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５年計画の３年目となる平成 24 年度の主な取組状況は以下のとおり

です。今後も計画に沿って着実に事業を進めてまいります。 

 

目標１ 安全で良質な水の確保 

計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

１ 水源保全の強化 3 ページ 

・豊平川水道水源水質保全事業の本体工事着手 目標達成（Ｈ24） 

２ 将来水源の確保・水源の分散化 3 ページ 

 ・石狩西部広域水道企業団への参画継続 取組を継続 

３ 水質検査の適正な実施 4 ページ 

 ・水質基準不適合率 0.0％を維持 目標値を維持 

４ 水質監視の強化 4 ページ 

 ・給配水水質自動計器設置数 44 施設（5 施設の増） 目標達成（Ｈ22） 

 ・水質自動計器の更新、水質情報管理システムの 

更新 

目標達成（Ｈ23） 

 

目標２ 安定した水の供給 

計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

５ 導水・浄水施設の整備・改修 5 ページ 

 ・白川浄水場の場内連絡管整備に着手 目標達成（Ｈ24） 

 ・西野浄水場の西野導水管整備、配水池流入管改修 実施時期を見直し 

 ・藻岩浄水場の山鼻導水管改修 目標達成（H24） 

６ 高区配水施設の整備 6 ページ 

 ・伏見配水池整備 実施期間の延長 

 ・白川第１ポンプ場整備 目標達成の見込み 

 ・平岡ポンプ場整備 目標達成（Ｈ24） 

 ・南沢第１ポンプ場整備 目標達成の見込み 

 

計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

７ 配水管の整備 7 ページ 

 ・口径 400mm 以上の幹線延長 414km 

（4 km の増） 

目標達成の見込み 

・口径 350mm 以下の準幹線・枝線延長 4,798 km 

（50 km の増） 

目標達成の見込み 

 ・平岸第２幹線整備完了、平岸連絡管整備継続、 

拓北幹線整備継続 

目標達成の見込み 

８ 給配水管の改修 8 ページ 

 ・外面腐食管の改良済延長 327km（56km の増） 目標達成（H24） 

 ・白石幹線、桑園発寒通幹線、新琴似一番通幹線の 

改修、北幹線の改修着手 

目標達成の見込み 

９ 水道設備の更新 9 ページ 

 ・白川浄水場の低圧配電盤類、沈降傾斜板更新 目標達成（H24） 

 ・浄水場（藻岩、西野、定山渓、宮町）の計算機 

設備更新 

目標達成の見込み 

 ・西野浄水場のろ過池洗浄用ポンプ更新 実施時期を見直し 

 ・定山渓浄水場の低圧配電盤類、取水場自家発電 

設備更新 

目標達成（H24） 

10 水道施設の耐震化 10～11 ページ 

 ・浄水場の耐震化（耐震診断等） 目標達成の見込み 

 ・配水池耐震施設率 84.3％（24.2％の増） 実施期間の延長 

 ・基幹管路の耐震化率 36.3％（3.7％の増）   目標達成（Ｈ24） 

 ・管路の耐震化率 20.7％（5.1％の増） 目標達成の見込み 

・耐震性を備えた庁舎数 11 庁舎（６庁舎の増） 実施時期を見直し 

 ・札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化 

完了 

目標達成（Ｈ24） 

11 送水管の新設 11 ページ 

 ・白川第３送水管の布設延長 4.6km（3.2km の増） 目標達成の見込み 
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計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

12 水道施設の保安強化 12 ページ 

 ・フェンス・ドア等の強化工事の継続実施 目標達成の見込み 

13 災害応急体制の堅持・強化 13 ページ 

 ・応急対策の見直し 目標達成（H22） 

 ・水道局独自訓練実施回数 5 回／5 年間 目標達成の見込み 

 ・応急給水拠点施設の見学会実施施設数 

延べ 121 施設（75 施設の増） 

目標達成の見込み 

 

目標３ 利用者に満足される水道 

計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

14 小規模貯水槽水道の衛生管理の充実 14 ページ 

 ・小規模貯水槽水道の衛生管理改善指導業務実施 

件数 4,123 件（H21～23 の３か年） 

目標達成（H23） 

15 電話受付センターのサービス向上 14 ページ 

 ・電話受付センターの年間業務処理件数（期間中 

平均）229,600 件 

目標値達成を継続 

16 メーター検針環境の改善 15 ページ 

 ・モデル地区対象住宅への無線式メーター設置率 

100％ 

目標達成（H23） 

 ・実証実験の実施と取りまとめ 目標達成の見込み 

17 水道料金支払い方法の多様化 15 ページ 

 ・クレジットカード収納利用件数 78,100 件 目標達成（H24） 

18 広報・広聴活動の充実 16 ページ 

 ・水道記念館来館者（期間中平均）60,000 人／年 目標値達成を継続 

 ・広報用映像記録製作 目標達成（H23） 

 

 

 

目標４ 健全経営のもと自律した水道 

計画期間中の目標 達成度（達成年度） 

19 財務基盤の強化 17 ページ 

 ・企業債残高 1,039 億円（488 億円の減） 目標達成の見込み 

・給水収益に対する企業債残高の割合 267％ 

（131％の減） 

給水収益が減少傾向のため 

目標達成は確実とはいえない 

・自己資本構成比率 60.2％（11.9％の増） 目標達成の見込み 

・企業債借入額の上限を 30 億円／年に設定 目標達成の見込み 

 ・未利用地１件の売却 目標達成（H24） 

20 経営の効率化 18 ページ 

 ・組織体制の見直しによる更なる効率化 目標達成（H23） 

 ・業務委託範囲の拡大 目標達成（H23） 

 ・検針業務の競争性向上 目標達成（H23） 

21 人材の育成 19 ページ 

 ・内部研修時間 13.1 時間／年（1.6 時間／年の増） 目標値達成を継続 

 ・研修用映像記録（e 教材）10 本作成 目標達成の見込み 

 ・海外研修員（JICA）の受入 10 回、延べ 80 人 一部事業中止により目標

達成できない見込み 

22 情報管理体制の充実 20 ページ 

 ・基幹情報システムのバックアップシステムの導入 目標達成の見込み 

 ・仮想化技術を活用したサーバ機器の統合 目標達成の見込み 

23 新エネルギーの導入 21 ページ 

 ・新エネルギーにより発電される電力量 

270 万 kwh（1 万 kwh の増） 

目標達成（H22） 

 ・配水センター屋上に太陽光発電設備を設置 目標達成（H22） 

 ・平岸配水池に水力発電設備を導入 実施時期を見直し 

24 環境配慮型経営の推進 22 ページ 

 ・環境報告書の作成と公表 目標達成の見込み 
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１ 水源保全の強化  

事業の必要性 豊平川ではダムから取水場までの原水が流下する間に有害物質を含む自然湧水が流入しており、その影響を低減する必要がある。 

取組の方向性 

バイパスシステムを構築し自然湧水を含む水を取水場よりも下流に放流するなど、ダムから浄水場に至る間のさまざまな汚染リスクを取り除

く取組を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

豊平川水道水源水質保全事

業（バイパスシステムの構

築）本体工事着手（24 年度） 

 

 

達成度：目標達成 

本体工事着手へ向けて、導水トンネルなど

の調査設計、河川区域や国立公園内の工事

に係る許認可協議を行い、申請に向けた準

備を進めました。また、国立札幌南病院跡

地を事業用地として取得しました。 

 

