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第１章 札幌水道ビジョンについて 

策定趣旨  

水道は、市民生活と都市活動に欠かすことのできない重要なライフラインです。 
水道局が「安全で良質な水をいつまでも安定して供給する」という使命を果たしていくため、

事業運営の方向性を見定めるための長期的な事業構想を持ち、計画的に事業を行っていく必要

があります。 
また、水道事業は人の健康に直接影響を与える「水」をお届けするものであり、公共性が非

常に強い事業であるため、運営のあり方については、何よりも利用者の皆さまのご理解をいた

だくことが不可欠であり、事業の長期的な方向性を打ち出すことは、利用者の札幌水道への信

頼を高めていただくためにも必要であると考えています。 

そのため、平成 16(2004)年から概ね四半世紀にわたる札幌市の水道事業（以下「札幌水道」

といいます。）の運営に関する長期的な方向性として「札幌水道長期構想」（以下「長期構想」

といいます。）を策定し、「利用者の視点に立つ」という基本理念のもと、「安全で良質な水の

確保」、「安定した水の供給」、「利用者に満足される水道」、「健全経営のもと自律した水道」と

いう４つの目標を定め、計画的に事業を進めてきました。 

一方、近年は、人口減少社会の到来や東日本大震災の発生に伴う危機管理対策、エネルギー

政策の見直しなど、水道を取り巻く社会経済情勢が大きく変化しています。 

これを受け、厚生労働省では、平成 25(2013)年３月に「新水道ビジョン」を策定しました。

この「新水道ビジョン」では、今から 50 年、100 年後の将来を見据えた水道の理想像を掲げ

るとともに、その具現化のため、「安全」「強靱」「持続」の観点から、今後取り組むべき事項

や方策を示しています。 

また、札幌市では、平成 25(2013)年にまちづくりの計画体系で最上位に位置付けられる「札

幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定し、目指すべき都市像を「北海道の未来を創造し、世界

が憧れるまち」、「互いに手を携え、心豊かにつながる共生のまち」と定め、まちづくりの方向

性を示しました。 

これらの水道の理想像や目指すべき都市像を具現化するため、札幌水道らしさを踏まえつつ、

社会経済情勢の変化に的確に対応し、将来にわたって持続可能な水道システムの構築に取り組

むことが重要です。 

これらのことから、水道事業にとって普遍的な長期構想の基本理念や目標を継承しつつ、長

期的な視点に立った取組の方向性や今後 10 年間に進めていく具体的な取組などを示す札幌水

道ビジョンを策定しました。 
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位置付け 

札幌水道ビジョンは、これまでの「長期構想」と「札幌市水道事業５年計画(2010-2014)」
を一体化したものであり、水道事業の理念や目標を「構想編」、目標を達成するための具体の

取組を「施策編」とする、２編構成の計画です。 

計画期間は、平成 27(2015)年度から令和 6(2024)年度までの 10年間とします。 

なお、このビジョンは「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の基本的な方向に沿って策定する

水道についての個別計画として位置付けます。 
また、厚生労働省が「新水道ビジョン」を推進するために全国の水道事業体に策定を求めて

いる「水道事業ビジョン」（長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業の計画）、総務省が各公営

企業に策定を求めている「経営戦略」に位置付けます。 
 

【図表 1】水道局の計画と関連計画 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

特色 

１ 水需要減少期への挑戦 

今後の人口減少等に伴う水需要減少期における施設の大規模更新などに向けて、これまで

築いてきた水道システムを次世代に適切に引き継ぐために、今後の施設整備の方向性と財務

基盤の強化について示しました。 

 
２ パートナーシップの醸成 

利用者の信頼性向上や業務の効率化、技術力の確保・向上、災害対応力の強化など、さま

ざまな取組を効果的・効率的に進めていくために、利用者や出資団体、民間企業、他の水道

事業体、教育・研究機関など多様な主体とのつながり（パートナーシップ：連携）をより一

層意識した計画としました。 
 
３ 恵まれた自然の活用 

  自然の恵みである再生可能エネルギー1を利用する水力発電の導入、豊平川扇状地などの

自然の地形を生かした施設の配置による省エネルギー化など、世界に誇る環境首都・札幌の

実現につながる取組を盛り込みました。 

  

                                                   
1 【再生可能エネルギー】石油や石炭などの化石燃料とは異なり、資源が枯渇しないで繰り返し使うことができるエネルギーのこと。水力や

太陽光のほか、風力や地熱などがある。 

水道ビジョン(厚生労働省) 

札幌水道長期構想 

札幌水道経営プラン 札幌水道事業 5 年計画 
（2010-2014） 

札幌市基本構想(H10～) 

第 4 次長期総合計画(H12～) 
札幌市まちづくり戦略ビジョン 

新水道ビジョン(厚生労働省) 

水道事業 
ビジョン 

水道事業 
ビジョン 

個
別
計
画 

 札幌水道ビジョン 
構想編 

 

