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第第第第第第第第５５５５５５５５章章章章章章章章        水水水水水水水水道道道道道道道道事事事事事事事事業業業業業業業業のののののののの施施施施施施施施策策策策策策策策        

    

    

 

(1)(1)(1)(1)異臭味被害の防止異臭味被害の防止異臭味被害の防止異臭味被害の防止    

湖水を取水している牧浄水場及び沖島浄水場については、臭気除去のため

活性炭を注入してカビ臭の改善に努めています。塩素臭等を含めた異臭味被

害の抑制を図るため、給水栓水質測定結果や苦情内容を適切に分析・検討し

た上で、浄水場における薬品使用量を決定していきます。 

又、需要者に対しても、水道水の安全性の啓発や水質に関する情報を広報、

ホームページ等で提供していきます。 

 

 

活性炭設備（牧浄水場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第１１１１節節節節    安全でおいしい水を供給する水道安全でおいしい水を供給する水道安全でおいしい水を供給する水道安全でおいしい水を供給する水道    
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(2)(2)(2)(2)水質水質水質水質事故の防止事故の防止事故の防止事故の防止    

クリプトスポリジウム対策として指標菌検査及び濁度管理を継続的に行う

とともに膜ろ過処理施設の導入を検討していきます。 

水質検査計画については、前年度の水質検査結果を分析し、次年度の水質

検査計画に反映させています。 

又、近年、琵琶湖における水源水質事故は毎年発生していますが、その大

半は油脂等の有害物資の流出が原因となっています。水源水質事故への対応

として、汚染水が取水口到達までに時間がある場合は浄水量を増やし浄水池

等に貯留することで給水への影響を最小限にとどめるなど事前対応を実施し、

取水口到達までに時間が無い場合には、活性炭の注入及び取水停止などの処

置を「危機管理対策マニュアル」等に基づき対処しています。 

近年、これらの対応により、給水停止に至った事例は無く、今後も水質事

故との情報を受けた場合には情報収集に務め、速やかに対応していきます。

又、原発事故による水質汚染については、県の地域防災計画や市の危機管理

対策マニュアルに基づいて対応していきます。 

 

     

取水口（牧浄水場）         監視モニタ-（牧浄水場） 

 

 

(3)(3)(3)(3)原水水質の保全原水水質の保全原水水質の保全原水水質の保全    

牧浄水場及び沖島浄水場においては、琵琶湖の表流原水水質の把握により、

浄水場での適切な浄水処理を徹底していきます。    

又、岩倉浄水場及び南部水源地は、地下水を水源としているため、岩倉浄

水場は遊離炭酸濃度、南部水源地はトリクロロエチレン濃度について注視し

ていきます。 

その他、クリプトスポリジウムの監視、上流の汚染原の把握、開発等の監

視や水質検査結果の分析を強化していきます。 
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(4)(4)(4)(4)給水装置による事故の防止給水装置による事故の防止給水装置による事故の防止給水装置による事故の防止    

給水管や給水用具が原因となる事故を防止するため、需要者による維持管

理を徹底するため、給水装置の維持管理の責任区分（図 5-1 参照）や重要性、

指定工事事業者制度の趣旨や概要について、市広報や市ホームページ等を活

用し、啓発・情報提供を行います。併せて指定工事事業者に関する情報につ

いても提供します。 

又、指定工事事業者自らが育成できるよう研修会や講習会の情報提供を積

極的に行います。給水工事に際しては、水道事業者による検査を徹底してい

きます。 

 

 

 

    

図図図図5555----1111    管理管理管理管理区分区分区分区分    
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(1)(1)(1)(1)安定した水源の確保安定した水源の確保安定した水源の確保安定した水源の確保    

本市における水源は、琵琶湖（牧浄水場、沖島浄水場）及び地下水（岩倉

浄水場、南部水源地）となっています。 

琵琶湖については、近年において渇水もなく安定した水量を確保していま

す。 

岩倉浄水場においては、3 箇所の井戸から取水しておりますが、うち 1 箇

所（2 号井）については、年々、地下水量が減少していることから新たな水

源の確保が必要となってきており、今後、調査・検討していきます。 

 