引き続き許認可協議を行い、国立公園内の

工事について許可を受けました。また、導

水トンネル等の本体工事に先駆けて、豊平

川を横断する水管橋建設工事に着手しま

した。 

今後、水管橋に引き続き、導水トンネル等

の建設工事に着手し、着実に事業を進めて

いきます。 

 

２ 将来水源の確保・水源の分散化  

事業の必要性 

豊平川が札幌水道の水源に占める割合は 98％に達し、依存度が極めて高く、安全な水を安定して届けるためには新たな水源を確保し、水源の

分散化や送水ルートの二重化を図る必要がある。 

取組の方向性 石狩西部広域水道企業団から受水を受ける（37年予定）など、豊平川以外に水源を確保する取組を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

石狩西部広域水道企業団へ

の参画継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：取組を継続 

企業団への参画を継続しました。 

企業団では以下の整備を実施しました。 

・当別ダム工事（ダム本体躯体、取水設備、

管理設備、付替道路） 

・浄水場工事（土木躯体、浄水処理施設、

電気設備、機械設備、排水処理施設、天日

乾燥床）  

・送水施設工事（送水管布設） 

・導水施設工事（導水管布設） 

 

引き続き企業団への参画を継続しました。 

企業団では水源となる当別ダムを完成さ

せるとともに、25 年度からの小樽市、石狩

市、当別町への用水供給を行うための第 1

期工事として、浄水場を完成させました。 

また、水道水の供給開始にあたり、施設を

適切に運転、維持管理し、安定した用水供

給を行っていくため、水道局職員を追加で

派遣し、出資団体である水道サービス協会

とともに引き続き浄水場の運営を支援し

ています。 

 

企業団では施設を適切に運転、維持管理

し、安定した用水供給を行っていきます。

本市も企業団への参画を継続し、水道サー

ビス協会とともに引き続き浄水場の運営

を支援していきます。 
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３ 水質検査の適正な実施  

事業の必要性 

河川での藻類の発生などに起因するかび臭や、局所的な豪雨に伴う河川の濁りなどの水質問題への対応とともに、水道水質基準の強化や測定

項目の追加などに対応できる検査体制とする必要がある。 

取組の方向性 適正な水質検査を計画的に実施するとともに、適宜行われる水質基準改定に対応できる検査体制を整える。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

水質基準不適合率 0.0％を維

持 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標値を維持 

適正な水質検査を計画的に実施し、水質基

準不適合率 0.0％を維持できていることを

確認するとともに、水質検査・監視計画や

水質検査結果をホームページ等で公表し

ました。23年 3月には水道ＧＬＰ（※）の

更新認定を受け、水質検査の適切な精度管

理を行う体制を維持し、23年 12 月には水

質管理センターに放射性物質測定装置を

導入し、全浄水場の水道水から放射性物質

が検出されないことを確認しました。 

 

水質検査・監視計画に基づき、計画的な水

質検査を適正に実施し、水質基準不適合率

0.0％を維持できていることを確認すると

ともに、放射性物質等の汚染がなく、水道

水が安全であることを確認しました。 

また、水質検査・監視計画や水質検査結果

をホームページ等で公表しました。 

 

引き続き水質検査・監視計画を毎年策定

し、計画的な水質検査を行うとともに、水

源監視により水質悪化の未然防止に努め、

水質基準不適合率 0.0％を維持していきま

す。 

 

※水道ＧＬＰ：水質検査結果の信頼性を確保することを目的に日本水道協会が定めた水質検査手順などの規格 

４ 水質監視の強化  

事業の必要性 水道水の安全性を確保していくため、水源の水質監視体制を強化していく必要がある。 

取組の方向性 水質監視や水質検査体制、調査研究を強化し、充実した水質管理体制を構築していく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

給配水水質自動計器の増設： 

20 年度 34施設 

（21年度末時点 39 施設） 

→26年度 44 施設 

達成度：目標達成 

22 年度に 5施設で設置した結果、給配水水

質自動計器の数は合計 44 施設となり、  

目標を達成しました。 

22 年度に目標達成済みです。 水質の監視において、水質自動計器は非常

に大きな役割を果たすことから、水質監視

体制を万全なものとするため、計器の更新

を計画的に進め、計器の更新の際には新し

い技術の調査や導入検討を行います。ま

た、引き続き充実した水質管理体制の構築

に努めていきます。 

水質自動計器の更新 

水質情報管理システムの更

新 

 

達成度：目標達成 

藻岩ダム、発寒川取水場に設置している 

水源水質自動計器（油分計、アンモニア計）

を更新しました。また、水質情報管理シス

テムの更新を完了しました。 

 

23 年度に目標達成済みです。 



札幌市水道事業５年計画（2010-2014）主要事業の進捗状況と今後の取組 

- 5 - 

 

５ 導水・浄水施設の整備・改修  

事業の必要性 

浄水場の多くが昭和 40～50 年代に整備され、経年劣化が進んでいるため、安定給水の継続には施設設備の更新や機能の維持向上に係る整備を

適切な時期に効率的・効果的に実施していく必要がある。 

取組の方向性 導水・浄水施設の整備改修を進めるほか、市内最大の浄水場である白川浄水場の改修に向けた検討を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

白川浄水場の場内連絡管整

備着手 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

白川浄水場の場内連絡管整備は、白川第 1、

2 浄水池の改修に向け、両浄水池に接続す

る連絡管（2 ルート）の整備工事の実施設

計を行いました。 

また、今後の大規模更新等の事業について

は、改修基本計画を策定するために、整備

内容等について基本検討を進めました。 

 

第 1、2 浄水池に接続する連絡管のうち 1

ルートの整備工事に着手しました。 

また、今後の大規模更新等に関して、改修

基本計画の策定に向けた基本検討を継続

して進めたほか、関係機関との協議を開始

しました。 

場内連絡管整備のうち、1ルートについて

は、25 年度末までに完了するよう整備を進

め、他の 1ルートの実施時期は今後検討し

ていきます。 

また、今後の大規模更新等に関しては、25

年度末までの改修基本計画の策定を目指

すとともに、施工に向けた調査設計に着手

します。 

 

西野浄水場の西野導水管整

備、配水池流入管改修 

 

 

 

 

 

達成度：実施時期を見直し 

西野浄水場の整備・改修は、22 年度までに

行った浄水場の耐震診断結果を踏まえ、補

足の耐震診断と改修方法の基本検討を行

いました。 

西野浄水場の整備・改修は、これまでの耐

震診断や基本検討等の結果を踏まえ、耐震

化工事と併せた改修を行うこととし、整備

方法や整備時期について詳細な検討を進

めました。 

西野浄水場は、詳細な耐震診断により、広

範囲にわたる耐震化工事が必要となるこ

とが判明しました。そこで、耐震化工事に

加え、管路の整備や設備の更新も含めた改

修を行うことが合理的であると判断し、今

後は、整備方法や整備時期についてより詳

細な検討を深めていきます。 

藻岩浄水場の山鼻導水管改

修 

 

 

達成度：目標達成 

藻岩浄水場の山鼻導水管改修については、

総延長 3.28 ㎞のうち、経年劣化が進む

2.88km を耐震管へ更新する工事を進めて

おり、1.78km の工事を実施しました。 

 

残り 1.1km の工事を実施し、更新予定箇所

の工事を完了しました。 
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６ 高区配水施設の整備  

事業の必要性 

高台地区への給水を担う高区配水施設（ポンプ場・高区配水池）は、急速な市街地の拡大に伴って整備している箇所が多く、維持管理上支障

が生じている施設や非効率な施設配置となっている配水システムがあり、より安定的な運用・維持管理が可能となるように、効率的な配水シ

ステムに改善する必要がある。 

取組の方向性 配水システムの機能強化や効率化に向けて、耐震性の確保や設備の更新に併せて、ポンプの改良や施設の集約・移設に取り組む。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

