
平成29年度　行政評価表：水道部工務課
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上水道の
整備

老朽管更新事
業（配水管）

伊万里市の上水道事業は、大正４年１月、
計画給水人口10,000人、一日 大給水量
1,250㎥で給水を開始し、主な整備である第
９次拡張事業が 平成２３年度に完了した。そ
の後も未給水地区等の拡張事業を行いなが
ら給水区域がこれまで拡大している。
  このような中、市民の生活様式も変化して
おり、水道水の需要増加とともに、安全・安
心で安定的な給水が求められるようになっ
た。
　しかし、時の経過とともに埋設配水管の老
朽化が進み、漏水事故の発生が多くなって
きたため、計画的な布設替えを行っている。

老朽管布設
替延長

km 2.6 2.6 100% 2.5 2.2 88% 漏水箇所数 件 25 41 61% 41 22 54% 143,127 167,846 172,378 低

工事業務の業務
（測量調査、図面及
び工事設計書作
成）は直営で行って
おり、現状以上の
成果の余地は低い

低

既設管の布設替え
は、できる限り道路
改良工事に併せて
実施しており、これ
以上のコスト削減
は難しい。

拡大

老朽管布設替により有
収率は年々向上してき
ているものの、施設の
老朽化は進行してお
り、耐震化も含めた老
朽管対策が急務であ
る。

H30より更新計画を実施するた
め、効率的・効果的な予算確保
が必要である。

拡大

老朽管布設替により有収率は
年々向上しており、事業の推進
方法は現状のままで基本的に問
題ないと考える。また、平成30年
度から更新計画に基づき、基幹
管路耐震化事業を実施する必要
がある。

上水道の
整備

老朽管更新事
業（給水配水
管維持管理事

業）

水質に恵まれず疫病流行を防止する
ため、大正４年の上水道事業創設（計
画給水人口 1万人）以来、配水管の維
持管理及び給水管（本管取出から量水
器まで）の漏水修理は水道事業者で
行ってきた。その後、９次にわたる拡張
事業により給水人口は約５万人となり
給水区域も広くなったことに加え、時間
の経過とともに管路も老朽化が進み、
維持管理箇所も増加してきている。

漏水工事件
数

件 170 144 118% 170 122 72%

災害や予定
された工事
以外での年
間断水時間

時間 310 259 120% 310 220 71% 33,531 22,830 27,184 低

突発的な漏水が殆どで
あり、計画的な防止対
策の策定は困難であ
る。また、漏水箇所も小
規模で点在している。

高

老朽管更新事業（配水
管）により漏水箇所が
減少し、コストの削減が
できる。

維持

有収率の更なる向上が
望まれている中、人員
体制の整備、布設工事
費・調査委託費等の確
保が厳しい状況であ
る。

早急な対応ができるよう必要な
予算を確保する必要がある。 維持

有収率の向上を図るため、計画
的な漏水調査と漏水修繕工事が
必要である。

上水道の
整備

未普及地域解
消事業

近年、水道未普及地域では、地域の環
境変化により、自家用井戸の湧水量の
減少などにより、生活用水の確保が困
難な状態となっていることから、安全で
良質な水道水を安定的に供給し、公衆
衛生の向上及び生活環境の改善を図
るため水道水の供給が望まれている。

事業費進捗
率

％ 49 61 81% 66 66 99%
未普及地域
の解消地区
数

箇所 1 0 0% 1 1 100% 165,958 34,085 27,402 低

未普及地域の解消
には一定の成果を
得ているが、他の
対象地域を取り組
むには、事業費や
費用対効果、地元
同意など課題も多
い。

低

も経済的な計画
及び施工方法を
行っており、これ以
上のコスト削減は
できない。

維持

平成24年度から本工事
に着手したが、 工事を
実施するにあたって
は、コスト削減につなが
るような新工法、新材
料の開発等の情報収
集に努めており、事業
の推進方法に問題はな
かった。今後、国庫補
助の確保や地元の全
員同意を得た上で事業
の継続を行う。

