
　　◆　給水人口と有収水量の推移と予測　

　　①　給水収益の推移と予測　　

① 有収率の向上対策

伊那市水道事業経営健全化計画 第３改訂版 概要

経 営 目 標

趣旨：水道事業、簡易水道事業が抱える課題を踏まえ、
　　　目指すべき経営目標と経営健全化を図るための具体的な施策を定める。
経過：平成25年３月　初版を策定、平成27年２月　改訂版、平成29年３月第２改訂版

１．水需要の減少

・予測を上回るペースで給水人口が減少。
　平成18年度に比べ、令和14年度には２割程度の減少

　経営が必要。

２．経営状況の悪化

①水需要の減少に伴い、給水収益も減少が予想される。

 　安全、安心、快適で災害に強い伊那の水道

②水道料金は、平成29年度に全体で▲0.04％値下げ改
　定したが、県内18市１企業団１企業局の水道料金で、
　高い方から４番目。

　が見込まれる。

・節水意識の高まりと節水機器の普及により、１人１日
　あたり平均給水量の減少傾向が続いている。
（水道事業　H18:293 ℓ→ H30:282 ℓ ▲3.8%）

＊水需要の減少傾向が継続することを前提とした事業

　＜口径13mm　１月20㎥使用の場合（税込）＞　

３ 水道施設の課題と対応

③今後本格化する老朽化施設の更新を計画的に行うた

　めには、一定程度の補てん財源の確保が必要。
　
＊更なる経費削減と一定の黒字確保の継続が必要。

②　県内18市１企業団１企業局の水道料金比較 　　③　水道事業補てん財源（内部留保資金）の推移

Ⅱ 水道事業・簡易水道事業の経営の現状と課題

Ⅰ 計画策定の趣旨・位置付け

H31.4.1現在

位置付け 伊那市水道事業アセットマネジメント　　（資産管理） H27タイプ３Ｃ策定済み

伊那市簡易水道事業アセットマネジメント（資産管理） H29タイプ３Ｃ策定済み

伊那市水道ビジョン　　　　（R元～R14)

伊那市上水道事業基本計画  （R元～R14)

伊那市水道事業経営健全化計画　【経営戦略】 R2～R11 料金改定に合わせて見直し

伊那市水道事業経営健全化計画実施計画 R2～R4 毎年見直し

H30策定済み

水道事業・簡易水道事業

ともに全国類似団体平均と

比較しても有収率が低くなっ

ています。主な原因は配水

管、給水管からの漏水で、

特に宅内の給水管の漏水

が大半と考えられます。

（令和３年度以降は推計値）

【平成29年度 有収率の比較（水道事業）】【伊那市水道・簡易水道事業有収率の推移】



　

　

　

　

水道事業は、総配水量の約８割を上伊那広域水道用水企業団からの受水

により賄っており、協定により最大給水量の８割を責任水量として構成市町

村で定額費用負担を行っています。受水費は、平成24年度と平成29年度に

単価の見直しがあり下がってきているものの、平成24年度以降、責任水量を

伊那市の有収水量が下回る状況が続いています。
【伊那市の企業団責任水量と有収水量】

※ 令和８年度に料金を7％値上げ改定見込

Ⅲ 具体的施策の実施

Ⅳ 水道事業収支計画と料金改定の必要性
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補てん財源残高：億円資本的収支：億円 資本的収支予測

企業債償還金

建設改良費

資本的収入

補てん財源残高

水道事業は、平成29年度
料金改定で４％の値上げを
見込んでいましたが、受水
費の値下げに加え、一般会
計から１億円の出資金を繰
り入れることなどで、
▲0.04％値下げとしました。
令和２年度の料金改定につ
いても一般会計からの出資
金を１億円受けることで据え
置きとし、令和８年度までの
間の建設改良事業について
計画に従って進められる見
込みです。しかし、企業債残
高の推移、アセットマネジメ
ントの財政収支見通し、収
支計画の純利益の見通しを
踏まえ、事業経営の効率化
を前提として、令和８年度に
７％の料金改定を見込んで
います。

② 適切な水運用に伴う施設整備 ③ 水源の耐塩素性病原生物による汚染対策
クリプトスポリジウム等による汚染の恐れがある水源を、広域受水や

汚染の可能性が低い水源への切り替え等が必要です。

④ 水道施設の耐震化

基幹管路(H29:耐震適合率60.2％)に比べ、浄水施設(耐震化率6.7%)や

配水池(同10.5％)の耐震化率が低く、計画的な耐震診断、耐震化が必

要です。

⑤ 水道施設の老朽化
昭和40～50年代にかけて建設した施設が一斉に更新時期に入りま

す。令和２～11年度までの建設改良事業費は、年平均約４億円です

が、アセットマネジメントにより施設の重要度を反映し平準化した令和

12年度以降の事業費は、年平均約5.5億円が必要になる見込みです。

○クリプトスポリジウム等及び水源水質対策
　クリプトスポリジウム等対策指針におけるレベル３以上及び水質悪化水源については、適
　切な浄水処理による対策を行います。

