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第 1章 新水道ビジョンの策定にあたって 

1.策定の背景と目的 

我が国では 2016（平成 28）年度現在、水道の普及率が 97.9％に達し、生活していく上で欠くこと

のできないものとなっている。一方、南砺市の水道事業をとりまく環境は年々変化しており、少子高

齢化の進展や人口減少による水道利用者の減少に加え、節水機器の普及やライフスタイルの変化によ

る水道使用量の減少は水道事業経営に影響を与えている。 

2011（平成 23）年 3月に発生した東日本大震災では多くの事業体が被災し、大規模な断水を招いた

ことから、想定地震による災害対策の強化について意識が大きく変化し、また、高度経済成長期に急

速に整備された水道施設の老朽化も進行している。特に、南砺市は、人口に対して広域で且つ面積の

8 割が山間地域であり、全国的にも珍しい散居村が広がっている。こうした要因から、水道管路を多

く保有し、既に大規模な更新ピークを迎えており、また、施設に関しても、山間地域においては旧簡

易水道事業であった背景から施設数が多く、維持管理に多額の費用がかかっている。このため、こう

した施設の更新・改良や災害に強い施設の整備や水質保全対応など、数多くの課題に直面している。 

厚生労働省は 2013（平成 25）年 3 月に「新水道ビジョン」を策定・公表した。これは、今後の人

口減少や震災の経験など、水道をとりまく状況の大きな変化を踏まえ、来るべき時代に求められる課

題に挑戦するため、今後、取り組むべき事項や方策を示すものとなっている。 

南砺市水道事業は、砺波広域圏事務組合水道用水供給事業による受水を主としており、互いに及ぼ

す影響が大きいことから、2009（平成 21）年度に砺波市水道事業を加えた 3団体が連携し、各水道事

業が目指すべき将来像の実現のために「砺波広域圏地域水道ビジョン」を策定している。しかし、そ

の後の事業環境変化等による課題に対応するためには、地域特性等を踏まえた現状を把握し、課題解

決に向けた事業を促進させる必要があることから、今回、南砺市の水道事業として長期的な視野に立

った取組みの方向性や具体的な取組みを示す「南砺市新水道ビジョン」を策定する。 

2.位置付け 

「南砺市新水道ビジョン」は、厚生労働省より公表された「新水道ビジョン」の趣旨を踏まえ、施

設の老朽化による更新や耐震化への対応、財源確保の検討など中長期的な展望に立ち、水道施設を計

画的かつ効率的に管理していくことを目的とした方向性や施策目標を定める。また、水道利用者に対

しても安心で安全な水道供給の安定性、持続性を示していくものである。 

3.計画期間 

水需要をはじめとする諸条件の中長期的な将来見通しを把握した上で、50年、100 年先を見据えた

水道事業の将来像を実現するため、期間を 2019 年度～2028 年度の 10年間と定める。 

南砺市ブランドマーク「NANTO くん」 



第 2章 南砺市水道事業の概要 

2004 年（平成 16年）11月 1 日の 4町 4村の合併により、南砺市（以下、本市）が誕生し、上水道

事業と簡易水道事業を統合して本市水道事業が創設された。また、2016 年度の変更認可では、全ての

簡易水道を上水道に統合し、現在の本市水道事業となった。 

以上の経緯から、本市は面積が 668.64km2と非常に広域であり、山間部が多く散居村が広がってい

る独特な地域特性から、水道施設が数多く存在している。 

現在、本市の水道の普及率は 2017 年度末で 99.1％であり、全国平均の 97.9％や富山県内平均の

93.1％と比較して高く、水道利用者の日常生活や経済活動を営むために必要不可欠なライフラインと

なっている。 

本市水道事業の給水区域を以下の図に示す。 

図 南砺市水道事業の給水区域  



第 3章 南砺市水道事業の現状と課題の整理 

1.人口動態と水需要 

本市の人口は減少傾向で推移しており、

給水人口も同様に減少傾向である。給水戸

数は 2012 年度に最小となり、以降は徐々

に増加しているため核家族化が進んでい

ることがわかる。 

給水人口及び給水戸数の推移を右図に 

示す。 

また、国立社会保障・人口問題研究所や本

市人口ビジョンでは本市の将来における人

口の推計を行っている。人口の減少に伴い、

給水人口も減少していくと想定される。 

将来の人口の推移を右図に示す。 

