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第４章 計画の推進に当たって 

 

お客様である県民の皆様をはじめ、多様な主体との連携・協働の輪を広げ、

チームスピリットの発揮により計画を推進していきます。 

また、この計画に合わせて５か年の財政収支見通しを策定するとともに、 

計画の進行管理については、引き続き評価制度により実施していきます。 

 

 

第１節 チームスピリットの発揮 

計画の推進に当たっては、水道に関わりを持つ多様な主体と連携を図り、

水道事業の更なる発展性や可能性について検討・研究を進め、その成果を 

計画にフィードバックさせていくことが重要です。 

こうしたチームスピリットの発揮により、ポテンシャルにあふれる千葉県

の一層の飛躍に貢献していきます。 

 

◎ お客様をはじめ、多様な主体との協働を進めます。 

① お客様や学識経験者による「おいしい水づくり推進懇話会」、蛇口  

での水質検査等にご協力をいただく「ウォーターメイト」、広聴にご協

力をいただくインターネットモニターなどとの協働 

② 水道を研究している機関や大学、千葉県水道管工事協同組合、民間

企業などとの共同研究 

◎ 県内の他の水道事業体等との情報交換の緊密化を図るとともに、平成

２２年３月に本県が公表した「県の考え方」を踏まえ、県内水道の統合・

広域化に向けた取組に引き続き参画していきます。 

◎ 国際貢献の延長線上にある、海外での水道事業展開の可能性について、

国や他の水道事業体の情報収集と併せて検討していきます。 
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第２節 財政収支見通し 

～施設整備等の事業費1,391億円を確保～ 

計画期間５か年の収支については、水道料金収入等の収益的収入 3,615 

億円に対して、水道水をつくり供給する費用等の収益的支出が3,414億円で

あり、差し引き201億円の収支差益を見込んでいます。一方、施設整備費等

の資本的支出2,296億円に対し、企業債借入金等の資本的収入は768億円と

なり、1,528億円の不足が生じる見込みですが、この不足額については、  

減価償却費等の内部留保資金によって補てんしていきます。 

補てん財源に充てられる内部留保資金の残高は、計画期間中に 48億円  

減少して252億円となる見込みです。また、企業債借入金の残高については、

新規発行を抑制し縮減を図ることにより、165億円減少して 1,851億円と 

なる見込みです。 

以上の見通しにより、健全経営の維持を図りつつ、本計画推進のため施設

整備等の事業費1,391億円を確保していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５か年の収支見通し 

資本的収入

768億円

減価償却費や

収益的収支での

収支差益等から補てん

1,528億円

収益的収入

3,615億円

収益的支出

3,414億円

浄水・給水・窓口サービス

などに係る経費

1,963億円

資本的支出

2,296億円

施設整備等の事業費

1,391億円

その他

338億円

企業債返済

567億円

企業債借入

402億円

工事負担金 116億円

その他 250億円

資 本 的 収 支

（平成２３～２７年度の合計）

収 益 的 収 支

（平成２３～２７年度の合計）

給水申込納付金

175億円

水道料金

3,255億円

支払利息

225億円収支差益

201億円

減価償却費等

1,226億円

その他

185億円

事業の管理・運営にかかわる収支です。 施設の整備・改良にかかわる収支です。
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施設整備を中心とした投資事業の費用配分 

目標１ 安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道 

目標２ 行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道 

目標３ 地震等の非常時に強い水道 

目標４ 環境に優しい水道 

目標５ 安定した経営を持続できる水道 

１，３５２億円 

１億円 

１億円 

２６億円 

１１億円 

 計 １，３９１億円 

 

 

第３節 計画の進行管理 

原則として、施策単位の成果目標と、施策を支える個別の取組（又は事業）

の達成目標を明確にするものとし、その進行管理は、内部評価と外部有識者

等による第三者評価により行い、評価の結果をＰＤＣＡサイクルに反映させ

ていきます。 

また、評価の実施状況や結果については各年度ごとに公表し、お客様への

説明責任を果たしていきます。 

〔２３年度期首〕
資金残高 ３００億円 △　４８億円 　　　２５２億円

企業債残高 ２，０１６億円 △１６５億円 １，８５１億円

〔２７年度期末〕
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お客様 

AAccttiioonn  
 是正の可否判断 

(継続･修正･中止等) 

公
表 

意
見 

PPllaann  
 目標設定 

 (計画の策定) 

DDoo  
 事業の実施 

 

CChheecckk  
 実施状況の点検・ 

 分析・課題の把握 

内部評価 

依
頼 

評
価 

第三者機関 

外部評価 

 

 計 画 の 基 本 体 系 （イメージ） 

                【基本目標】 

○１ 安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道 

 ２ 行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道 

 ３ 地震等の非常時に強い水道 

 ４ 環境に優しい水道 

 ５ 安定した経営を持続できる水道 

 
                【主要施策（例）】 
                  基本目標１を構成する施策項目 

(2) 安全で良質なおいしい水の供給 

成果指標 現状(21年度) 目標(27年度) 

