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１．石狩市新水道ビジョンの策定に当たって 

 

１．１ 石狩市新水道ビジョンの策定趣旨 

 

石狩市（以下「市」という。）の水道事業は、平成 25 年 4 月にかねてからの施策で

あった当別ダムを水源とする石狩西部広域水道企業団※１（以下「企業団」という。）から

の水道用水の供給が開始され、恒久水源の確保を実現しました。 

平成 25 年度末現在、給水人口 59,312 人、１日あたりの平均給水量 15,705ｍ3

の安全で安定した水を市民の皆さまへ供給しています。 

現在、水道を取り巻く状況は、少子化による人口減少社会の到来や創設期に建設した

施設の老朽化、また東日本大震災の発生を踏まえた災害対策のあり方など、平成１８年

に水道ビジョンを策定した当時と大きく変化しました。 

こうした背景のもと、今般水道ビジョンのフォローアップではなく、来るべき時代に

求められる課題に取り組む新しい将来像「石狩市新水道ビジョン」を策定し、図－1 の

イメージに基づき現状において市が抱える諸課題を抽出し、50 年ほど先の水道のある

べき姿を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため、今

後おおむね 10 年間の施策目標などを定めます。 

市は、本ビジョンを確実に実行することにより、安全（安心して飲める）かつ強靭（災

害に強い）で安心できる水道水の持続的な（いつまでも皆さまの近くにありつづける）

供給を目指します。 

重要度・優先度

あるべき姿から
フィードバック

現状 10年後 50年後

更新対象の重点化 全施設が更新対象

時間

サ
ー

ビ
ス
水
準

（当面の目標水準）

（あるべき姿）

水処理施設の改善
小規模施設の統廃合
配水ブロック化
　　　　　　　　　etc...

 

 

図－１ 施策目標の設定イメージ 

重要度・優先度の選定 
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１．２ 石狩市新水道ビジョンの位置付け 

 

平成 25 年 3 月に厚生労働省は「新水道ビジョン※2」を公表し、水道を取り巻く大

きな環境の変化に対応し、「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」を基本理

念とした水道の理想像【安全な水道、強靭な水道、そして水道サービスの持続】を示し

ました。 

また、北海道においても平成 23 年 3 月に広域的な観点から、水道関係者の共通の

目標となる将来像やその実現のための方策等を明確にし、関係者がその取組みを推進し

ていくために「北海道水道ビジョン」を策定しました。 

市では、平成18年に今後の水道に関して、市民の皆さまと行政が共通の認識と目標

を持ち、協働のもと幾多の課題に対処するための具体的な施策及びその方策等を示した

「石狩市水道ビジョン」を策定しました。平成23年には、時点に見合った内容に改訂

し、今日に至っています。 

しかし、ここで掲げた、第三者委託※3や事業統合の実現、アセットマネジメント※4

に基づいた「水道施設更新計画」（耐震化計画）の策定・推進、さらには「中期経営計

画」の策定と水道料金の改定、そして企業団からの水道用水供給による恒久水源確保の

実現など主要な施策目標が実施済みとなったことや水道を取り巻く状況が大きく変化

していることから、新たなビジョンである「石狩市新水道ビジョン」を策定することと

しました。 

 

 

 

図－２ 石狩市新水道ビジョンの位置付け 
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「石狩市新水道ビジョン」では、図―2に示すとおり、「新水道ビジョン」（厚生労働

省）、「北海道水道ビジョン」と整合を取るとともに、これからの水道事業運営の長期的

な方向性を設定します。 

また、今回の策定に当っては、国が示した新水道ビジョンに対応した「『水道事業ビ

ジョン※5』作成の手引き」と事業の成果と到達度を客観的かつ具体的に評価するため「水

道事業ガイドライン※6」に基づく業務指標（ＰＩ）（以下「PI」という。）を活用し、

図－3の手順に基づき、策定・公表します。 

なお、本ビジョンの計画期間はおおむね１０年間とし、適宜フォローアップに努めて

いきます。 

 

 
 

図－３ 石狩市新水道ビジョン策定の流れ 

 

 

 

[解説] 
※１石狩西部広域水道企業団：将来にわたり安全で安定した恒久水源の確保のため、北海道が施

工主体である当別ダムに水源をもとめ、広域的視野に立った施設整備と効率的な水供給を行う

目的から、北海道、札幌市、小樽市、石狩市、当別町で構成された一部事務組合として平成 4

年に設立されました。平成 25 年 4 月に当別浄水場の供用開始により水道用水の供給が開始

されています。 
※２新水道ビジョン：厚生労働省は平成 16 年に「水道ビジョン」を策定し、今後の水道事業の

あるべき姿や方向性を明らかにしました。（平成 20 年に改訂）その後、水道を取り巻く大き

な環境変化（人口減少と水需要減少の時代到来、東日本大震災を踏まえた災害対策）に対応す

るため、平成 25 年 3 月に新しいビジョンとして「新水道ビジョン」を公表しました。 
※３第三者委託：水道の管理に関する業務のうち、技術的な管理業務を経理的・技術的基礎を有

する第三者（他の水道事業者または民間）に委託することを言います。またその第三者には、

委託業務内容における水道法上の責任を負わせるもので、従来の部分的に業務を委託するもの

とは性格の異なるものです。 
※４アセットマネジメント：水道資産を健全な状態で次世代へ引き継ぐことを目的に、適切な更

新時期や費用を検討する手法のことを言います。その手法は、厚生労働省より公表された「水

道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」が平成 21 年 7 月に示さ

れています。 
※５水道事業ビジョン ：「新水道ビジョン」を踏まえて、各水道事業者等が自ら作成する事業ビ

ジョンを言います。 
※６水道事業ガイドライン：水道事業のサービス水準の向上を図ることを目的として平成 17 年

1 月に社団法人日本水道協会が策定しました。水道サービスを一定の算定式を用いて数値化し

た 137 項目の業務指標（ＰＩ）で示されており、各指標は水道サービスを将来にわたり維持

していくうえでの目標となる 6 項目「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国際」に

分類されています。 
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１．３ 石狩市新水道ビジョンの構成 

 

 本ビジョンにおける第２章以降の構成は、図－４に示すとおりです。 

 

第２章：石狩市水道事業の概要 

■石狩市の概要 

■石狩市水道事業の沿革 

■進行中の事業概要 

第３章：水道事業の現状分析と課題 

■持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道 

■安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道 

■強靭：災害に強くたくましい水道 

 

第４章：将来の事業環境 

■外的環境 

■内的環境 

 

第５章：水道の理想像と目標設定 

■水道の理想像 

■重点的な取り組み目標 

★「水道法」の理念 

★「新水道ビジョン」 

（平成 25年 3月 

厚生労働省） 

★「北海道水道ビジョン」 

（平成 23年 3月北海道） 

 

「水道事業ガイド

ライン」に基づく 

業務指標（ＰＩ） 

第６章：推進する実現方策 

■安全で安定した水の供給確保 

■水の供給体制の持続 

■人材育成と組織力強化 

■災害に強いライフラインの確保 

■環境負荷の低減 

■市民とのコミュニケーションの充実 

人口および

使用水量 

水源の 

汚染 

施設効率

の低下 

利水の安

全性低下 

施設の 

老朽化 

資金の 

確保 

職員数 

の減少 

第７章：検討の進め方とフォローアップ 

■実現方策の進め方 

■フォローアップ 

 
図－４ 石狩市新水道ビジョンの構成 
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２．石狩市水道事業の概要 

 

２．１ 石狩市の概要 

 

市は図－５に示すとおり、道央圏の日本海側に位置し、東西28.88km、南北67.04km、

行政総面積は 721.86km2と南北に細長い地域で、北海道遺産「石狩川」や暑寒別天売

焼尻国定公園を含め、海、川、山の自然豊かな地域です。また、南側は札幌市に接し、西

側の石狩湾には石狩湾新港と広大な流通工業地域を有する、多彩な資源と可能性をもつ都

市でもあります。 

江戸時代の初頭、松前藩により石狩場所が設置されたことを機に、サケの交易で大いに

賑わいを見せました。明治時代に入り全国各地から移住者が集まり、明治 35 年に親船町

ほか 9 町及び生振村をもって石狩町とし、明治 40 年に花畔村、樽川村を含めた花川村

を編入しています。 

昭和 30 年代には、人口が急増する札幌市のベッドタウンとしても注目され、昭和 39

年から現在の花川南地区において住宅団地造成が開始されて以降は、大規模団地開発が行

われ、急速に人口が増加しました。 

平成８年９月には市制が施行され、石狩町から石狩市となり、平成 17 年 10 月には厚

田村と浜益村がそれぞれ廃置分合により石狩市へ編入合併され、新たな歴史の歩みを始め

ました。 

 

小樽市 
札幌市 

当別町 

新十津川町 

増毛町 

日 

本 

海 

石狩市役所 

浜益支所 

厚田支所 

 
 

図－５ 石狩市の位置 
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２．２ 石狩市水道事業の沿革 

 

２．２．１ 石狩市水道事業の創設（創設事業～第 1 期拡張事業） 

 昭和 30 年代     人口規模が小さく集落も点在。飲料水は住民が浅井戸により賄

う。 

昭和 45 年 1月   新札幌団地（現花川南地区）において、団地開発に伴い民間業

者による水道事業として給水を開始。 

昭和 48 年 3月   札幌圏の人口急増による大規模団地造成や生活様式の変化に

より、水需要が増加。花畔団地（現花川北地区）、花畔市街地域

（主に現花畔地区）に花畔地区水道事業を創設。市の水道事業が

開始。 

昭和 49 年 3月   本町八幡地区簡易水道※７事業を創設。 

昭和 49 年 10 月   民間業者より新札幌団地水道事業が町（当時）へ移管され、新

札幌地区水道事業が創設される。 

昭和 53 年 7月   石狩湾新港地域簡易水道事業を創設。 

 

表－１ 花畔地区水道事業の概要 

区分 認可年月日 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量 備考 

創設 S48.3.31 S58  30,000 人 9,000m3  

第１期拡張 S50.3.31 S58 31,000 人 9,300m3 区域拡張 

水源の種別 
地下水（花畔市街浄水場） 

主な稼働施設：花畔市街浄水場、花川北配水場 
札幌分水（花川北配水場） 

 

[解説] 
※７簡易水道：水を人の飲用に適する水として供給する水道のうち、計画給水人口が 100 人を越え

5,000 人以下であるものを言います。なお、5,000 人を超えると上水道と称しています。 

 

 

２．２．２ 花川地区水道事業への一体化（第２期拡張事業） 

 昭和 5５年１０月   花畔地区水道事業と新札幌地区水道事業等を統合し、花川地区

水道事業とする第 2 期拡張事業を実施。 

 

表－２ 花川地区水道事業の概要 

区分 認可年月日 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量 備考 

第２期拡張 S55.10.31 S64  48,000 人 14,400m3 区域拡張（上水・専水統合） 

水源の種別 
地下水 主な稼働施設：花畔市街浄水場、花川北配水場、 

花川南浄水場 札幌分水（花川北配水場） 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%81%93
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２．２．３ 専用水道の統合（第３期拡張事業～第 6 期拡張事業） 