施策編 
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改定について 

札幌水道ビジョンは、平成 27(2015)年度から令和６(2024)年度までの 10年間の計画ですが、

事業費や財政収支の見通しは、社会経済情勢の影響による変動が大きいことを踏まえ、策定期

間を５年間としています。 

また、計画を実効性のあるものにするためには、社会環境の変化や事業の進捗状況等を踏ま

えて、取組の内容を柔軟に見直すことが必要です。 

そこで、計画の折り返し地点を迎える令和元(2019)年度に、これまでの取組結果について検

証を行い、札幌水道ビジョンを改定しました。 

 

改定の概要 

１ 構想編 

水道事業の基本理念や目指すべき目標を掲載しており、それらは、短期間で変わるもので

はなく、計画の後半期においても、引き続き維持していくこととしています。 

改定では、水需要予測の見直しをはじめとした各統計データの更新のほか、策定以降に生

じた新たな課題や、策定当時と状況が変わっている点について、現状に合わせた内容に修正

しました。 

 

２ 施策編 

各主要事業の具体的な取組について、情勢の変化や事業の進捗状況に合わせて見直しを行

うとともに、後半５年間で必要となる予定事業費を掲載しました。 

また、計画後半期のスタートとなる令和２(2020)年度以降の財政収支の見通しを新たに策

定し掲載しました。 

 

このほか、計画の前半５年間で実施した各取組の結果や、財政収支の推移、改定に至る検討

経過等について、巻末の「資料」に掲載しました。 

 

 

【図表 2】札幌水道ビジョンの体系と改定による見直しの範囲 
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平成 27(2015)年度から令和 6(2024)年度までの 10年間 

後半 5年間(令和 2(2020)～令和 6(2024)年度)の財政収支見通し 

札幌水道ビジョン(改定版)の全体像 
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構想編 
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第２章 基本理念と目標 

 

 
地方公営企業 2 

 
目標１ 安全で良質な水の確保 

水源 3の確保や水源の保全・水質管理の強化を図ることにより、これからも安全で良質な

水の供給を目指します。 
 
目標２ 安定した水の供給 

水道施設の計画的・効率的な整備・維持管理を進める一方、災害に強い水道システムの構

築や緊急貯水槽 4による給水ストックの確保など危機管理システムを確立し、安定給水の堅

持を目指します。 
 
目標３ 利用者に満足される水道 

利用者との双方向のコミュニケーションを図りながら、利用者ニーズに対応したサービス

の提供を図り、利用者に満足され、信頼される水道を目指します。 
 
目標４ 健全経営のもと自律した水道 

効率的な事業運営や健全財政を堅持していくほか、時代の変化に柔軟に対応できる活力あ

る人材・組織づくりや環境に配慮した事業運営を目指します。 
 
 

長期構想の基本理念と４つの目標は水道事業にとって普遍であり、50年、100年後の札幌水

道においても継続して達成することが重要であることから、これらの理念と目標は札幌水道ビ

ジョンでも継承していきます。 

また、長期構想では目標を実現するために８つの施策の基本方向を示し、さまざまな取組を

進めてきました。 

                                                   
2 【地方公営企業】地方公共団体が経営する企業のこと。札幌市では水道事業のほかに交通事業、病院事業、下水道事業がある。経営の基本

原則は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営することで、その経費は原則としてサービスの対価である料

金収入をもって充てることとなっている。 
3 【水源】水道水として利用する水の供給源のこと。 
4 【緊急貯水槽】災害発生時の飲料水を確保するための施設のこと。学校や公園などに設置している。 

基本理念：利用者の視点に立つ 

水道普及率が 100％近くに達し、量的な充足に加えて質的な充実が求められる中、水道事業者

は独占事業で利用者に選択の余地がないことを謙虚に受けとめるとともに、サービスの内容や質

の検討に当たっては、利用者のニーズを十分把握し、かつ、サービスの水準とコストのバランス

に留意しながら、利用者の視点に立った事業運営を展開していきます。 
 また、水道事業は市民の生命や健康に直接関わる事業であることから、地方公営企業 2など公

共の関与のもと、経営の効率化、さらには顧客指向による利用者サービスと信頼性の一層の向上

に努め、安全で良質な水を安定して供給していきます。 
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 札幌水道ビジョンにおいても施策の基本方向を踏襲しつつ、現状と課題や今後の事業環境を

踏まえ、社会経済情勢の変化に対応するため、施設整備とパートナーシップ（連携）の方向性

を盛り込んだ取組を進めていきます。 
 

基本方向１ 

水源の確保と水源保全の強化 
水源の確保を図るとともに、水源環境の維持や、より良質な原水 5

の確保など水源保全に努めていきます。 

基本方向２ 

水質管理の強化 
水質監視や水質検査、調査研究の体制を強化し、水質の安全性を

より一層高めていきます。 

基本方向３ 

効率的な施設整備と維持管理 
水需要に的確に対応し、安定給水を維持していくため、水道施設

の計画的かつ効率的な整備と更新、維持管理を進めていきます。 

基本方向４ 

総合的な危機管理システムの確立  

施設の耐震化など災害や事故の発生時に被害を最小限にとどめる
水道システムの構築や緊急貯水槽などの給水ストックの確保のほ
か、緊急時の応急給水・復旧体制の整備を進めていきます。 

