
水道局の財務状況
（平成19年度 決算）

■給水原価の構成

●千葉県水道局は全国的に見ても規模が大きく、保有する資産額が大きいため、
減価償却費の占める割合が高くなっています。
●人件費は組織のスリム化などに努め年々減少傾向にあります。
●水道事業では、施設の整備に多額の事業費が必要となりますので、その財源に
充てた企業債の支払利息の割合も高くなります。

【減価償却費】
固定資産を耐用年数に応じて期間計算した費用が減価償却費です。この費用は、
配水管の整備や老朽管の布設替えなどの財源の一部として使用します。

平成19年度に１m3の水道水をお客様にお届けするために要した費用の内訳
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給水原価
200.97円

用語の説明用語の説明

「平成20年度
 環境報告書（平成19年度決算版）」
を作成します

　水道事業は、浄・給水場の運転で多量の電気を使用するなど、環境と
大きな関わりをもっています。千葉県水道局では、日頃から環境負荷の
低減に積極的に取り組んでおり、お客様に当局の環境施策についてご理解
いただくため、「環境報告書」を毎年発行しています。

閲覧・配布場所
●ホームページで：水道局ホームページにPDFファイルを掲載します。
●図書館で：給水区域内の主な公立図書館で閲覧できます。
●お近くの県関係事務所で：各水道事務所・支所、県民センター（　南、
　東　飾、北総）、千葉県文書館で配布します。
※2月上旬公表予定です。（A4版、全30ページ）

主な内容
●環境保全への取り組み状況を紹介します。
●環境会計を掲載します。
※環境会計とは、環境保全の取り組みにどれだけのコストをかけ、その結果、
　環境負荷をどれだけ削減できたかを、可能な限り定量的に算出するしくみです。
　　平成19年度の環境保全コストは、
約18億8,300万円の見込みで、その結果、
CO2排出量1,544トン削減、
浄水場発生土の有効利用量
31,223トン（発生量の100%）
などの環境保全効果を見込んでいます。

◆問合せ先：総務企画課 TEL 043－211－8363◆問合せ先：総務企画課 TEL 043－211－8363

中期経営計画の
「評価制度」をご存知ですか?

千葉県水道局中期経営計画とは?
　水道局では、お客様に安全で良質な水を安定的に供給するため、平成18年度から
平成22年度までの5ヵ年を計画期間とする千葉県水道局中期経営計画を策定し、
施策や事業の計画的な推進に努めています。
　中期経営計画では、水道事業の使命を果たすため、次の4つの〈基本目標〉を掲げ
ています。
　①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
　②現行料金を維持できる経営基盤の強化
　③お客様に、より一層信頼される水道
　④地震等の非常時にも強い水道
　これらの目標を達成するため、14の施策と52の重点推進事業を計画の中で体系
化し、主な施策・事業については指標を設け、数値目標を明確にしています。

計画の進行管理は?
　水道局では、中期経営計画の進行管理を適切に行うため、重点推進事業の進捗
状況や効果などをチェックして次の改善につなげる「評価制度」を導入し、計画
初年度から実施しています。評価は、局内部による評価と、当該内部評価に対する
「千葉県水道局中期経営計画事業等評価委員会（太田正委員長（作新学院大学教授）
他委員4名）」による客観的な視点からの評価という2段階方式で実施しています。

平成19年度に実施した重点推進事業についての評価の詳細は、
水道局ホームページでご覧いただけます。

平成19年度に実施した重点推進事業
　平成19年度は、平成18年度に終了した1事業を除く51事業で、主なものの実施
状況は次のとおりです。
〈基本目標①〉
●高度浄水処理機能をもつ「ちば野菊の里浄水場」が竣工し、10月から稼動・通水しました。
●おいしい水づくりを総合的に推進するため、残留塩素の低減化に向けた塩素多点注入方式導入
の基礎調査や、高度浄水処理導入の調査研究を進めました。

〈基本目標②〉
●効率的な経営を推進するため、事務経費や工事コストの縮減に努めました。
●民間委託業務の拡大を図るとともに、北総浄水場排水処理施設へのPFI導入の検討を進めました。

〈基本目標③〉
●お客様の要望に応え、水道未普及地区への配水管布設工事を進めました。
●検針会社による日曜日等の現地料金精算を8月から開始しました。

〈基本目標④〉
●地震等の災害時に備え、被害情報収集管理システムの整備を図りました。
●管路の耐震強化を図るため、耐震継手を採用した配水管の整備・更新工事を進めました。

■業務状況

　水道事業は、皆様からお支払いいただいている水道料金を主な財源として、

独立採算により事業を運営しています。

　平成19年度の営業活動での収益的収支は95億9,900万円の利益を出し

ましたが、これは翌年度以降の建設投資等に充てられます。

　また、安全で安定的なおいしい水づくりや、施設の耐震強化を図るため

などの建設・改良事業については、収入が支出に対し不足する額が364億

5,200万円となりましたが、この不足額は減価償却費等の内部留保資金

などで補てんしました。

　なお、平成19年度末の企業債の残高は、前年度に比べ151億5,000万

円減少したものの、依然として2,222億5,400万円の残高を有しており、

これは、年間の水道料金収入約630億円の3.5倍となっています。

給水戸数 （千戸）

給水人口 （千人）

年間給水量 （千m3）

職員数 （人）

区　　分 平成19年度（A） 平成18年度（B） 対前年度比較（A－B）

1,297

2,867

326,264

1,031

1,273

2,831

327,683

1,070

24

36

▲1,419

▲39

※業務状況は、平成19年度末現在の数値です。

◆問合せ先：財務課　TEL 043－211－8578

2

第187号 県 水 だ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF005B002765874EAC00410053005F00480050752800270020306B57FA3065304F005D0020005B002765874EAC00410053005F00480050752800270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


