
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総合企画部水政課 課長名 栗原 秀哉 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 水は、県民が健康で文化的な生活を営み、また、産業・経済活動を支えるうえで、欠くことの出来ない資源です。

 本県では、地理的・地形的に水資源に恵まれていないため、各水道事業体等が必要とする安定した水源を確保する

とともに、県民が安心して飲める安全な水の供給を目指します。 

２ 施策の概要 

施策名 安定した水源の確保と県民への安全な水の供給 
施策 
コード

４ － ０ １ ０ ６

アクションプラン 
における位置付け 

 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

河川環境課・（水）総務企画課・（企）
管理課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

水道事業体等が利根川水系から都市 

用水（水道用水・工業用水）を安定的

に取水できる水量の割合 

（暫定水利権の解消） 

87％ 

（16年度） 

89％ 

（18年度） 

100％ 

（23年度） 

89％ 

（18年度） 
Ａ

上水道施設に係る水質・断水事故発生 

件数 

（断水戸数100戸以上） 

4件 （断水34,608戸）

（12～16年度） 

0件 

（18年度） 

0件 

（18年度） 
Ａ

赤字経営の水道事業体数 
赤字事業体 23事業体

（15年度） 

赤字事業体の減少を

目指します 

（18年度） 

赤字事業体 

 9事業体 

（17年度） 

※18年度の数値は19年

12月頃に判明します。

―

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

① 安定的に取水できる水量の確保については、県内の水道事業体等が必要とする水源が国に

おいて策定する「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」に位置付けられる

とともに、利根川水系水資源開発施設が計画どおりに完成することが必要となります。 

② 水質・断水事故など県民生活等に支障のある事故を防止するためには、市町村・水道事業

体の危機管理等に対する体制及び意識の向上が重要となります。 

③ 近年の少雨化傾向により、ダムの実力（開発水量）が計画年（昭和３５年）と比較して

低下していることから、利根川水系では平成６年から５回の渇水に見舞われています。 

目標の 

達成状況総括 

 安定した水源の確保と県民への安全な水の供給に向けて概ね順調に進んでいます。 

 その理由として、①水道事業体等が安定的に取水できる水量の割合が８９％に達し、安定水

源の確保に向けて進捗していること、また、②上水道施設に係る水質・断水事故（断水戸数100

戸以上）の発生がなかったこと、③赤字団体数の減少が見込まれ、水道事業体の健全経営が推

進されたことから、県民への安全な水の供給が図られていることが挙げられます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

5,497 4,820 
金額

5,021 4,720 

5.9 6.0 
Ⅰ 

（水資源対策の推進） 

 安定的な水源を早期に確保できるよう、水資源開発施設の

事業主体である国や関係都県及び利水者とともに、工程管

理・コスト縮減などに取り組みます。 人員
5.9 6.0 



9,148,311 315,438 
金額

8,463,446 314,452 

5.1 2.0 
Ⅱ 

（水資源の有効利用） 

 限りある水資源の有効利用を図るため、雨水や汚水処理水

の再利用等による雑用水利用の促進や、既存水源の有効活用

の調整等を行います。 人員
5.1 2.0 

5,269,172 4,826,490 
金額

5,105,315 4,554,365 

8.0 8.0 
Ⅲ 

（水道事業体の経営・施設指導） 

 水道事業体が県民に安全な水を供給するため、水質検査・

危機管理等について、知事所管水道事業体への現地指導・調

査を進めます。また、料金格差の是正や経営基盤強化を図る

ため、補助金等の交付や指導を行います。 
人員

8.0 8.0 

957 1,283 
金額

544 779 

5.0 5.0 
Ⅳ 

（今後の県内水道のあり方検討） 

 水道料金や市町村財政負担の格差縮小、危機管理体制の充

実、水道未普及地域の解消、経営基盤の強化等、様々な課題

の解決に向けた検討を進めます。 人員
5.0 5.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 
利根川水系水資源開発施設の整備 

進捗率 

43％ 

（16年度） 

53％ 

（18年度） 

100％ 

（23年度） 

52％ 

（18年度） 
Ａ

Ⅱ 
雑用水利用施設の導入件数 

（協議済件数累計） 

42件 

（16年度） 

45件 

（18年度） 

45件 

（18年度） 
Ａ

知事所管水道事業体に対する経営及

び施設管理等に係る現地指導・調査実

施件数（実施率累計） 

18事業体（56％）

（16年度） 

32事業体（100％） 

（18年度） 

32事業体（100％）

（18年度） 
Ａ

職員一人あたりの給水収益 
45,100千円 

（15年度） 

１５年度実績の２％増 

（18年度） 

１５年度実績の５％増 

（19年度） 

5.8％増の 47,732

千円 

（17年度） 

※18年度の数値は19年

12月頃に判明します。

―Ⅲ 

 