基本方向５ 

利用者サービスの充実 
利用者とのコミュニケーションの活性化により、ニーズに応じた

利用者サービスを充実していきます。 

基本方向６ 

経営の健全化・効率化 

コストの一層の節減や計画的な整備更新により企業債の借り入れ
を抑制し財務基盤の強化に努めるほか、事業の見直しを行い経営
の一層の効率化を図り健全経営を堅持していきます。 

基本方向７ 

活力ある人材・組織づくり 

水道技術の継承・レベルアップや広い視野を身につけるなど職員
の能力向上を図るとともに、パートナーシップを重視し時代の変
化に柔軟に対応できる組織づくりを進めていきます。 

基本方向８ 

環境に配慮した事業運営の推進  

低炭素社会と脱原発依存社会の実現に向けて、環境負荷の低減を
図るほか、エネルギーの効率的な活用や新エネルギーの導入を進
めていきます。 

 

【図表 3】札幌水道ビジョンにおける基本理念、目標、施策の基本方向の体系図 

 
                                                   
5 【原水】水道水のもととなる、浄水処理をする前の水のこと。 
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第３章 札幌水道のあゆみ 

札幌水道のはじまり 

 札幌市は、母なる川「豊平川」に由来する豊富な地下水に恵まれ、市街

地のどこからでも良質な地下水をくみ上げることができたと言われていま

す。 

しかし、人口の増加と都市化に伴い、地下水の水質汚染が進み、公衆衛

生の向上や消防水利の確保など、水道の必要性が高まったことから、昭和

12(1937)年、札幌市を一望する藻岩山のすそ野に建設した藻岩浄水場から

当時の札幌市の人口の約 45％にあたる９万２千人に通水したのが札幌水道

の始まりです。 

  

拡張事業期 

急速な人口の増加や豊平町や手稲町との合併による市域の拡大に伴い、

札幌水道も大きく広がることとなり、市内最大の浄水場である白川浄水

場を昭和 46(1971)年に建設し、また、将来にわたって十分な水源を確保

するために豊平峡ダムが昭和 47(1972)年に建設されました。 

 さらに、給水区域の拡大に併せて、大量の配水管の布設や、宅地化の

進む高台地区への給水を可能にするポンプ場や配水池などの整備を開始

するとともに、さらなる給水需要の増大に対応するため、昭和 53（1978）

年には定山渓ダムの建設が始まりました。 

  

施設整備事業期 

拡張事業期に続き、札幌水道は「ライフラインの確保」を主要なテーマに、給水サービスの

向上や災害対策の充実を目指し、施設整備に取り組んでいます。 

 平成元(1989)年の定山渓ダム完成後、今後の増加が予想される水需要に対応するため、白川

浄水場を段階的に増強するとともに、水道局庁舎等への緊急貯水槽の設置も進めました。 

 平成４(1992)年からは水源を確保するため、石狩西部広域水道企業

団に参画しています。平成 15(2003)年には藻岩浄水場の改修がしゅん

工し、同年からは送水ルートの多重化と耐震性能の確保を目的とした

白川第３送水管の新設に着手しました。 

 水道創設から 80年以上が経過し、札幌水道は給水人口が 195万人を

超え、水道普及率はほぼ 100％を達成するなど、全国でも有数の水道

事業に成長しており、市民生活や都市活動を支えるライフラインとし

て必要不可欠な存在となっています。 

 

【図表 4】給水人口と普及率の推移 

 

創設期の配水管工事 
（主に人の手や馬の力による） 

豊平峡ダムの建設 

藻岩浄水場改修工事(平成９～15 年) 

(2018 年度末現在) 
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年表 札幌水道の主なできごと 
年号 西暦 できごと 

