
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 水道局技術部給水課 課長名 土田 幸雄 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

より良質なおいしい水をいつでも安心して利用できる水道を目指すため、送配水管の整備を推進すること及び小規

模貯水槽水道への積極的な関与と、直結給水の拡大を図るとともに、配水管内の水質向上・保持に努めます。 

２ 施策の概要 

施策名 
送配水管の整備・維持管理及び貯水槽水道の適正管理と直結給
水の促進 

施策 
コード

4 - 1 1 0 3

アクションプラン 
における位置付け 

 

上位政策 
計画等 

千葉県水道局中期経営計画 
関係
課名

 

（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

送配水管の整備延長 

（18～22年度の累計） 

111ｋｍ (単年度分) 

（17年度） 

98ｋｍ  (単年度分) 

（18年度） 

436ｋｍ (18からの累計) 

（22年度） 

71ｋｍ  (単年度分) 

（18年度） 
Ｃ

水質・水圧に対する苦情件数 
865件 

（16年度） 

781件 

（18年度） 

637件 

（22年度） 

848件 

（18年度） 
Ｂ

直結給水率 
61.8％ 

（16年度） 

62.9％ 

（18年度） 

63.3％ 

（22年度） 

61.9％ 

（18年度） 
Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 

目標の 

達成状況総括 

送配水管の整備・維持管理及び貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進を概ね適切に実施し

ました。 

・ 配水管等の整備に向けて困難な課題があります。平成18年度の目標９８kmのうち、水道の

計画工事32㎞については概ね達成することができましたが、未普及地区については32㎞の

予定に対し、お客様の要望は13㎞にとどまりました。 

また他企業からの依頼による公共事業関連工事等34㎞は相手方の事業の遅れにより30ｋm

に減少し、全体の達成率は72％にとどまりました。 

今後、計画の策定に当たっては、「水道の普及促進５ヶ年計画」に基づいた普及促進を図る

こと、他企業との協議を密にするなどの課題が挙げられます。 

・ 水質・水圧に対する苦情件数の削減に向けて概ね適切に実施しました。その理由として、

計画的な配水管の整備と管内洗浄の実施等を進めたことにより基準年（16年度）に比べ17

件減少したものの目標の達成には至りませんでした。 

今後一層、維持管理の充実に努める必要があります。 

・ 直結給水の促進を概ね適切に実施しました。その理由として、パンフレットの配布やホー

ムページへの掲載など広報を進めたことにより、基準年（16年度）に比べ直結給水率が0.1％

向上したものの、目標の達成には至りませんでした。今後、貯水槽水道地域巡回サービスの

中で、直結給水への転換をＰＲしていく必要があります。 

 



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 

（企業会計） 
16,588,087 

（企業会計） 
15,965,251 

金額
（企業会計） 
13,305,510 

（企業会計） 
13,658,257 

6.0 5.5 

Ⅰ 

（送配水管の整備） 

安全で良質な水の安定供給や水道普及の促進等を図るた

め、老朽管布設替、鉄管腐食布設替、未普及地区配水管整備

及び鉛給水管更新工事等を実施します。 

人員
6.0 5.5 

（企業会計） 
3,193,667 

（企業会計） 
3,288,156 

金額
（企業会計） 
3,231,069 

（企業会計） 
2,938,681 

6.0 5.5 

（配水管の維持管理） 

 当局が保有する送・配水管と付帯する施設が、正常に機能

するよう施設の維持管理・漏水防止に努めます。 
Ⅱ 

人員
6.0 5.5 

（企業会計） 
1,702,435 

（企業会計） 
1,373,108 

金額
（企業会計） 
1,169,673 

（企業会計） 
1,097,651 

9.0 9.0 

（貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進） 

貯水槽水道の適正管理の助言・指導を行うとともに、直結

給水の拡大を促進します。 
Ⅲ 

人員
9.0 9.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

現状 目標 達成状況 区
検証指標・手段 

（基準年）  （目標年） （年度） 分

64ｋｍ  (単年度分) 

（18年度） 老朽管・未普及整備延長 62ｋｍ (単年度分) 41ｋｍ  (単年度分) 
Ｃ

289ｋｍ (18からの累計)（18～22年度の累計） （17年度） （18年度） 

（22年度）  

Ⅰ 71％ 

64％ （18年度） 71％ 
鉛給水管更新率 Ａ

100％ （17年度） （18年度） 

（22年度） 

2,041ｋｍ (単年度分) 