平成 ９年 ４月   民間業者より譲渡を受けた上花畔専用水道※8（緑苑台地区）・

樽川中央専用水道（樽川地区）を花川地区水道事業に統合し、第

６期拡張事業を実施。 

 
 

   
【解説】 
※8専用水道：自家用水道その他の水道事業以外の水道であって、100 人を超える居住者に必要な

水を供給するもの。又はその水道施設の一日最大給水量が 20ｍ３を超える水道を言います。 
   

２．２．４ 恒久水源の確保に向けて（第７期拡張事業） 

 平成 ４年 ４月    石狩西部広域水道企業団に参画。 

平成１０年 ３月    各簡易水道を統合し、石狩市上水道事業として第 7 期拡張

事業を実施。 

平成１０年 ４月～   広域化促進地域上水道施設整備事業に着手し、企業団用水 

の受水施設と市域全体を統合する基幹的な送配水施設を整備。 

平成１４年 3 月    「石狩西部地域広域的水道整備計画」（北海道）改訂。水道

用水の供給開始が平成１９年度から平成２５年度に変更。 

平成１９年１２月    市上水道事業の再評価により計画目標を変更。給水人口、計

画一日最大給水量をそれぞれ下方修正。 

 

区分 認可年月日 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量 備考 

第３期拡張 S58.3.5 S64  50,000 人 14,400m3 区域拡張（専水統合） 

第４期拡張 S61.4.14 S66 50,000 人 14,400m3 区域拡張 

第５期拡張 H2.3.27 H5 50,000 人 14,400m3 区域拡張 

第６期拡張 H9.4.1 H10 50,000 人 16,000m3 区域拡張（専水統合） 

水源の種別 
地下水 主な稼働施設：花畔市街浄水場、花川北配水場、 

       花川南浄水場、樽川浄水場、緑苑台浄水場 札幌分水（花川北配水場） 

区分 認可年月日 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量 備考 

第７期拡張 H10.3.２７ H19  69,300 人 26,800m3  

H19 再評価 ― 

H25 57,900 人 20,700m3 計画見直し 

H37 58,100 人

（H27） 

21,400m3 最大値 

（参画水量） 

水源の種別 用水供給（当別ダム） 
※花川地区上水道と本町八幡地区簡易水道、石狩湾新港

地域簡易水道及びトーメン石狩ニュータウン専用水道

を統合。併せて水道未普及地域（中生振地区、高岡地区、

志美地区）を給水区域に編入。  

整備計画施設 

配水センター2 ヶ所 

（新港中央、花川北） 

中継ポンプ場３ヶ所 

基幹送配水管 84km 

表－３ 花川地区水道事業の概要 

 

表－4 石狩市水道事業の概要（用水供給分） 
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２．２．５ 厚田・浜益・濃昼地区の簡易水道事業統合と用水供給 

（第 7 期拡張事業の変更～現在） 

平成 17 年 10 月   市村合併に伴い、厚田区簡易水道事業（昭和 36年 6 月創設）、

浜益区簡易水道事業（昭和 39 年 5 月創設）、濃昼簡易水道事業

（昭和 50 年 4 月創設）をそれぞれ継承。 

平成 21年 10月   第 7期拡張事業の変更により、上水道と簡易水道の統合を行い、

１つの上水道事業となる。 

平成 25 年 4月   当別浄水場（企業団）の供用開始により、厚田区・浜益区を除く

石狩地区全域への水道用水の供給を開始。 

 

表－5 石狩市水道事業の概要（事業統合後） 

区分 届出年月日 目標年次 計画給水人口 計画一日最大給水量 備考 

第７期拡張変更 H21.10.30 H37  74,380 人 30,243m3 統合（届出） 

水
源
の
種
別 

石狩地区 用水供給（当別ダム） 

※石狩市上水道事業と厚田区簡易水道事業、浜益区

簡易水道事業、濃昼簡易水道事業を統合。  

厚田区 表流水 

浜益区 表流水 

濃昼地区 表流水 
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石狩地区

厚田 区

浜益 区

濃昼地区

送水量 送水量
13,550ｍ3/日 175ｍ3/日

施設能力　Ⅰ期 34,164 ｍ3/日 配水池容量 6,347 ｍ3 配水池容量 221 ｍ3
施設能力　Ⅱ期（H37～） 77,800 ｍ3/日

送水量
送水量 1,248ｍ3/日
7,850ｍ3/日

配水池容量 4,242 ｍ3 配水池容量 800 ｍ3

送水量
97ｍ3/日

配水池容量 212 ｍ3
高岡配水場

石狩西部広域水道企業団当別浄水場

花川北配水場

新港中央配水場 生振（おやふる）配水場

八幡配水場

配 水 配 水

配 水 配 水

配 水

配水池容量 90 ｍ3
施設能力 72 ｍ3/日

濃昼（ごきびる）浄水場濃昼（ごきびる）取水施設
配 水

配水池容量 678.3 ｍ3 配水池容量 72 ｍ3
施設能力 1,800 ｍ3/日

配水池容量 632.4 ｍ3 配水池容量 277 ｍ3
聚富（しっぷ）配水池

厚田取水施設 厚田浄水場 発足（はったり）配水池

望来（もうらい）配水池

配 水 配 水

配 水 配 水

配水池容量 504 ｍ3 配水池容量 65.4 ｍ3
施設能力 879 ｍ3/日

配水池容量 91.9 ｍ3
施設能力 171 ｍ3/日

浜益浄水場

実田（みた）浄水場

幌（ほろ）配水池浜益取水施設

実田（みた）取水施設
配 水

配 水配 水

 
図－６ 石狩市の水道施設
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２．３ 進行中の事業概要 

 

市では、平成 18 年度以降「水道ビジョン」において掲げた持続可能な水道事業実現のた

めに、平成 21 年度にアセットマネジメントを実施し、平成 22 年度に「水道施設更新計画」

を策定しました。また、更新計画を実現させるため平成 24 年度に「中期経営計画」を策定

し、耐震化も含めた事業を進めています。 

これにより、現在進行中の事業は以下に示すものがあります。 

 

 

本事業は、配水管の布設年度が古く更新優先度の高い地区である、花川北地区、花畔地区

などを対象に、平成 25年度より本格的に着手しています。なお、花川南地区については、

平成 8 年度より事業を実施し、平成 24 年度に終了しています。 

 

 

本事業は、災害時に給水優先度が特に高い、花川北地区の避難場所や医療機関などへ給水

するための配水管の耐震化を計画的に実施するもので、災害対策のさらなる充実を図るもの

です。 

 

 

本事業は、更新計画で定めた耐用年数を迎える浄配水施設の配水ポンプ等の機械設備、受

変電設備や計装設備等の電気設備、フェンス等の外構施設、また基幹水道施設（新港中央配

水場、花川北配水場、厚田浄水場、浜益浄水場）以外の耐震化も含めた更新事業です。 

 

 

本事業は、市の基幹水道施設のうち花川北配水場、厚田浄水場、浜益浄水場においてレベ

ル 2 地震動※9に対応した耐震化を計画的に行うことにより、災害に強い水道を目指すもので

す。 

 

 

 

 

 

 

[解説] 
※9レベル 2 地震動：対象構造物が供用期間中に受けるかもしれない、最大と考えられる地震動（石狩

市では、震度 6 強から 7 程度）のことを言います。水道施設の場合、水槽構造物が多いことから、

この地震動に対してもひび割れ等が発生しない耐震性が要求されます。 

（１）管路更新事業 

 

（２）重要給水施設配水管耐震化事業 

 

（４）配水場等耐震化事業 

（３）浄配水場施設更新事業 
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３．水道事業の現状分析と課題 

 

３．１ 持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道 

（水道サービスの持続性は確保されているか） 

 

３．１．１ 広域化の検討 

（1）現状評価 

市は、将来における安全で安定した恒久水源の確保のため、広域的視野に立った施設

整備と効率的な水道水の供給を行う目的から、平成４年に企業団へ参画しました。 

その後、平成 17年 10月の市村合併により、石狩地区の上水道事業のほか厚田区の

１箇所、浜益区の 2 箇所の簡易水道事業の計 4 箇所の水道事業になりましたが、平成

21年 10月に事業統合しました。 

この事業統合により、水道事業の経営及び管理を一体的に行うことが可能となりまし

た。さらには、平成 25 年 4 月の企業団からの水道用水供給により、広域化を実現さ

せています。 

 

（2）課題 

市の水道事業は、既に事業統合を果たし、1つの水道事業となっているほか水道用水

の供給を受けるなどの広域化を取り進めています。今後、さらなる経営の効率化のため、

より発展的な広域化に向けた検討の必要があります。 

 

 

３．１．２ 民間活力の導入 

（1）現状評価 

市は、浄配水場の運転に関する水質、電気、機械など専門的知識を有する技術職員の

退職や、さらにはすべての浄配水場施設を運転管理するための技術職員数の不足に対応

するため、平成 20年度から浄配水場の運転管理を第三者委託しています。 

この第三者委託を行うことにより、技術職員数の不足を補い、事故時の迅速な対応な

どリスク軽減を図り、民間の持つ技術的・経営的ノウハウを活用しながら、水道施設の

管理・運営体制の強化を実現させました。 

 

（2）課題 

現在、市内全域にある水道施設については、第三者委託先である水道運営管理を専門

とする企業との協働によって運転管理が行われていますが、委託を行うことで、将来的

に業務を監督・指導する市職員の技術力の低下が懸念されます。 
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３．１．３ 水道未普及地区の解消 

（1）現状評価 

市では、水道未普及地区の解消について、これまで積極的かつ計画的に取り進めてい

ます。その結果、各地区における水道普及率（給水区域内人口に対する給水人口の割合）

の推移は、図－7 に示すように平成 25年度末で、98％からほぼ 100％という高普及

率になっています。 

なお、市全体での水道普及率は 99.3％となり、ＰＩを全国の事業体と比較すると「優

れる」と評価されます。 

 

 
図－7 給水区域内における水道普及率 

 

（2）課題 

市全体の水道普及率は高い状況にありますが、今後も給水区域内の水道未加入者が多

い地区の状況を把握し、給水収益確保のため必要に応じて加入を勧めていくなどの対策

が必要です。 

 

 

３．１．４ 将来を見据えた施設配置 

（1）現状評価 

石狩地区の水道施設は、平成 25年度より企業団からの水道用水供給開始に伴い、地

下水取水施設、浄水施設といった多くの施設を廃止するなど、将来を見据えた配置にな

っています。また、管路や浄配水場の更新については、将来の使用水量をかんがみたダ

ウンサイジング※10を実施しております。このように更新時等に適切な規模に縮小する

ことでコストの縮減を図っています。 

市の浄配水場の最大稼働率は 77.1％であり、ＰＩを全国の事業体と比較すると「や

や優れる」と評価され、施設規模は適正です。 

水
道
普
及
率
(
％
) 
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（2）課題 

人口減少などに伴う使用水量の減少は、地区毎に差がみられます。今後も施設の更新

に当たっては、地区別の使用水量に応じたダウンサイジングや施設の統廃合も含めた検

討の必要があります。 

 

