3,112		3,100		3,088		3,076		3,064		3,052		3,040		3,028		3,016		3,004		3,000

				給水人口 キュウスイ ジンコウ		4,130		4,051		3,984		3,966		3,930		3,887		3,813		3,722		3,684		3,620		3,557		3,604		3,575		3,550		3,525		3,500		3,476		3,462		3,448		3,434		3,420		3,406		3,392		3,374		3,356		3,338		3,320		3,302		3,284		3,266		3,248		3,230		3,219		3,207		3,195		3,183		3,171		3,159		3,147		3,135		3,123		3,111		3,099		3,087		3,075		3,063		3,051		3,039		3,027		3,015		3,003		2,991		2,987

						平成20年度 ヘイセイ ネンド		平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

						8,054		8,057		8,013		7,917		7,727		7,796		7,681		7,601		7,579		7,430



						平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド		平成35年度 ヘイセイ ネンド		平成36年度 ヘイセイ ネンド		平成37年度 ヘイセイ ネンド		平成38年度 ヘイセイ ネンド		平成39年度 ヘイセイ ネンド		平成40年度 ヘイセイ ネンド

						7,374		7,319		7,263		7,235		7,208		7,180		7,153		7,125		7,096		7,067		7,039





21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	4096	4024	4009	3954	3911	3838	3747	3703	3640	3577	3565	3553	3541	3529	3517	3505	3495	3477	3459	3441	







職員数

						平成21年度 ヘイセイ ネンド		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

				職員数 ショクインスウ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1



職員数	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	







普及率

						21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				行政区域内人口		4,096		4,024		4,009		3,954		3,911		3,838		3,747		3,703		3,640		3,577

				給水人口		4,051		3,984		3,966		3,930		3,887		3,813		3,722		3,684		3,620		3,557

				普及率 フキュウ リツ		98.9013671875		99.0059642147		98.92741332		99.3930197269		99.386346203		99.3486190724		99.332799573		99.4869025115		99.4505494505		99.4408722393



行政区域内人口	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	4096	4024	4009	3954	3911	3838	3747	3703	3640	3577	給水人口	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	4051	3984	3966	3930	3887	3813	3722	3684	3620	3557	普及率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	98.9013671875	99.005964214711724	98.927413320029927	99.393019726858881	99.386346203017126	99.348619072433564	99.332799572991732	99.486902511477183	99.45054945054946	99.440872239306671	











有収率・施設利用率

						21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				年間総配水量		467,526		438,691		431,530		421,342		428,587		404,994		402,939		402,043		390,642		394,962

				年間総有収水量		456,123		427,992		421,005		411,065		418,134		395,116		393,111		392,237		381,114		385,329

				有収率 ユウシュウ リツ		98		98		98		98		98		98		98		98		98		98

						21年度 ネンド		22年度 ネンド		23年度 ネンド		24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				一日配水能力 イチニチ ハイスイ ノウリョク		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160		2,160

				一日平均配水量 イチニチ ヘイキン ハイスイ リョウ		1,281		1,202		1,182		1,154		1,174		1,110		1,104		1,101		1,070		1,082				489025		467526		438691		431530		421342		428587		404994		402939		402043		390642

				施設利用率 シセツ リヨウ リツ		59		56		55		53		54		51		51		51		50		50

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)		2029
(R11)		2030
(R12)		2031
(R13)		2032
(R14)		2033
(R15)		2034
(R16)		2035
(R17)		2036
(R18)		2037
(R19)		2038
(R20)		2039
(R21)		2040
(R22)		2041
(R23)		2042
(R24)		2043
(R25)		2044
(R26)		2045
(R27)		2046
(R28)		2047
(R29)		2048
(R30)		2049
(R31)		2050
(R32)		2051
(R33)		2052
(R34)		2053
(R35)		2054
(R36)		2055
(R37)		2056
(R38)		2057
(R39)		2058
(R40)		2059
(R41)		2060
(R42)

				給水人口 キュウスイ ジンコウ		4,051		3,984		3,966		3,930		3,887		3,813		3,722		3,684		3,620		3,557		3,604		3,575		3,550		3,525		3,500		3,476		3,462		3,448		3,434		3,420		3,406		3,392		3,374		3,356		3,338		3,320		3,302		3,284		3,266		3,248		3,230		3,219		3,207		3,195		3,183		3,171		3,159		3,147		3,135		3,123		3,111		3,099		3,087		3,075		3,063		3,051		3,039		3,027		3,015		3,003		2,991		2,987

				一日平均配水量 イチニチ ヘイキン ハイスイ リョウ		1,281		1,202		1,182		1,154		1,174		1,110		1,104		1,101		1,070		1,082		1,019		999		980		962		943		925		914		899		884		869		854		843		839		835		831		827		823		819		815		811		807		804		801		798		795		792		789		786		783		780		777		774		771		768		765		762		759		756		753		750		747		746

				一日最大配水量 イチニチ サイダイ ハイスイ リョウ		1,305		1,302		1,287		1,205		1,201		1,145		1,181		1,136		1,132		1,151		1,091		1,070		1,049		1,030		1,010		990		979		963		946		930		914		903		898		893		888		883		878		873		868		863		858		855		852		849		846		843		840		837		834		831		828		825		822		819		816		813		810		807		804		801		798		797

						2019
(R1)		2023
(R5)		2028
(R10)		2033
(R15)		2038
(R20)		2043
(R25)		2048
(R30)		2053
(R35)		2058
(R40)

				給水人口 キュウスイ ジンコウ		3,604		3,500		3,420		3,338		3,248		3,183		3,123		3,063		3,003

				一日平均配水量 イチニチ ヘイキン ハイスイ リョウ		1,019		943		869		831		811		795		780		765		750

				一日最大配水量 イチニチ サイダイ ハイスイ リョウ		1,091		1,010		930		888		863		846		831		816		801



年間総配水量	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	467526	438691	431530	421342	428587	404994	402939	402043	390642	394962	年間総有収水量	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	456123	427992	421005	411065	418134	395116	393111	392237	381114	385329	有収率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	97.560991260379097	97.561153522638946	97.561003869951108	97.560888779186499	97.561055281658099	97.560951520269441	97.560921131982752	97.56095741002828	97.560938147971797	97.561031187810471	