水質基準に対応した表流水系浄水

場の活性炭注入施設の整備 

（整備率累計） 

12浄水場（52％）

（17年度） 

14浄水場（61％） 

（18年度） 

14浄水場（61％）

（18年度） 
Ａ

Ⅳ 
今後の県内水道のあり方に関する 

方針策定のための検討 

県内水道経営検討

委員会 5 回・地域

意見交換会３地域

各１回 

市町村等との検討 

全体検討会１回 

（17年度） 

学識経験者からの提言

を基に、市町村等との 

検討 

（18年度） 

県内水道経営検討

委員会４回 

市町村等との検討 

全体検討会１回 

地域検討会３回 

提言（19年 2月）

（18年度） 

Ａ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 水資源対策の推進 

水道事業体等が安定して取水するために必要な水源については、国が策定する「利根川水系及び荒

川水系における水資源開発基本計画」に位置付けられなければなりません。 

また、国等に水資源施設の計画に基づく早期整備を働きかけるとともに、関係都県や利水者が負担

する建設コストの縮減に取り組む必要があります。 

Ⅱ 水資源の有効利用 

  限りある水資源を有効利用し、渇水等にも対応できる資源循環型社会を構築するためには、雨水や



汚水処理水を雑用水として、積極的に再利用する必要があります。 

Ⅲ 水道事業体の経営・施設指導 

  水道事業は、県民から常に安心して飲める安全な水の供給が求められているため、今後も水道事業

体の経営の安定を図りながら、水道施設等における水質・断水事故等の防止に努める必要があります。

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

県内水道事業体における経営基盤の強化や料金格差の縮小、水質管理の強化、老朽施設の更新、事

故・自然災害への対応など諸課題の解決に向け、検討を進める必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 水資源対策の推進 

「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」に位置付けられるよう、国と協議を進め

るとともに、関係都県との調整に取り組みます。 

八ッ場・湯西川ダムの建設については、計画どおりの早期完成及び更なるコスト縮減を図るため、

工程管理・コスト縮減状況等の検証を積極的に取り組みます。 

Ⅱ 水資源の有効利用 

  「雑用水の利用促進に関する指導要綱」に基づき、一定規模以上の大型建築物を対象として、建築

主に対する雑用水の再利用の積極的な指導助言に取り組みます。 

  また、要綱の周知のため、市町村の開発・建築確認担当者や民間の建築確認審査機関を対象に説明

会を開催し、協力を要請します。 

Ⅲ 水道事業体の経営・施設指導 

水道事業体の経営改善及び施設管理体制の充実を図るため、引き続き、知事所管水道事業体に現地

指導を実施するとともに、経営の健全化を促進するための助成を行います。 

また、危機管理体制の充実を図るため、各水道事業体が策定した危機管理マニュアルに基づく訓練

等の実施結果を検証し、必要な見直しについて助言します。 

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

  地域ごとに様々な意見があることから、平成１７年７月に設置した学識経験者等による「県内水道

経営検討委員会」からの提言を踏まえつつ、県・市町村・水道企業団等の合意形成を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅱ 水資源の有効利用 

  既存水源の有効利用として進めてきた、房総臨海地区工業用水の水源の一部を水道用水へ転用す

る事業については、１７年度でほぼ完了しました。 

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

  「県内水道経営検討委員会」からの提言を踏まえつつ、市町村等と意見交換を行います。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・水資源関係会議開催（通年） 

・水道事業体への指導・助言及び現地調査

（通年） 

・「県内水道のあり方」の検討（通年） 

４月 

～６月

・水資源関係会議開催（通年） 

・水道事業体への指導・助言及び現地調査（通年）

・「県内水道のあり方」の検討（通年） 

県内水道経営検討委員会の開催 

（委員会４回） 

市町村等との検討会の開催 

（全体検討会１回、地域検討会３回） 

・八ッ場ダム、湯西川ダム建設事業のコスト管理

等に関する協議会、幹事会 

・「県内水道のあり方」市町村等との検討会 

 （全体検討会） 

７月 

～９月 

・八ッ場ダム、湯西川ダム上下流交流の実施

・水の作文表彰 

・防災訓練（未定） 

 
７月 

～９月

・「県内水道のあり方」市町村等との検討会 

 （地域検討会 ３地域） 

・八ッ場ダム、湯西川ダム上下流交流の実施 

 （児童交流2回） 

・水の作文表彰 

・第６回県内水道経営検討委員会 

・防災訓練（四街道市） 



10月 

～12月 

 