[解説] 
※10ダウンサイジング：水需要の減少や技術進歩に伴い施設能力を縮小し、施設の効率化やコス

ト縮減を図ることを言います。  

 

 

３．１．５ コスト縮減 

（1）現状評価 

市では、表－6 に示すとおり、これまでにコスト縮減に関する各種の取り組みを行っ

ています。 

表－6 コスト縮減の取り組み 
内容

工事に係るコスト縮減 計画手法の見直し 他事業と施工時期の調整

建設残土の再利用

施設のダウンサイジング

埋設深さを1.2mから1.0mへ浅埋化

民間技術の積極的な活用 耐震性に優れたGX形鋳鉄管※11（継ぎ手部改良）を採用

耐震性に優れた配ポリ管※12（継手部を熱溶着）を採用

積算の合理化 委託設計では電子納品化

公共工事等の品質確保の推進 耐用年数の長いGX形鋳鉄管や配ポリ管を採用

建設副産物対策 再生アスファルトの利用。埋め戻しにストック残土の利用。

工事の時間的コスト 長尺の配ポリ管を使用し管施工時間の短縮

施設の耐久性の向上（長寿命化） 水道施設更新計画に基づく更新

工事におけるリサイクルの推進 積極的な再生資源の活用

工事における新技術の活用 施工業者を通じて新技術が提案された場合は、比較検討し活用

工事以外のコスト縮減 マッピングシステムの活用 上水道ＧＩＳ管理システムを活用

不要資産の売却 廃止した浄水場を売却

企業債償還の借り換え 低金利なものへの借り換えによる支払利息の軽減

企業債借入額の抑制 企業債借入残高の抑制

料金収納の効率化 水道料金収納に係るハンディターミナルの導入

電算業務の変更によるアウトソーシングの促進

委託業務の統合 事業統合に伴い委託業務を一本化

人件費の削減 職員の削減

項目

    

（2）課題 

今後も人口の減少、節水機器の普及などにより、給水収益は減少していくものと推測

されますが、これまでのコスト縮減の取り組みにも限界があります。そのため、新たな

視点でのコスト縮減の検討が必要になります。 
  

[解説] 
※11GX 形鋳鉄管：新しい継手構造により従来の管路と同程度のコストで、大幅に施工性を向上

させたダクタイル鋳鉄管による耐震管です。外面塗装の耐食性向上により一層の長寿命化が実

現できます。 
※12配ポリ管：配水用ポリエチレン管の略。ポリエチレン材料が持っている軽量・柔軟という特

徴に加え、簡単・確実な電気融着接合で一体管路を形成し、耐震性に優れています。耐圧性・

耐食性にも優れ、小口径管路においてコスト縮減が期待できます。 
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３．１．６ 省エネルギー対策 

（1）現状評価 

市の環境負荷低減対策のうち水道工事では、舗装復旧の際の再生砕石・再生アスファ

ルトの採用や、排気ガス規制対応及び低騒音型の建設機械の活用などを行っています。

さらには、道路や下水道等の他事業との同時施工により、交通規制の短期化を図り、交

通渋滞の緩和とそれに伴う排気ガスの低減の実現、浅層埋設（配水管土被り 1.2ｍから

1.0ｍへ）による地下水環境へおよぼす負荷軽減を行っています。また、工事以外では

配水ポンプのインバータ制御の導入、不要照明の消灯や蛍光管の間引き、凍結防止ヒー

タ設定温度の適正化等、省エネルギー化を図っています。 

市の水道が 1ｍ3配水するのにかかる電力消費量は 0.28kwh/ｍ3であり、ＰＩを全

国の事業体と比較すると「やや劣る」と評価されます。これは、石狩地区のほとんどが

平坦地で、配水ポンプを常時運転しなければならないという地理的条件が背景にありま

す。 
 

（2）課題 

市の水道は、平坦地であるという地理的な要件から、主に配水ポンプを稼働させるた

めに電力が必要となるエネルギー消費型です。そのため、より環境負荷を低減するため

の対策が必要です。 

 
  

３．１．７ 職員の技術力と組織の強化 

（1）現状評価 

市の水道職員数は、図－8 に示すように市村合併時である平成 17年度の 29名から

平成 26年度の 1９名まで削減（約 35％の削減）しています。これは市職員全体の削

減率（約 20％）の 2倍程度になります。 
   

 
図－8 石狩市水道事業における職員数 
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そのような中においても、市民生活のライフラインである水道水を安全かつ安定的に、

しかもより確実に市民の皆さまへ供給することが水道事業者の使命です。特に、浄水場

を運転管理する水質・電気・機械等の知識を有する技術職員や水道管路の維持管理経験

を持った技術職員、さらには水道事業経営の専門的な知識を有する事務職員の確保・育

成は、第三者委託を実施している現状にあっても、持続的な水道事業経営の実現のため

に必要不可欠です。 

市の職員の資格取得度は 1.85件/人、技術職員率は 50.0％であり、ＰＩを全国の事

業体と比較すると「優れる」、水道業務経験年数度は 6.7年/人であり「標準的」と評

価されており、現状では水道事業を遂行する上で現在の水道職員の質的な水準は保たれ

ています。 

 

（2）課題 

将来的には、このまま無策であった場合、専門的知識を有する技術職員が不在となり

ます。管網を熟知したバルブ操作、漏水発見、薬品注入、高度処理等のノウハウを蓄積

してきたベテラン職員が、若い世代への技術継承をできないまま引退し、結果として市

民の皆さまへ安全かつ安定的な水道水の供給が出来ないという事態を招く危険性もあ

ります。 

 

 

３．１．８ 水道用水の確保 

（1）現状評価 

市内には、企業団から水道用水を受水する２箇所の施設と４箇所の浄水場があります。 

浄配水場の能力は、表－7 に示すように 24,322ｍ３/日で、この内 21,400ｍ３/日

が企業団からの受水となっています。市の需要水量は、最大で約 20,000ｍ３/日であ

ることから、現状では、給水に支障が生じないとされる水量を確保しています。 

 

表－7 石狩市における浄配水場の能力 

浄配水場の能力

（ｍ3/日）

石狩地区 新港中央配水場 13,550 浄水受水

花川北配水場 7,850 浄水受水
厚田区 厚田浄水場 1,800 急速ろ過
浜益区 浜益浄水場 879 緩速ろ過

実田浄水場 171 急速ろ過
濃昼浄水場 72 緩速ろ過

24,322

地区名 施設名 備　　考

合計  
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（2）課題 

現状では、需要水量に対し不足のない水量を確保しており、問題とはなりません。 

ただし、今後大幅に需要水量が減少した際には、浄配水場の更新に合わせたダウンサ

イジングを行う必要があります。 

 

 

３．１．９ 水道サービスに関する情報発信と新しい知見・情報の収集 

（1）現状評価 

市では、市民の皆さまに水道事業をより深く知っていただくための情報をホームペー

ジで公開しています。さらに石狩のまちづくりに関することや、市役所のこと、いろい

ろな制度の内容等、様々なテーマについて、市職員を講師として派遣する「まちづくり

出前講座」を行っています。 

水道営業課・水道施設課では、次のような出前講座を実施しています。 

 

・水道の家計簿：水道の会計を家計に例えてご説明し、水道事業が料金収入によって成

り立っている仕組みについて説明します。 

・石狩の水道：水道の現状と課題について説明します。 

 

（2）課題 

今後、市では多くの水道施設が更新時期を迎えることから、計画的な更新を行うため

に引き続き情報を発信して参りますが、新しい知見や情報を的確に収集するための調査

等を実施し、市民の皆さまのご意見を水道サービスに生かす仕組みづくりを行うことが

必要です。 

 

 

３．１．1０ 市民からの問い合わせ 

（1）現状評価 

 市民からの問い合わせにつきましては、過去4年間の内訳を図－9に示したとおり、

水質や水圧に関する割合が多くなっています。 

 しかし、平成 25年度は、水圧低下に関する問い合わせについては減少してきていま

す。これは、７月以降に石狩地区の水源が切り替わったことにより、給水区域を変更し

優れたポンプ機能を持つ施設からの配水に切り替わったことによるものと考えられま

す。今後は、水源が地下水からダム湖に変わり水質が変化（硬度や蒸発残留物が相対的

に低くなるなど）したことから、例えばミネラル分などの白い付着物といった水質に関

する問い合わせも減少していくものと推測されます。 



 - 17 - 

  

図－9 市民からの問い合わせ件数 

 

（2）課題 

 水源の切替え及び給水区域の変更により、水圧などの問い合わせについては減少しま

したが、宅内給水管の錆や詰まりに関する問い合わせ件数は、依然として多い状況にあ

ります。 

市では、市民の皆さまに納得して水道をお使いいただくために、水道についての知識

を深めていただくよう、積極的なＰＲ活動を行う必要があります。 
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 「持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道」の観点から、水道事業の現状と課

題を整理すると図－10に示すとおりとなります。 

 

・ 事業統合や水道用水供給による

広域化の実現 

・ 民間活力を導入し管理・運営強

化の実現 

・ 高普及率の実現 

・ 将来を見据えた施設配置・ダウ

ンサイジングの実施 

・ 様々なコスト縮減・省エネ対策

への取組み 

・ 市村合併以降、水道職員数を約

35％削減 

・ 需要水量に対し給水に支障が生

じないとされる水量を確保 

・ 水源切替えによる水圧などに関

する問い合わせ件数の減少 

・ さらなる効率化に向けた発展的

広域化の検討 

・ 民間活力の導入による市職員の

技術力低下の懸念 

・ 地区別で使用水量に応じた施設

のダウンサイジングや統廃合の

検討 

・ 新たな視点からコスト縮減を検

討 

・ ベテラン職員から若い世代への

技術継承 

・ 市民の皆さまからの新しい知見

や情報を収集し、水道サービス

に生かすための仕組みづくり 

・ 積極的なＰＲ活動の必要性 

①現状評価 ②課題 

水道サービスの持続性は確保されているか 

 

 

図－10 「持続」の観点からの水道事業の現状と課題 
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３．２ 安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道 

（安全な水の供給は保証されているか） 

 

３．2．1 原水に適した浄水処理 

（1）現状評価 

市には浄水場が４箇所あり、表－8に示したとおり、各々の水源水質にあった浄水処

理を行っています。なお、石狩地区へ水道用水を供給している当別ダムを水源とする企

業団の当別浄水場では、粒状活性炭による高度浄水処理を行っています。 

 

        表―８ 石狩市が管理する各浄水場の浄水処理方式 

浄水場名 水源 浄水処理方式※13 

厚田浄水場 幌内川 急速ろ過 

浜益浄水場 群別川 緩速ろ過 

実田浄水場 滝ノ沢川 急速ろ過 

濃昼浄水場 濃昼川支流小川 緩速ろ過 

 