一日配水能力	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	一日平均配水量	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	1281	1202	1182	1154	1174	1110	1104	1101	1070	1082	施設利用率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	59.305555555555557	55.648148148148145	54.722222222222229	53.425925925925924	54.351851851851848	51.388888888888886	51.111111111111107	50.972222222222221	49.537037037037038	50.092592592592588	









給水人口	

2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29)	2018	
(H30)	4051	3984	3966	3930	3887	3813	3722	3684	3620	3557	一日平均配水量	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29)	2018	
(H30)	1281	1202	1182	1154	1174	1110	1104	1101	1070	1082	一日最	大配水量	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29)	2018	
(H30)	1305	1302	1287	1205	1201	1145	1181	1136	1132	1151	









給水人口	2019	
(R1)	2023	
(R5)	2028	
(R10)	2033	
(R15)	2038	
(R20)	2043	
(R25)	2048	
(R30)	2053	
(R35)	2058	
(R40)	3603.5970000000002	3500	3420	3338	3248	3183	3123	3063	3003	一日平均配水量	2019	
(R1)	2023	
(R5)	2028	
(R10)	2033	
(R15)	2038	
(R20)	2043	
(R25)	2048	
(R30)	2053	
(R35)	2058	
(R40)	1019	943	869	831	811	795	780	765	750	一日最大配水量	2019	
(R1)	2023	
(R5)	2028	
(R10)	2033	
(R15)	2038	
(R20)	2043	
(R25)	2048	
(R30)	2053	
(R35)	2058	
(R40)	1091	1010	930	888	863	846	831	816	801	

給水人口

(人)





配水量

(㎥/日)











料金回収率

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）

				供給単価 キョウキュウ タンカ		109.92		109.24		109.31		110.36		110.27		109.82		110.43		112.86		113.63		113.26

				給水原価 キュウスイ ゲンカ		104.39		108.12		126.77		130.73		126.54		128.09		133.08		139.99		185.68		186.21

				料金回収率 リョウキン カイシュウ リツ		105.3		101.0		86.2		84.4		87.1		85.7		83.0		80.6		61.2		60.8

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)

				料金収入 リョウキン シュウニュウ		50,139		46,754		46,021		45,364		46,108		43,393		43,411		44,268		43,306		43,643

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29)		2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)		2029
(R11)		2030
(R12)		2031
(R13)		2032
(R14)		2033
(R15)		2034
(R16)		2035
(R17)		2036
(R18)		2037
(R19)		2038
(R20)		2039
(R21)		2040
(R22)		2041
(R23)		2042
(R24)		2043
(R25)		2044
(R26)		2045
(R27)		2046
(R28)		2047
(R29)		2048
(R30)		2049
(R31)		2050
(R32)		2051
(R33)		2052
(R34)		2053
(R35)		2054
(R36)		2055
(R37)		2056
(R38)		2057
(R39)		2058
(R40)		2059
(R41)		2060
(R42)

				給水人口 キュウスイ ジンコウ		4,051		3,984		3,966		3,930		3,887		3,813		3,722		3,684		3,620		3,557		3,604		3,575		3,550		3,525		3,500		3,476		3,462		3,448		3,434		3,420		3,406		3,392		3,374		3,356		3,338		3,320		3,302		3,284		3,266		3,248		3,230		3,219		3,207		3,195		3,183		3,171		3,159		3,147		3,135		3,123		3,111		3,099		3,087		3,075		3,063		3,051		3,039		3,027		3,015		3,003		2,991		2,987

				有収水量（㎥/日） ユウ シュウ スイリョウ ニチ		1,281		1,202		1,182		1,154		1,174		1,110		1,104		1,101		1,070		1,082		1,019		999		980		962		943		925		914		899		884		869		854		843		839		835		831		827		823		819		815		811		807		804		801		798		795		792		789		786		783		780		777		774		771		768		765		762		759		756		753		750		747		746

				年間日数（日） ネンカン ニッスウ ニチ																				365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365		365		365		366		365

				年間総有収水量 ネンカン ソウ ユウシュウスイリョウ		456,123		427,992		421,005		411,065		418,134		395,116		393,111		392,237		381,114		385,329		372,954		364,635		357,700		351,130		345,138		337,625		333,610		328,135		323,544		317,185		311,710		307,695		307,074		304,775		303,315		301,855		301,218		298,935		297,475		296,015		295,362		293,460		292,365		291,270		290,970		289,080		287,985		286,890		286,578		284,700		283,605		282,510		282,186		280,320		279,225		278,130		277,794		275,940		274,845		273,750		273,402		272,290

				供給単価（円/㎥） キョウキュウ タンカ エン																				113.63

				料金収入（千円） リョウキン シュウニュウ セン エン		50,139		46,754		46,021		45,364		46,108		43,393		43,411		44,268		43,306		43,643		42,379		41,433		40,645		39,899		39,218		38,364		37,908		37,286		36,764		36,042		35,420		34,963		34,893		34,632		34,466		34,300		34,227		33,968		33,802		33,636		33,562		33,346		33,221		33,097		33,063		32,848		32,724		32,599		32,564		32,350		32,226		32,102		32,065		31,853		31,728		31,604		31,566		31,355		31,231		31,106		31,067		30,940

						2019
(R1)		2023
(R5)		2028
(R10)		2033
(R15)		2038
(R20)		2043
(R25)		2048
(R30)		2053
(R35)		2058
(R40)

				料金収入 リョウキン シュウニュウ		42,379		39,218		36,042		34,466		33,636		33,063		32,350		31,728		31,106

						2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)

				給水収益 キュウスイ シュウエキ		43,643		42,379		41,433		40,645		39,899		39,218		38,364		37,908		37,286		36,764		36,042

				年間総有収水量 ネンカン ソウ ユウシュウスイリョウ		385		373		365		358		351		345		338		334		328		324		317



供給単価	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	109.92	109.24	109.31	110.36	110.27	109.82	110.43	112.86	113.63	113.26	給水原価	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	104.39	108.12	126.77	130.72999999999999	126.54	128.09	133.08000000000001	139.99	185.68	186.21	料金回収率	

2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	105.29744228374365	101.03588605253422	86.227025321448295	84.418266656467537	87.142405563458198	85.736591459130295	82.980162308385928	80.620044288877764	61.19668246445498	60.823801084796735	











料金収入	

2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29)	2018	
(H30)	50139	46754	46021	45364	46108	43393	43411	44268	43306	43643	

(千円)