地元要望や調整により予算措置
を検討する必要がある。 維持

水道は重要な社会基盤の一つ
であることから、引き続き未普及
地域の解消に向けた取り組みを
行う必要がある。なお、その際は
財源の確保、関係地区住民の同
意等について、十分考慮検討を
行うものとする。

上水道の
整備

有田川浄水場
更新事業

有田川浄水場は建設から40年以上経
過し、施設全体の老朽化が進み、浄水
処理、耐震性の点からも問題が生じて
る。環境の変化から原水水質が悪化
し、大腸菌や嫌気性芽胞菌が頻繁に検
出され、有機物濃度も高く、pH上昇や
藻類の発生による、ろ過障害、カビ臭も
発生している。現在の処理方式では対
応が困難であるため、高度浄水処理
（生物処理＋活性炭処理＋膜ろ過）を
導入し、安心・安全な水の供給が可能
な浄水場に更新するものです。

事業進捗率 ％ 100 92 109% 100 100 100%
高度浄水処
理施設数

箇所 ー ー 1 1 100% 309,832 294,615 338,315 中

対象は、現時点の計画
給水区域内であり、そ
の区域内の市民に限ら
れるが、区域拡張する
事で、現在民営の水道
事業を行っている地区
等についても安心・安
全で安定的な飲料水の
供給が図られる。

低

現況施設を有効に活用
しながら、 も経済的な
計画及び施工方法を
行っており、これ以上の
コスト削減はできない。

完了

平成24年度から事業着
手し、実施にあたりコス
ト縮減に努めた。平成
28年度に事業完了予定
であったが、場内配管
が輻輳していたため不
測の工事日数を要し、
また機能調整時におけ
る渇水等の影響から、
事業を1年延伸した。平
成29年度に無事事業完
了した。

水道ビジョン及び水道施設の更
新計画に基づき、浄水場内にあ
る未更新の施設は、計画的に整
備方針を検討する必要がある。

完了

平成24年度に水道事業認可の
変更を行い、平成25年度から有
田川浄水場の更新事業に着手
し、平成29年度末に完成した。

上水道の
整備

有田川取水・
導水施設更新

事業

有田川取水ポンプ場は建設から４０年
以上経過し、施設全体の老朽化が進
み、耐震性の点からも問題が生じてい
る。また、現在の取水ポンプは吸込み
方式のため、運転・維持管理等で苦慮
している。事業実施により押込み方式
を採用し、除塵機も新たに設置すること
で運転管理上、安定した取水が可能に
る。また、取水施設の耐震性が向上す
ることで、水道の安定供給も向上し、非
常時における生活用水の確保を図りま
す。

事業進捗率 ％ 24 24 100% 93 58 62%
取水・導水
施設数

箇所 ー ー ー ー 237,791 772,091 413,211 中

対象は、現時点の計画
給水区域内であり、そ
の区域内の市民に限ら
れるが、区域拡張する
事で、現在民営の水道
事業を行っている地区
等についても安心・安
全で安定的な飲料水の
供給が図られる。

低

現況施設を有効に活用
しながら、 も経済的な
計画及び施工方法を
行っており、これ以上の
コスト削減はできない。

維持

平成27年度に詳細設計
業務を実施し、平成28
年度に用地を確保し、
土木・建築工事並びに
機械・電気設備工事に
着手した。現況施設を
稼働しながら、更新計
画に努め事業継続す
る。

平成30年度完成を目指している
が、工事進捗の遅れから、継続
的な予算確保が必要である。

維持

施設の更新に加え、耐震性能が
向上することで、災害時も取水
が可能となり、水道の安定供給
が図られることから、今後におい
ても事業の円滑な進捗を図り、
平成30年度完成を目指している
が、工事進捗の遅れから工期延
長の検討が必要である。
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