ＰＩを全国の事業体と比較すると、カビ臭の発生原因となる物質の検出がないことか

ら、カビ臭から見たおいしい水達成率は 100％、重金属濃度水質基準比は重金属６項

目が検出されていないことから 0.0％となり、いずれも「優れる」と評価されています。

一方、塩素臭から見たおいしい水達成率は、企業団からの受水により石狩地区の塩素の

注入率が安定したことから 50％となり「標準的」と評価されています。 

 

（2）課題 

緩速ろ過方式で処理されている浜益浄水場と濃昼浄水場については、原水が高濁度・

高色度となった場合には浄水処理が困難となります。 

 さらに、全ての浄水場において、今後水源水質の変化や水質基準が強化された場合に

は、現在の浄水処理方法では対応が困難になる可能性もあります。 

 

 

 

 

 [解説] 
※13 浄水処理方式：「急速ろ過方式」とは、原水中の濁りの成分を除去するため、凝集剤という

薬品を加えて細かい粒子のかたまり（フロック）をつくり、可能な限り多く沈殿除去した後、

砂を敷き詰めたろ過層によって、120～150m／日の速度でろ過する浄水処理方法で、比較

的処理水量が多い場合に採用されます。 

 「緩速ろ過方式」とは、薬品を使わず普通沈殿をしたのち、4～5m／日の速度で砂ろ過する

方法で、高度な技術を要さずに自然界の浄化作用を応用して良質な水を得ることが出来ます。 
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３．2．2 水源の監視 

（1）現状評価 

市が管理する厚田区、浜益区の各浄水場の水源は、近年の局地的な集中豪雨などの発

生により、高濁度・色度を伴うことはあるものの、その多くが暑寒別天売焼尻国定公園

や国有林内にあることから、比較的水質が安定しています。また、平成 24年度には浜

益浄水場の水源周辺が北海道条例に基づく「水資源保全地域※14」に指定されました。

水源は市職員等による定期的なパトロールにより監視しています。 

企業団が管理する当別浄水場の水源である当別ダム（当別川）の上流域には、水質汚

濁の原因となる大きな発生源はありません。企業団では、事故災害等から水道水源を保

全するべく、水源上流部の監視を実施しているほか、河川管理者、当別町、北海道関連

部局及び構成団体と連携を図り、各種情報収集に努めています。 

なお、ＰＩを全国の事業体と比較すると、原水汚染などの非常時に浄水を貯留してお

く配水池貯留能力は 0.91日となり「標準的」と評価されています。 

 

（2）課題 

厚田・浜益区の水源は高濁度や高色度等、偶発的な水質事故が発生する可能性がある

ことから、これまで同様、水質事故の発生防止に努める必要があります。 

 

 [解説]  

※14 水資源保全地域：「北海道水資源の保全に関する条例」の規定により、公共用に使用する水

源の取水地点及びその周辺の区域で、水資源の保全のために特に適正な土地利用の確保を図る

必要がある区域を市町村長の提案に基づき、知事が「水資源保全地域」として指定します。 

指定地域内の土地取引行為は知事に事前届出が必要となります。 

 

 

３．2．３ 適切な水質検査の実施 

（1）現状評価 

市は水質検査計画を策定し、原水や給水末端部での水質検査を行っており、市民の皆

さまがいつ飲んでも水道水質基準※15に適合した安全で信頼できる水道水をお届けして

います。なお水質検査は、第三者委託先である企業が市の取り決めに従い行っています。 

また、企業団が供給する水道用水の水質検査については、その検査計画と結果を企業

団のホームページにて公開しています。 

 

（2）課題 

 今後も、水道法に基づき策定する水質検査計画に則り、適切に水質検査を実施し、市

民の皆さまが安心できる、安全で良質な水をお届けしていく必要があります。 

 しかし、残留塩素や濁度・色度、ｐＨ、味といった日常検査以外の約５０項目にわた

る専門的な水質検査は、職員自らが行わず、厚生労働大臣の登録検査機関に委託してい
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ます。このように登録検査機関への依存が深まり、水質検査結果を踏まえた水質管理を

行う専門的な人材が不足するなどの問題もあります。 

 

 [解説] 
※15 水道水質基準：水質基準は、水道法に基づき厚生労働省令により定められた水道水が有すべ

き水質の要件です。厚生科学審議会答申において、最新の科学的知見に照らして改正していく

べきとの考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討を進めています。 

 

 

３．2．４ 安全性に関する情報公開 

（1）現状評価 

市では、安全性に関する情報公開として、給水栓末端部の水質検査結果を、年度毎に

市のホームページで公開しています。この結果から、厚生労働省令により定められた水

道水質基準を満足していることがわかります。 

しかし、水道水には水質汚染事故や異臭味被害など、さまざまなリスクが存在してい

ることから、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現させることが重要です。そ

のため、厚生労働省が作成した「水安全計画策定ガイドライン」（平成 20 年 5 月）

を踏まえて、平成 25 年１０月に「石狩市水安全計画」※16を作成し運用しています。

水安全計画についても、市のホームページにて公表しています。 

 

（2）課題 

今後は、市の水安全計画の検証を実施し、水源から給水栓に至る水質管理水準の向上

を図ることが重要です。また、給水栓末端部の水質検査結果についても、適宜更新・公

表していくことが必要です。 

 

[解説] 
※16水安全計画：食品衛生管理手法である HACCP（Hazard Analysis and Critical Control 
Point）の考え方を取り入れ、水源から給水栓（蛇口）までのあらゆる過程において、水道水の
水質に悪影響を及ぼす可能性のある全ての要因（危害）を分析し、管理対応する方法を予め定め
るリスクマネジメント手法です。 
「石狩市水安全計画」は、その運用により水道水をつくり、供給する仕組みを継続的に維持・向
上させ、将来に及ぶ安全で良質な水道水を安定供給していくシステムとして、平成 2５年１０月
から運用しております。 
 

 

 

３．2．５ 専用水道及び貯水槽水道設置者への適切な指導 

（1）現状評価 

平成 25 年度から専用水道についての事務・権限が北海道から市に委譲されました。

このことから、市では市内 5 か所の専用水道管理者から定期的に報告を受け、立入り
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検査及び指導を行っています。 

また、貯水槽※17の管理は、水道法の管理基準が定められており、市では貯水槽設置

者（以下「設置者」という。）に対して清掃の指示などを行っています。設置者は貯水

槽の管理について、責任をもって行わなければなりませんが、管理が不十分なことによ

り、利用者から不安を抱く問い合わせが市に寄せられる場合は、市が適時、助言や指導

を行っています。 

市は貯水槽に関わる問題を解消するため、ビルやマンション等には貯水槽管理が不要

となる増圧直結給水方式を推奨しています（図－11）。 

 

 

M 

W 

【直圧直結給水方式】 

M P 

W 
増圧ポンプ 

【増圧直結給水方式】 【貯水槽方式】 

M 
P 

揚水ポンプ 

貯水槽 

高
置
水
槽 

W 

M 
P 

揚水ポンプ 

貯水槽 

W 

M 

W 

P 

水道管 

水道メータ 

ポンプ 

図－11 需要者への給水方式 

 

（2）課題 

 貯水槽水道※18 や給水装置※19 の適正管理のための取り組みを継続する一方で、一定

レベルの配水管圧のある地域においては、貯水槽を経由せず、各戸に給水する直結式給

水方式※20の普及に努めていく必要があります。市内には、いまだに貯水槽や増圧ポン

プを使用しないと給水できない建物もありますので、今後とも、効果的・効率的な水道

管路の更新整備を計画的に実施していく必要があります。 

 

 

[解説] 
※17貯水槽：マンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯留し、

これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから各家庭に給水する場合がありま

す。この受水槽と高置水槽を合わせた設備を言います。 
※18貯水槽水道：貯水槽の有効容量が１０ｍ３を超える簡易専用水道と、１０ｍ３以下の小規模貯

水槽水道の総称です。 
※19給水装置：水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具

（止水栓、水道メーター、弁類、給水栓、給湯器など）を給水装置と言います。 
※20直結式給水方式：配水管の水圧で直結給水する方式、または給水管の途中に増圧ポンプを設

けた給水方式で途中に水槽を設けないで給水を行う方式です。 
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３．2．6 給水装置の安全性向上 

（1）現状評価 

給水装置は、水道施設と一体をなす「水道」の一部で、市民の皆さま（給水装置設置

者）の費用で設置し、維持管理する財産です。ただし、水道施設である配水管に直接接

続されていることから、水道水の安全を確保するため、市として必要な指導、助言を行

っています。 

近年、老朽化等の原因で漏水事故及び錆等の剥離により、市への問い合わせが増加傾

向にあります。市としては給水装置の適正な管理をお願いしています。 

また、給水装置工事は、人の生命、健康に直接かかわる水道水の衛生に関連する業務

であることから、市では高い知識及び技術力を有する給水装置工事事業者を指定する

「指定給水装置工事事業者※21（以下「指定業者」という。）制度」を導入し、水道法

で定める構造、材質の基準が確保されるようにしています。 

市の給水管の事故割合は 1.3件/１０００件となり、ＰＩを全国の事業体と比較する

と「標準的」と評価され、おおむね適正な維持管理がなされています。 

 

（2）課題 

給水装置は市民個人の所有物であり、宅内でも良好な水質を保持させるためには、そ

れらを市民の皆さまが、適切に維持管理しなければならないということを再度認識して

いただけるように、市では、あらゆる媒体を活用し PRしていくことが必要です。さら

に、給水装置工事の安全確保が堅持されるよう、石狩市給水装置工事設計施工要領の逐

次見直し、指定業者への監督、指導が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説] 
※21指定給水装置工事事業者：水道法では、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合

することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施工す

る技術力を有する者を指定することができるとされており、本市でも約 220 事業者が「指

定給水装置工事事業者」に指定され、その一覧を市のホームページで公表しています。 



 - 24 - 

 「安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道」の観点から、水道事業の現状と課題を

整理すると図－12 に示すとおりとなります。 

 

・ 原水に適した浄水処理と安全な

水源水質に向けた管理の実施 

・ 水道法に基づく水道水質基準の

遵守 

・ 統合的な水質管理の実現のため

水安全計画の作成と運用 

・ 貯水槽設置者などへの指導の実

施 

・ 給水装置の適正管理を目的とし

た指導と助言の実施 

・ 水質基準が強化された場合の対応 

・ 偶発的な水源水質事故防止策の検

討 

・ 水質管理を行う人材の不足 

・ 貯水槽水道における衛生的な水の

確保のための取り組みと直結式給

水方式の普及 

・ 給水装置の適正管理に対する需要

者への PR と指定給水装置工事事

業者への監督・指導 

 

①現状評価 ②課題 

安全な水の供給は保証されているか 

 

 

図－12 「安全」の観点からの水道事業の現状と課題 
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３．３ 強靭：災害に強くたくましい水道 

（危機管理への対応は徹底されているか） 

 

３．３．1 災害時の応急体制 

（1）現状評価 

 東日本大震災のような大規模な地震が発生した場合、水道施設の完全復旧までには長

い日数が必要となります。 

災害発生後の市民の皆さまのライフラインを最低限度確保するためには、迅速な「応

急給水体制」を整え、給水制限や給水停止等を最小限に抑えることができるよう、市で

は災害時の対策に関する協定などの充実を図っています。また、災害時における資機材

の調達についても、石狩管工事業協同組合や近隣事業体と各種の協定を締結しているほ

か、定期的に実施される日本水道協会主催の近隣事業体との応急給水訓練にも第三者委

託企業とともに参加しています。 

災害時の対策に関する協定などについては表―９に示すとおりです。 

 