施設の保守点検延長 2,041ｋｍ (単年度分) （18年度） 2,032ｋｍ (単年度分) 
Ⅱ Ｂ

10,205ｋｍ(18から累計)（18～22年度の累計） （17年度） （18年度） 

（22年度） 

0.13％ 

0.11％ （18年度） 0.4％ 
Ⅲ 貯水槽水道指導率 Ａ

7.10％ （16年度） （18年度） 

（22年度） 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

【送配水管の整備】 

  配水区域の一部では、一時的な水圧不足や停滞水が発生しており、また、緊急時における水の相互

融通がしにくい地区があるため、新たな配水管の整備を行う必要があります。 

  約 8千ｋｍに及ぶ管路のうち、昭和50年代前半までに布設された管は、管内外面の腐食による漏水

等が懸念されるため、計画的に布設替えする必要があります。 

残された 【配水管の維持管理】 

課題   配水管の維持管理は、主要管路や水管橋のパトロール及び管内水質の保持のため洗浄などを行って

いますが、これらの対策をより一層充実する必要があります。 

【貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進】 

  貯水槽水道については、水質管理が十分でない面も見受けられるため、衛生確保の向上などの観点

から、設置者等に適正管理を促すとともに、貯水槽を経由しない直結給水への転換を促進することが

求められています。 



【送配水管の整備】 

給水の安定化や配水区域間の相互融通を図るため、送配水管を布設するとともに、腐食が進行して

いる管路や石綿セメント管など緊急を要する管路を布設替えするほか、水管橋を架け替えます。 

【配水管の維持管理】 
今後の 

  管路パトロールの回数等を充実するとともに、軌道下に埋設された管路には、電気防食設備等の整

備・充実を図ります。 
施策展開 

【貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進】 

  10m3 以下の小規模貯水槽水道については、全ての設置者を対象に適正管理の啓発と実態調査を実施

するとともに、10m3超についても「（仮称）おいしい水づくり計画」の中で、適切に対応していきます。

【配水管・給水管の維持管理】 

  18 年度から、配水管の洗浄延長をこれまでの年間 600ｋｍから 1,000ｋｍに拡大し、管内水質の

向上・保持に努めます。 
昨年度との 

主な変更点・ 
【貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進】 

改善点 
  3階までの直結直圧方式では、配水圧の要件を緩和し、直結増圧方式では口径75mmの増圧ポンプ

を18年度から導入し、直結給水の拡大を促進します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の

発注及び実施 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の発注

及び実施 
４月 ４月 

・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 ・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 
～６月 ～６月

・小規模貯水槽水道の管理状況調査の調査対

象抽出 

・小規模貯水槽水道の管理状況調査の調査対象抽

出 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の

発注及び実施 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の発注

及び実施 ７月 ７月 
・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 ・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 ～９月 ～９月
・小規模貯水槽水道の管理状況調査の実施 ・小規模貯水槽水道の管理状況調査の実施 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の

発注及び実施 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の発注

及び実施 
10月 10月 

・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 ・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 
～12月 ～12月

・小規模貯水槽水道の管理状況調査の分析・

評価 

・小規模貯水槽水道の管理状況調査の分析・評価

 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の

発注及び実施 

・老朽管・未普及工事・鉛給水管更新工事の発注

及び実施 

１月 １月 ・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 ・管路パトロール及び付帯施設の保守点検 

～３月 ～３月・小規模貯水槽水道の管理の実施計画策定 ・小規模貯水槽水道の管理の実施計画策定 

（おいしい水づくりに係る貯水槽水道対策実

施計画書） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

Ⅰ 送配水管の整備 

  老朽管布設替、鉄管腐食布設替及びお客様の要望に基づいた未普及地区配水管等の計画工事につ

いては、ほぼ予定どおり実施したことにより、安定給水の確保と水道普及の促進に寄与しました。

 また、鉛給水管更新工事については、ほぼ予定どおり実施したことにより、安定給水の確保が図

られました。 

Ⅱ 配水管・給水管の維持管理 

主要管路パトロールや特定水管橋・弁類等付帯施設の保守点検をほぼ計画どおり実施したことに

より安定給水の確保が図られました。 
主な成果 

Ⅲ 貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進 

 貯水槽水道の適正管理や直結給水を促進することは、お客様により良質なおいしい水をいつでも

安心して飲んでいただくことの実現につながります。そのため、平成１８年度は平成１９年度から

の貯水槽水道地域巡回サービスの実施に先がけて、貯水槽水道設置者に対する適正管理の啓発と管

理状況のアンケート調査を実施し「おいしい水づくりに係る貯水槽水道対策実施計画書」を策定し

ました。 



特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ 送配水管の整備 

 配水管等の整備は、公共事業関連工事等の遅れにより目標を達成できなかったことから、今後の

実施に当たっては、関係機関との綿密な協議が必要です。 

Ⅱ 配水管の維持管理 

 管路パトロールや付帯施設の保守点検の実施にあたり、より一層維持管理の充実を図る必要があ

ります。 

Ⅲ 貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進 

 アンケート調査の結果を踏まえ、貯水槽水道の６０％近くを占めている５ｍ３以下の容量の小さ

いものに対して、管理状況の面から指導強化を図る必要があります。併せて直結給水を促進する方

策を検討します。 

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 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 送配水管の整備 

 公共事業関連工事の実施に当たっては、事前に関係機関と十分協議をし、各年次の目標延長を達

成するよう努めます。 

Ⅱ 配水管の維持管理 

 管路パトロールの範囲を拡大、軌道下の電食防止設置・修繕等の施設の保守管理を充実、漏水調

査方法の検討等をし、維持管理の強化を図ります。 

Ⅲ 貯水槽水道の適正管理と直結給水の促進 

 地域巡回サービス時に貯水槽設置者立会いのうえ管理状況を説明し、適正管理について啓発する

とともに、水道事務所の窓口に専門相談員を配置して積極的なＰＲや現地に出向いての設置者に対

する詳細な説明や意識調査を行い、直結給水の勧誘促進を図ります。 

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

・安定給水の確保や、水道未普及地区の解消を図るため、送配水管の整備を推進するとともに、管路パトロールや漏

水調査を実施する等、維持管理を強化すること。 

・安全で良質な水道水を供給するため、貯水槽巡回サービスや、設置者や需要者に対しての PR を積極的に行い、貯

水槽水道の適正管理と直結給水の促進を図ること。 

 