伏見配水池整備 

 

 

 

達成度：実施期間の延長 

伏見配水池については、整備へ向け適正な

規模や施工方法の検討を継続しました。 

整備計画について精査し、関係者との調整

を行いました。 

整備計画について精査を行った結果、施設

の統合など維持管理性の更なる向上が図

られるように計画の見直しを進め、29年度

以降に工事に着手する予定です。 

白川第 1ポンプ場整備 

 

達成度：目標達成の見込み 

白川第1ポンプ場整備に係る基本設計を行

いました。 

 

整備に係る実施設計を行いました。 25 年度までに工事に着手する予定です。 

 

平岡ポンプ場整備 

（旧北野ポンプ場の移設） 

 

 

達成度：目標達成 

平岡ポンプ場の新設工事に着手しました。 平岡ポンプ場の新設工事が完了しました。

高所にポンプ場が新設されたことにより、

エネルギー使用量の低減を図ることがで

きました。 

 

 

南沢第 1ポンプ場整備 

 

達成度：目標達成の見込み 

南沢第１ポンプ場の改修工事に着手しま

した。 

 

引き続き改修工事を行いました。 改修工事は 25年度に完了する予定です。 

 

その他ポンプ場整備 

（５年計画外事業） 

 

 

 

 

宮の森第 2 ポンプ場の移設（「大倉山ポン

プ場」の新設として実施）の基本設計を行

いました。 

北ノ沢第2ポンプ場配水池の移設に係る実

施設計を行いました。 

大倉山ポンプ場の新設の実施設計を行い

ました。 

北ノ沢第2ポンプ場配水池の移設に着手し

ました。 

大倉山ポンプ場の新設については、26年度

までに工事着手を予定しています。 

北ノ沢第2ポンプ場配水池の移設について

は、26年度に工事完了を予定しています。 
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７ 配水管の整備  

事業の必要性 

安定給水のため、将来の水需要に対応した、さらには事故や災害に強い配水管網を整備する必要がある。また、札幌市の配水管は昭和 40～50

年代に集中的な整備を行ってきたため、今後、これらの配水管が次々と更新時期を迎えることから、計画的な対応が必要となっている。 

取組の方向性 計画的な配水管（幹線及び準幹線・枝線）の新設や増設に取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

新設や増設をした口径400㎜

以上の幹線延長： 

21 年度 410 ㎞ 

→26 年度 414 ㎞（4㎞増） 

 

達成度：目標達成の見込み 

口径400mm以上の幹線については2.2kmを

新設し、幹線延長は412.2kmとなりました。 

 

 

口径400mm以上の幹線については0.4kmを

新設し、幹線延長は412.6kmとなりました。 

これにより、計画期間中に新設した幹線延

長は 2.6km の増となりました。 

 

幹線、準幹線・枝線とも、計画期間中に目

標を達成できる見込みです。 

なお、幹線については耐震化と更新を主な

目的として 24 年度に策定した「配水幹線

整備基本計画」に基づき、42年度を目標に、

4 つの基幹配水池系から末端までを連続し

て耐震化する配水幹線連続耐震化事業を

開始しており、その中で幹線の新設を予定

しています。 

また、準幹線・枝線についても、24年度に

策定した「配水管更新計画」に基づき、25

年度から第1期配水管更新事業を開始して

おり、計画的に更新事業を進める予定で

す。 

 

新設や増設をした口径350㎜

以下の準幹線・枝線延長： 

21 年度 4,748 ㎞ 

→26 年度 4,798km（50 ㎞増） 

 

 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

口径 350mm 以下の準幹線・枝線については

16.5km の新・増設を行い、準幹線・枝線延

長は 4,764.5km となりました。 

 

 

口径 350mm 以下の準幹線・枝線については

8.1km の新・増設を行い、準幹線・枝線延

長は 4,772.6km となりました。 

これにより、計画期間中に新・増設した準

幹線・枝線延長は 24.6km の増となりまし

た。 

 

平岸第 2幹線整備完了 

平岸連絡管整備継続 

拓北幹線整備継続 

 

達成度：目標達成の見込み 

以下のとおり事業を進めました。 

・平岸第 2幹線整備 施工延長 0.06km 

・平岸連絡管整備 施工延長 0.52km 

・拓北幹線整備 施工延長 0.35km 

 

以下のとおり事業を進めました。 

・平岸第 2幹線の整備を完了 

（施工延長 0.21km） 

・平岸連絡管整備 施工延長 0.22km 

 

平岸連絡管整備は 26 年度完了を予定して

います。 

拓北幹線整備は 28 年度完了を予定してい

ます。 
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８ 給配水管の改修  

事業の必要性 

腐食性の高い土壌に埋設された配水管は、外面が腐食し漏水の原因となりうるため、管の改良が必要となっている。また、古くなり内面が劣

化した配水管や複雑に入り組んだ管路が維持管理費用の増加を招く懸念があり、改善が必要である。 

取組の方向性 機能が低下した配水管を更新・改修することにより、配水管網の機能を向上させるとともに、維持管理の効率化を図っていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

外面腐食管の改良済延長： 

21 年度 271 ㎞ 

→26 年度 327 ㎞（56㎞増） 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

準幹線や枝線の外面腐食管の改良を進め

ました。 

外面腐食管改良済延長 309.4km 

（38.4km 増、事業進捗率 69％） 

 

準幹線や枝線の外面腐食管の改良を進め

ました。 

外面腐食管改良済延長 328.4km 

（19.0km 増） 

これにより、計画期間中における、外面腐

食管の改良済延長は 57.4km の増となり、

計画期間中の目標を達成しました。 

 

北 24 条幹線の外面腐食管の改良は、26 年

度に完了する予定です。 

北幹線の改修は、既設の北幹線の更新と北

栄幹線の新設により２路線一体で従来の

北幹線の機能を担うこととしており、26

年度から北栄幹線の新設に着手します。 

災害時における安定給水の確保を図るた

め、24年 5月に「配水幹線整備基本計画」

を策定しました。この計画に基づき骨格と

なる幹線の連続耐震化を確実に遂行して

いきます。 

準幹線・枝線の外面腐食管の改良について

は、平成 25 年度から開始している第 1 期

配水管更新事業の中で優先的に推進して

いきます。 

補助管については、管内面の劣化が懸念さ

れる単層ポリエチレン管の取替えを行っ

ていきます。 

幹線の改修 

・白石幹線の改修 

・桑園発寒通幹線の改修 

・新琴似一番通幹線の改修 

・北幹線の改修に着手 

外面腐食管改良 

・二十四軒幹線の改良 

・北 24条幹線の改良 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

白石幹線、桑園発寒通幹線、新琴似一番通

幹線の改修を完了しました。 

二十四軒幹線と北 24 条幹線の外面腐食管

の改良を実施しました。 

二十四軒幹線の外面腐食管の改良を完了

しました。 

北 24 条幹線の外面腐食管の改良を実施し

ました。 
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９ 水道設備の更新  

事業の必要性 

浄水場の多くが昭和 40～50 年代に整備され、経年劣化が進んでいるため、安定給水の継続には機械設備や電気設備、ポンプ設備の機能保持が

課題である。 

取組の方向性 

日常的な点検整備や適切な維持管理により延命化を図るほか、使用状況などを勘案し計画的な更新を行っていく。また、更新にあたっては、

省エネルギー型の機器を導入することで、エネルギー使用量の減少に努めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