        表―９ 災害時の対策に関する協定など 

協定など 内    容 

石狩市連絡管による水道水

の提供に関する基本協定 

市所有の水道連絡管を用いて、札幌市から緊急時に浄水

を受水するための札幌市との協定。 

災害における水道施設の応

急復旧に関する協定書 

給水機能の応急復旧のため、人員や資機材の応援に関す

る石狩管工事業協同組合との協定。 

災害時相互応援に 

関する協定書 

応援活動を行うための日本水道協会北海道支部道央地区

協議会事業体との相互協定。 

石狩市地域防災計画 
石狩市災害対策本部が設置された際の応急復旧対策につ

いての計画。 

石狩市建設水道部上水道 

災害対策要綱 

建設水道部内で応急給水、応急復旧を行うための体制と

業務内容を定めた要綱。 

 

市の災害時に応急給水が可能な給水拠点密度は、19.3箇所/100ｋｍ2となり、ＰＩ

を全国の事業体と比較すると「標準的」と評価されます。 

 

（2）課題 

 災害時の対策に関する協定などは、事業環境の変化に伴い定期的に見直しを行い、ま

た、それらが実効的に運用できるようにマニュアルの適時見直しや訓練を充実していく

ことも重要です。 

 また、今後も災害時における周辺都市や地元水道工事事業者等との応援体制を維持し

ながら、市の防災訓練等で、市民の皆さまと共に災害時に発生する断水の可能性などの
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情報を共有し、給水訓練を実施していくことも必要です。 

市では建設に多額の費用を要する緊急貯水槽※22を設置していないため、他の応急給

水方法の検討（配水池への緊急遮断弁※23の設置、給水タンク車の導入等）も併せて進

めていく必要があります。 

 

 [解説] 
※22緊急貯水槽：常時は水道管路の一部として機能し、地震等の非常時には飲料用として貯留水

を利用できる水槽のことを言います。通常、１槽あたり 50～100ｍ3 程度の容量で、約

5,000～10,000 人分の飲料水（1 人 1 日 3ℓ）を被害発生後 3 日程度供給できます。 
※23緊急遮断弁：地震等が発生して配水管が破損した場合、弁が作動して配水池からの水の流出

を防ぐことができます。 

 

 

３．３．２ 基幹水道施設、重要給水施設配水管の耐震化 

（1）現状評価 

浄水場、配水池等の基幹施設の耐震化については、表－10 に示すように新港中央配

水場は耐震化済みですが、他の施設はレベル２地震動に対応してはいません。 

市では今後、花川北配水場、厚田浄水場、浜益浄水場に対して耐震性の確保に向けた

取り組みを実施する計画です。 

 

表－10 基幹水道施設の耐震化状況 
 浄水能力 

（㎥／日） 

配水池容量 

（㎥） 優先 

順位 
今後の対応 

全能力 
耐震化

済み 
全容量 

耐震化

済み 

石狩地区 

新港中央配水場 － － 6,347 6,347 － 耐震化済み 

花川北配水場 － － 4,242 3,050 １ 工事（H26） 

厚田区 厚田浄水場 1,800 900 678  171 ２ 設計→工事 

浜益区 浜益浄水場   879 400  504    0 ３ 設計→工事 

合計 2,679 1,300 11,771 9,568   

 

また、市の基幹水道施設から被災時の拠点となる避難所や医療機関などの重要給水施

設に至る配水管については、平成 27年度より花川北地区を対象に耐震管※24を布設し

ていく計画です。 

市の浄水施設耐震率は 44.5％、配水池耐震施設率は 76.4％であり、ＰＩを全国の

事業体と比較すると「優れる」と評価され、耐震化は計画的に進められています。 

 

（2）課題 

災害時に重要な給水拠点となる避難所や医療機関などに給水するための浄配水場、配

水池、管路の耐震化は更新事業とも連携させつつ、効果的に取り進める必要があります。 
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特に基幹水道施設の耐震化に当たっては多額の費用が必要になるため、一度にすべて

の施設を耐震化することは困難ですが、施設の重要度や緊急度を考慮して、計画的に実

施していく必要があります。 

市では、市民の皆さまに対し、このような事業環境への理解が得られるよう、引き続

き情報を発信していく必要があります。 

 

[解説] 
※24耐震管：耐震型継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管のこと

を言います。ダクタイル鋳鉄管の耐震型継手とは、S 形、SⅡ形、NS 形、US 形、UF 形、

KF 形、PⅡ形、ＧＸ形等、離脱防止機構付き継手を言います。鋼管は溶接継手、水道配水用

ポリエチレン管は熱融着継手に限ります。 

 

 

 「強靭：災害に強くたくましい水道」の観点から、水道事業の現状と課題を整理する

と図－13に示すとおりとなります。 

 

・ 近隣事業体などと自然災害時に

おける協定締結 

・ 基幹水道施設や重要給水施設へ

の配水管の耐震性確保に向けた

取り組み 

・ 自然災害を想定した協定などを

最大限活かすため、市民の皆さ

まとの給水訓練の実施 

・ 緊急貯水槽を含めた応急給水方

法の検討 

・ 耐震性確保に向けた取り組みが

効果的になるよう、更新事業と

の連携が必要 

①現状評価 ②課題 

危機管理への対応は徹底されているか 

 

 

 

図－13 「強靭」の観点からの水道事業の現状と課題 
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４．将来の事業環境 

 

４．１ 外的環境 

 

（１）人口および使用水量 

市の人口は、図－14 に示すとおり平成 19年度の 61,367 人（住民基本台帳人口：

平成 20 年 3月末）をピークに減少傾向に転じ、国立社会保障・人口問題研究所では、

平成 52 年に 46,564人まで減少すると予測しています。 

  
図－14 石狩市における行政区域内人口の実績と予測 

 

さらに一日平均給水量についても平成 22 年の 15,834ｍ3/日をピークに減少傾向

へと転じています。この背景には、少子高齢化による水需要の減少や節水機器の普及が

あるものと推測しています。そのため人口及び給水量の減少に伴う料金収入の減少が見

込まれる一方、水道施設の維持管理経費等の支出増加が見込まれることから、今後も厳

しい事業運営が求められます。 

 

（２）施設効率の低下 

今後は、給水量の減少が予想されることから、水需要に応じダウンサイジングを考慮

した施設の更新が必要となります。ただし、各浄配水場が受け持つ給水区域も分散して

いますので、地域毎に検討を行っていくことが必要です。 

将来的には、極端に人口減少が進む地区や事業効率の低い地区に対しての水道施設の

更新が困難となり、ひいては継続した水の供給が危ぶまれることも予測されます。この

様な地区に対する給水方法についても、都市部を対象にした給水サービスとは別に、多

様な給水方式を検討し、その中から実情にあった方策を選択していくことも必要になり

ます。 
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（３）水源の汚染 

市の水道水源は、厚田区では幌内川、浜益区では群別川、滝ノ沢川、濃昼川支流小川

の各河川、そして石狩地区では企業団の水道用水の水源である当別川（当別ダム）です。 

これら河川においても、異常気象による水源への影響や汚染物質が流入するなどの大

規模な取水障害により断水を引き起こす可能性は否定できません。 

こうしたことから、水道水源の保全には、様々な汚染リスクを想定した対策が必要に

なります。 

 

（４）利水の安全性低下 

厚田・浜益区で取水している河川では、今までに渇水による取水制限はありません。

また、石狩地区の水道水源である当別ダムは、平成 24 年から湛水を開始していますが、

豊富な雪解け水などにより、利水の安定性は確保されています。 

一方で、局所的な集中豪雨は水道施設に物理的被害をもたらすほか、水源の急激な濁

度上昇を引き起こし、浄水処理への影響や取水停止による断水等が生じるケースもあり、

監視が不可欠となります。 
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４．２ 内的環境 

 

（１）施設の老朽化 

市の水道施設は、昭和 30 年代後半から 50 年代前半にかけて集中的に整備が行われ

たことから、大部分の水道施設で同時に老朽化が進行している状況にあります。そのた

め、近年では水道管の漏水事故が増加傾向にあり、市民の皆さまへの安定給水に影響を

及ぼしつつあるだけでなく、修繕に掛かる費用の確保が課題となっています。 

このことから、限りある財源を有効に活用するため、「石狩市水道施設更新計画」に

基づき優先順位を決めて、老朽化した水道施設を効率的かつ効果的に更新していくこと

が必要です。 

 

（２）資金の確保 

市では、老朽化した多くの水道施設の更新を進めていかなければならない状況の中で、

今後、計画的に各種事業を実施しなければなりません。しかしながら、水道事業の財源

（料金収入など）は、人口減少に伴う給水量減少のような外部環境の変化により、年々

減少し続けており、適正な更新費用の確保が困難になる可能性を潜在させています。 

 

（３）職員数の減少 

市の水道職員数は、事業の効率化などにより、平成 17 年度には 29 名在籍していた

職員を平成 26 年度には 19 名まで削減しました。 

このような中で水道事業を支えるためには、事務系や技術系の専門知識を有した職員

の確保が必要ですが、豊富な経験やノウハウを有する職員が退職し始めており、技術や

知識の継承が問題となっています。そのため、人材不足により各専門分野に専属の職員

を配置することができず、複数の業務を兼務する職員が増えることで、長期計画の策定

業務や財政的検討業務の遂行に支障が生じることが懸念されます。 
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５．水道の理想像と目標設定 

 

５．１ 水道の理想像 

 

市はこれまで、水道法の目的を踏まえ「清浄にして豊富な水の供給を図る」ことを水

道のあるべき姿としてきました。次代に対しても、安全で良質な水道水を安定的に供給

するため、「市民のための水道～市民の安心と豊かな生活を次代へ持続させる水道～」

という石狩市水道ビジョンの基本理念に基づき、施設の老朽化をはじめ、加速する人口

減少などの水道を取り巻く大きな環境変化に対応します。このため、市民の皆さまとと

もに、目指すべき共通の目標を明確にする必要があります。 

そのため市は、第３章「水道事業の現状分析と課題」、第４章「将来の事業環境」を

踏まえ、５０年ほど先の水道の理想像を図―１５に示した持続、安全そして強靭の３つ

に区分し、体系的かつ総合的な視点に立って、理想的な水道事業の構築に向けた施策の

推進を図っていきます。 

 

  

           

 

[水道のあるべき姿] 

清浄にして豊富な水の供給を図る 

[石狩水道の理想像] 

１． 「持続」 

いつまでも市民の近くにあり続ける水道 

２． 「安全」 

いつ飲んでも安全で信頼される水道 

３． 「強靭」 

災害に強くたくましい水道 

【基本理念】 

－ 市 民 の た め の 水 道 － 

市民の安心と豊かな生活を次代へ持続させる水道 

 
図－１５ 水道の理想像 



 - 32 - 

５．１．１ 持続：いつまでも市民の近くにあり続ける水道 

 