 

 

岩倉浄水場全景 

 

 

                   ３号井（岩倉浄水場） 

第第第第２２２２節節節節    災害に強い安定した水道災害に強い安定した水道災害に強い安定した水道災害に強い安定した水道    
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(2)(2)(2)(2)連絡管の整備等、水運用の強化連絡管の整備等、水運用の強化連絡管の整備等、水運用の強化連絡管の整備等、水運用の強化 

本市は平成 22 年 3 月に旧近江八幡市と旧安土町の合併により誕生しまし

た。 

水道事業においても、近江八幡上水道事業・安土上水道事業・沖島簡易水

道事業の 3 事業を平成 25 年度に事業統合します。 

これにより、今まで個々に運用していた旧近江八幡市域と旧安土町域の水

道を一体化し、効率的な上水の運用を図ることが可能となります。 

今後、上水道管網の見直しを行い、より安定的な供給を実現するため、旧

近江八幡市域と旧安土町域を結ぶ連絡管を計画的に整備していきます（表

5-1 参照）。 

又、東近江市、野洲市の隣接水道事業体との緊急時における連絡管を設け

ておりますが、新たな連絡管設置に向けて協議・調整を行っていきます。 

    

表表表表5555----1111    連絡管の事業内容連絡管の事業内容連絡管の事業内容連絡管の事業内容    

整 備 区 間 事 業 内 容 

 安土町大中 

    ～ 大中町 

 φ150mm    Ｌ＝   215 ｍ 

 浅小井町 

    ～ 安土町常楽寺 

 φ150mm    Ｌ＝ 1,170 ｍ 

 末広町 

    ～ 安土町内野 

 φ150mm    Ｌ＝ 1,560 ｍ 

 長田町 

    ～ 安土町中屋 

 φ 75mm    Ｌ＝   580 ｍ 

 西生来町 

  ～ 安土町上出 

 φ 75mm    Ｌ＝   330 ｍ 

 

 

鋼製さや管推進工（西生来町地先） 
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(3)(3)(3)(3)基幹施設の耐震化基幹施設の耐震化基幹施設の耐震化基幹施設の耐震化    

本市は東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に

基づく東南海・南海地震対策推進地域に指定されています。 

市においては震度 6 弱の揺れが発生すると想定されているためです。 

又、琵琶湖西岸断層帯地震や花折断層地震についても震度 5 弱から 6 弱が

想定されています。 

本市にとって基幹施設である浄水場・配水池の耐震化は、切迫した課題と

なっており、平成 21 年度に長福寺配水池の耐震補強工事を施工、平成 22

年度から 23 年度の 2 箇年で牧浄水場改修事業を実施し、浄水施設及び配水

池の改築により耐震化を図ったところです。 

残る施設についても、東南海・南海地震等に備えるべく、早期に施設の耐

震化を目指します（表 5-2 参照）。 

 

表表表表5555----2222    基幹施設耐震化の事業内容基幹施設耐震化の事業内容基幹施設耐震化の事業内容基幹施設耐震化の事業内容    

施  設  名 事 業 内 容 

 岩倉浄水場  改築 

 沖島浄水場  改築 

 沖島配水池  改築、緊急遮断弁設置 

 上出配水池  耐震補強 

 円山配水池  耐震補強、緊急遮断弁設置 

 

 

長福寺配水池 
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(4)(4)(4)(4)管路網の耐震化管路網の耐震化管路網の耐震化管路網の耐震化    

本市の管路の耐震化率は、前述したとおり 5.4％と低い状況にあります。

特に破損すると影響の大きい基幹管路（導水管、送水管、配水本管）につい

ては、早期の耐震化が必要ですが、多額の費用を要することから中長期的な

財政計画と整合した上で計画的に耐震管へ更新します（表 5-3 参照）。 

又、配水支管の耐震化については、老朽管の布設替え時に順次、計画的に

耐震管へと更新し耐震化を図っていきます。 

    