白川浄水場の低圧配電盤類、

沈降傾斜板更新 

 

 

達成度：目標達成 

白川浄水場の低圧配電盤類の一部の更新

を完了しました。 

白川浄水場の沈降傾斜板設備の一部の更

新を完了しました。 

 

白川浄水場の低圧配電盤類及び沈降傾斜

板の更新を完了し、計画期間中の目標を達

成しました。 

 

 

藻岩・西野・定山渓・宮町浄

水場の計算機設備更新 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

藻岩浄水場及び西野浄水場の計算機設備

の更新工事を完了しました。 

定山渓浄水場の計算機設備更新を完了し

ました。 

宮町浄水場の計算機設備更新の実施設計

を行いました。 

 

宮町浄水場の計算機設備更新については、

26 年度に完了を予定しています。 

西野浄水場のろ過池洗浄用

ポンプ更新 

 

 

 

 

 

 

達成度：実施時期を見直し 

  西野浄水場のろ過池洗浄用ポンプの更新

は 26 年度までに実施予定でしたが、浄水

場の詳細な耐震診断により、広範囲にわた

る耐震化工事が必要となることが判明し

ました。そこで、浄水場の耐震化に併せて

設備の更新を行うことが合理的であると

判断し、今後は、更新時期の検討を進めて

いきます。 

 

定山渓浄水場の低圧配電盤

類、取水場自家発電設備更新 

 

達成度：目標達成 

定山渓浄水場の低圧配電盤類の更新工事

を完了し、取水場自家発電設備更新は実施

設計を完了しました。 

取水場自家発電設備の更新を完了し、計画

期間中の目標を達成しました。 
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10 水道施設の耐震化  

事業の必要性 水道施設の耐震化は決して十分な状況とはなっていないため、効果的に水道システム全体の機能維持を強化していく必要がある。 

取組の方向性 浄水場から管路まで骨格となる基幹施設の耐震化や、災害時に重要な医療機関に向かう配水管の耐震化を優先して行っていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

浄水場（白川、定山渓、西野、

宮町）の耐震化 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

白川浄水場、宮町浄水場、西野浄水場の耐

震診断を行いました。定山渓浄水場の施設

一部の耐震化工事を実施しました。 

藻岩浄水場及び白川浄水場の施設一部の

耐震診断を実施しました。宮町浄水場及び

定山渓浄水場の施設一部の耐震化の実施

設計を行いました。 

耐震診断未実施施設（定山渓浄水場本体

等）の耐震性を早期に把握し、耐震化工事

に向けた準備を行います。また、宮町浄水

場の耐震化工事に着手します。 

配水池耐震施設率： 

20 年度 60.1％ 

→26 年度 84.3％（24.2％増） 

 

 

 

 

達成度：実施期間の延長 

平岸配水池を構成する4つの配水池のうち

1 つの配水池と着水井・流入弁室・流入流

出管の耐震化工事を実施しました。また、

常盤高台配水池の耐震化工事に着手しま

した。 

配水池耐震施設率は 66.2％です。 

平岸配水池は全体工程の見直しを行い、 

2 池目の耐震化工事に着手しました。また、

常盤高台配水池の耐震化工事を実施しま

した。 

その他の配水池においても、耐震診断や耐

震化工事に向けた実施設計を行いました。 

配水池耐震施設率は 66.5％です。 

常盤高台配水池の耐震化は 25 年度に完了

する予定です。平岸配水池の耐震化は引き

続き着実に進め、27 年度に完了する予定で

す。耐震診断未実施施設では耐震性を早期

に把握し、耐震化の準備を行います。 

基幹管路の耐震化率： 

20 年度 32.6％ 

→26 年度 36.3％（3.7％増） 

管路の耐震化率： 

20 年度 15.6％ 

→26 年度 20.7％（5.1％増） 

達成度：目標達成の見込み 

下手稲通幹線、東北通幹線、厚別通幹線の

基幹管路に加え、準幹線・枝線などの耐震

化工事を実施しました。 

基幹管路の耐震化率は 35.2％、管路の耐震

化率は 18.7％です。 

引き続き下手稲通幹線、東北通幹線の基幹

管路に加え、準幹線・枝線などの耐震化工

事を実施しました。 

基幹管路の耐震化率は 36.6％、管路の耐震

化率は 19.9％となり、基幹管路の耐震化率

は計画期間中の目標を達成しました。 

24 年 5月に策定した「配水幹線整備基本計

画」に基づき、42年を目標に基幹配水池ご

とに配水池出口から幹線１ルートを連続

して耐震化を進めていきます。その他の準

幹線・枝線の耐震化についても、計画期間

中に目標を達成する見込みです。 

耐震性を備えた庁舎数： 

20 年度 5庁舎/11 庁舎 

→26 年度 11 庁舎/11 庁舎 

（6庁舎増） 

 

 

達成度：実施時期を見直し 

庁舎の耐震化を実施し、11 庁舎のうち  

8 庁舎が耐震性を有する施設になりまし

た。 

耐震化を終えていない庁舎について、耐震

化に向けた検討を進めました。 

中部水道センターの耐震化は 25 年度に実

施する予定です。平岸庁舎の耐震化は隣接

する配水池耐震化工事と調整した結果、28

年度に実施する予定です。東庁舎は経年劣

化が特に進んでいるため、最適な耐震化等

の方法について更なる検討を継続します。 
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10 水道施設の耐震化  

事業の必要性 水道施設の耐震化は決して十分な状況とはなっていないため、効果的に水道システム全体の機能維持を強化していく必要がある。 

取組の方向性 浄水場から管路まで骨格となる基幹施設の耐震化や、災害時に重要な医療機関に向かう配水管の耐震化を優先して行っていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

札幌市災害時基幹病院へ向

かう配水管の耐震化完了 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

災害時基幹病院 13 箇所のうち、12箇所へ

向かう配水管の耐震化を完了しました。 

23 年度からは、残りの災害時基幹病院 1

箇所と、救急告示医療機関等の 16 箇所へ

向かう配水管の耐震化を進めることとし、

このうち、救急告示医療機関等の 3箇所へ

向かう配水管の耐震化を完了しました。 

災害時基幹病院の残り1箇所へ向かう配水

管の耐震化を完了し、計画期間中の目標を

達成しました。 

救急告示医療機関等へ向かう耐震化は、3

箇所へ向かう配水管の耐震化を完了しま

した。これにより、合わせて 6箇所へ向か

う配水管の耐震化を完了しました。 

23 年度から実施している災害時基幹病院

と救急告示医療機等の 17 箇所へ向かう配

水管の耐震化は、26 年度に完了する予定で

す。 

 

11 送水管の新設  

事業の必要性 

市内最大の浄水場である白川浄水場から基幹配水池まで水道水を運ぶ送水管は非常に重要な施設であるが、昭和 40～50 年代に布設された白川

第１、第２送水管は経年劣化が進んでいるほか、耐震化されていないことが課題となっている。 

取組の方向性 

送水ルートを複数化することにより安全で安定した給水を確保するとともに、既設送水管の将来の更新に備えて代替機能を確保するため、白

川第３送水管を新たに布設する。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

白川第 3 送水管の布設延長

（白川～平岸間）： 

21 年度 1.4 ㎞/11.0 ㎞ 

→26 年度 4.6 ㎞/11.0 ㎞ 

（3.2 ㎞増） 

達成度：目標達成の見込み 

白川第 3送水管の新設について、布設延長

は約 3.4km（2.0km 増）となり、事業の進

捗率は 62.5％となりました。 

約 1.0km を新設し、布設延長は約 4.5km と

なりました。計画期間中の新設延長は

3.1km となり、事業の進捗率は 96.9％とな

りました。 

着実に事業を進めており、計画期間中に目

標を達成する見込みです。 

31 年度の供用開始を目指し、今後も着実に

事業を進めていきます。 
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12 水道施設の保安強化  

事業の必要性 

テロリストによる破壊活動などの懸念が広がる中、市民の健康的な生活に密接に関わる水道では、テロ等による水道水の汚染を未然に防ぐた

め、セキュリティや危機管理体制の強化が強く求められている。 

取組の方向性 警報装置や侵入防止策の設置など、施設のセキュリティ対策を強化するとともに、情報管理などにおいても予防策を講じていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