「持続」の観点からみた水道の理想像は、給水人口や給水量が減少していく状況に

おいても、市民の皆さまからの料金収益により、健全で安定的な事業経営を行い、水

道に関する技術、知識を有する人材を確保し、いつでも安全な水道水を安定的に供給

することです。さらには、近隣水道事業者と連携した業務の共同化などの広域化、そ

して官民連携の推進によって強い事業運営体制を確立し、市民の近くにあり続けるこ

とです。 

 具体的には、以下に示す状況が理想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●経営計画などに基づき、安定した事業経営を継続している。 

●近隣水道事業者との連携による発展的な広域化を実現し、業務の共同化や人事交流

による人材育成など、経営的、技術的に持続可能な運営体制を構築している。 

●水道事業に精通する職員を適切に配置したうえで、強い事業運営体制を確立するた

め官民連携がより一層進展し、かつ、ベテラン職員から若い世代への技術の継承・

人材育成と人員の確保を計画的に実施している。 

●地域の状況や水需要の動向などの見通しを踏まえ、多様な形態で市民の皆さまへ水

が供給される体制を構築している。 

●水需要に応じたダウンサイジングや施設の統廃合など、効率的な施設配置を計画的

に実施している。 

●経営効率を高めるため、新たな視点でのコスト縮減を行うとともに、配水ポンプ等

の機械・電気設備は、より一層の省エネルギー化が実現している。 

●水道事業の広報、情報公開が進み、市民の皆さまとのコミュニケーションにより、

水道の必要性や健全な水道事業のあり方が理解され、そこで得られた新しい知見や

収集した情報を水道サービスに生かす仕組みが構築されている。 
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５．１．２ 安全：いつ飲んでも安全で信頼される水道 

 

「安全」の観点からみた水道の理想像は、安全な水源の保全を行い、原水に適した

浄水処理や適正な水質検査の実施と情報公開を実施していることです。さらには管路

及び給水装置における水質保持、貯水槽水道の衛生管理など、水源から給水栓までの

統合的な管理を徹底することにより、市民の皆さまにいつ飲んでも安全で信頼される

水道をご利用いただけていることです。 

 具体的には、以下に示す状況が理想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水源から給水栓末端に至るまで十分な管理体制を確保しており、安全で信頼され

る水道により安定供給を継続している。 

 ●水源保全のため周辺地域における水質監視に十分な注意を払い、水道水の取水に

影響のない水源管理を行っている。 

 ●原水水質に応じた必要な水準の浄水処理を実施し、施設規模に関わらず水道水の

安全性を確保している。 

 ●適切な水質検査機関への委託が継続され、市がその検査結果を確認し、かつその

情報を公開している。 

 ●専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道の定期検査や管理を確実に行い、

利用者の安全性を確保している。 

 ●効果的、効率的な管路網や配水ポンプの更新整備を実施し、貯水槽を経由せず、

各戸に直接給水する方式が普及している。 

 ●市民の皆さまが所有する給水装置の老朽化や適切な管理方法などに対する認識が

深まり、給水装置に関する事故などが大幅に減少している。 
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５．１．３ 強靭：災害に強くたくましい水道 

 

「強靭」の観点からみた水道の理想像は、自然災害等による被災を最小限にとどめ

るため、基幹水道施設などのハード面での耐震化が完了していることです。さらには、

近隣水道事業者や民間企業などとの連携による、総合応援体制などのソフト面での対

策を整備し、迅速な応急給水と応急復旧を可能とする、強くたくましい水道を構築し

ていることです。 

具体的には、以下に示す状況が理想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施設更新計画などに基づき、すべての基幹管路、浄水場、配水池の耐震化を計画

通りに実施している。また、基幹管路以外の配水管や給水管についても、適切な

材質や仕様を採用し、耐震化が完了している。 

●重要給水施設などへ至る導・送・配水管の耐震性を確保し、大規模地震が発生し

ても、水道水の供給が可能となっている。 

●災害時や緊急時において給水するための応急給水設備、給水車等を確保し、市民

の皆さまへ、必要最低限の飲料水や生活用水を供給できる体制を構築している。 

●他事業者や企業との相互応援協定を結ぶなど、災害時や緊急時の給水体制を構築

している。 

●市民とのコミュニケーションの充実により、災害時や緊急時の応急給水拠点や給

水方法、耐震化事業の必要性が認識され、市民との効果的な共同防災訓練を実施し

ている。 



 - 35 - 

５．２ 重点的な取り組み目標 

 

前項では、水道事業の現状分析と課題そして将来の事業環境を踏まえつつ、５０年ほ

ど先の水道の理想像を「持続」「安全」「強靭」と定め、それぞれの内容を整理しまし

た。 

これら理想像を具現化するための目標設定については、この３つの観点を踏まえ、図

―１６のとおり「安全で安定した水の供給確保」「水の供給体制の持続」「人材育成と

組織力強化」「災害に強いライフラインの確保」「環境負荷の低減」そして「市民との

コミュニケーションの充実」の６つに区分し、今後おおむね１０年間の重点的な取り組

みの目標を次のとおり設定します。 

 

 

 

     

 

図－１６ 重点的な取組みの目標 

 

 

 

 

 

 

 

３つの理想像を具現化するための６つの重点的な取り組みの目標 
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５．２．１ 安全で安定した水の供給確保 

 
 

① 安全で信頼される水道による安定供給の継続（安全） 

市が将来にわたり、安全で信頼される水道により安定供給を継続するため、引き続き

「水安全計画」を基本とした、水源から給水栓に至るまで水道施設全体の統合的な管理

を徹底する体制を構築します。 

また、市民の皆さまの安心を得るために、水質検査結果については、公表頻度を見直

すなど、より積極的に水道水の安全性に関する情報の共有化を図ります。 

 

② 水源環境の保全と水質事故の防止（安全） 

安全で安定した水道水を供給するため、まずは水源地の適正な保全管理に努めること

が重要です。そのため、水源地周辺における定期的なパトロールなどによる監視や関係

者との連携を継続し、汚染リスクを低減します。 

 

③ 適切な水質管理の継続（安全） 

安全な水をお届けするためには、水質の管理が重要です。 

そのため、これまで同様、水道法に基づき策定する水質検査計画に則り、適切な水質

検査機関への委託によって水質検査を実施します。 

また、水質管理を行う人材を育成し、将来的にも検査結果に対し適切な判断が行える

ような体制を維持します。 

 

④ 貯水槽水道の管理体制強化（安全） 

貯水槽水道の管理が適切に行われない場合、水質の悪化を引き起こします。 

そのため、貯水槽設置者に対して、実情に応じた適正管理・衛生指導等の体制を強化

するとともに、貯水槽を経由しない直結式給水方式を普及します。 

 

 

 

 

 

 

安全で安定した水供給のためには、現在の良好で安全な水源の保全に努め、原水

に適した浄水処理や適正な水質検査の実施と情報公開を行うことです。さらに、管

路及び給水装置における水質保持、貯水槽水道の衛生管理など、水源から給水栓ま

での統合的な管理を水道事業者と市民との間で連続して実施することが必要です。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図－１７）。 
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図―１７ 「安全で安定した水の供給確保」に向けた取り組み 

 

 

５．２．２ 水の供給体制の持続 

 

① 計画的な事業運営の継続（持続） 

これからも市民の皆さまへ安全な水道水を安定して供給するため、水源から給水管に

至るまでの水道施設全体を細やかに管理・運営していくことが必須です。 

また、人口や水需要が減少していく一方で、老朽化施設の更新必要量が増し、どの施

設をいつ更新するのかという計画性を持った資産管理が求められます。 

そのため、「水道施設更新計画」と「中期経営計画」に基づいた事業運営を、引き続

き実施していきます。 

 

② 発展的広域化の推進（持続） 

 さらなる経営体制の効率化、強化のため、既存の管理・運営体制の他に近隣水道事業

者との業務の共同化や人事交流についても検討を進めるなど、他の水道事業者と連携し

た取り組みを推進します。 

 

③ 未普及地区の解消（持続） 

市全体での水道普及率は高い状況ではありますが、給水区域内のさらなる給水加入率

の向上のため、水道未加入者が多い地区の原因の把握や分析を行うなど、加入に向けた

取り組みを継続します。 

 

④ 効率的な施設配置の検討（持続） 

これまでの水道事業は、将来の最大給水量を見込んで施設整備を行ってきました。今

後は施設の更新に合わせて、当該施設の余剰となる分を廃止して規模を縮小するのか、

市が水の供給体制を持続していくためには、計画的な事業運営と、さらなる経営体

制の効率化のもと、水道事業を持続していくことが重要です。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図－１８）。 

① 安全で信頼される水道による安定供給の継続（安全）  

② 水源環境の保全と水質事故の防止（安全） 

③ 適切な水質管理の継続（安全）    

④ 貯水槽水道の管理体制強化（安全） 

 

安全で安定した水の供給確保 
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一定の目的のために更新して保有するのかという、難しい判断が必要となります。 

そのため、地区ごとの水需要動向から、ダウンサイジングや施設の統廃合、さらには

新たな給配水形態のあり方を含めた効率的な施設配置の検討を進めます。 

 

 

 

  

 

図―１８ 「水の供給体制の持続」に向けた取り組み 

 

 

５．２．３ 人材育成と組織力強化 

 
 

① 技術基盤の確保（持続）（安全） 

水道職員につきましては、業務委託の積極的な導入により、職員数を削減し、組織の

スリム化を図ってきました。その一方で、若手技術職員の不足や職員の専門的知識の低

下も懸念されることから、職員数のみならず、適正な年齢構成や職員の能力の確保が必

要です。 

これらのことを踏まえ水道事業を将来にわたって安定して持続させるため、水道に精

通した職員の育成と組織力を強化する取り組みを進めます。 

 

② 持続可能な民間活用の推進（持続）（安全） 

人材不足や技術力を補うため、現在、浄配水場施設について第三者委託による運転管

理を行うとともに、配水管の洗管業務や水道料金の検針業務なども民間へ委託していま

す。 

このような官民連携を持続・進展させつつ、業務を監督・指導する職員の知識や技術

力の維持・向上を図り、水道事業に精通する職員が適切に配置されるよう取り組みを進

めます。 

 

 

 

 

 

水道事業を安定的に持続するためには、その基幹的業務についての専門的知識と経

験を有した職員が担当できる組織体制を確保しなければなりません。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図－１９）。 

① 計画的な事業運営の継続（持続）  ② 発展的広域化の推進（持続）   

③ 未普及地区の解消（持続）    ④ 効率的な施設配置の検討（持続） 

 

 

① 技術基盤の確保（持続）（安全）  ②持続可能な民間活用の推進（持続）（安全） 

 

 

 

 

水の供給体制の持続 

人材育成と組織力強化 

図―１９ 「人材育成と組織力強化」に向けた取り組み 
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５．２．４ 災害に強いライフラインの確保 

 

 