表表表表5555----3333    基幹管路耐震化の事業内容基幹管路耐震化の事業内容基幹管路耐震化の事業内容基幹管路耐震化の事業内容    

更 新 区 間 事 業 内 容 

 岩倉浄水場 

    ～ 長福寺配水池 

 更新 φ400mm    Ｌ＝ 1,260 m 

 長福寺配水池 

    ～ 円山配水池 

 更新 φ400～600mm Ｌ＝ 8,300 m 

 牧浄水場 

    ～ 津田町 

 新設 φ200mm    Ｌ＝ 1,850 m 

 

 

               

管路の布設         
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(5)(5)(5)(5)応急給水実施の確保応急給水実施の確保応急給水実施の確保応急給水実施の確保    

地震等災害発生時や水質事故等による給水停止事態におかれても必要な応

急給水の実施を確保する必要があります。 

災害発生時から 3 日までに 1 人が最低限必要な水の量は 1 日 3L×3 日分

で 9L と言われています。 

既に耐震化済の長福寺配水池、牧配水池及び安土中学校非常用貯水槽等で、

本市の全人口分の必要な水は確保できています。 

しかしながら、給水停止状態が長期にわたる場合も考えられることから、

今後も配水池の耐震化を計画的に推進し、応急給水量の確保に努めます。 

又、避難箇所等における応急給水を効率的に実施するため、給水タンク等

の整備を図っていきます。 

 

    

応急給水活動 

    

    

非常用貯水槽（安土中学校） 
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(6)(6)(6)(6)応急復旧体制の整備応急復旧体制の整備応急復旧体制の整備応急復旧体制の整備 

応急復旧体制については、前述したとおり、「中部管内水道相互応援要領」、

「滋賀県水道水健康危機管理実施要領」、及び「地震時緊急時対応手引き」に

より応急復旧活動を依頼することとなっています。 

しかしながら、先の東北地方太平洋沖地震の状況をみれば、必ずしも十分

とは言えず、このようなことから、東南海・南海地震発生時において影響が

受けないと思われる地域の複数の水道事業者等と「災害応援協定」を締結し、

地震等の災害時において、即応可能な応急復旧体制の整備・充実を図ってい

きます。 

 

 

 

 

上水道応急復旧訓練 

（近江八幡市防災総合訓練） 
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((((７７７７))))危機管理マニュアルの見直し危機管理マニュアルの見直し危機管理マニュアルの見直し危機管理マニュアルの見直し    

危機管理マニュアルについては、「自然災害」、「水質の異常」、「大規模漏水」、

「県水の送水停止」、「テロ」、「渇水」に対する被害想定、事前対策、各々へ

の対応策等について作成されています。 

しかしながら、先の東北地方太平洋沖地震の状況をみれば、必ずしも十分

とは言えず、東南海・南海地震発生時においても、対応可能な危機管理マニ

ュアルへの見直しが必要であります。 

又、今までは想定していなかった原発事故による水質汚染についての対応

を検討する必要があります。 

市においても、先の東北地方太平洋沖地震及び福島第１原発事故を踏まえ、

防災計画全体の見直しが行われていることから、水道事業における危機管理

マニュアルも新たな市防災計画を踏まえた上で見直し、作成する必要があり

ます。 

具体的には、東南海・南海地震等による大規模災害及び原発事故による水

質汚染の被害想定、対応策を詳細に検討する必要があります。又、これらに

ついては、水道事業体単独ではなく、県内水道事業体全体で検討し対策を考

えていきます。 

 

 

自家発電施設（牧浄水場） 
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(1)(1)(1)(1)民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進    

平成 14 年 4 月に施行された水道法の改正により、管理体制強化の方策の

一つとして、水道の管理に関する技術上の業務を他の水道事業者又は民間会

社（需要者以外の第三者）に委託できる制度が創設されました（図 5-2 参照）。 

本市は、浄水場管理の経験豊富な技術職員の定年退職により、技術者の確

保が難しいことから、平成 22 年度より浄水場施設の日常管理及び施設の運

転管理業務を民間業者に業務委託しました。これにより管理の効率化、低コ

スト化を図るとともに、浄水場施設運転には技術的にすぐれた職員を配置し

て、技術の継承・マニュアル化を行い安定した給水を行っています。 

又、市と管理業者の間でリスク分担を定める等、業務の集約化・効率化を

図って、第三者委託の導入に向けて検討していきます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

図図図図5555----2222    水道法における第三者委託の概念図水道法における第三者委託の概念図水道法における第三者委託の概念図水道法における第三者委託の概念図    