本市の有効率及び有収率は近年減少傾向であり、有効率の低下要因の多くは漏水によるものであると

考えられる。今後、人口減少や少子高齢化により料金収入の減少が予想されることに加え、料金収入に

ならない漏水の増加は有収率の低下につながり、経営に大きな影響を及ぼす。 

有効率及び有収率の推移を以下の図に示す。 

図 有効率及び有収率の推移

図 給水人口と給水戸数の推移 

図 将来の人口の推移 

◆有効率とは 

 配水された水量のうち、有効に使用された水量の比率。収入のあった水量に加えて収入にはならなかったが、有効に使用された水量（管路

工事による洗管作業や消防用水等）も含まれる。

◆有収率とは 

配水された水量のうち、水道料金として収入のあった水量の比率。



2.水道施設の状況 

本市水道事業は、取水施設 52箇所、浄水施設 38箇所、配水池 80 池、管路 874km の資産を保有し、

維持管理している。本市は他事業体と比較して施設数が非常に多く、特に配水池や管路においては類

似団体と比較すると最も多い。これは、本市の面積が広大で、かつ、散居村の特性でもある住居間が

長いことにより管路延長が長くなることや、山間地の地区間の距離が離れていることや高低差が大き

いことにより施設を 1箇所に集約できないことが要因である。 

本市と類似団体平均の配水池数及び管路延長比較を以下の表に示す。 

表 配水池及び管路延長比較 

また、本市が保有する資産のほとんどが管

路であり、全体の耐震化率は約 8％となって

いる。なお、基幹管路の耐震化率は約 19％で、

類似団体や全国平均と同程度である。 

基幹管路における耐震管割合比較を右図

に示す。 

3.水道施設の更新需要の見通し 

本市水道事業は、現有資産を長寿命化・延命化し供用していくという観点からアセットマネジメン

ト手法の導入により更新需要を算出している。 

算出結果、今後 40 年間の更新需要は年間あたり約 15 億円の費用が必要となり、そのうち約 14 億

円が管路資産である。既に営業収支赤字が発生している現状で、年間あたり 15 億円の投資は不可能

なことから、管路においては優先すべき基幹管路の更新・耐震化を着実に実施していく方針とする。 

更新需要の算出結果を以下の図に示す。 

図 更新需要の算出結果

配水池数(池) 管路延長(km)

南砺市 80 874

類似団体平均 14 393

◆類似団体とは 

総務省発行の「水道事業経営指標（平成 28年度）」を基に個々の事業体を類型化し、各指標においての比較対象としている。 

図 基幹管路における耐震管割合（2016 年度水道統計調査より） 



4.水道料金と財政状況 

本市水道事業の水道料金は、1ヶ月当たり 20  使用時に 3,132 円と、富山県内事業体でも上水道で

は中間的な水準であり、2016 年度の全国平均は 3,206 円、類似団体平均が 3,707 円であることから全

国的に見ても料金は安価である。 

水道料金の比較を以下の図に示す。 

図 水道料金の比較 

アセットマネジメント計画では、資産の更新には年間あたり 15億円が必要となる一方で、水道料

金収入においては現状よりも減少することが予想されており、施設整備に必要な費用を確保するのは

困難であり、各工種において適切な投資を実施していく方針とした。 

アセットマネジメント計画における投資計画を実施した場合の収益的収支及び資本的収支につい

て以下の図に示す。 

図 収益的収支及び資本的収支の推移 



5.対応すべき課題の整理 

本章前項で示した本市水道事業における対応すべき課題について、厚生労働省の新水道ビジョンで

掲げる「安全」「強靭」「持続」の三つの観点で整理する。 

整理結果を以下の図に示す。



第 4章 新水道ビジョンの目標設定 

本市において築き上げてきた水道利用者との信頼関係を基に、私たちの責務である安全で安心でき

る水道の安定供給を引き継いでいくため、以下に基本理念及び重点的に実施する具体的施策示す。 

なお、以上の具体的施策は「持続可能な開発目標（SDGs）」の視点から以下のとおり位置付ける。 

◆持続可能な開発目標（SDGs）とは 

2015 年 9月にニューヨーク国連本部において「国連持続可能な開発サミット」が開催され、2015 年から 2030 年までの長期的な開発の指針

として、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択された。その際に提示された「17の目標」から成る、国際社会共通の目標。 