① 基幹施設と管路網の耐震化（強靭） 

 大規模な地震の発生に伴い施設が被災しても、断水することなく、市民の皆さまへ必

要最低限の水の供給を可能にするため、基幹管路、浄水場、配水池の耐震化を計画通り

に進めます。 

 

② 応急給水の確保と応急給水体制の整備（強靭） 

 大規模な地震の発生により水道施設が被災した場合、完全復旧までには長い日数が必

要となります。また、その他の自然災害においても、断水などが生じる場合も想定され

ます。そのため、被災の状況に応じ、様々な関係者との連携による応急給水活動や応急

復旧活動が円滑に展開できるよう、危機管理マニュアルの随時見直し、内容の充実を図

るとともに、効果的な防災訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

図―２０ 「災害に強いライフラインの確保」に向けた取り組み 

 

 

５．２．５ 環境負荷の低減 

 

① コスト縮減と省エネルギー化（持続） 

コスト縮減の新たな取り組みや水道施設の省エネルギー化の推進は、環境負荷の低減

のみならず事業運営の持続性確保にも寄与することから、積極的な取り組みを推進しま

水道は、循環資源である水資源を利用し、市民の皆さまに供給するシステムです。 

このことから、水道事業者は、水環境の保全を常に意識し、事業コストの縮減や水

道施設の省エネルギー化などにより、環境負荷を増やさないよう必要な対策を実施す

ることが大切です。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図―２１）。 

 

水道は、市民生活に欠かせないライフラインです。 

たとえ大規模地震などの自然災害があっても、あらかじめ市民の皆さまへ必要最低

限の水の供給が可能となる仕組みを構築しておかなければなりません。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図―２０）。 

① 基幹施設と管路網の耐震化（強靭） ② 応急給水の確保と応急給水体制の整備（強靭） 

 

 

 

 

災害に強いライフラインの確保 
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す。 

 

 

 

 

 

 
 
５．２．６ 市民とのコミュニケーションの充実 

 

① 市民とのコミュニケーションの充実による水道に関する情報の共有化（持続） 

水道に関する情報の共有化を図り、市民の皆さまの意見を水道事業に反映させる仕組

みを整備し、市民の皆さま一人一人が水道の共同オーナーであるという意識の醸成に努

めます。 

 

② 災害、緊急時対策に関する市民との情報の共有化（強靭） 

 災害時や緊急時にも、必要最低限の水の供給が行えるよう水道施設の強化が必要です。

また、断水になった場合でも、迅速に市民の皆さまに応急給水を行わなければなりませ

ん。そのためには、平時から市民の皆さまへ災害対策に関する情報の共有化を図り、そ

のＰＲ活動を推進していきます。 

 

③ 給水装置における事故の防止（安全） 

給水装置は市民の皆さま個人の所有物であり、水道水を直接ご家庭に届けるための大

切な機能を持っています。給水装置の施工や管理（老朽化も含む）に不備がある場合、

水質悪化や漏水などの事故が発生し、水の安全は確保されません。そのため、市民の皆

さまに給水装置の施工や管理に、より関心を持っていただくようＰＲを進めます。 

 

 

 

 

 

 

これからの水道事業は、より市民の皆さまに密接に関係する課題に取り組まなけれ

ばなりません。取り組みの推進には、これまでの信頼関係を維持しつつ、水道事業に

対し、より一層の理解を得ていくことが必要です。 

そのための重点的な取り組みを以下のとおり設定します（図―２２）。 

 

① コスト縮減と省エネルギー化（持続） 

 

 

 

 

① 市民とのコミュニケーションの充実による水道に関する情報の共有化（持続） 

② 災害、緊急時対策に関する市民との情報の共有化（強靭） 

③ 給水装置における事故の防止（安全） 

 

 

 

 

市民とのコミュニケーションの充実 

 

環境負荷の低減 

図―２１ 「環境負荷の低減」に向けた取り組み 

 

 

図―２２ 「市民とのコミュニケーションの充実」に向けた取り組み 
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６．推進する実現方策 

 

前章では、水道の理想像を「持続」「安全」「強靭」の３つの観点で区分し、その理

想像を具現化するため、「安全で安定した水の供給確保」「水の供給体制の持続」「人

材育成と組織力強化」「災害に強いライフラインの確保」「環境負荷の低減」、そして

「市民とのコミュニケーションの充実」の視点から、今後、おおむね１０年間での重点

的な取り組みを設定しました。 

この章では、これら取り組みを推進するための実現方策について示していきます。 

 

 

６．１ 安全で安定した水の供給確保 

 

 「安全で安定した水の供給確保」のための実現方策について、図－２３のとおり示し

ます。 

 

図－２３ 「安全で安定した水の供給確保」のための実現方策 

 

 

① 安全で信頼される水道による安定供給の継続（安全） 

 

市は水源から給水栓に至る各段階でのリスク評価や水質管理を行うための水道シ

ステムを構築する目的で、平成 25 年度に策定・公表した「水安全計画」に基づき、

●「水安全計画」の実践と定期的な検証報告 

●水質検査結果の公表頻度の見直し 
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安全な水の安定供給に努めます。 

また、３年ごとに「水安全計画」実行の検証を行い、市民の皆さまに分かりやすく

報告します。さらに、水質の安全性について情報の共有化を図るため、水質検査結果

の公表を平成２７年度からこれまでの年１回を年２回へ変更いたします。 

 

② 水源環境の保全と水質事故の防止（安全） 

 

良質な原水水質の保全と給水の持続性を確保するために、水源地周辺における汚染

リスクの評価を継続的に実施します。そのため、「水安全計画」において、様々なケ

ースの水質汚染事故を想定した具体的対応策を定め、技術的な対応マニュアルの整備

や訓練を実施します。 

表流水を水源とする厚田・浜益区においては、水源地周辺における定期的なパトロ

ールによる監視の継続、企業団の水源である当別ダム周辺における、水源環境保全に

ついては、関係者間の連携に努め、情報を把握してまいります。 

 

③ 適切な水質管理の継続（安全） 

 

安全で信頼される水道による供給のために、適切な水質管理体制を継続します。 

これまで同様、水道法に基づき策定する水質検査計画に則り、適切な水質検査機関

への委託により水質検査を実施します。 

また、水質検査結果を評価し、対策が必要な場合、適切に対応出来る体制を維持す

るとともに、水質管理を担う人材を育成し、将来的にも検査結果について、的確な判

断が行える体制を整備します。そのため、担当職員を水質管理に関わる研修へ積極的

に参加させます。 

 

④ 貯水槽水道の管理体制強化（安全） 

 

貯水槽水道の維持管理は、基本的にその所有者の責任において行われます。適切な

管理を怠ると、受水した水道水の水質悪化をきたし、水の安全を確保できないことに

なります。 

所有者の管理体制の強化を図るため、施設の実態把握と所有者に対する実情に応じ

●具体的な水質汚染事故を想定した対策 

●水源周辺地域の監視の継続 

●水質検査結果の評価及び必要な対策を実施する体制の維持 

●水質管理を担う人材の育成 

●貯水槽対策の策定と実施 

●直結式給水方式の普及に向けた PR 
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た適正管理、そして衛生指導の体制を強化します。 

また、貯水槽を経由しない直結式給水方式への普及に向け、貯水槽所有者に対する

PR を実施します。 

 

 

６．２ 水の供給体制の持続 

 

 「水の供給体制の持続」のための実現方策について、図―２４のとおり示します。 

 

図－２４ 「水の供給体制の持続」のための実現方策 

 

 

① 計画的な事業運営の継続（持続） 

 

市では、平成２１年度に実施したアセットマネジメントに基づき平成２２年度に策

定した「水道施設更新計画」、及び、平成２４年度に策定した「中期経営計画」によ

りこれまで各種事業を推進してきました。今後とも、これらの計画を基本とした事業

運営を行っていきます。 

●「水道施設更新計画」と「中期経営計画」による事業運営を推進 

●「水道施設更新計画」は５年ごとに計画を見直す 

●「中期経営計画」は４年ごとに計画を見直す 
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そのため、更新計画については、策定から５年を経過するごとに見直しを実施し、

経営計画については更新計画を踏まえ策定から４年を経過するごとに見直しを実施

します。 

計画の定期的な見直しを図ることで、健全な事業運営の継続を図ります。 

 

② 発展的広域化の推進（持続） 

 

企業団への参画により実現した用水供給などハード面での広域化に留まらず、経営

体制の効率化を目的としたソフト面での広域化推進に向けた取り組みを行います。 

そのため、近隣水道事業者との料金徴収、施設の維持管理、水質管理、研修プログ

ラム等の、各業務部門での共同化推進に向けた協議を進めます。 

また、人材育成や組織力強化のため、近隣水道事業者との人事交流の検討を進めま

す。 

 

③ 未普及地区の解消（持続） 

 

給水区域内の水道未加入者が多い、生振地区と高岡地区の皆さまに平成２７年度か

らアンケート調査を行うことにより利用者ニーズや現状の把握に努め、その結果に基

づき、水道の安全性や利便性について水道加入に向けた情報の共有化を行い、未普及

地区の解消に取り組みます。 

 

④ 効率的な施設配置の検討（持続） 

 

水需要減少の時代において、効率的な施設配置の再構築を図るため、計画に基づい

て実施する施設更新において、地区別の使用水量に応じたダウンサイジングや施設の

統廃合の検討を進めます。そのため、地区別の水需要動向調査を実施し、この結果を

踏まえて「水道施設更新計画」と「中期経営計画」の見直しを行い中長期的視点に立

った施設更新を推進します。 

また、地区によっては水需要が大幅に減少することが想定されることから、多様な

水供給の可能性についても検討を進めます。 

●近隣水道事業者とのソフト面での広域化の推進 

●各業務部門に関する共同化の推進 

●近隣水道事業者との人事交流の検討を進める 

●地区別の水需要動向調査の実施 

●ダウンサイジングや施設の統廃合の検討を進める 

●多様な手法による水供給の可能性について検討を進める 

●現状の把握と加入推進に向けた情報の共有化（主に生振地区、高岡地区） 
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６．３ 人材育成と組織力強化 

 

 「人材育成と組織力強化」のための実現方策について、図―２５のとおり示します。 

 

            

図－２５ 「人材育成と組織力強化」のための実現方策 

 

 

① 技術基盤の確保（持続）（安全） 

 

水道事業の基幹的業務について、専門的知識と経験を有した職員が担当できるよ  

う、中長期的な視点で職員の技術力、組織力を強化します。 

そのため、民間委託の拡大を含む、知識や技術力を持った水道技術職員の確保を行

うと同時に、委託することによって危惧される知識不足や技術力の低下を招かないよ

う、人材育成・研修プログラムの策定、技術継承のための再任用職員の活用と維持管

理マニュアルの整備、研修への積極的な参加の継続や他水道事業体職員との情報交換

などの施策を推進します。 

●民間委託の拡大を含む水道技術職員の確保 

●知識や技術力強化のための人材育成・研修プログラムの策定 

●技術継承のための再任用職員の活用と維持管理マニュアルの整備 

●研修への積極的な参加の継続や他水道事業体職員との情報交換 
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② 持続可能な民間活用の推進（持続）（安全） 