明治 43 1910 臨時水道調査委員会設置（9月） 

大正 8 1919 水利権の許可申請（6月） 

  事業認可申請（上水道事業・電気事業併営）

（7月） 

昭和 6 1931 水利権の許可取得（3月） 

上水道事業・電気事業併営案可決（11月） 

8 1933 電気事業案廃止（北海水力電気株式会社へ水

利権譲渡）（8月） 

9 1934 水道事業の認可、着工（2月） 

水道部設置（3月）、起工式（6月） 

12 1937 水道条例施行（4月） 

藻岩第１浄水場通水（4月） 

上水道工事しゅん工（6月）、落成式（7月） 

24 1949 放任給水制から全戸計量制への切り替え 

着手 

29 1954 第１期拡張事業認可（6月）、起工（9月） 

32 1957 水道法制定、水道条例廃止（6月） 

局制施行（7月） 

33 1958 藻岩第２浄水場通水（8月） 

35 1960 第２期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

36 1961 豊平町と合併、月寒・定山渓・平岸水道の継

承（5月） 

39 1964 隔月検針・徴収制の採用（4月） 

40 1965 給水装置に水抜き栓採用（4月） 

42 1967 水道事業管理者を置く（1月） 

手稲町と合併、手稲・手稲東水道の継承 

（3月） 

第３期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

料金の納付制の採用（4月） 

給水人口 50万人突破（8月） 

46 1971 ４カ月検針、料金の口座振替制の採用（4月） 

西野浄水場通水（4月） 

配水センター完成、白川浄水場通水、 

平岸配水池通水（7月） 

47 1972 第４期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

中央、北、白石の３営業所開設（4月） 

豊平峡ダムしゅん工（10月） 

50 1975 白川浄水場拡張（6月） 

給水人口 100万人突破（7月） 

西営業所開設（12月） 

51 1976 第５期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

加入金制度新設（4月） 

東部、西部配水事務所開設（5月） 

52 1977 水道記念館開設（7月） 

豊平営業所開設（12月） 

53 1978 給水普及率 90％突破（3月） 

東営業所開設（12月） 

54 1979 水質試験所完成（2月） 

白川第２浄水場通水（10月） 
 

 
 
 

 
 

 
 

年号 西暦 できごと 

昭和 55 1980 第６期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

北部配水事務所開設（4月） 

南営業所開設（4月） 

58 1983 白川第２浄水場拡張（7月） 

59 1984 藻岩浄水場水力発電所完成（3月） 

第７期拡張事業認可（3月）、起工（4月） 

清田配水池通水（7月） 

60 1985 料金業務にオンラインシステム導入（4月） 

藻岩第１浄水場、白川浄水場が近代水道百選

に選ばれる（5月） 

61 1986 給水人口 150万人突破（5月） 

62 1987 緊急貯水槽設置（2月） 

水道局本局庁舎落成・創設 50周年記念式典

（10月） 

63 1988 第１次施設整備事業着手（4月） 

白川第３浄水場通水（6月） 

平成元年 1989 定山渓ダムしゅん工（10月） 

2 1990 南部配水事務所開設（4月） 

3 1991 検針業務にハンディターミナル導入（4月） 

厚別営業所開設（4月） 

4 1992 石狩西部広域水道企業団設立許可（3月） 

第２次施設整備事業着手（4月） 

6 1994 手稲営業所開設（1月） 

西部配水池通水（10月） 

8 1996 第３次施設整備事業着手（4月） 

9 1997 白川第３浄水場拡張（7月） 

藻岩浄水場改修着工（9月） 

給配水技術研修所完成（10月） 

11 1999 電話受付センター開設（12月） 

12 2000 第４次施設整備事業着手（4月） 

14 2002 隔月検針の採用（4月） 

15 2003 藻岩浄水場改修工事しゅん工（3月） 

16 2004 札幌水道長期構想策定（3月） 

19 2007 水道記念館リニューアルオープン（5月） 

藻岩浄水場水力発電所運転再開（9月） 

21 2009 白川第３送水管（1期事業）通水（3月） 

22 2010 ハンディターミナルから納入通知書の出力

開始（9月） 

料金のクレジットカード制の採用（10月） 

平岸配水池耐震化工事着工（5月） 

23 2011 機構再編により、８庁舎を６庁舎に集約 

（7月） 

24 2012 豊平川水道水源水質保全事業の工事着工（12

月） 

25 2013 水道記念館累計来館者数 50万人達成（5月） 

27 2015 宮町浄水場耐震改修工事しゅん工（3月） 

29 2017 平岸配水池耐震化工事しゅん工（2月） 

29 2017 水道記念館累計来館者数100万人達成（8月） 

30 2018 検針業務等にスマートフォンを導入（6月） 
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第４章 札幌水道の現状と課題 

水源からご家庭に水が届くまでの札幌水道の基本的な仕組みは、次の図のとおりです。こ

の章では、札幌水道の現状と課題を示します。（ここで掲げた課題は 31ページに整理してい

ます。） 

 
 
 

水源・水質 

１ 豊富で良質な水源 

札幌水道の主要な水源である豊平川の上流には豊平峡ダムと定山渓ダムという２つの大

きなダムがあります。ダムの集水区域 6には冬季間における多量の降雪が融雪水や涵養水

（かんようすい）7として蓄えられており、年間を通して水量が比較的安定しています。こ

のことから、札幌市は今まで水不足を経験したことがありません。 

また、これらのダムは緑豊かな支笏洞爺国立公園や国有林野内にあるため開発等が行わ

れる可能性が低く、水源の水質保全という観点からは非常に恵まれていると言えます。 

                                                   
6 【集水区域】降雨や降雪がその河川に流入する地域全域のこと。 
7 【涵養水（かんようすい）】自然に雨水などが地下に浸透した水のこと。 

水が届くまで 
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豊平峡ダム 定山渓ダム 

 