料金収入	

2019	
(R1)	2023	
(R5)	2028	
(R10)	2033	
(R15)	2038	
(R20)	2043	
(R25)	2048	
(R30)	2053	
(R35)	2058	
(R40)	42379	39218	36042	34466	33636	33063	32350	31728	31106	

(千円)







給水収益	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	43643	42379	41433	40645	39899	39218	38364	37908	37286	36764	36042	年間総有収水量	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	385.32900000000001	372.95400000000001	364.63499999999999	357.7	351.13	345.13799999999998	337.625	333.61	328.13499999999999	323.54399999999998	317.185	

（千円）





（千㎥）











Sheet1

				収益的収支 シュウエキテキシュウシ

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）

				収入 シュウニュウ		60,315		56,933		72,073		71,574		73,619		67,766		59,151		63,630		95,325		84,184

				支出 シシュツ		38,381		36,632		40,701		40,563		39,211		36,362		37,488		39,482		54,710		55,036

				損益 ソンエキ		21,934		20,301		31,372		31,011		34,408		31,404		21,663		24,148		40,615		29,148





























				資本的収支 シホンテキシュウシ

						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）

				収入 シュウニュウ		9,233		9,642		12,671		13,174		13,700		14,250		14,826		15,427		16,057		16,715

				支出 シシュツ		30,444		29,909		45,097		41,577		47,943		47,748		37,498		38,718		53,501		47,752

				収支不足額 シュウシ フソク ガク		21,211		20,267		32,426		28,403		34,243		33,498		22,672		23,291		37,444		31,037





























				収益的収支 シュウエキテキシュウシ

						2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)

				収入 シュウニュウ		84,184		47,944		47,550		47,100		46,763		46,544		46,492		46,535		46,504		46,778		46,793

				支出 シシュツ		55,036		47,844		47,450		47,000		46,663		46,444		46,392		46,435		46,404		46,678		46,693

				損益 ソンエキ		29,148		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100





























				資本的収支 シホンテキシュウシ

						2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)

				収入 シュウニュウ		16,715		84,645		73,841		52,936		55,768		58,696		74,310		59,320		46,939		82,077		47,322

				支出 シシュツ		47,752		84,645		73,841		52,936		55,768		58,696		74,310		59,320		46,939		82,077		47,322

				収支不足額 シュウシ フソク ガク		31,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





























				歳入 サイニュウ		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）

				収益的 シュウエキテキ		60,315		56,933		72,073		71,574		73,619		67,766		59,151		63,630		95,325		84,184

				資本的 シホンテキ		9,233		9,642		12,671		13,174		13,700		14,250		14,826		15,427		16,057		16,715

				計 ケイ		69,548		66,575		84,744		84,748		87,319		82,016		73,977		79,057		111,382		100,899



				歳出 サイシュツ

				収益的 シュウエキテキ		38,381		36,632		40,701		40,563		39,211		36,362		37,488		39,482		54,710		55,036

				資本的 シホンテキ		30,444		29,909		45,097		41,577		47,943		47,748		37,498		38,718		53,501		47,752

				計 ケイ		68,825		66,541		85,798		82,140		87,154		84,110		74,986		78,200		108,211		102,788





						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）

						歳入 サイニュウ

				料金収入 リョウキン シュウニュウ		50,139		46,754		46,021		45,364		46,108		43,393		43,411		44,268		43,306		43,643

				他会計繰入金 タ カイケイ クリイレ キン		6,781		8,230		25,635		25,597		25,973		23,434		15,021		18,192		50,768		39,660

				他会計補助金 タ カイケイ ホジョキン		9,233		9,642		12,671		13,174		13,700		14,250		14,826		15,427		16,057		16,715





				職員給与費 ショクイン キュウヨ ヒ		6051		6184		6532		5559		5674		6164		6350		6495		6709		7681

				支払利息 シハライ リソク		9310		8901		8459		7956		7430		6880		6305		5703		5074		4416

				建設改良費 ケンセツカイリョウヒ		11707		10798		23176		23407		29190		33128		21955		22043		35846		29316

				企業債償還金 キギョウ サイ ショウカン キン		9233		9642		12671		13174		13700		14250		14826		15427		16057		16715



						2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）		2018
(H30）



収入	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	60315	56933	72073	71574	73619	67766	59151	63630	95325	84184	支出	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	38381	36632	40701	40563	39211	36362	37488	39482	54710	55036	損益	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	21934	20301	31372	31011	34408	31404	21663	24148	40615	29148	

（千円）









収入	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	9233	9642	12671	13174	13700	14250	14826	15427	16057	16715	支出	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	30444	29909	45097	41577	47943	47748	37498	38718	53501	47752	収支不足額	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	2018	
(H30）	21211	20267	32426	28403	34243	33498	22672	23291	37444	31037	

（千円）









収入	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	84184	47943.972497676485	47549.757227138638	47100.343559488691	46762.842453293997	46543.794184143524	46491.702679449358	46535.032059207209	46504.168058946423	46778.257924642327	46792.813961657936	支出	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	55036	47843.972497676485	47449.757227138638	47000.343559488691	46662.842453293997	46443.794184143524	46391.702679449358	46435.032059207209	46404.168058946423	46678.257924642319	46692.813961657936	損益	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	29148	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00000000000728	100	

（千円）









収入	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	16715	84645	73841	52936	55768	58696	74309.744423427954	59320.057843188086	46938.987501341631	82076.737861724818	47322.327967788209	支出	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	47752	84645	73841	52936	55768	58696	74309.744423427954	59320.057843188086	46938.987501341631	82076.737861724818	47322.327967788209	収支不足額	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	31037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（千円）











企業債

						2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)

				企業債残高 キギョウサイザンダカ		127,080		161,434		189,163		202,937		220,757		243,506		279,796		306,856		322,532		368,030		385,073

						2018
(H30)		2019
(R1)		2020
(R2)		2021
(R3)		2022
(R4)		2023
(R5)		2024
(R6)		2025
(R7)		2026
(R8)		2027
(R9)		2028
(R10)

				建設改良費 ケンセツ カイリョウ ヒ		29,316		68,000		58,040		38,120		42,050		46,540		63,200		49,360		35,780		72,900		36,780

				企業債 キギョウ サイ		0		51,000		43,530		28,590		31,538		34,905		47,400		37,020		26,835		54,675		27,585