水道水の満足度 54.9% 70% 

（指標の説明） 

 インターネットモニターなど各種アンケート調査の  

回答割合です。 

 
                【主な取組（例）】 
                  基本目標１の主要施策(2)を構成する取組項目 

② おいしい水づくりの推進 

達成指標 現状(21年度) 目標(27年度) 

蛇口での残留塩素濃度 0.76mg/L △△mg/L 

（指標の説明） 

 注入塩素量の調節などにより、お客様の蛇口での残留 

塩素濃度を低減化するものです。 

 

 計 画 の 進 行 管 理 （イメージ） 

 右図のような評価制度により、 

   計画策定（Plan） 
   実施（Do） 
   評価（Check） 
   改善（Action） 

のマネジメントサイクルを活用した

経営を推進します。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

 

 

 

主要施策 

 

基本 

目標 

目的 

目的 

手段 

手段 
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本計画の進行管理を効果的に実施するため、基本目標の下に体系付けた１０の

主要施策について成果指標を定め、内部評価及び第三者評価に用います。また、

引き続き評価手法の見直しを進める中で、必要に応じて指標の追加や改善を図り

ます。  注）指標名の〈  〉内は、水道事業ガイドラインの指標番号を示しています。 
 

《基本目標１》  安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道 

主要施策（２） 安全で良質なおいしい水の供給 

指  標 水道水の満足度(飲み水として) 

目標(Ｈ27年度) ７０（％） 

現状(Ｈ21年度) ５４．９（％） 

（指標の説明） 

インターネットモニターへのアンケート調査において、飲み水としての水道水に  

「満足」、「やや満足」していると回答した人の割合を示すものです。 

  数値が高いほど、安全で良質なおいしい水づくりの成果が表れていることになり 

ます。 

（目標の説明） 

塩素臭を減らすための取組や管路内の洗浄などを計画的に実施して、飲み水としての

水道水の満足度７０％を目指します。 

主要施策（１） 安定給水の確保 

指  標 
安定給水度 

（①浄水場事故割合〈5101〉、②管路の事故割合〈5103〉） 

目標(Ｈ27年度) 
①０  （10年間の件数/箇所） 

②１．６（件/100km）以下 

現状(Ｈ21年度) 
①０．２（10年間の件数/箇所） 

②１．６（件/100km） 

（指標の説明） 

① 浄水場において設備機器の故障等により機能停止事故が発生した割合を示す 

ものです。 

（過去10年間の浄水場停止事故件数÷浄水場総数  水源の水質事故に由来するものは含みません。） 

数値が低いほど、浄水場が安定的に稼働していることになります。 

② 管路の破裂、破損、漏水等の事故が発生した割合を示すものです。 

（管路の事故件数÷管路総延長×100） 

数値が低いほど、管路が正常に機能していることになります。 

（目標の説明） 

 ① 適時・適切な施設設備の更新等により、浄水場事故割合０を目指します。 

② 管路の老朽化が進む中で、計画的な布設替えなどにより、管路の事故割合１．６

以下を目指します。 

主要施策における成果指標・目標 



 

《基本目標２》  行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道 

 

  主要施策（３） お客様サービスの推進 

指  標 
① 広聴・広報満足度（「県水だより」内容満足度） 
② お客様対応満足度 

目標(Ｈ27年度) 
①７７（％）以上 

②９２（％）以上 

現状(Ｈ21年度) 
①７６．４（％） 

②データがありません。 

（指標の説明） 

① インターネットモニターへのアンケート調査において、広報紙「県水だより」の  

内容に「満足」、「やや満足」していると回答した人の割合を示すものです。 

② インターネットモニターほか各種アンケート調査において、お客様への職員の対応

について、満足していると回答した人の割合を示すものです。 

（目標の説明） 

① 広報紙「県水だより」について、お客様視点による内容の充実等を図り、満足度  

７７％以上を目指します。 

② ２２年度に実施した調査では９１．７％のお客様対応満足度を得られたことから、

さらにマナーの向上を図り、満足度９２％以上を目指します。 

主要施策（４） 次世代への技術の継承 

指  標 
①技術研修の理解度 

②継承技術の実践度 

目標(Ｈ27年度) 
①８０（％） 

②８０（％） 

現状(Ｈ21年度) データがありません。 

（指標の説明） 

① 継承する技術が、研修等によってどの程度理解されたかを、直後のアンケート  

調査等によって確認するものです。 
② 研修等で習得した知識や技術を自己の業務にどの程度活用できているかを、フォ

ローアップ調査等によって確認するものです。 
（目標の説明） 

技術の継承効果を高める研修等の実施により、理解度、実践度ともに８０パーセント

を目指します。 
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主要施策（６） 緊急時における水融通体制の確保 