２ 水源の確保 

札幌水道は創設以来、給水需要の増

大に対応するため、計画的に水源を確

保してきました。現在は、豊平川、琴

似発寒川、星置川、滝の沢川の４つの

河川を水源としています。 

このうち、豊平川への依存度が約

98％と極めて高いため、事故や災害時

に豊平川から取水できなくなった場合

の減水や断水の被害を想定して、他の

水源を確保し、水源や浄水場を分散し

て配置することで、この一極集中の状

態を改善していく必要があります。 

このことから、当別川を水源とする石狩西部広域水道企業団に参画しており、札幌市へ

の水道水の供給を令和７(2025)年度から開始する予定です。 

 

３ 水源水質の保全 

水源である豊平峡ダムと定山渓ダムには良質な原水が蓄えられていますが、ダムから浄

水場まで河川を流下する過程でヒ素やホウ素などを含んだ自然湧水や下水処理水が流入し

ています。これらの水質悪化の原因となる物質を抜本的に取り除くため、自然湧水などを

導水路により浄水場の下流にう回・放流させる「豊平川水道水源水質保全事業」を進めて

います。 

 

４ 水道水質の安全性確保 

河川では藻類の増加などに起因するかび臭の発生や、市街地から油などが流入するおそ

れがあります。また、上流に大規模ダムのない支流河川では、局所的な豪雨に伴う大規模

ながけ崩れにより急激に濁度 8が上昇することがあります。 

このため、水質検査・監視計画に基づき、水源パトロール 9や水質自動監視装置 10により

水源水質の状況を絶えず監視するとともに、水源から蛇口までの主要地点で定期的な水質

                                                   
8 【濁度】水の濁りの程度のこと。水道法に基づき定められる水質基準のひとつ。 
9 【水源パトロール】水源である河川流域の巡回パトロールのこと。目視による河川の状況確認や河川水の簡易な水質検査を行っている。 
10【水質自動監視装置】河川水や蛇口などから自動で採水し、水質測定を行う装置のこと。水質測定結果は直ちに水質管理センターや浄水

場などに送られ、24時間監視している。 

【図表 5】札幌市の水源 

(2018 年度末現在) 
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検査を実施しています。特に、蛇口の水については水道ＧＬＰ11の認定を取得した精度の高

い水質検査を行っています。これらの結果は、適切な浄水処理や配水池の運用、蛇口の水

質管理等に活用しています。 

さらに、「水安全計画 12」を運用することにより、水質事故の未然防止や事故発生時の適

切な対策の実施など、より高い水準での水道水の安全性確保に努めています。 

このほかに、関係機関との連携や水源域 13の事業者との協力、市民との連携による水源の

保全に取り組んでいますが、これらを継続するとともに、浄水処理技術の向上など水質管

理を強化していく必要があります。 

 

 コラム 水の安全を守る“番人” 

水の安全性は水質自動監視装置による水質監視や定期的な水質検査を行って確認してい

ますが、このほかにも水の安全を守るために重要な役割を果たす“番人”がいます。魚の

「ヤマメ（山女）」です。 

浄水場では、ヤマメの水質変化に敏感な特性を利用して、水槽にヤマメを飼って、その

動きの変化をセンサーで感知したり、目で見て観察したりすることで水の異常を察知して

います。 

この監視装置を「バイオアッセイ装置」といいます。 

 

札幌市では全ての浄水場にバイオアッセイ装置を設置しており、24 時間 365 日、安全

な水道水をお届けするためにヤマメが番人を務めてくれています。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                   
11【水道ＧＬＰ（Good Laboratory Practice：優良試験所規範）】水質検査機関が行う水質検査結果の信頼性を保証するため、公益社団法人

日本水道協会によって平成 16(2004)年に制定された規格。札幌市では平成 18(2006)年度にこの認定を取得している。 
12【水安全計画】水質事故を未然に防ぐため、水源から蛇口に至るまでのリスクを分析し、それらに必要な対応を取りまとめて策定した計