企業債残高	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	127080	161434	189163	202937	220756.5	243505.5	279795.75557657203	306855.69773338397	322531.71023204236	368029.9723703175	385072.64440252929	

（千円）







建設改良費	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	29316	68000	58040.000000000007	38120	42050	46540	63200	49360	35780	72899.999999999985	36780	企業債	2018	
(H30)	2019	
(R1)	2020	
(R2)	2021	
(R3)	2022	
(R4)	2023	
(R5)	2024	
(R6)	2025	
(R7)	2026	
(R8)	2027	
(R9)	2028	
(R10)	0	51000	43530.000000000007	28590	31537.5	34905	47400	37020	26835	54674.999999999985	27585	

（千円）











Sheet2



				高山村 タカヤマムラ		中之条町 ナカノジョウマチ		長野原町 ナガノハラマチ		嬬恋村 ツマゴイムラ		草津町 クサツマチ		東吾妻町 ヒガシアガツママチ		片品村 カタシナムラ		川場村 カワバムラ		昭和村 ショウワ ムラ

		水道料金比較 スイドウ リョウキン ヒカク		1,200		3,018		1,280		1,252		1,166		1,728		2,160		1,296		586

		平成30年度 ヘイセイ ネンド		高山村 タカヤマムラ		沼田市 ヌマタシ		藤岡市 フジオカシ		みどり市 シ		上野村 ウエノ ムラ		神流町 カンナマチ		南牧村 ナンモクムラ		中之条町 ナカノジョウマチ		長野原町 ナガノハラマチ		嬬恋村 ツマゴイムラ		草津町 クサツマチ		東吾妻町 ヒガシアガツママチ		片品村 カタシナムラ		川場村 カワバムラ		昭和村 ショウワ ムラ

		水道料金比較 スイドウ リョウキン ヒカク		1,200		1,447		2,160		1,439		1,220		1,620		2,160		3,018		1,280		1,252		1,166		1,728		2,160		1,296		586

				2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）

		職員数の推移 ショクインスウ スイイ		7		6		6		7		6		6		6		7		7		7

				2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）

		平均年齢 ヘイキン ネンレイ		40		44		48		50		40		40		39		43		46		46

		平均勤続年数 ヘイキン キンゾクネンスウ		22		26		30		32		22		22		21		25		28		28

				2008
(H20)		2009
(H21)		2010
(H22)		2011
(H23)		2012
(H24)		2013
(H25)		2014
(H26)		2015
(H27)		2016
(H28)		2017
(H29）

		職員数 ショクインスウ		7		6		6		7		6		6		6		7		7		7

		平均年齢 ヘイキン ネンレイ		40		44		48		50		40		40		39		43		46		46

		平均勤続年数 ヘイキン キンゾクネンスウ		22		26		30		32		22		22		21		25		28		28



図　-　-　　1ヶ月20㎥当たり家庭料金



水道料金比較	

高山村	中之条町	長野原町	嬬恋村	草津町	東吾妻町	片品村	川場村	昭和村	1200	3018	1280	1252	1166	1728	2160	1296	586	





職員数の推移（実績）



職員数の推移	

2008	
(H20)	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	7	6	6	7	6	6	6	7	7	7	





職員の平均年齢・勤続年数推移（実績）



平均年齢	2008	
(H20)	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	40	44	48	50	40	40	39	43	46	46	平均勤続年数	22	26	30	32	22	22	21	25	28	28	







職員数・平均年齢・平均勤続年数の推移



職員数	2008	
(H20)	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	7	6	6	7	6	6	6	7	7	7	平均年齢	2008	
(H20)	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	40	44	48	50	40	40	39	43	46	46	平均勤続年数	2008	
(H20)	2009	
(H21)	2010	
(H22)	2011	
(H23)	2012	
(H24)	2013	
(H25)	2014	
(H26)	2015	
(H27)	2016	
(H28)	2017	
(H29）	22	26	30	32	22	22	21	25	28	28	









図　-　-　　1ヶ月20㎥当たり家庭料金



水道料金比較	

高山村	沼田市	藤岡市	みどり市	上野村	神流町	南牧村	中之条町	長野原町	嬬恋村	草津町	東吾妻町	片品村	川場村	昭和村	1200	1447	2160	1439	1220	1620	2160	3018	1280	1252	1166	1728	2160	1296	586	