指  標 
浄・給水場の機能停止等における安定給水人口率 

（北総浄水場機能停止時） 

目標(Ｈ27年度) １００（％） 

現状(Ｈ21年度)  ４１（％） 

（指標の説明） 

千葉ニュータウンや成田ニュータウン、成田国際空港などへの水を賄う北総浄水場

が事故等により停止した場合に、それらの地域において断水等が生ずることなく、  

安定した給水を受けられる人口の割合を示すものです。 

数値が高いほど、バックアップ体制の強化により安定給水が可能なお客様が多くなり

ます。 

（目標の説明） 

北総浄水場が停止した場合、成田ニュータウン地域や成田国際空港については、  

既にバックアップ体制が整備されているため、断水を回避することが可能です。（人口 

割合で４１％） 
しかし、千葉ニュータウン地域の一部については、現状では断水を免れないことから、

北船橋給水場からの逆送水を可能にする管路等を整備し、当該地域についても断水を 

回避できるようにして、１００パーセントのバックアップ体制の確保を目指します。 

 主要施策（５） 危機管理体制の強化 

指  標 

危機管理体制の強化 

（①非常時職員参集管理システム応答率（１時間以内） 

②事故時における職員の現場到着時間(夜間、休日)） 

目標(Ｈ27年度) 
①１００（％） 

②１時間以内 

現状(Ｈ21年度) 
①６１（％） 

②約３時間 

（指標の説明） 

① 携帯電話のメール機能等を用いた非常時職員参集管理システムによる情報伝達

訓練（夜間又は休日に実施）において、職員が１時間以内に応答した割合を示すもの 

です。（システム応答数÷メール配信数） 

② 夜間又は休日に発生した水道施設の事故に際して、第一報を受けてから職員が 

現場に到着するまでの平均時間を示すものです。 

（目標の説明） 

① 非常時職員参集管理システム応答率１００％を目指します。 

② 初期活動体制の見直しを検討し、現場への到着時間１時間以内を目指します。 

《基本目標３》  地震等の非常時に強い水道 
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《基本目標４》  環境に優しい水道 
 

主要施策（７） 環境対策の推進 

指  標 
①購入電力量の削減率 

②浄水場発生土の再資源化率〈4004〉 

目標(Ｈ27年度) 
①１０（％）〔H12～16年度の年平均購入電力量を基準〕 

②１００（％） 

現状(Ｈ21年度) 
①４（％） 〔      〃              〕 

②１００（％） 

（指標の説明） 

① 省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用等による継続的な取組成果を見る

ために、平成１２～１６年度の５か年間の年平均購入電力量を基準にして削減割合

を示すものです。 

数値が増加するほど、取組成果の積み重ねが示されることになります。 

② 浄水処理をする過程で発生する汚泥を、セメント原料及び緑化培養土として  

再資源化した割合を示すものです。 

   数値が高いほど、再資源化が進んでいることになります。 

（目標の説明） 

① 引き続き、省エネルギー化等の施策を推進し、購入電力量の着実な削減を図り  

ます。 

② 引き続き、資源リサイクルを推進し、発生土の再資源化率１００％維持を目指し

ます。 
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《基本目標５》  安定した経営を持続できる水道 

 

主要施策（８） 人材の確保と育成 

指  標 
①新規職員確保率 

② ア）研修理解度、イ）研修実践度 

目標(Ｈ27年度) 
①５（％） 

② ア）１００（％）、イ）８０（％） 

現状(Ｈ21年度) 
①２．７（％） 

② ア） ９２（％）、イ）データがありません。 

（指標の説明） 

① 職員数（再任用職員を含む）に対する新規採用者の割合を示すものです。 

    （新規採用者数÷職員数） 

    ※「新規採用職員」には、人事交流による純増分も含みます。 

② 研修直後のアンケート調査及び事後のフォローアップ調査における「理解でき

た」、「研修後、行動に変化はあった・実践は可能」等の回答割合を示すものです。 

（目標の説明） 

  ① 事業運営に必要な職員数を見極め、数値が低くなりすぎないように職員を確保

していきます。 

  ② 研修理解度は１００％の理解を目指し、研修実践度は、前中期経営計画の最終

年度（２２年度）に立てた８０％の目標を継続します。 
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主要施策（９） 業務能率の向上 

指  標 
①業務の改善度 

②情報システム運用コスト削減率（年間） 

目標(Ｈ27年度) 
①８０％ 

②１０％  

現状(Ｈ21年度) 
①データがありません。 

② － （２１年度を基準とした削減の取組となります） 

（指標の説明） 

① 業務マニュアルの整備など様々な取組によって業務改善が進んだと評価する 

職員の割合を示すものです。 

数値が高いほど、職員の日常的な業務環境が整備されていることになります。 

② 各種の情報システムについて、使用機器類の統一化と管理の一元化を図り、利用

効率を高めつつ運用コストを削減しようとするものです。 

（目標の説明） 

① 職員へのアンケート調査等を実施して、業務改善度８０％を目指します。 

② 運用コスト（機器賃借料＋機器保守料）の１０％削減を目指します。 

主要施策（１０） 経営体質の強化 

指  標 経常収支比率 

目標(Ｈ27年度) １００％超を維持します。 

現状(Ｈ21年度) １１１．９％ 

（指標の説明） 

経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、経営の状況を

表す一つの指標です。 

比率が１００％以上であることが望ましい経営状況です。 

（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用＋営業外費用） 

（目標の説明） 

経営環境は長引く景気低迷の影響などから今後次第に厳しくなっていくおそれが 

ありますが、経営体質の強化に取り組み、経常収支比率１００％超を維持することを 

目指します。 