画。札幌市では平成 22(2010)年 4月に策定し、運用を開始している。 
13【水源域】水道水源となる河川に、雨水等が流れ込む地域一帯のこと。 

ヤマメ 

原水 

河川水 

きれいな水 

（沈でん水） 

浄水場で取り入れた河川水や原水に異常があった場合は、中央部のきれいな水に魚が飛び込む

ので、その動きをセンサーで感知します。 

バイオアッセイ装置 
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コラム 塩素は悪者？ 

塩素は水道水のにおいの原因となってしまうので敬遠されがちですが、病気の原因とな

る微生物などを消毒することができるため、水道水を安全に飲むためには欠かせないもの

です。このため、水道水には塩素を入れなければならないことが水道法で決められていま

す。 

塩素はその消毒効果が長く続くため、浄水場でつくった水道水がご家庭の蛇口に届くま

での間、ずっと安全を保つ役割を果たしています。 

 ●塩素は何にでも効くの？ 

病気の原因となる微生物などのほとんどに対し、消毒効果があります。 

ただし、わずかですが、自然界にはクリプトスポリジウムやジアルジア（ここでは「ク

リプトスポリジウム等」といいます。）のような塩素に強い微生物もいます。 

クリプトスポリジウム等を含む水道水を飲んでしまうと、下痢などの症状を起こすこ

とがあると報告されています。 

 ●クリプトスポリジウム等はどのように取り除いているの？ 

大きさが 4～6μm とウイルスなどに比べ比較的大きいため、浄水場で凝集剤という

薬品を使った後、適切にろ過することで除去できます。また、浄水場ではろ過後の水質

をしっかり管理しています。 

 

     

  

このように、塩素にも弱点はありますが、ろ過では取り除けない多くの細菌類やウイル

スなどは塩素を使うことで消毒することができているのです。 

 

 

  

クリプトスポリジウムの顕微鏡写真 クリプトスポリジウム等の検査の様子 
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水道施設 

 [施設整備]  

水道はさまざまな施設や設備、管路などにより構成されていることから、「装置産業」と言

われています。それぞれの構成要素が適切に維持管理され、機能が発揮されることが必要で

す。 

札幌水道は、高度経済成長や急速な人口増加に伴って増加した給水需要に対応して、これ

らの施設を集中的に拡張整備してきました。その結果、現在は５つの浄水場（白川、藻岩、

西野、宮町、定山渓）と４つの基幹配水池（藻岩、平岸、清田、西部）のほか、総延長が約

6,000kmにも及ぶ配水管など、全国でも有数の大規模な施設を保有しています。 

一方、水道創設から 80年以上が経過し、経年劣化が進んでいる施設も多く、今後は札幌水

道にとって初めての大規模更新期を迎えることになります。 

 
【図表 6】今後更新時期を迎える施設（代表例） 

施設名 設置年度 
建設後 

経過年数 

白川第１浄水場 1971(昭和 46)年 47 年 

白川第２浄水場 1979(昭和 54)年 39 年 

西野浄水場 1971(昭和 46)年 47 年 

宮町浄水場 1978(昭和 53)年 40 年 

定山渓浄水場 1983(昭和 58)年 35 年 

 
（2018 年度末現在） 

 

 

１ 浄水場の改修 

５つの浄水場のうち、平成 15(2003)年に改修を終えた藻岩浄水場を除く４つの浄水場は、

建設・改修から 30年以上が経過し、経年劣化が進んでいます。また、近年、浄水場ではク

リプトスポリジウム等（前ページのコラム参照）の対策として厳格な濁度管理が求められ

るなど、浄水場の建設当時に想定していたよりも高水準の浄水処理が求められています。 

浄水場の改修に当たっては、改修工事中も安定給水を継続するために必要な供給能力を

適切に確保していく必要があります。 

 

２ 送水管の多重化と更新 

本市最大の白川浄水場でつくられた

水道水は、白川第１送水管と白川第２送

水管の２本で平岸配水池と清田配水池

に送られ、第２送水管から分岐した西部

送水管で西部配水池へ送られています。 

令和元(2019)年度に送水ルートの多

重化と耐震化を目的とした白川第３送

水管の新設工事が完了しました。今後は、

経年劣化が進む他の送水管の更新を順

次進めていきます。 

また、令和７(2025)年度に西部配水池への送水ルートは石狩西部広域水道企業団からの

受水により二重化される予定です。 

【図表7】配水管の年度別布設状況 

【図表 8】送水管の布設位置図 

(2018 年度末現在) 
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３ 配水管の更新 

配水管の約８割を占める配水枝線 14約 4,800 ㎞を対象として、平成 24(2012)年度に「配

水管更新計画」を策定し、配水管の健全性確保と延命化、増加する業務量の平準化を図り

ながら計画的に更新を進めています。 

この配水管更新計画では、全ての配水枝線の更新に約 80年もの長い年月を要することか

ら、事業期間を概ね 10年単位に区切り、事業の進捗管理を行います。また、管路の健全性

を評価しながら、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。 

 

【図表 9】配水管の年度別布設延長 

 

 

４ 高区配水施設 15の整備 

  高区配水施設は、高台地区の宅地化に合わせてその都度整備してきたため、配水区域や

配水量などを考えると必ずしも効率的な配置となっていない施設もあります。 

そのため、改修の際には機能向上はもとより、施設の集約や移設を進め、改修費用の縮

減や省エネルギー化に努めています。 

 

５ 施設の保安強化 

施設への侵入者による水道水の汚染などを防ぐため、保安強化対策を進めています。こ

のうち、警報については全施設に取り付けましたが、既設のフェンスや門扉などの改修に

ついては、平成 30(2018)年度末現在で、対象の 56 施設のうち 33 施設が完了済みと全体の

約 59％にとどまっているため、今後も着実に実施していく必要があります。 

 