第 5章 推進する実現方策 

1.実現方策の計画 

第 4章でまとめた具体的施策について、施策区分ごとに今後実施すべき具体的な実現方策を以下に

示す。実現方策については、「南砺市新水道ビジョン」の計画期間（2019～2028 年度）に取り組む重

点的な課題や施策について示すこととする。 

2.事業実施計画 

事業計画は、アセットマネジメント計画に基づき、「南砺市新水道ビジョン」として事業を展開し

ていく方針とするが、限られた財源及び職員の中で実現可能性のある計画にしなければいけない。「南

砺市新水道ビジョン」計画期間において、次項以降で示す各事業への投資を予定している。 

毎年度の実施については、社会環境や水道利用者ニーズの変化を踏まえ、運営体制や経営基盤の強

化を図りながら、随時計画の見直しを行い、将来の理想像に向けた事業を着実に実施していく。 

人母地区 高度浄水処理施設（紫外線処理）



 ≪主な事業内容≫ 

  ①水質監視の継続 

  ②水安全計画の策定 

本市は、使用水量の約 90％が砺波広域圏水道事業所受水であるが、地域特性や防災の観点から自己

水源も保有しており、より安全な水道水を供給するために遠方監視システムによる水質監視も実施し

ている。今後も、事業所と協力しつつ、水質検査の計画策定継続及び実施により、効率的に水質を監

視するための方策を検討していく。 

また、水源から給水栓に至る統合的な水質管理において、各段階でのリスク分析を行い、評価した

上で対策を位置付ける水安全計画を策定する。本計画策定により、あらゆる観点からの水道水へのリ

スクを抽出し、そのリスクに対する発生頻度や影響程度などを特定し、本市水道事業として適切に対

応できる体制構築を目指す。 

 ≪主な事業内容≫ 

  ①水道施設の耐震化計画 

  ②危機管理対策マニュアル等の作成検討 

  ③応急給水・復旧資機材の確保 

本市が保有する水道施設の多くが耐震性能の有無が不明であり、今後優先順位を考慮した耐震化事

業を実施していく。特に配水池は浄水を一時的に蓄えておくための重要な施設であり、災害発生時の

緊急時においても給水活動や火災等の災害対策用水のための貯水槽の役割を担うため、耐震化事業の

一部として各配水池の耐震診断を順次実施していく。 

さらに、森清配水池や大西配水池においては緊急遮断弁の設置計画により、災害時の応急給水対策

強化に努める。管路においても、老朽管更新に併せて耐震性能を有する管種に切り替え、管路耐震化

率の向上を目指す。 

また、大規模災害発生時に経営資源が不足する状況

においても、許容限界以上のレベルで事業を継続させ

るための水道 BCP（事業継続計画）の策定検討や、応

急復旧資機材の確保による応急給水対策・応急復旧体

制の強化を図る。 

１．安全な水の供給 

２．強靭な水道の構築 

南砺市管工事共同組合による緊急用移動式給水タンク寄付の様子 

（南砺市 HPより 2015 年 5月 15日） 



 ≪主な事業内容≫ 

  ①漏水調査の実施及び老朽管の更新 

  ②アセットマネジメントによる資産管理の継続 

  ③減圧・加圧設備設置や区域改良の検討 

  ④官民連携や包括委託の検討 

  ⑤更新や耐震化事業へ向けた経営の健全化 

  ⑥情報ツールの活用、広報活動 

本市が保有する全ての管路を数年で更新することは

難しく、漏水発生が確認できた場所については、即時

に修繕工事に取り掛かり事後保全に努めており、今後

も漏水調査や修繕工事を継続していく。 

また、アセットマネジメント継続による水道資産の

適正な管理及び効率的な更新や、現在生じている一部

区域での適正水圧確保に向けた事業を実施していく。 

老朽化施設の増大や、料金収入の減少、職員不足の現況を踏まえると、民間企業のノウハウや創意

工夫を活用した官民連携（PPP/PFI 手法）の活用が挙げられる。また、改正水道法による民間主導で

のコンセッション方式の導入も、経営の健全化のための手法の１つとして視野に入れ、各事業体の実

状を踏まえた広域連携やコンセッション方式導入の可能性を検討し、施設管理体制や経営基盤の強化

を図る。 

しかし、本市水道事業の地域特性による維持管理費用が多くかかることから、営業収支赤字が既に

発生しており、この状況が今後も継続すると、企業債借入が困難になり事業が実施できなくなる恐れ

がある。企業債については、毎年度適切な借入率を設定するものとし、さらに健全な水道事業運営を

目指すために料金改定は避けられない状況である。改定にあたっては、使用量の少ない世帯への負担

軽減等を考慮する料金体系の見直しを行い、平等で負担の少ない料金改定を検討していく。 

以上を踏まえ、水道利用者が安心して水道を利用できるよう、事業の一部や活動内容について、ホ

ームページ内容の充実や広報誌の発行、多様な情報ツール活用による水道サービスの充実を図る。 

第 6章 フォローアップ 

「南砺市新水道ビジョン」で定めた将来に向けた実現方策は、具体的な施策や事業を踏まえ実践す

る。方策の実効性の向上を図るため PDCA サイクルを導入し、今後も進捗状況を確認・把握していく

とともに定期的に計画内容の見直しを実施し、本市水道事業を未来へ持続させるための取り組みを推

進していく。  

３．持続可能な水道 

漏水調査実施風景 
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