    

(2)(2)(2)(2)技術基盤の確保技術基盤の確保技術基盤の確保技術基盤の確保    

水道事業を安定的に運営していくにあたっては、効率化、低コスト化を図

るため、浄水場管理等においては民間委託を推進していきますが、水道事業

者として必要な技術レベルを維持するため、水道事業経験のある技術職員を

確保するとともに、水道技術の習得及び向上を図ります。 

具体的には、水道技術管理者研修を毎年 1 名以上受講するとともに、日本

水道協会等が実施する研修にも積極的に参加し、従来からの水道技術だけで

第第第第３３３３節節節節    健全な経営で信頼される水道健全な経営で信頼される水道健全な経営で信頼される水道健全な経営で信頼される水道    

国又は都道府県国又は都道府県国又は都道府県国又は都道府県

・水道施設の改善指示

・水道技術管理者の変更勧告

・給水停止命令

・報告徴収、立入検査等

・受託水道業務技術管理者

の変更勧告

・報告徴収、立入検査

水道事業者固有の業務

・事業計画、供給規定の策定 など

水道の管理に関する技術上の業務

●水道技術管理者が統括

・水道施設の管理に関する技術上の業務

（運転、保守点検等）

・水質管理（水質検査を含む）

・給水装置の検査

水道事業者水道事業者水道事業者水道事業者

（水道管理業務受託者）

（水道事業者等又は十分な能力を有する者）

受託者受託者受託者受託者

●受託水道業務技術管理者が統括

●水道法上の責任を伴う業務の実施

委託基準に

基づく委託

契 約

（業務の範囲、責任分担の明確化）

給水契約に基づく給水義務

需要者需要者需要者需要者

監督監督監督監督 監督監督監督監督

届出 監督
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なく、新しい技術の習得等にも努めていきます。 

一方、若手職員への技術の継承についても、職員が保有する技術上の情報・

知識などを継承しやすくするため、維持管理に係るマニュアル化の推進を検

討していきます。 

    

(3)(3)(3)(3)計画的な施設の更新計画的な施設の更新計画的な施設の更新計画的な施設の更新    

本市の水道施設の多くは、昭和 40 年代から 50 年代に建設されているこ

とから老朽化が進んでいます。又、水質基準が年々厳しくなっているととも

に琵琶湖の水質が変化してきていることから、これらの事象に対応するには

現施設の機能では対応が難しい状況となっています。 

このようなことから浄水場施設の更新にあたっては、浄水方法等の再検討

が必要となってきております。 

又、現施設は建設当時の耐震基準に則り建設されていることから、新耐震

基準における耐震性能を満たしていません。このようなことから中長期的な

財政計画と整合した上で早期に改築、耐震補強等の対策を講じていきます。 

 

 

 

    

浄水処理施設・配水池（牧浄水場） 
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((((４４４４))))情報公開情報公開情報公開情報公開・顧客サービス・顧客ニ・顧客サービス・顧客ニ・顧客サービス・顧客ニ・顧客サービス・顧客ニ----ズの把握ズの把握ズの把握ズの把握 

需要者に開かれた事業運営を行うために、ホームページを活用したスピー

ディな情報提供とともに、広報誌等の紙媒体を活用してわかりやすい情報提

供を図ります。 

需要者の利便性を確保するために、金融機関だけでなくコンビニなどでの

納付を継続するとともに、専門の窓口として「お客様センター」を活用しま

す。 

水道事業の情報発信を積極的に行うことにより、水道事業の情報を的確に

伝えるとともに、検針作業や電話対応などをとおして把握した需要者ニーズ

について、蓄積・検討を行いサービスの向上を図ります。 

    

    

    

    