財政

				平成29年度総収益の構成 ヘイセイ ネンド ソウ コウセイ

				料金収入		44,557

				他会計繰入金		50,768

				その他 タ		1251

				平成29年度総費用の構成 ヘイセイ ネンド ソウ ヒヨウ コウセイ

				職員給与費		6,709

				光熱水費		6,239

				委託料 イタクリョウ		19,287

				修繕料 シュウゼン リョウ		5,855

				支払利息		5,074

				その他 タ		11,546







				平成29年度資本的収入の構成 ヘイセイ ネンド シホンテキ シュウニュウ コウセイ

				他会計補助金		16,057





				平成29年度資本的支出の構成 ヘイセイ ネンド シホンテキ シシュツ コウセイ

				建設改良費 ケンセツ カイリョウ ヒ		35,846

				地方債償還金 チホウサイ ショウカン キン		16,057

				その他 タ		1598



平成29年度 総収益の構成









料金収入	他会計繰入金	その他	44557	50768	1251	



平成29年度 総費用の構成











職員給与費	光熱水費	委託料	修繕料	支払利息	その他	6709	6239	19287	5855	5074	11546	



平成29年度 資本的収入の構成





他会計補助金	16057	



平成29年度 資本的支出の構成





建設改良費	地方債償還金	その他	35846	16057	1598	





管路内訳

				H26

						南部 ナンブ		中央 チュウオウ		北部 ホクブ		東部 トウブ		計 ケイ

				管路延長 カンロ エンチョウ		14,873		26,709		15,652		54,609		111,843

				ダクタイル鋳鉄管 チュウテツカン		915		2,004		1,555		1,940		6,414

				鋼管 コウカン		168		620		735		0		1,523

				硬質塩化ビニル管 コウシツエンカ カン		11,836		23,752		13,362		52,669		101,619

				ポリエチレン管 カン		1,954		333						2,287

														0

				耐震管 タイシン カン		915		2,004		1,555		1,940		6,414		5.73%

				耐震管(配水ポリ含む） タイシン カン ハイスイ フク		2,869		2,337		1,555		1,940		8,701		7.78%

														0

				導水 ドウスイ				1,078		934		163		2,175

				送水 ソウスイ				556		2,764		346		3,666

				配水 ハイスイ		14,873		25,105		11,954		54,100		106,032





				H27

						南部 ナンブ		中央 チュウオウ		北部 ホクブ		東部 トウブ		計 ケイ

				管路延長 カンロ エンチョウ		14,873		26,709		15,652		54,609		111,843

				ダクタイル鋳鉄管 チュウテツカン		915		2,004		1,555		1,940		6,414

				鋼管 コウカン		168		620		735		0		1,523

				硬質塩化ビニル管 コウシツエンカ カン		11,836		23,752		13,362		52,669		101,619

				ポリエチレン管 カン		1,954		333						2,287

														0

				耐震管 タイシン カン		915		2,004		1,555		1,940		6,414		5.73%

				耐震管(配水ポリ含む） タイシン カン ハイスイ フク		2,869		2,337		1,555		1,940		8,701		7.78%

														0

				導水 ドウスイ				1,078		934		163		2,175

				送水 ソウスイ				556		2,764		346		3,666

				配水 ハイスイ		14,873		25,105		11,954		54,100		106,032

				H28

						南部 ナンブ		中央 チュウオウ		北部 ホクブ		東部 トウブ		計 ケイ								管　　種 カン シュ		延長（m） エンチョウ		割合 ワリアイ

				管路延長 カンロ エンチョウ		14,873		26,769		15,652		54,609		111,903								ダクタイル鋳鉄管 チュウテツカン		6,414		5.7%

				ダクタイル鋳鉄管 チュウテツカン		915		2,004		1,555		1,940		6,414								鋼管 コウカン		1,523		1.4%

				鋼管 コウカン		168		620		735		0		1,523								硬質塩化ビニル管 コウシツエンカ カン		101,679		90.9%

				硬質塩化ビニル管 コウシツエンカ カン		11,836		23,812		13,362		52,669		101,679								ポリエチレン管 カン		2,287		2.0%

				ポリエチレン管 カン		1,954		333						2,287								計 ケイ		111,903		100.0%

														0

				耐震管 タイシン カン		915		2,004		1,555		1,940		6,414		5.73%						耐震管 タイシン カン		6,414		5.7%

				耐震管(配水ポリ含む） タイシン カン ハイスイ フク		2,869		2,337		1,555		1,940		8,701		7.78%						耐震適合管
(水道配水用ポリエチレン管を含める） タイシン テキゴウ カン		8,701		7.8%

														0

				導水 ドウスイ				1,078		934		163		2,175

				送水 ソウスイ				556		2,764		346		3,666

				配水 ハイスイ		14,873		25,105		11,954		54,100		106,032





耐震化率

				浄水施設耐震化率 ジョウスイ シセツ タイシンカ リツ

				2016（Ｈ28）		2017（Ｈ29）		2018（Ｈ30）

		高山村 タカヤマムラ		0.0		0.0		0.0

		群馬県平均 グンマケン ヘイキン		12.1		13.7		18.0

		全国平均 ゼンコク ヘイキン		27.9		29.1		30.6

								図　-　-　　浄水施設耐震化率

				配水池耐震化率 ハイスイチ タイシンカ リツ

				2016（Ｈ28）		2017（Ｈ29）		2018（Ｈ30）

		高山村 タカヤマムラ		11.8		11.8		11.8

		群馬県平均 グンマケン ヘイキン		36.4		36.3		42.3

		全国平均 ゼンコク ヘイキン		53.3		55.2		56.9

								図　-　-　　配水池耐震化率

				基幹管路耐震適合率 キカン カンロ タイシン テキゴウ リツ

				2015（Ｈ27）		2016（Ｈ28）		2017（Ｈ29）

		高山村 タカヤマムラ		0.0		0.0		0.0

		全国平均 ゼンコク ヘイキン		33.6		35.0		35.8

								図　-　-　　基幹管路耐震適合率

				全管路　耐震管率 ゼン カンロ タイシン カン リツ

				2015（Ｈ27）		2016（Ｈ28）		2017（Ｈ29）

		高山村 タカヤマムラ		0.0		0.0		0.0

		群馬県平均 グンマケン ヘイキン		3.6		4.3		4.8

		全国平均 ゼンコク ヘイキン		7.8		8.2		8.4

								図　-　-　　全管路　耐震管率



				全管路　耐震管率（配水用ポリエチレン管含む） ゼン カンロ タイシン カン リツ ハイスイヨウ カン フク

				2015（Ｈ27）		2016（Ｈ28）		2017（Ｈ29）

		高山村 タカヤマムラ		0.0		0.0		0.0

		群馬県平均 グンマケン ヘイキン		5.2		6.1		6.5

		全国平均 ゼンコク ヘイキン		11.2		12.0		12.7

								図　-　-　　全管路　耐震管率（配水用ポリエチレン管含む） カン リツ ハイスイ ヨウ カン フク



高山村	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	0	0	0	群馬県平均	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	12.1	13.7	18	全国平均	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	27.9	29.1	30.6	







高山村	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	11.8	11.8	11.8	群馬県平均	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	36.4	36.299999999999997	42.3	全国平均	

2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	2018（Ｈ30）	53.3	55.2	56.9	







高山村	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	0	0	0	全国平均	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	33.6	35	35.799999999999997	







高山村	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	0	0	0	群馬県平均	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	3.63	4.28	4.8	全国平均	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	7.8	8.1999999999999993	8.4	







高山村	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	0	0	0	群馬県平均	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	5.24	6.1	6.5	全国平均	

2015（Ｈ27）	2016（Ｈ28）	2017（Ｈ29）	11.2	12	12.7	









計画取水量

				深井戸 フカイド		2,143

				湧水 ユウスイ		1,271

				水源別取水計画表

				水源名		種　別		取 水 量 (㎥/日)

