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経営戦略の基本的な考え方

○「経営戦略」は、各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中⾧期的な経営の基本計画。
○「経営戦略」は、「投資試算」（施設・設備投資の見通し）等の支出と「財源試算」（財源の見通し）を均衡させた「投資・財
政計画」（収支計画）が中心。
○組織効率化・人材育成、広域化、PPP/PFI等の効率化・経営健全化の取組方針を記載。

効率化・経営健全化の取組方針

組織,人材,定員,給与
の適正化

広域化,民間の資金・ノ
ウハウ活用
（ＰＰＰ／ＰＦＩ等）
⇒民間活力の活用

その他の経営基盤強化の
取組
（ＩＣＴ活用等）

反映

・ダウンサイジング・スペックダウン
・⾧寿命化
・過剰・重複投資の見直し
・優先順位が低い事業の取りやめ 等

投資試算の検討

・料金の見直し
・適正な一般会計繰入額の算定
・内部留保額の見直し 等

財源試算の検討

投資・財政計画の策定

経営基盤の強化と財政マネジメントの向上

経営戦略[イメージ]

収支
均衡

（計画期間は基本10年以上）

収支ギャップが生じた場合には

その解消を図る

〇アセットマネジメント
〇ストックマネジメント

資産管理
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経営戦略の基本的な考え方

経営戦略の要件

①特別会計ごとの策定を基本とすること。

②企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたもので
あること。

③計画期間は10年以上を基本とすること。

④計画期間中に必要な住民サービスを提供することが可能となっ
ていること。

⑤「投資試算」をはじめとする支出と「財源試算」により示され
る収入が均衡した形で「投資・財政計画」が策定されていること。

⑥効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること。
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静岡市上下水道事業経営戦略（水道編）

しずおか水ビジョンと経営戦略の位置付け
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現
状

経営戦略の策定の趣旨

①人口減少に伴う水需要の減少

• 約40年後には、人口は約２割減少
• 水道料金収入の基礎となる水需要も約２割減少

②水道施設の老朽化等

• 高度経済成⾧期以降に急速に整備された水道施設が、
大量に更新時期を迎える。

• 地方公営企業である水道事業の経営は、料金収入をもって経営を行う独立採算制
が原則であり、以下の課題に直面している。

これらの課題を解決し、将来にわたり、安定的に事業を継続することが可能とな
るよう、水道の基盤強化を図ることが必要。

・経営戦略は、まずは、現状をみつめて課題を抽出し、それを解消するための目指すべき
方向性を示した上で投資試算と財源試算を均衡させるように財政計画を立案。

◆策定背景
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現状と課題

◆課題と目指すべき方向性

※各指標は、外側に広がるほど良好な値を示しています。

・水道管の老朽度を示す指標である「管路
経年化率」、水道管の更新ペースを示す
「管路更新率」ついて、類似団体（政令
市等）の平均を大きく下回っている状況
である。これは、水道管や水道施設の老
朽化に対し更新が追い付いていないこと
を表しており、計画的かつ早急な対応が
必要になってくる。

・震災に対する水道システムの安全性、危
機対応性を示す指標である「配水池の耐
震化率」についても、類似団体（政令市
等）の平均を大きく下回っており、耐震
補強や施設更新を早期に実施し、震災に
対するリスクを軽減していく必要がある。

※経営比較分析表とは、総務省が定めたもので、複数の指標に基づき、各地方公営企業を比
較し分析することにより、経営の現状や課題を把握するためのツールです。

平成28年度 経営分析（イメージ図）
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将来の事業環境

◆給水人口の予測

本市全体の人口が減少傾向であることから、⾧期的に給水人口も減少していくものと予測されます。

年度 H30 R10 R20 R30 R40 R50

給水人口 697,595 686,988 662,673 640,033 620,293 603,613
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経営の基本方針

◆目指すべき方向性

水道事業に期待されるものは、安心・安全でおいしい水が、必要な量、
いつでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受けとることが可能
な水道です。
「静岡市上下水道事業経営戦略（水道編）」では、子どもたち、孫たち

の世代に健全で強靭な水道を引き継ぎ、現在の水道サービスの水準を維持

できる、持続可能な水道事業の実現を目指すこととします。
そして、「しずおか水ビジョン」の「第４章 基本構想（基本理念と５

つの政策）」に掲げる政策目標の実現を、さらに確かなものとするため
に、中期的な基本計画を改定し、今後12年間（平成31年度～令和12年度）
の進むべき方向性として策定しています。

8



◆持続可能な水道事業を実現する上で、投資に必要な財源を確保し、『投資』と『財源』を
均衡させます。

投資計画

●投資

目標２ 水道管の更新・耐震化 管路更新率 年1.2％（31㎞）更新

目 標 １ 老朽化した水道管の解消 想定使用年数超過管路200㎞更新

目標３ 水道施設の耐震化 重要な14施設の耐震化完了

2030年度

投資については、計画期間の最終年となる令和12年度の水道事業のあるべき姿として、
目標１:老朽化した水道管の解消
目標２:水道管の更新・耐震化の実施
目標３:水道施設の耐震化
の３つの目標を掲げ、投資計画を策定しています。
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主な目標:老朽化した水道管の解消
本市の水道管総延⾧2,600㎞のうち、想定使用年数を超過し老朽化した水
道管が現在約200㎞あり、この水道管を12年後には全て更新し、想定使用
年数を超過した水道管の解消を目指します。
また、すべての水道管を83年で更新します（更新率1.2％（31㎞））。