 

 

浄配水場の運転管理を含めた、より効率的で持続可能な民間活用を推進します。具

体的には、これまで行ってきた第三者委託（写真―１）の検証と現状に応じた見直し

を図り、より適切な官民連携の活用について検討を進めます。 

洗管業務や検針業務等の民間委託については定期的に検証し、より効果的な運用を

図ります。 

また、今後とも技術力や人材不足を補完するため、官民連携への意識を高め、質の

高い公共サービスの調達などを目的とした新たな分野での民間事業者活用の検討を

進めます。 

 

 

 

 

 

        

写真－１  新港中央配水場の運転管理の様子 

 

 

 

 

 

 

●第三者委託の検証と現状に応じた適切な官民連携の活用 

●その他各種委託業務の定期的な検証を実施 

●新たな分野における民間事業者活用の検討を進める 
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６．４ 災害に強いライフラインの確保 

 

「災害に強いライフラインの確保」のための実現方策について、図―２６のとおり

示します。 

 

図－２６ 「災害に強いライフライン」のための実現方策 

 

 

① 基幹施設と管路網の耐震化（強靭） 

 

大規模な地震が発生し水道施設が被災しても、断水することなく、市民の皆さまへ

必要最低限の水の供給を可能にするため、基幹施設や管路網の耐震性確保の取り組み

を実施します。具体的には、花川北地区において、耐震性能を有した管材を使用して

管路更新を行うとともに、災害時に最も重要な給水拠点となる病院や広域避難所等に

供給するための配水管の耐震化を本計画期間中に完了させます。 

厚田浄水場、浜益浄水場の耐震化は、今後おおむね５年間で完了させます。 

●基幹施設の耐震性確保 

●花川北地区における管路更新、重要給水施設への配水管の耐震化を実施 

●厚田浄水場、浜益浄水場の耐震化を実施 
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② 応急給水の確保と応急給水体制の整備（強靭） 

 

災害時の応急給水体制の充実をはかるため、緊急遮断弁や緊急貯水槽の設置を含め

た応急給水拠点の整備を行います。（図―２７） 

また、想定される危機が多岐にわたることから、危機管理マニュアルをより実効性

のあるものとするよう早急に見直します。このマニュアルに基づき、組織内災害訓練

を定期的に実施するとともに、石狩管工事業協同組合や他の水道事業者等との共同防

災訓練等の実施、給水車の配備の検討、資機材等の調達・流通経路に関する調査を行

います。 

 

 

 

       

図－２７ 緊急貯水槽による応急給水 

（出典：ダクタイル鉄管による耐震貯水槽 

 一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会より） 

 

 

 

 

●緊急貯水槽を含めた応急給水拠点の整備 

●より実効性のある危機管理マニュアルへ見直し 

●組織内での災害訓練等の定期的な実施 

●他の水道事業者等との共同防災訓練等の実施 

●資機材等の調達・流通経路に関する調査の実施 
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６．５ 環境負荷の低減 

 

 「環境負荷の低減」のための実現方策について、図―２８のとおり示します。 

 

    図－２８ 「環境負荷の低減」のための実現方策 

 

①コスト縮減と省エネルギー化（持続） 

 

効率的な事業運営のための新たなコスト縮減と省エネルギー化を推進します。その

ため、コスト縮減策の先進事例や類似事例の調査を行い、様々な業務分野で最新技術

を導入するとともに機械・電気設備更新時にあわせて高効率機器の導入や、ポンプの

インバーター制御（写真―２）、高輝度ＬＥＤ照明等を採用することにより省エネル

ギー化を図ります。 

さらに、有効率※25の向上を図るため、定期的に地区ごとの漏水調査を実施します。 

 

[解説] 
※25有効率：配水した水が漏水を除いて有効に利用された割合を言い、有効水量÷一日平均給

水量×100 で計算される。 

 

           

           写真－２  更新された配水ポンプ 

●コスト縮減策の先進事例、類似事例の調査 

●様々な業務分野における、最新技術の導入 

●設備更新時に省エネルギー・高効率機器などを導入 

●有効率向上を図るため、地区ごとの漏水調査の実施 



 - 50 - 

６．６ 市民とのコミュニケーションの充実 

 

 「市民とのコミュニケーションの充実」のための実現方策について、図―２９のと

おり示します。 

 

 

図－２９ 「市民とのコミュニケーションの充実」のための実現方策 

 

 

① 市民とのコミュニケーションの充実による水道に関する情報の共有化（持続） 

 

 

市民とのコミュニケーションの充実を図るため、市民アンケートを実施するなど、

水道に関する利用者ニーズを的確にとらえ、水道サービスに生かす仕組みづくりを行

います。 

市の水道事業を知っていただくために、ウェブサイト内容の充実やパンフレットの

発行など、多様な情報ツールの活用により、情報発信や広報活動を展開する体制を構

築します。また、将来を担う子どもたちにも水道を正しく理解してもらうために特別

授業などを行います。 

●利用者ニーズを把握するため市民アンケート調査を実施 

●ウェブサイト内容の充実を始め、その他多様な情報ツールの活用 

●子どもたちへ水道に関する特別授業等を実施 
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② 災害、緊急時対策に関する市民との情報の共有化（強靭） 

 

大規模な災害時にも断水することなく、市民の皆さまに必要最低限の水道水を供給

するため、耐震化事業の必要性について理解していただくとともに、災害時の応急給

水拠点や給水方法など、災害対策に関する情報の発信、市民との共同防災訓練の実現

に向けた取り組みを進めます。（写真ー3） 

 

 

       

写真－３  応急給水の様子 

 

 

③ 給水装置における事故の防止（安全） 

 

給水装置は図―３０に示すとおり、市民の皆さま個人の所有物であり、各家庭で適

切に管理していただく必要性への理解を得るため、市広報誌やウェブサイトなど、あ

らゆる媒体を活用して、積極的に啓発活動を行っていきます。 

また、給水装置の工事には高い知識と技術力を有する指定給水装置工事事業者によ

る施工が必要となります。給水装置工事が適切に施工されるよう「石狩市給水装置工

事設計施工要領」の逐次見直し、指定業者への監督・指導等の体制を継続・強化しま

す。 

 

●各家庭における給水装置の適切な管理方法についての PR 

●指定給水装置工事事業者への監督・指導の実施 

●災害対策に関する情報の発信 

●市民との共同防災訓練の実施 
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　　　 市が管理します。

給水装置
（配水管の取出口から蛇口まで）

所有者または使用者が管理します。

配水管（水道事業者が管理）
水道メータ

貯水槽

【マンションなど中高層ビルの貯水槽水道方式】

【一戸建て住宅などの直結式給水】

ポンプ

ｻﾄﾞﾙ分水栓

蛇口

蛇口

給水管

範囲

維持管理

水質管理 所有者また は管理人が管理します。

貯水槽水道
（貯水槽から蛇口まで ）

所有者また は管理人が管理します。

給水装置
（配水管の取出口から貯水槽のは入口まで）

市が管理します。

所有者または管理人が管理します。

 

図－３０ 水道の管理範囲 
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７．実現方策の進め方とフォローアップ 

 

７．１ 実現方策の進め方 

 

市では、石狩市新水道ビジョンで示す水道の理想像を具現化するため、前章で示した

重点的な取り組みと実現方策を表―１１のとおり平成２７年度～３６年度にかけて実

施します。そのために、各課・担当を越えた新水道ビジョン推進ワーキンググループ（以

下、「ＷＧ」という。）を設置し、実現方策を推進するための検討やロードマップを定

め、その取り組みの進捗状況や方向性を確認するなど、積極的な施策の推進を図ります。 

 

表－１１ 実施スケジュール 

 
※矢印（実線）は、継続実施、矢印（破線）は、フォローアップ時に検討 

※○は、実施年度 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

水安全計画の検証 ○ ○ ○

水質検査結果公表頻度の見直し ○ ○

具体的水質事故を想定した対策 ○ ○

更新計画の見直し ○ ○

中期経営計画の見直し ○ ○ ○

利用者ニーズの把握（アンケート実施） ○

水需要動向調査 ○ ○ ○

維持管理マニュアルの整備

第三者委託の検証 ○ ○

管路更新・重要給水施設配水管整備（花川北地区） 完了

基幹施設耐震化（厚田浄水場、浜益浄水場） 完了

危機管理マニュアル見直し

関係者間の災害訓練実施

　

漏水調査実施

市民アンケート実施 ○ ○ ○

市民との共同訓練 ○ ○ ○

6

市
民

と
の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン

の
充

実

①市民とのコミュニケーションの充実による

　　　　　　　　　水道に関する情報の共有化

②災害対策に関する市民との情報の共有化

③給水装置における事故の防止

②持続可能な民間活用の推進

4

災

害

に

強

い

ラ

イ

フ
ラ

イ
ン

の
確

保

①  基幹施設と管路網の耐震化

②    応急給水の確保と応急給水体制の整備

5

環

境

負

荷

　

　

の

低

減

①コスト縮減と省エネルギー化対策

～H28

　H29～

実現方策と取り組み

1
安
全
で
安
定
し
た

水
の
供
給
確
保

①安全で信頼される水道による安定供給の継続

②水源環境の保全と水質事故の防止

③適切な水質管理の継続

④貯水槽水道施設の管理体制強化

2
水
の
供
給
体
制
の
持
続

①�  計画的な事業運営の継続

②発展的広域化の推進

③未普及地区の解消

④効率的な施設配置の検討

3

人

材

育
成

と

組

織
力

強

化

①技術基盤の確保
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７．２ フォローアップ 

 

「石狩市新水道ビジョン」では、平成２７年度からおおむね１０年間を計画期間と定め

ますが、進捗状況や評価は石狩市水道事業運営委員会に中間年で報告し、ご意見をいた

だきながら取り組みに反映していきます。 

また、今後の社会情勢の変化や市民の皆さまからのご意見やアンケート調査の結果によ

っては、適宜、事業の見直しを行うなど柔軟に対応していきます。このため、市はＷＧが

中心となって実現方策の実施に当たり、図－３１で示した PDCA サイクルにより、計画の

策定〔Plan〕、事業の実施〔Do〕、目標達成状況の確認〔Check〕、改善の検討〔Action〕

を繰り返し行うことによって改善を図り、目標達成に向けた取り組みを推進します。 

 

 

 

〔Check〕目標達成確認 

☆進捗管理と評価、進捗状況の報告 

☆顧客満足度の把握 

〔Plan〕計画の策定 

☆ビジョン、目標の設定 

☆実施計画の策定 

〔Do〕事業の実施 

☆実現方策の実施 

☆関係者との連携 

PDCA サイクル 

〔Action〕改善の検討 

☆未達成目標への対処 

☆新たなニーズの把握 
・ＷＧにより進捗管理と評価 

・石狩市水道事業運営委員会へ報告 

・市民の皆さまへアンケート調査 

 

・市水道事業 

・市民 

・民間事業者 

・他水道事業体 

など 

・ＷＧによりロードマップ等作成 

 

 

図－３１ 計画実施のためのＰＤＣＡサイクル 
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