  

                                                   
14【配水枝線】口径 75～350mmの利用者に直接水道水を供給する配水管のこと。 
15【高区配水施設】札幌市内の高台地区へ水道水を送るための「ポンプ場」と、そこから送られた水道水を一時的にためておくための「高

区配水池」の２つの施設の総称 
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[災害対策]  

災害対策については、耐震化や応急給水施設の整備などのハード面と、訓練や市民との連

携の強化などのソフト面での対応が必要となります。 
地震に対しては「札幌市地域防災計画（地震災害対策編）」で想定する最大震度７に対応す

るため、施設の耐震化や多重化の取組を進めています。しかし、施設の耐震化は十分と言え

る状況にはないため、引き続き耐震化を着実に進めていく必要があります。 

また、平成 28(2016)年度に業務継続計画（BCP）16を策定しましたが、設定した非常時優先

業務などについては実施状況に応じて、適宜、見直し作業を行います。 

平成 30(2018)年９月に発生した北海道胆振東部地震では、札幌市内で観測史上初の震度６

弱を記録しました。地盤の液状化が発生した清田区里塚地区では水道管が被害を受け、その

影響により清田区や厚別区にて約 16,000件の断水が発生しました。また、北海道全域で停電

が発生したことにより、マンション等の受水槽や直結加圧方式の建物でポンプが使えず水道

水を利用できない状況となりました。このほか、一部の水道局庁舎には、非常用発電機が整

備されていなかったことから、災害対応業務に支障が生じました。 

今後は、これらの課題や教訓を踏まえて、対策を進めていく必要があります。 

 

６ 施設の耐震化 

施設の耐震化については、基幹となる施

設から優先的に進めており、平成 28(2016)

年度に市内最大の平岸配水池の耐震化を

完了しました。その他の配水池や浄水場、

高区配水施設などの耐震化についても着

実に推進していきます。 

 

７ 配水管の耐震化 

  配水幹線 17については、平成 24(2012)年度に策定した「配水幹線整備基本計画」に基づ

き、４つの基幹配水池から配水区域の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」を実施しています。このうち、配水区域が市街中心部にあり、官公庁、医療機関

などの都市機能が集中している藻岩配水池系の耐震化を先行して進め、平成 29(2017)年度

に完了しました。 

  また、配水枝線は、災害時に重要となる医療機関（札幌市災害時基幹病院、２次救急医

療機関等）へ向かうルートについて、優先的に耐震化を進めています。 

さらに、経年劣化による更新の際にも、地震が発生しても抜け出さない耐震型継手の管

に入れ替えることで耐震化が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
16【業務継続計画（ＢＣＰ）】地震災害等の大規模な被災など業務遂行能力が低下した場合に、非常時優先業務を継続・再開・開始するため

の計画のこと。ＢＣＰは Business continuity planningの略称 
17【配水幹線】口径 400mm以上で輸送専用の配水管のこと。 

  札幌市 全国 

 浄水施設の耐震化率 19.2% 29.1% 

 配水池の耐震化率 83.0% 55.2% 

 基幹管路の耐震適合率 39.7% 39.3% 

【図表 10】施設の耐震化の状況 

 

(2017 年度末現在) 
厚生労働省ホームページ「水道施設の耐震化の推進」より 
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８ 応急給水拠点施設の整備と市民との連携 

災害発生直後の飲料水を確保する応急給水施設である緊急貯水槽は、これまでに、避難

所となる学校や公園などへの増設を進め、平成 29(2017)年度に市内 42か所への設置を完了

しました。今後は、緊急遮断弁付き配水池の整備を進めて、令和４(2022)年度までに目標

数である 20か所への増設を完了させる予定です。 

また、緊急貯水槽の見学会や応急給水作業の体験会を定期的に実施することにより、市

民と連携した応急給水活動ができる体制づくりを進めています。 

さらに、各種イベントや広報印刷物の配布等を通じて、各家庭における飲料水の備蓄な

ど災害への備えに関する普及啓発を行っています。 

 

９ 北海道胆振東部地震を踏まえて 

北海道胆振東部地震では、耐震化済みの施設や管路に被害が無く、耐震化の重要性を改

めて認識した一方、液状化による被害や大規模停電時の対応などの課題が明らかになりま

した。このため、地震による影響を考慮した配水管の更新事業の見直しや非常用発電機の

整備、停電時のマンション等での給水方法の周知などを進めていく必要があります。 

 

 
  