10月 

～12月

・八ッ場ダム、湯西川ダム上下流交流の実施 

 （水源地紹介、シクラメン配布） 

・八ッ場ダム、湯西川ダム建設事業のコスト管理

等に関する協議会、幹事会 

・第７回県内水道経営検討委員会 

・第８回県内水道経営検討委員会 

１月 

～３月 

 
１月 

～３月

・湯西川ダム上下流交流の実施 

 （温泉直送：高齢者施設等 3施設） 

・第９回県内水道経営検討委員会 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 水資源対策の推進 

国・関係都県・利水者等の協議や水源地域対策を通じ、水資源開発施設等の整備を推進してお

り、八ッ場ダム、湯西川ダムでは、転流工など本体関連工事の発注が行われ、平成１８年度末の

進捗率は八ッ場ダム５５％、湯西川ダム４５％となりました。なお、その他の水資源開発事業と

して思川開発及び霞ヶ浦導水があり、平成１８年度末の進捗率はそれぞれ２９％及び７６％と

なっています。 

また、八ッ場ダム、湯西川ダム建設事業のコスト管理等に関する連絡協議会において、事業費

縮減を働きかけた結果、平成１８年度において約３億３千万円のコスト縮減が図られました。 

併せて、水源となる地域との相互理解を図るため、児童交流（栃木県日光市、群馬県長野原町）

などの上下流交流事業を行いました。 

Ⅱ 水資源の有効利用 

水資源の有効利用促進のため、「雑用水の利用促進に関する指導要綱」に関する説明会や県庁

水政課ホームページにより周知を図った結果、平成１８年度は同要綱に基づき雑用水利用を導入

することとした施設が１件ありました。 

Ⅲ 水道事業体の経営・施設指導 

各水道事業体が適正かつ効率的な事業運営を進めるため、水道事業体に出向き、経営指標等を

活用した経営分析の強化、民間委託等の推進、経費削減等による経営の改善と施設管理・水質管

理の管理体制の強化を図るよう必要な指導・助言を実施しました。また、危機管理体制を充実さ

せるため、防災訓練、情報伝達訓練等を実施し、あわせて危機管理マニュアルの必要な見直しを

助言しました。 

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

県・市町村等の関係団体の意見集約を図るため、平成１７年度に引き続き「県内水道経営検討

委員会」での検討を深めることとし、平成１８年度は４回開催しました。その結果、平成１９年

２月に経営検討委員会において「これからの千葉県内水道について」（提言）が取りまとめられ、

統合・広域化の基本的な考え方と、その実現のための手順が示されました。 

この間、市町村等と全体検討会１回、地域検討会３回を開催し、意見交換を行いました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 
 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ 水資源対策の推進 

  水資源開発施設の建設については、国等に計画どおりの完成及び関係都県や利水者が負担する

建設費等の一層のコスト縮減を、引き続き、働きかける必要があります。 

  併せて、水道事業体等が必要な水源を確保し、水を安定的に供給できるようにするためには、

県の将来的な水需給の動向を把握することが必要となります。 

Ⅱ 水資源の有効利用 

限りある水資源を有効利用し、渇水等にも対応できる資源循環型社会を構築するため、雨水や

汚水処理水による雑用水利用をより一層促進する必要があります。 

雑用水利用を促進するため、ＰＲの充実を図ることが必要です。 

Ⅲ 水道事業体の経営・施設指導 

今後も水道事業体の経営の安定を図りながら、水道施設等における水質・断水事故等の防止に

努める必要がありますが、水道事業体ごとに経営環境や施設の規模等が様々であるため、それぞ

れの水道事業体に応じた経営改善や施設・水質管理体制の充実が必要となります。 

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

県内水道事業体の経営基盤を強化し、高い技術力、経営力、財務力を有する事業体をつくりあ

げるため、「これからの千葉県内水道について」（提言）を踏まえ、統合・広域化に係る具体的な

検討を進める必要があります。 



方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ 水資源対策の推進 

  八ッ場ダム、湯西川ダムの建設については計画どおりの完成及び更なるコスト縮減を図るた

め、工程管理・コスト縮減状況等の検証に積極的に取り組みます。 

  近年の経済・社会情勢の変化を踏まえ、１９年度に千葉県長期水需給調査を実施し、県の将来

的な水需給の動向の把握に取り組みます。 

Ⅱ 水資源の有効利用 

引き続き、市町村や民間の開発・建築関係機関を対象に説明会を開催して協力を要請し、「雑

用水の利用促進に関する指導要綱」を周知すると共に、指導要綱に基づき一定規模以上の大型建

築物の建築主に対する雑用水利用採用の積極的な指導助言に取り組みます。 

また、庁内関係課で構成するワーキンググループにおいて、各課の諸施策と連携したＰＲ方策

の検討に取り組みます。 

Ⅲ 水道事業体の経営・施設指導 

水道事業体の経営改善及び施設・水質管理体制の充実を図るため、引き続き、それぞれの水道

事業体に応じたきめ細かな指導・助言を実施するとともに、経営の健全化を促進するための助成

を行います。 

また、危機管理体制の充実を図るため、各水道事業体が策定した危機管理マニュアルに基づく

訓練等の実施結果を検証し、必要な見直しについて助言します。 

Ⅳ 今後の県内水道のあり方検討 

「これからの千葉県内水道について」（提言）を踏まえ、県・市町村・水道企業団等の実務担

当者による検討会を設置し、具体的な検討を進めます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

安定した水源の確保と水の供給を推進するとともに、雑用水利用等の水資源の有効活用を始めとした多様な政策

についても検討・推進すること。 

 