								既認可		今回申請

				原第1水源 ハラ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		130		288.00

				原第2水源 ハラ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		130		187.20

				本宿第1水源 ホン ヤド ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		40		69.00

				本宿第2水源 ホン ヤド ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		201		212.4

				本宿第3水源 ホン ヤド ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		予　備 ヨ ビ		0

				役原第1水源 ヤク ハラ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		79		125.5

				役原第2-1水源 ヤク ハラ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		22		68.70

				役原第2-2水源 ヤク ハラ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		0		0.00

				新田第1水源 ニッタ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		30		97.6

				新田第2水源 ニッタ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		30		94.4

				新田第3水源 ニッタ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		72.5		129.5

				五領第1水源 ゴ リョウ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		56.8		131.5

				五領第2水源 ゴ リョウ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		75		108.00

				判形第1水源 ハン ケイ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		183		183.20

				判形第2水源 ハン ケイ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		121.7		273.6

				関田第1-1水源 カンダ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		予　備 ヨ ビ		175

				関田第1-2水源 カンダ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		予　備 ヨ ビ		0

				関田第2水源 カンダ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		予　備 ヨ ビ		47.00

				関田第3水源 カンダ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		513		396.6

				火の口第1水源 ヒ クチ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		44.2		57

				火の口第2水源 ヒ クチ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		18.8		44.3

				梅茶第1水源 ウメ チャ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		34		72.5

				梅茶第2水源 ウメ チャ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		48		144.00

				梅茶第3水源 ウメ チャ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		152		233.6

				梅茶第4水源 ウメ チャ ダイ スイゲン		湧水 ユウスイ		予　備 ヨ ビ		75

				梅茶第5水源 ウメ チャ ダイ スイゲン		深井戸 フカ イド		236		169.9

				権現水源 ゴンゲン スイゲン		湧水 ユウスイ		12.4		30

				計				2,229.40		3,413.50





				深井戸 フカイド		11		1,679		2,142.8

				湧水 ユウスイ		16		550		1,270.7



						27		2,229		3,413.5



図 - 計画1日最大取水割合







深井戸	湧水	2142.8000000000002	1270.6999999999998	



構造物、管路合算

				法定耐用年数 ホウテイ タイヨウ ネンスウ

																								単位：千円 タンイ センエン

				区　　　分		2019年
～
2023年		2024年
～
2028年		2029年
～
2033年		2034年
～
2038年		2039年
～
2043年		2044年
～
2048年		2049年
～
2053年		2054年
～
2058年		2059年
～
2063年		2064年
～
2068年

				建築		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				土木		0		0		56,000		0		0		34,000		0		0		387,000		0

				電気		534,400		0		0		14,000		534,400		0		0		14,000		534,400		0

				機械		317,110		9,000		45,300		317,110		9,000		45,300		317,110		9,000		45,300		317,110

				計装		165,200		7,500		165,200		7,500		165,200		7,500		165,200		7,500		165,200		7,500







				計		1,016,710		16,500		266,500		338,610		708,600		86,800		482,310		30,500		1,131,900		324,610

				区　　　分		2019年～2023年		2024年～2028年		2029年～2033年		2034年～2038年		2039年～2043年		2044年～2048年		2049年～2053年		2054年～2058年		2059年～2063年		2064年～2068年

				取・導水管

				送水管

				配水本管

				配水支管

				その他





				計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				区　　　分		2019年
～
2023年		2024年
～
2028年		2029年
～
2033年		2034年
～
2038年		2039年
～
2043年		2044年
～
2048年		2049年
～
2053年		2054年
～
2058年		2059年
～
2063年		2064年
～
2068年

				構造物及び設備資産 コウゾウブツ オヨ セツビ シサン		1,016,710		16,500		266,500		338,610		708,600		86,800		482,310		30,500		1,131,900		324,610

				管路資産 カンロ シサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計 ケイ		1,016,710		16,500		266,500		338,610		708,600		86,800		482,310		30,500		1,131,900		324,610

						2019		2024		2029		2034		2039		2044		2049		2054		2059		2064

				区　　　分		2019(R元)
～
2023(R5) ゲン		2024(R6)
～
2028(R10)		2029(R11)
～
2033(R15)		2034(R16)
～
2038(R20)		2039(R21)
～
2043(R25)		2044(R26)
～
2048(R30)		2049(R31)
～
2053(R35)		2054(R36)
～
2058(R40)		2059(R41)
～
2063(R45)		2064(R46)
～
2068(R50)

				構造物及び設備資産 コウゾウブツ オヨ セツビ シサン		10		0		3		3		7		1		5		0		11		3

				管路資産 カンロ シサン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				計 ケイ		10		0		3		3		7		1		5		0		11		3



構造物及び設備資産	2019年	
～	
2023年	2024年	
～	
2028年	2029年	
～	
2033年	2034年	
～	
2038年	2039年	
～	
2043年	2044年	
～	
2048年	2049年	
～	
2053年	2054年	
～	
2058年	2059年	
～	
2063年	2064年	
～	
2068年	1016710	16500	266500	338610	708600	86800	482310	30500	1131900	324610	管路資産	2019年	
～	
2023年	2024年	
～	
2028年	2029年	
～	
2033年	2034年	
～	
2038年	2039年	
～	
2043年	2044年	
～	
2048年	2049年	
～	
2053年	2054年	
～	
2058年	2059年	
～	
2063年	2064年	
～	
2068年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



更新需要　百万円







構造物及び設備資産	2019(R元)	
～	
2023(R5)	2024(R6)	
～	
2028(R10)	2029(R11)	
～	
2033(R15)	2034(R16)	
～	
2038(R20)	2039(R21)	
～	
2043(R25)	2044(R26)	
～	
2048(R30)	2049(R31)	
～	
2053(R35)	2054(R36)	
～	
2058(R40)	2059(R41)	
	～	
2063(R45)	2064(R46)	
～	
2068(R50)	10.1671	0.16500000000000001	2.665	3.3860999999999999	7.0860000000000003	0.86799999999999999	4.8231000000000002	0.30499999999999999	11.319000000000001	3.2461000000000002	管路資産	2019(R元)	
～	
2023(R5)	2024(R6)	
～	
2028(R10)	2029(R11)	
～	
2033(R15)	2034(R16)	
～	
2038(R20)	2039(R21)	
～	
2043(R25)	2044(R26)	
～	
2048(R30)	2049(R31)	
～	
2053(R35)	2054(R36)	
～	
2058(R40)	2059(R41)	
～	
2063(R45)	2064(R46)	
～	
2068(R50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	









進捗管理

				指標
分類 シヒョウ ブンルイ		重要指標
計算式 ジュウヨウ シヒョウ ケイサンシキ		指標の意味 シヒョウ イミ		2018　（H30）
年度 ネンド		2023
（R5）
年度 ネンド		2028
（R10）
年度 ネンド