投資計画

※老朽化した水道管の撤去状況 ※撤去した老朽管の内部状況（口径200㎜） 10



投資計画

 本市、水道事業は平成29年３月末現在で、総延⾧約2,600キロメー
トルに及ぶ水道管や、66の配水池、12の浄水場などを有していま
す。

図 水道管年度別整備延⾧ 11



老朽化した水道管の状況

12



老朽化した水道管の状況

13



×

 × ：漏水発生箇所
枠内：濁水発生範囲

配水管漏水とは･･･

11 12
21 21

7

H26 H27 H28 H29 H30

配水管漏水件数
平均14.4件/年

配水管漏水件数

配水管漏水事例 H30.6 葵区大岩町

配水本管φ500の漏水箇所 漏水修繕状況

推定濁水影響範囲 約6,000戸

配水管漏水の多くは、老朽化した管が

腐食することで起こっています。

今後、老朽化した管が大量に更新時期

を迎えます。

「安全でおいしい水」の安定供給には
老朽管の更新が一番の対策になります。

通報から修繕完了までに15時間、

濁水除去作業終了までに18時間を要した

老朽化した水道管の状況
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×

 × ：漏水発生箇所
枠内：濁水発生範囲

推定濁水影響範囲 約6,000戸

通報から修繕完了までに15時間、

濁水除去作業終了までに18時間を要した

老朽化した水道管の状況
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投資計画

0
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令和

元年度

２年度 ３年度 ４年度 ５年度

管の耐震化・老朽化対策 施設の耐震化・老朽化対策

投資費用 （百万円）

施　策　名
令和

元年度
２年度 ３年度 ４年度 ５年度

管の耐震化・老朽化対策 1,354 2040 2,975 3,964 2,387

施設の耐震化・老朽化対策 1,595 2,362 2,568 1,378 2,048

その他 1,413 1,238 1,564 956 1,012

合計 4,362 5,640 7,107 6,298 5,447

施　策　名 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

管の更新延長（ｋｍ） 6.6 15.6 23.4 31.3 31.0

更新率（％） 0.3 0.6 0.9 1.2 1.2
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財源は、「経営の効率化」を進め、事業運営に係る経常的なコスト削減を図った上で、計
画期間の最終年となる令和12年度の水道事業のあるべき姿として、
目標１:黒字経営の維持
目標２:適正な補填財源の確保
目標３:企業債残高を580億円以下に
の３つの目標を掲げ、財源計画を策定しています。

• 平成30年度以降の料金収入と維持管理などに要する支出を推計した結果、健全な経営の観点か
ら、収支が赤字にならないよう令和２年度に15パーセント程度の料金改定を見込んでいます。

• その後の料金算定期間においても、収支バランスのとれた適切な料金設定を検討していきます。

財政計画

●財源
目標１ 損益の目標 黒字経営の維持

目標２ 資金収支の目標 適正な補てん財源の確保

目標３ 企業債残高の目標 企業債残高を580億円以下に

2030年度

17



投資・財政計画

水道管総延⾧ 2,600㎞
取り替えペース 13㎞/年

水道管の取り替えに200年

取り替えペース 31㎞/年
土質調査やアセットマネジメントの結果

水道管の平均寿命は83年と判明

水道管の取り替えを83年に

このままだと

漏水多発

水道管破裂の恐れ

市民生活への重大な影響

水道を未来に

引き継ぐ

このペースに見合

う財源確保が必要

12年間（経営戦略計画期間）

１８３億円不足

現 状現 状

目指す姿

水がにごる

持続可能な水道事業の実現

子供たち、孫たちの世代に、健全な水道を!

取り替えに

かかる年数

必要な事業費

（12年間）

現状 ２００年 ３９６億円

目標 ８３年 ５７９億円

※以上のことから、資金不足のギャップを解消するために水道料金の値上げを検討する必要がある。18



水道法の改正
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水道法の改正

水道の基盤の強化とは、
①水道施設の維持管理及び計画的な更新
②水道事業の健全な経営の確保
③水道事業の運営に必要な人材の確保及び育成

また、健全な経営の確保とは、
老朽化する水道施設の更新を計画的に行うなど、必要な建設改
良を行い、住民の需要に応じて、継続的にサービスを提供して
いけるように適切な内部留保を確保しつつ、水道事業を経営す
る状態。

更に、水道法施行規則の改正において、
①内部留保としての資産維持費を具体的に定義し明確化するこ
とにより、その計上を一層強く促す。
②水道料金の定期的な見直しの機会について規定。
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