フェンス・ドア等の強化工事

の継続実施 

26 年度までの整備目標 

・強化済みフェンス延長：

3,459ｍ 

・ドアの強化・窓の封鎖の完

了施設数：32施設 

・屋外点検口・通気管の整

備：6施設 

達成度：目標達成の見込み 

強化済みフェンス延長は 1,654ｍとなり、

進捗率は 48％となりました。 

ドア・窓については、29施設の整備を完了

しました。 

屋外点検口・通気管については、1施設の

整備を完了しました。 

24～28 年度を計画期間とする新たな保安

強化整備事業実施計画を策定しました。 

この計画に基づき、以下の施設のフェン

ス・門扉の実施設計を発注しました。 

簾舞配水池、藤野沢配水池、西岡高台ポン

プ場・配水池、平和ポンプ場･配水池、配 

水センター、藻岩ポンプ場、オカバルシポ

ンプ場、芸術の森ポンプ場、滝野ポンプ場、 

福井ポンプ場 

今後、施設の耐震化工事が本格化していく

ため、それらの工事と調整を図りながらフ

ェンス・ドア等の保安強化を進めていきま

す。 
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13 災害応急体制の堅持・強化  

事業の必要性 

市民生活と都市活動に必要不可欠なライフラインとして、事故や災害に対し、それに耐えうる施設や水道管などの整備を進めるばかりでなく、

被害があった場合にもその影響を小さくし、できるだけ水を届ける応急給水体制を整えておく必要がある。 

取組の方向性 緊急貯水槽などの応急給水拠点施設の整備とともに、家庭での飲料水の備蓄など、市民と協働で災害に備える取組を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

応急対策の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

22 年 9 月に見直された札幌市地域防災計

画を踏まえ、23年 3 月に応急対策の根幹と

なる「札幌市水道局地震対策基本計画」を

策定しました。また、23年 3 月に発生した

東日本大震災を踏まえ、水道局の災害対策

の基本方針や要綱、災害発生時の各種対応

マニュアルも、整備や見直しを進めまし

た。 

 

24 年 9 月に水道局内に応急給水検討部会

を立ち上げ、応急給水体制における種々の

課題について検討を行い、今後も継続して

検討が必要な課題について整理を行いま

した。また、応急給水を行う際に必要とな

る応急給水施設台帳の作成を完了しまし

た。 

応急給水検討部会において整理された課

題について、引き続き検討を進めていきま

す。 

水道局独自訓練実施回数： 

20 年度 1回/年 

→26 年度 5回/5 ヵ年 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

22 年度に引き続き 23年 9月 1日に市総合

防災訓練での応急給水訓練に参加したの

を始め、24年 1月 12 日に西区での避難場

所開設に併せて実地での給水訓練、机上で

の災害対策本部訓練を実施しました。ま

た、24 年 1 月 23、24 日には仙台市水道局

との意見交換会を行い、東日本大震災の経

験について情報共有を行いました。 

 

市総合防災訓練での応急給水訓練に参加

したのを始め、24年 11 月 20 日に水道局災

害対策訓練を独自に実施し、改訂したマニ

ュアルを活用して実践的な災害対策本部

訓練を実施しました。 

これにより、水道局独自訓練は年１回の実

施を継続しています。 

今後も市総合防災訓練での応急給水訓練

や仙台市水道局との合同訓練に参加する

とともに、近隣の水道事業体との災害対策

に係る情報交換等を行う予定です。 

応急給水拠点施設の見学会

実施施設数： 

20 年度延べ 34施設 

（21年度末実績延べ46施設） 

→26年度延べ 121 施設 

（計画期間中目標 75施設） 

 

達成度：目標達成の見込み 

施設見学会については、これまでに延べ 73

施設で実施しています。 

これにより、計画期間中では延べ 27 施設

で施設見学会を実施し、進捗率は 36％とな

りました。 

24 年度は 18 施設において 20 回開催し、こ

れまでに延べ 93施設で実施しています。 

これにより、進捗率は 63％となりました。 

応急給水施設の見学会の開催にあたって

は、日程調整など地域住民との事前調整を

円滑に行い、連携を深めながら実施施設数

の目標達成に向けて取り組んでいきます。 
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14 小規模貯水槽水道の衛生管理の充実  

事業の必要性 

小規模な貯水槽水道に対する実態調査の結果、設置者や管理会社等の貯水槽の衛生管理に対する認識が低いなど、さまざまな課題があること

が明らかとなった。 

取組の方向性 小規模貯水槽水道の衛生管理を徹底するため、調査を行い改善指導に努めるとともに、保健所などと連携して衛生管理の徹底を図っていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

小規模貯水槽水道の衛生管

理改善指導業務実施件数： 

4,123 件 

（21～23 年度の 3カ年） 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

小規模貯水槽水道の衛生管理徹底を目的

として 21～23 年度に行う調査を、23年度

までに 4,635 件行い、発見した管理不備に

ついては管理責任者に対して適正な管理

方法等について指導、助言を行い、衛生管

理の徹底を促しました。 

このことにより、計画期間中の目標を達成

しました。 

引続き 24～26 年の 3 ヵ年で 4,200 件を目

標に調査を開始し、24 年度については

1,402 件行い、506 件の管理不備が発見さ

れ、管理責任者へ適正な管理方法等につい

て指導、助言を行い衛生管理の徹底を促し

ました。 

また、リーフレットを作成し、衛生管理の

重要性について情報提供を行いました。 

 

小規模貯水槽水道の衛生管理は改善され

つつありますが、なお改善が必要な施設が

あり、衛生管理に対する意識はまだ十分と

は言えない状況です。そのため、今後も建

築物の衛生管理を所管する保健所と連携

しながら、指導、助言の取組を継続してい

きます。 

また、ホームページを作成し、管理の重要

性について情報提供を行い、衛生面の更な

る充実を図ります。 

 

15 電話受付センターのサービス向上  

事業の必要性 

電話受付センターでは引っ越しの際の受付や夜間・休日の急な水道の故障などの相談を 24時間年中無休で行っているが、ワンストップサービ

スとしては利便性向上の余地がある。 

取組の方向性 問い合わせ対応の一層の充実など、より高度な業務が可能となるよう、さらなる機能拡充の取組を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

電話受付センターの年間業

務処理件数： 

229,600 件（期間中平均） 

 

 

 

 

達成度：目標値達成を継続 

処理件数は期間平均 230,709 件（22 年度

229,054 件、23 年度 232,364 件）でした。 

水道料金のクレジットカード払い申込書

の請求受付や、納入通知書に関する問い合

わせの対応を開始しました。また、電話等

の増設により受付体制の強化を図りまし

た。 

24 年度業務処理件数は 239,449 件でした。 

計画停電等に関する項目について、よくあ

る質問の問答集に追加するなど、問い合わ

せ対応のサービス向上を図りました。 

 