お客様センタ-（水道事業所） 
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(1)(1)(1)(1)浄水汚泥の有効利用浄水汚泥の有効利用浄水汚泥の有効利用浄水汚泥の有効利用    

牧浄水場及び沖島簡易水道は、浄水汚泥の自然エネルギーを利用した天日

乾燥床による省エネルギー化、減量化に努めています。 

又、脱水汚泥は、発生量が少量であるため、アルミ溶出検査を行いながら、

仮置きにて管理し、今後はその有効利用を考えていきます。 

 

    

天日乾燥床（牧浄水場） 

    

(2)(2)(2)(2)省エネルギー化と電力の有効利用省エネルギー化と電力の有効利用省エネルギー化と電力の有効利用省エネルギー化と電力の有効利用    

浄水場配水ポンプについては、配水池を利用した間断運転の実施による電

力節減や、直圧送水における最適水圧を確保するためのインバーター型の配

水ポンプを採用するなど、機器更新時に高効率の機器を採用し、施設全体の

省エネルギー化を進めています。 

又、浄水処理や浄水場から配水池への送水については、可能な限り夜間に

実施することにより、夜間電力を積極的に活用し、電力負荷のピークカット

を行っていきます。 

    

    

配水ポンプ（牧浄水場） 

第第第第４４４４節節節節    環境にやさしい水道環境にやさしい水道環境にやさしい水道環境にやさしい水道    
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(1)(1)(1)(1)収益的収支収益的収支収益的収支収益的収支    

給水収益の増加が見込みにくいなか、施設の更新に伴って減価償却費や支

払利息の増加が見込まれます。そのような中でも、健全経営を維持できるよ

うに、事務事業の効率化を進めます。又、今後の経営状況を見据えた中で適

正な料金の検討を行います。 

 

(2)(2)(2)(2)資本的資本的資本的資本的収支収支収支収支    

節水等により水需要の減少が見込まれる中ではありますが、安定して水の

供給を行えるように、アセットマネジメント（資産管理）による手法を活用

して、施設・設備・管路の計画的な更新を行います。老朽化管路等の計画的

な更新を行うとともに、災害に強い水道管路等を整備していきます（図 5-3

参照）。 

整備にあたっては、内部留保資金の有効活用を図りながら、企業債借入が

適正となるように、これからの管路等の更新にともなう建設改良計画を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図5555----3333    アセットマネジメント手法の活用アセットマネジメント手法の活用アセットマネジメント手法の活用アセットマネジメント手法の活用    

水需要の減少

（給水収益の減少）

老朽化施設・設備

・管路の増加

施設・設備・管路の

耐震性強化

アセットマネジメント手法の活用

（施設・設備・管路の計画的な更新、耐震化

第第第第５５５５節節節節    財政収支財政収支財政収支財政収支    
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(1)(1)(1)(1)推進体制推進体制推進体制推進体制    

水道ビジョンを実現していくために、浄水場施設の運転管理や給配水管の維持管

理及び窓口サービスなど、それぞれの分野での取り組みが必要となるため、実現に

必要な各種実施計画の整備を図ります。又、事業の実施効果を把握するため、業務

指標（ＰＩ）などを活用していきます。 

 

 

(2)(2)(2)(2)フォロフォロフォロフォロ----アップアップアップアップ    

各種実施計画を推進していく中では、水需要などの社会情勢が変わっていくこと

が考えらます。このため、計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡ〔計画（Plan）・実

施（Do）・評価（Check）・改善（Action）〕サイクルにより水道ビジョンの見直

しを行っていきます（図 5-4 参照）。 

具体的には、水道事業運営委員会を定期的に開催して推進状況のチェックを図る

とともに、改善方策の検討を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図図図図5555----4444    ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル    

 

 

第第第第６６６６節節節節    推推推推進体制とフォローアップ進体制とフォローアップ進体制とフォローアップ進体制とフォローアップ    

Plan

計画

Do

実施

Check

評価

Action

改善

・ビジョン、目標の設定

・基本計画の策定

・進捗状況の管理

・事後評価

・顧客満足度の把握

・未達成目標の対処

・新たなニーズの把握

PDCAPDCA

サイクルサイクル