				経営の健全性・効率性 ケイエイ ケンゼンセイ コウリツセイ		収益的収支比率（％）

総収益÷（総費用＋地方債償還金）×100 シュウエキテキシュウシ ヒリツ ソウ シュウエキ ソウヒヨウ チホウサイ ショウカン キン		法非適用企業に用いる収益的収支比率は、当該年度において、給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標です。		117.3

						企業債残高対給水収益比率（％）

企業債現在高合計÷給水収益×100 キギョウ サイ ザンダカ タイ キュウスイ シュウエキ ヒリツ キギョウ サイ ゲンザイ ダカ ゴウケイ キュウスイ シュウエキ		「債務残高」：料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表します。 サイムザンダカ リョウキンシュウニュウ タイ キギョウサイザンダカ ワリアイ キギョウサイザンダカ キボ アラワ		291.2

						料金回収率（％）

供給単価÷給水原価×100 リョウキン カイシュウ リツ		「料金水準の適切性」：水道料金で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表しており、100％以上が望ましいとされています。 リョウキン スイジュン テキセツセイ スイドウ リョウキン カイシュウ ケイヒ テイド マカナ アラワ イジョウ ノゾ		60.8

						給水原価（円）

（総費用－受託工事費＋地方債償還金÷年間総有収水量 キュウスイ ゲンカ エン ソウ チホウサイ ショウカン キン		「費用の効率性」：有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表しています。 ヒヨウ コウリツセイ ユウシュウスイリョウ ヒヨウ アラワ		186.2

						施設利用率（％）

一日平均配水量÷一日配水能力×100 シセツ リヨウ リツ		「施設の活用度」：施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対して、実際に使われている割合を表しています。 シセツ カツヨウ ド シセツ セツビ イチニチ タイオウ カノウ ショリ ノウリョク タイ ジッサイ ツカ ワリアイ アラワ		50.1

						有収率（％）

年間総有収水量÷年間総配水量×100 ユウシュウ リツ		「施設の効率性」：施設・設備が対応する水量のうち、料金収入の対象となった割合を表しています。 シセツ コウリツセイ シセツ セツビ タイオウ スイリョウ リョウキン シュウニュウ タイショウ ワリアイ アラワ		97.6

				の状況
老朽化 ジョウキョウ ロウキュウカ		管路更新率（％）

当該年度に更新した管路延長÷管路総延長×100 カンロ コウシン リツ		「管路の更新投資・老朽化対策の実施状況」：当該年度に更新した管路延長の割合を表しており、管路の更新ペースや状況を把握できます。 カンロ コウシン トウシ ロウキュウカ タイサク ジッシ ジョウキョウ トウガイ ネンド コウシン カンロ エンチョウ ワリアイ アラワ カンロ コウシン ジョウキョウ ハアク		0.0

				耐震化の状況 タイシンカ ジョウキョウ		管路の耐震管率（水道配水用ポリエチレン管を含む）（％）
※（2017（平成29）年値を掲載）
管路のうち耐震管延長÷管路総延長×100 カンロ タイシン カン リツ ヘイセイ ネン チ ケイサイ カンロ タイシン カン エンチョウ		「管路の耐震化の状況」：管路のうち耐震性のある材質と継手により構成された管路の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強く安定性を示す指標です。 カンロ タイシンカ カンロ タイシン セイ アイショウ ザイシツ ツギテ コウセイ カンロ ワリアイ シメ スウチ オオ ジシン ツヨ アンテイセイ シメ シヒョウ		0.0

						管路の耐震適合率（水道配水用ポリエチレン管を含む）（％）

管路のうち耐震適合管延長÷管路総延長×100 タイシン テキゴウ リツ カンロ タイシン テキゴウ カン エンチョウ		「管路の耐震化の状況」：管路のうち耐震適合性のある材質と継手により構成された管路の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強く安定性を示す指標です。 カンロ タイシンカ カンロ タイシン テキゴウ セイ アイショウ ザイシツ ツギテ コウセイ カンロ ワリアイ シメ スウチ オオ ジシン ツヨ アンテイセイ シメ シヒョウ		0.3

						浄水施設の耐震化率（％）
※（2018（平成30）年値を掲載）
耐震対策の施された浄水施設能力÷全浄水施設能力×100 ジョウスイ シセツ タイシンカ リツ タイシン タイサク ホドコ ジョウスイ シセツ ノウリョク ゼン ジョウスイ シセツ ノウリョク		「浄水施設の耐震化の状況」：全浄水施設能力に対する耐震化された浄水施設能力の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強く安定性を示す指標です。 ジョウスイ シセツ タイシンカ ジョウキョウ ゼン ジョウスイ シセツ ノウリョク タイ タイシンカ ジョウスイ シセツ ノウリョク ワリアイ シメ スウチ オオ ジシン ツヨ アンテイセイ シメ シヒョウ		0.0

						配水池の耐震化率（％）
※（2018（平成30）年値を掲載）
耐震対策の施された配水池有効容量÷配水池等有効容量×100 ハイスイチ タイシンカ リツ タイシン タイサク ホドコ ハイスイチ ユウコウ ヨウリョウ ハイスイチ トウ ユウコウ ヨウリョウ		「配水池の耐震化の状況」：全配水池容量に対する耐震化された配水池容量の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強く安定性を示す指標です。 ハイスイチ タイシンカ ジョウキョウ ゼン ハイスイチ ヨウリョウ タイ タイシンカ ハイスイチ ヨウリョウ ワリアイ シメ スウチ オオ ジシン ツヨ アンテイセイ シメ シヒョウ		11.8





				耐震化の状況 タイシンカ ジョウキョウ		基幹管路の耐震適合管率（％）

基幹管路のうち耐震適合管延長÷基幹管路延長×100 キカン カンロ タイシン テキゴウ カン リツ キカン カンロ タイシン テキゴウ カン エンチョウ キカン カンロ エンチョウ		「基幹管路の耐震化の状況」：基幹管路のうち耐震適合性のある材質と継手により構成された管路の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強く安定性を示す指標です。 キカン カンロ タイシンカ キカン カンロ タイシン テキゴウ セイ ザイシツ ツギテ コウセイ カンロ ワリアイ シメ スウチ オオ ジシン ツヨ アンテイセイ シメ シヒョウ
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				 供用開始年度
 （供用開始後年数） キョウヨウ カイシ ネンド キョウヨウ カイシ ゴ ネンスウ		 昭和34年度
（60年） ショウワ ネンド ネン		 法適（全部・一部）
 非適の区分 ホウ テキ ゼンブ イチブ ヒ テキ クブン		 非適 ヒ テキ