電話受付センターにはさまざまな問い合

わせが寄せられていることから、よくある

質問集の内容充実と回答の迅速化を図り

ます。 
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16 メーター検針環境の改善  

事業の必要性 

積雪寒冷地である札幌市では、積雪等でメーターを検針できない場合は過去や直近の使用実績をもとに概算で請求し、次回以降に精算を行っ

ているが、概算での請求を減らし明瞭な料金請求を行うことが望ましい。 

取組の方向性 積雪等の影響を受けない無線式メーターの調査研究を行い、将来の水道メーターのあり方を検討していく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

モデル地区対象住宅への無

線式メーター設置率： 

20 年度 72.6％ 

→24 年度 100.0％ 

達成度：目標達成 

モデル区（厚別区）において、積雪の影響

を受ける地下式メーターの無線式メータ

ー設置率が 100％となりました。 

23 年度に目標達成済みです。 無線式メーターを本格導入するとした場

合、購入費用が単年度で約 12 億円の経費

増となる見込みであるため、無線式メータ

ーの導入に係る市民の意識調査や他都市

の無線式メーター設置状況と単価の推移

調査を実施し、26 年度に検証結果をまと

め、今後の方針を決定します。 

実証実験の開始（24 年度か

ら） 

実証実験の調査結果取りま

とめ（26 年度） 

達成度：目標達成の見込み 

無線式メーターの導入効果を検証するた

め、モデル地区（厚別区）と他９区の冬期

実検率、業務処理状況、人件費等に係る比

較を行いました。 

 

無線式メーターの導入効果を検証するた

め、モデル地区（厚別区）と北区の一部地

区において、メーター器種ごとの所要時間

を計測するなどの実地調査を行いました。 

 

 

17 水道料金支払い方法の多様化  

事業の必要性 料金の支払い方法については、利用者の利便性や費用対効果を考慮しながら更なる充実を図っていく必要がある。 

取組の方向性 利用者から要望が高いクレジットカード収納について、利便性向上の観点から導入に向けた取組を進めていく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

クレジットカード収納利用

件数： 

20 年度 0件 

→26 年度 78,100 件 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

22 年 10 月からクレジットカード払いによ

る収納を開始し、23 年度末のクレジットカ

ード払い利用件数は 76,733 件となりまし

た。 

 

【納区別普及率】23年度末時点 

納 付 制 27.90％ 

口 座 制 61.61％ 

カード制 10.49％ 

水道局ホームページや水道フェスタ等の

イベントを利用したクレジットカード払

いの PR を継続的に行ったことにより、24

年度末のクレジットカード払い利用件数

は 92,569 件となりました。 

【納区別普及率】24年度末時点 

納 付 制 28.53％ 

口 座 制 59.00％ 

カード制 12.47％ 

以下の取組により、クレジットカード払い

の利用促進を図ります。 

・水道フェスタ等の各種イベントにおいて

クレジット申込書を配布する 

・各区役所窓口にクレジット申込書を設置

する 

・納入通知書の裏面や市民向けの郵便物を

利用した PR を行う 

・水道局ホームページで PR を行う 
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18 広報・広聴活動の充実  

事業の必要性 利用者の視点に立ったサービスの充実を図るためには、利用者が知りたい情報を的確に把握し、その内容をわかりやすく伝える必要がある。 

取組の方向性 

対話型コミュニケーション機会の充実を図りながら、利用者の知りたい情報を的確に把握する手法を検討するとともに、地域や年代に適した

伝え方を工夫し、よりきめ細やかな広報・広聴活動の実現に向け取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

水道記念館来館者60,000人/

年（期間中平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標値達成を継続 

「水道展」のほか、20年度から開始し人気

が高い「秋まつり」、「読み聞かせ会」等、

来館者のニーズなどを踏まえたイベント

を実施しました。 

また、他の部局との共催イベントにも力を

入れ、新規の来館者を増やす取組を行った

ところ、23 年度は目標を大きく上回る

93,977 人の来館がありました。 

水道記念館の来館者数の期間中平均は

92,772 人となり、各年度の実績は以下のと

おりです。 

 22 年度：91,567 人 

 23 年度：93,977 人 

多くの来館者に訪れていただくため、昨年

度に引き続き、来館者のニーズなどを踏ま

えたイベントを実施しました。具体的に

は、水道記念館最大のイベントである「さ

っぽろ水道フェスタ 2012」や、「秋まつり」

などの大きなイベントのほか、随時「工作

会」や「おはなし会」等を開催するなど、

来場促進に努めました。このほか、他局と

の共催イベント等に積極的に参加し、来館

者を増やす取り組みを行ったところ、目標

来館者数を大きく超える 94,488 人の来館

があり、前年度来館者数を上回ることがで

きました。 

 

来館者アンケートを行い、来館者の動向

（初めての来館か否かなど）やニーズを調

査し、新規来館者の増加につながる催しや

新たな展示装置について検討していきま

す。 

広報用映像記録製作 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

札幌の水道のしくみを紹介する既存の広

報用動画「いのちをつなぐ水の旅」を改訂

しました。 

また、この動画を市内すべての市立小学校

（209 校）や中央図書館等に配布し、環境

学習や水道事業への理解を深めていただ

くための教材として利用していただきま

した。 

 

23 年度に目標達成済みです。 
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19 財務基盤の強化  

事業の必要性 

今後、水道施設の大更新時代が到来し、多額の費用がかかることが見込まれており、これからも健全経営を続けていくためには財務基盤の強

化が課題である。 

取組の方向性 企業債残高の縮減に引き続き取り組むとともに、効率的な事業運営を図って利益を確保し、将来の事業に必要な財源の確保に取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

企業債残高： 

20 年度 1,527 億円 

→26 年度 1,039 億円 

(488 億円減) 

達成度：目標達成の見込み 

企業債残高は 1,246 億円となりました。 企業債残高は 1,158 億円となりました。 企業債については、今後も計画期間中の目

標達成に向け、経費の削減や利益の確保に

努め、借入額を抑制することで、健全経営

を維持し、財務基盤の強化を図っていきま

す。 

しかしながら、計画策定時に比べて給水収

益が減少しており、給水収益に対する企業

債残高の割合については目標達成が確実

とはいえない状況にあります。 

 

給水収益に対する企業債残

高の割合：20年度 398％ 

→26 年度 267％（131％減） 

達成度：給水収益が減少傾向

のため目標達成は確実

とはいえない 

給水収益に対する企業債残高の割合は

326％となりました。 

給水収益に対する企業債残高の割合は

303％となりました。 

 

自己資本構成比率： 

20 年度 48.3％ 

→26 年度 60.2％（11.9％増） 

 

達成度：目標達成の見込み 

自己資本構成比率は 55.2％となりました。 自己資本構成比率は 58.0％となりました。 

企業債借入額の上限を 30 億

円/年度に設定（期間中平均） 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

企業債の借入額の期間中平均は 25 億円と

なりました。各年度の企業債借入額の実績

は以下のとおりです。 

22 年度：25 億円 

23 年度：25 億円 

企業債借入額は計画の30億円に対し20億

円の借入に止めました。 

未利用地 1件の売却 

 

 

 

達成度：目標達成 

23 年 7 月に行った機構再編により生じた

未利用地（手稲区西宮の沢）について、一

般競争入札による売却手続きを行いまし

たが、応募はありませんでした。 

 

未利用地 2件（手稲区西宮の沢）について、

随時募集売り払いを実施し、1件を302,800

千円で売却しました。 

 