○施設の耐震診断
　各地域の給水拠点となる施設を中心に耐震
　診断を行い、耐震化の計画を策定します。

○施設の更新
　施設の経年化及び老朽化の進行に伴い施設
　の更新計画を策定します。

(3)水道サービス
　 の持続

〇更新需要への対策強化

〇経営基盤の強化及び財源の確保

〇維持管理体制の強化

〇適切な資産管理の推進

〇適切な水運用(配水ブロック化)

〇有収率の向上対策

(2)強靭な水道
 　の構築

○施設・管路の計画的な耐震化の推進

○施設の耐震診断

○施設・設備の更新（施設の老朽化）

○管路の更新（管路の老朽化）

○応急給水・応急復旧体制の整備

○安定給水の確保

(1)安全な水道
　 の構築

○水源クリプトスポリジウム等

　及び水源水質対策

○水源管理（水源保護）

○水質監視の強化

○浄水場の適正な維持管理

○貯水槽水道の指導強化

○水道水の検査・情報提供

○有収率の向上対策
　有収率が低い配水系ブロック化の検討を行い、漏
　水判定機を用いて計画的に漏水調査を行います。

○経営の健全性・効率性の確保
　健全で効率的な経営状況を維持して
　いきます。

施策目標 具体的施策 主 な 取 組 内 容

【適切な浄水処理が必要な水源】

【耐震診断を行う施設】 【更新を行う施設】

【漏水判定機による一次調査実施計画】 【経営指標の数値目標】
実施年度 実施地区 件数

境区、若宮区、中央区、長藤区　ほか令和３年度 15,000件

※令和元年度までは実績、令和２年度以降は予定

令和２年度 15,000件

平成29年度 7,349件

平成30年度 13,841件

令和元年度 13,034件

御園区、荒井区、南箕輪村給水区域　ほか

上新田区、西春近地区、高遠地区　ほか

美篶地区、西箕輪地区、長谷地区　ほか

山寺区、小沢区、東春近地区　ほか

施　設　名 構　造 配水池容量

大萱高区配水池(S37、56年経過) RC 335m3

桜井配水池(S49、44年経過) RC 344m3

北河原配水池(S47、46年経過) RC 196m3

末広配水池(S35、58年経過) RC 1,353m3

北割配水池(S26、67年経過) RC  51m3

板沢配水池(S38、55年経過) RC 137m3

犬田切配水池(S40、53年経過) RC 249m3

施　設　名 構　造 配水池容量

笠原配水池(H3、27年経過) PC 5,129m3

村岡配水池(S54、39年経過) PC 1,507m3

羽広配水池(S60、33年経過) PC 2,076m3

南丘配水池(H2、28年経過) PC 284m3

ますみヶ丘配水池(H4、26年経過) PC 1,999m3

大萱配水池(H4、26年経過) PC 3,886m3

経塚配水池(H5、25年経過) PC 531m3

竜東高区配水池(H11、19年経過) PC 1,236m3

施　設　名 水　源　名 備　　考

湧　水-3か所

伏流水-1か所

河川水-1か所

湧　水-4か所

伏流水-1か所

河川水-2か所

小規模水道 　赤井沢、新田、半ノ木沢 湧　水-3か所

上　水　道 　山寺、荒井西町第2、野口中央(第1、第2)、押出、横山

簡 易 水 道 　那木沢、御堂垣外、松倉、水無、鹿塩沢、大犬沢、宇津木

現在値

（平成30年度）
令和11年度

水 道 76.2% 82.0%

簡 易 水道 56.4% 66.3%

企 業 債 残 高 対

給 水 収 益 比 率

流 動 比 率

286.58%448.32%

316.7%116.0%

目標となる指標

有 収 率

経 常 収 支 比 率 111.5% 108.1%
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純利益：億円収益的収支：億円 収益的収支予測

収益的支出

収益的収入

(給水収益以外)

給水収益

純利益

H30       R1 R2 R3    R4 R5  R6 R7 R8  R9  R10 R11 

H30       R1 R2 R3    R4 R5  R6 R7 R8  R9  R10 R11 