				 計画給水人口 ケイカク キュウスイ ジンコウ		 4,130人 ニン		 現在給水人口 ゲンザイ キュウスイ ジンコウ		 3,557人 ニン

				 水源 スイゲン		 地下水 チカスイ

				 浄水場設置数 ジョウスイジョウ セッチ スウ		 －		 配水池設置数 ハイスイチ セッチ スウ		 18箇所 カショ

				 配水能力 ハイスイ ノウリョク		 2,160㎥/日 ニチ		 管路延長 カンロ エンチョウ		 導水管 L=8,510m
 送水管 L=17,196m
 配水管 L=24,620m ドウスイ カン ソウスイカン ハイスイカン

				 施設利用率 シセツ リヨウ リツ		 50.1％











施策

						施策の柱		施　　策		事業・取り組み

						安全で安心な水道
【安全】 アンシン スイドウ アンゼン		1-1 水源の維持		(1)水源の点検・整備

								1-2 水質管理の徹底		(1)水安全計画の適正な運用

										(2)水質管理

								1-3 良質な水道水の維持		(1)配水管洗浄の実施

										(2)貯水槽水道維持管理の促進

										(3)指定給水装置工事事業者の技術力向上

						災害に強い施設整備
【強靭】 シセツ セイビ キョウジン		2-1 水道施設の計画的更新		(1)浄・配水施設の老朽化対策

										(2)管路施設の老朽化対策

								2-2 水道施設の耐震化		(1)浄・配水施設の耐震化

										(2)管路の耐震化と更新

										(3)重要施設向け配水管の耐震化

								2-3 災害対策の強化		(1)災害時の非常用電力の確保

										(2)豪雨対策

										(3)応急給水体制の充実

										(4)事業継続計画の策定

										(5)危機管理訓練の実施

						健全な経営
【持続】 ケンゼン ケイエイ ジゾク		3-1 経営基盤の強化		(1)有収率の向上

										(2)アセットマネジメントによる効率的な経営

										(3)適正な料金水準の検討

										(4)水道施設台帳の整備

										(5)地方公営企業法適用（法適化）の検討

										(6)広域化の検討

										(7)民間の資金・ノウハウの活用

										(8)自動検針システムの研究

								3-2 水道利用者（お客様）と
　　 のコミュニケーション		(1)水道事業の理解に向けた啓発と広報広聴業務の拡充

								3-3 組織体制の強化		(1)職員の確保と資質の向上

										(2)人材の育成と技術の継承

								3-4 環境への配慮		(1)電力使用量の削減







４．経営の状況
（1）給水収益の推移

簡易水道事業の給水収益は、ここ数年は減少傾向にあり2018（平成30）年度では
43,643千円です。

（２）料金回収率の推移
料金回収率とは、水道水1㎥を供給するのに必要なコストを水道料金で賄えているか示す指

標です。2018（平成30）年度は60.8％となっており、給水に係る費用を水道料金収入で賄
えていないことになります。

１．給水人口の将来推計
給水人口は年々減少を続け、10年後の2028（令和10）年度末に3,420人、40年後の

2058（令和40）年度末に3,003人にまで減少する見込みです。

２．給水収益の減少
2018（平成30）年度の給水収益は43,643千円でした。
現行の水道料金を維持した場合、計画期間最終年度である2028（令和10）年度では

36,042千円となり、2018（平成30）年度に比べると17.4％の減少となります。
その後も将来水量の推移と連動して減少傾向となり40年後の2058（令和40）年度には

31,106千円となり2018（平成30）年度に比べると28.7%の減少となります。
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将来の事業環境
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３．水道施設の老朽化
（１）浄・配水施設

水道施設には、安全でおいしい水道水を安定供給する機能が求められています。その中で
も浄・配水施設は、水道水を作り、送り出す基幹的な役割を担っています。

ここでは、更新事業を全く実施しなかった場合を想定し、概ね50年後の2069（令和
51）年までに現有資産の健全度がどのように低下していくかを評価します。

2019（令和元）年度で、経年・老朽化資産は52.7％ですが、20年経過した時点で
95.4％、50年経過すると100.0％となります。

（２）管路
ここでは、更新事業を全く実施しなかった場合を想定し、概ね50年後の2069（令和

51）年までに現有管路の健全度がどのように低下していくかを評価します。

2019（令和元）年度で、経年・老朽化資産は54.8％ですが、20年経過した時点で
94.8％、30年経過すると95.7％となります。

４．更新需要の見通し
浄・配水施設及び管路施設を法定耐用年数で更新した場合の需要額を試算すると、今後50年

間で約72億円、単年度平均で約1.4億円が必要となり、現在の経営状況から大きな負担になる
と考えられます。
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更新を行わない場合の現有資産健全度の推移

更新を行わない場合の現有管路健全度の推移
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今後の経営環境や、投資と経営の効率化・健全化の取り組みを踏まえた投資・財源試算のもと、現行
の水道料金を維持することを前提とした投資・財政見込みは以下のとおりです。

●収益的収支 総収益・総費用・収支差引の推移

●資本的収支 資本的収支及び収支不足額の推移

計画期間において、目指す方向性として挙げた「安全」「強靭」「持続」を実現するために、9の
「施策」を設け、22の具体的な「事業・取り組み」を行います。

基本理念と推進する実現方策

「経営戦略」を実践する過程で、様々な環境の変化に対応できるよう、定期的な進捗管理を実施し、
計画の見直しを図ります。
計画の推進や見直しは、計画策定（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善検討（Action）を
繰り返す、PDCAサイクルにより行います。

計画の進捗管理

-4-

経営戦略
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いつでも安全で良質な水をお届けできるよう、水源から給水装置に至るまで各過程で
の水質の保持・向上に尽力します。

施策の柱：安全で安心な水道

巨大地震の発生や老朽化した水道施設の更新需要の増大を見据え、拠点施設を中心と
した計画的な更新及び耐震化を推進します。

施策の柱：災害に強い施設整備

将来的な人口減少社会の到来を見据えつつ、人材・施設・資産を有効に活用していく
ことで、水道事業を次世代へ継承します。

施策の柱：健全な経営

安全 ～水の安全性～

強靭 ～施設の強靭性～

持続 ～経営の持続性～
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