未利用地で売却に至らなかった1件につい

ては、引き続き随時募集売り払いを行いま

す。 

 



札幌市水道事業５年計画（2010-2014）主要事業の進捗状況と今後の取組 

- 18 - 

 

20 経営の効率化  

事業の必要性 

今後の大規模更新等に伴う経費の増大や、いわゆる団塊世代の職員が退職し、職員数が減少していく中で、サービスを低下させることのない

組織を構築していく必要がある。 

取組の方向性 組織の簡素化や効率化を図るほか、業務委託の拡大など業務の効率化に取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

出先庁舎のあり方について

とりまとめを行う 

組織体制の見直しによる更

なる効率化を進める 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

これまでの委託化の進展や職員減少を踏

まえ、出先庁舎の集約や新たな組織体制の

構築等について検討を進め、23 年 7 月 19

日に機構再編を行い、出先庁舎 8庁舎を 6

庁舎に集約しました。これにより、職員 14

名、人件費約 1億 1,000 万円、庁舎の維持

管理費約2,500万円の削減効果がありまし

た。 

 

機構再編により、出先庁舎の集約による料

金部門と配水部門間の情報共有や連携強

化のほか、本局に集約した業務の効率化や

事務の統一化等の面で効果がありました。 

また、今後の管路及び施設の更新に係る業

務量の増加に備え、組織体制を検討しまし

た。 

今後も施設の大量更新に伴う業務量の増

加が見込まれますが、その業務量の増加に

対する組織体制について継続して検討し

ていきます。 

業務委託範囲の拡大 

 

 

 

達成度：目標達成 

配水センターの維持管理業務のうち小規

模配水池の池清掃業務などを委託拡大し

ました。また、給水装置工事検査業務の委

託化について検討を開始しました。 

 

給水装置工事検査業務の委託化の課題整

理を行い、25 年度から一部区域において業

務委託を行うこととしました。 

 

給水装置工事検査業務については、段階的

に業務委託する区域を拡大していきます。

また、他の業務についても引き続き委託拡

大に向けた検討を行っていきます。 

検針業務の競争性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

検針業務については、21年度から試行的に

民間事業者へ業務委託の可否の検証を進

め、23 年 9月に検針業務の民間事業者への

委託拡大の方針を決定し、24 年 8 月から豊

平区及び清田区を 1地区、西区と手稲区を

1 地区として、これら２地区を民間事業者

に委託することとしました。 

民間事業者の選定にあたっては、プロポー

ザル方式により選定し、24年 2月に 2事業

者を選定しました。 

 

プロポーザル方式により選定した２事業

者と契約を締結し、24年 8月から２地区の

検針業務について委託を開始しました。計

画期間は1年ごとの契約で最大３年間とし

ています。 

 

 

検針業務の民間事業者への委託について

は、現在行っている民間事業者による業務

の実施状況に問題がなければ、27 年 8月か

らの委託更新や委託地区の拡大について

検討を進めていきます。 
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21 人材の育成  

事業の必要性 

豊富な経験をもった、いわゆる団塊世代の職員が大量に退職することや効率化による職員数の減少などから、水道技術の継承が課題となって

いる。 

取組の方向性 

水道技術に関する研修テキスト、ノウハウ集の改訂や技術の映像化を進め、次世代の水道技術者へ知識や技術を継承するとともに、出資団体

や民間事業者を対象とした研修を実施し、連携強化にも取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

内部研修時間の増加： 

20 年度 1人 11.5 時間/年 

→26 年度 1 人 13.1 時間/年

（1.6 時間/年 増） 

 

達成度：目標値達成を継続 

各年度の1人当たりの内部研修時間は以下

のとおりです。 

22 年度：14.8 時間 

23 年度：18.3 時間 

 

1 人当たり 19.0 時間となり、目標を達成し

ました。 

内部研修については、引き続き現状の取組

を継続します。また、新たな懸案事項に対

応する研修を企画し、内容を充実させてい

きます。 

 

研修用映像記録（ｅ教材）10

本作成 

 

達成度：目標達成の見込み 

これまで 2本（ろ過池調査、取水堰浚渫）

の映像記録（ｅ教材）を作成しました。 

 

漏水調査と漏水修理について2本の映像記

録（ｅ教材）を作成しました。 

25 年度は 4 本、26 年度は 2 本の映像記録

を作成する予定です。 

海外研修員（JICA）の受入、

10 回、延べ 80人 

 

 

 

 

 

達成度：一部事業中止により 

達成できない見込み 

4 回、延べ 30 人の海外研修員（JICA）を受

け入れました。 

各年度の外研修員（JICA）を受け入れ状況

は以下のとおりです。 

22 年度：2回 14人 

23 年度：2回 16人 

 

2 回、14人の海外研修員（JICA）を受け入

れました。 

これにより計画期間中の海外研修員の受

け入れは、6回、延べ 44人となりました。 

冬期間に行っていた JICA の「寒冷地上水

道コース」は参加希望者が少数のため 25

年度から中止となり、今後は年 1回の受け

入れとなりました。よって、計画期間中の

目標は達成できない見込みとなりました。 

このほか、関係機関から個別に研修生の受

け入れ要請等が行われた際には、引き続き

適宜対応していきます。 
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22 情報管理体制の充実  

事業の必要性 

職員が業務上必要な情報を利用・共有するための環境整備を継続しつつ、新しい技術・機器の導入による経費縮減や個人情報保護のための情

報セキュリティのレベルの維持向上が必要である。 

取組の方向性 

仮想化技術など新しい技術・機器の導入を検討するとともに、セキュリティポリシーの適切な運用調整により、個人情報の保護に取り組んで

いく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

基幹情報システムヘのバッ

クアップシステム導入 

 

達成度：目標達成の見込み 

バックアップシステムについては、対象を

7 システムから 8システムへ拡大したうえ

で、6 システムで導入しました。 

 

対象となる残り 2システム（上下水道料金

システム、窓口システム）について、バッ

クアップシステムの導入に着手しました。 

 

バックアップシステムを導入していない 2

システムについては、25年度に完了する予

定です。 

仮想化技術を活用したサー

バ機器の統合 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

仮想化技術を活用したサーバ機器の統合

については、対象を 10 システムから 13 シ

ステムへ拡大したうえで、11 システムのサ

ーバ機器の統合を完了しました。 

 

対象となる残り 2システム（上下水道料金

システム、窓口システム）について、サー

バ機器の統合に着手しました。 

 

仮想化技術を活用したサーバ機器の統合

を完了していない 2システムについては、

25 年度に完了する予定です。 
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23 新エネルギーの導入  

事業の必要性 

水道局は自然の恵みである水資源を活用して事業を行っていることから、環境負荷の低減を図り良好な水資源を保全し将来に引き継いでいく

ため、地球環境に優しい新エネルギーの導入を進めていかなければならない。 

取組の方向性 水道管内の余剰水圧を活用した水力発電や太陽光発電など、投資の妥当性を勘案しながら導入を検討していく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

新エネルギーにより発電さ

れる電力量の増加： 

20 年度 269 万 kwh 

→26年度 270万 kwh（1万 kwh

増） 

 

 

達成度：目標達成 

新エネルギーにより発電される電力量の

実績は以下のとおりです。 

22 年度：315 万 kWh 

（経済効果約 1,250 万円） 

23 年度：314 万 kWh 

（経済効果約 1,105 万円） 

 

 

新エネルギーにより発電した電力量は藻

岩浄水場水力発電が 320 万 kwh、配水セン

ター太陽光発電が 1万 2千 kwh となり、合

計 321 万 kwh となりました。 

新エネルギーの活用による電気料金削減

や売電などにより、約 1,950 万円の経済効

果を生み出しました。 

25 年度中に太陽光発電設備導入計画を策

定し、設置可能な庁舎には、改修の時期な

どを考慮しながら、順次導入していきま

す。 

また、引き続き水力発電の導入に向けた検

討を行うとともに、他の新エネルギーに関

する最新の情報を把握し、導入可能性のあ

る新技術や導入手法について検討してい

きます。 配水センター屋上に太陽光

発電設備を設置 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成 

配水センター屋上に太陽光発電設備を設

置完了し、23 年 1 月 20 日から発電を開始

しました。また、設置効果の検証を行うた

め、発電電力量や維持管理の状況などの基

礎情報の収集を行いました。 

なお、発電した電力はすべて配水センター

で自家消費しています。 

 

23 年度に目標達成済みです。 

平岸配水池に水力発電設備

を導入 

 

 

 

 

 

達成度：実施時期を見直し 

平岸配水池等への水力発電設備導入に向

け、送水管の腐食度調査を行いました。ま

た、23 年度に送水管において漏水が確認さ

れ、送水管の腐食が進んでいることが判明

したことから、水力発電の導入時期などに

ついて引き続き検討を行うこととしまし

た。 

 

水力発電設備の導入時期について検討し

た結果、送水管の腐食・劣化が懸念される

ことから、白川第３送水管の整備が完了し

送水系統のバックアップ体制が整う31年

度以降に導入することとしました。 
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24 環境配慮型経営の推進  

事業の必要性 良好な水資源を将来にわたって保全していくためには、環境負荷の低減に取り組んでいく必要がある。 

取組の方向性 

札幌市環境マネジメントシステムによるエネルギー使用量の削減の取組や、公共工事に伴って発生する土砂やアスファルトなどの再利用・再

資源化に取り組んでいく。 

計画期間中の目標 23 年度までの取組結果 24 年度の取組状況 今後の取組 

環境報告書の作成と公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度：目標達成の見込み 

環境報告書を作成し、本書版 2,000 部、概

要版 4,000 部を水道局各庁舎、区役所、図

書館などで配布したほか、水道局のホーム

ページで公表しました。 

環境マネジメントシステムの運用を継続

し、エネルギー使用量の減少に努めまし

た。 

（実績） 

エネルギー使用量(原油換算値) 

22 年度：7,999kL（基準年比 2.4％削減） 

23 年度：7,859kL（基準年比 4.1％削減） 

 ※基準年は平成 21年度 

建設副産物リサイクル率 

22 年度：34.8％ 

23 年度：43.3％ 

 

環境報告書を 3,000 部作成し、公表しまし

た（概要版は作成せず）。報告書では、新

たに水道局の節電対策の取組や環境保全

に関する今後の取組予定を紹介したペー

ジを設け、内容の見直しと拡充を行いまし

た。 

また、東日本大震災に伴う福島第一原発の

事故を受け、これまで以上の節電対策が求

められていることから、庁舎の照明を LED

照明に替えるなど環境負荷低減の取組を

進めました。 

（実績） 

エネルギー使用量(原油換算値) 

：7,544kL（基準年比 8.0％削減） 

建設副産物リサイクル率：45.9％ 

環境報告書では、報告書の内容や水道局の

環境保全の取組に関するアンケートを設

け、市民意見を募集していますが、アンケ

ートの回収率が低く、市民意見の反映が困

難となっています。そのため、水道モニタ

ーによるアンケートの活用など、市民意見

を集める機会を増やし、環境報告書の内容

の見直しや拡充を進めていきます。 

 



（単位：億円）

計画 決算決算決算決算 差引 決算/計画 計画 決算 差引

収益的収入 ① 430 425425425425 △ 5 98.9% 1,285 1,277 △ 8 2,145

うち給水収益 407 401401401401 △ 6 98.5% 1,217 1,206 △ 11 2,031

収益的支出　Ａ ② 395 350350350350 △ 45 88.5% 1,173 1,085 △ 88 1,972

うち人件費 44 39393939 △ 6 87.4% 134 120 △ 14 221

うち運営管理費 182 143143143143 △ 38 78.9% 527 457 △ 70 904

うち５年計画事業費　ａ 50 61616161 11 122.7% 147 157 10 235

うち企業債利息 32 31313131 △ 1 96.9% 103 101 △ 2 160

純利益 ③ 8 45454545 37 537.4% 26 105 79 40

資本的収入 53 44444444 △ 8 84.4% 172 144 △ 28 285

うち企業債 30 20202020 △ 10 66.7% 90 70 △ 20 150

資本的支出　Ｂ ④ 214 228228228228 14 106.6% 674 662 △ 12 1,096

うち建設改良費 105 95959595 △ 10 90.3% 316 278 △ 38 528

うち出資金 0 5555 5 1348.8% 19 25 7 19

うち５年計画事業費　ｂ 95 89898989 △ 7 93.0% 304 275 △ 29 495

うち企業債償還 108 108108108108 0 100.0% 338 338 0 547

⑥ 33 33333333 0 － － － － 47（26年度の見込）

609 578578578578 △ 31 94.9% 1,847 1,747 △ 100 3,068

⑦ 145 150150150150 5 103.2% 451 432 △ 19 730

⑤ 1,188 1,1581,1581,1581,158 △ 30 － － － － 1,039（26年度の見込）

9 13131313 4 143.6% 46 49 3 64

※億円単位で端数処理をしているため、表中の計算が合わない箇所があります。

一般会計補助金等

札幌市水道事業５年計画（2010-2014）　財政収支見通しと決算　～平成24年度決算版～

平成22～26年度の見込額合計

収

益

的

収

支

平成24年度

資

本

的

収

支

累積資金

水道事業支出計　Ａ＋Ｂ

５年計画事業費計　ａ＋ｂ

企業債残高

平成22～24年度　合計

【収益的収支】

主たる収入である給水収益（①）は、景気の低迷により、5年計画策定時の見通し407億円に対して401億円と、6億円の減収となりました。

収益的支出（②）は、出先庁舎の集約と組織体制の見直しといった経営効率化による人件費の削減や、庁舎の維持管理費の削減等によって、5年計画で見込んでいた支出額から45

億円縮減することができました。

この結果、純利益（③）は45億円となり、5年計画の見込みより37億円上回りました。

【資本的収支】

資本的支出（④）については、施設整備の時期を見直して計画より前倒しで事業を実施したことや、石狩西部広域水道企業団の工事の全体行程の見直しに伴い出資金が5億円増額

したことなどによって、5年計画の見込みより14億円上回りました。しかしながら、収益的支出を大きく削減できたことから、資本的収入のうち企業債による借入を5年計画の見込みから10

億円抑制することができました。

この結果、企業債残高（⑤）は5年計画の見込みと比較して30億円減少したほか、将来の施設更新に備えた積立を40億円積み立てることができ（累計90億円）、この積立金を除いた

累積資金（⑥）は33億円となりました。

なお、5年計画に掲げる24の主要事業の経費である5年計画事業費（⑦）の執行状況は、総額150億円となりました。

近年、給水収益の減収が続く一方で、今後は、老朽化した施設や管路の更新、耐震化などに多額の費用がかかると見込まれており、厳しい経営環境になっていくことから、利用者の

皆さまに安全で良質な水を安定して供給するという水道局の使命を果たすため、主要事業をはじめ、あらゆる事業を効率的に実施してまいります。
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