コラム 災害時に備え飲料水を備蓄しましょう！ 

 災害に備えて、ご家庭で １人当たり１日３リットルの飲料水を３日分 備蓄していただく

ようお願いしています。 

●なぜ１日３リットルなの？ 

  人間は水分の摂取・排出を繰り返すことで生命を維持しており、水

分は栄養を体じゅうに送り、不要なものを排出してくれます。 

成人１人当たり１日の水分の摂取・排出量はどちらも２．５リット

ルとされており、これに若干の余裕を加えて、１日に必要な水の量の

目安を３リットルとしています。 

●なぜ３日分なの？ 

 災害発生から救援の体制が整うまでに、およそ３日間かかると言われているためです。 
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10 ブロック配水 18システムの再編 

事故や災害時の被害を最小限にとどめ、さらに水圧の均等化や漏水量の減少などを目的

に市内の配水区域を 134のブロックに分けています。 

しかし、現在のブロックは区の境界や河川、主要な道路などを基準に分割したため、ブ

ロック内で最適な圧力分布や水の流れを確保する配水管の配置や口径となっていません。 

そのため、ブロック配水システムの機能向上を目的とした配水区域の再編を検討する必

要があります。 

 

 

コラム ブロック配水で事故や災害時の被害を最小限に！ 

 事故や災害による影響を最小限に抑え

るために、市内の給水区域を１３４ブロ

ックに分けています。ブロックに分ける

ことにより、事故等が発生した場合にも

影響区域が限定されるため、速やかに復

旧することができます。 

また、ブロックごとに減圧弁を設置し

て水圧を調整することにより、配水管へ

の負担を軽減し、漏水事故の発生を抑え

ることができます。 

さらに、配水管網をブロックに分けることにより、コンピューターを利用した水の流れ

の予測がより簡単にできるようになります。 

これらのデータは配水管の整備計画を策定する際に役立てています。 

  

                                                   
18【ブロック配水】水圧を適正に調整することで、漏水の減少、配水管の事故時における影響範囲の拡大防止等を図ることを目的として、

対象となる給水区域をいくつかの街区に分割して配水すること。 
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利用者サービス 

[貯水槽水道 19・給水装置 20] 

配水管からご家庭まで水道水を送るための給水方式は、水道水を蛇口まで直接送ることが

できる「直結給水方式」と水道水をいったん受水槽にためてから送る「貯水槽水道方式」（受

水槽方式）の２つに分類されます。 

いずれの給水方式も配水管から分岐した給水装置や設備は利用者の財産であり、利用者自

身で維持管理を行っていただく必要があります。しかし、給水装置や設備の管理が適正に行

われていないと衛生上の問題や水質汚染等の事故の可能性があります。 

そのため、利用者への管理方法についての情報提供や水質汚染事故の未然防止に向けた対

策を実施していく必要があります。 

 

【図表 11】給水方式の特徴 

 

 

  

                                                   
19【貯水槽水道】マンション等の建物や敷地内に設置されている受水槽でいったん水道水を受けてから各戸へ給水する設備のこと。 
20【給水装置】配水管から分岐して引き込まれている給水管とこれに直接取り付けてある止水栓、水道メーター、水抜き栓、蛇口などの給

水用具のこと。 
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１ 貯水槽水道の衛生管理の支援 

貯水槽水道については、利用者からの水質相談に応じる体制を整えるとともに、設置者

の衛生管理の意識向上や情報提供を目的とした指導助言を行っています。 

貯水槽水道の有効容量 10ｍ3以下のいわゆる小規模貯水槽水道については、貯水槽水道設

置者の衛生管理に対する認識が不十分であるなどの課題があることから、重点的に改善指

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ます。 

 

２ 直結給水方式の普及促進 

受水槽を通さずに各戸に給水する直結給水方式は、水質や維持管理、省エネルギーの面

で優れています。そのため、直結給水への切り替えが可能な受水槽利用者には、直結給水

を勧めるとともに、その際には水道利用加入金や検査手数料等を免除するなど、経済的な

面からも支援を行い普及に努めています。 

また、本市における中高層建物の直結給水は、神戸市に続いて全国で２番目の平成４

(1992)年度から開始しており、早い段階から実施してきたことで直結給水方式の普及促進

が図られています。 
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【図表 12】中高層建物の直結給水方式棟数の推移 
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３ 給水装置に起因する水質汚染防止の取組 

給水装置に起因する水質汚染等の事故を未然に防止するため、水質汚染事故が発生した

場合の影響が特に大きな油や薬品等を使用している施設や、水道水以外の水を併用してい

る施設を対象に立入調査を実施しています。 

調査結果により給水装置の不備や不適切な管理状況が確認された場合には、施設の所有

者に対して改善指導を行っています。 

 

４ 給水装置の多様化による逆流防止対策の強化 

水道水を汚染する可能性のある水が蛇口等から配水管に逆流し、水質汚染事故が発生す

ることを防ぐための逆流防止対策は、安全で良質な水を提供し続けるために重要なもので

す。 

通常、この逆流防止は利用者が設置する給水装置に備えられている機能ですが、その効

果を確保するためには、利用者ご自身が給水装置を適切に管理することが必要となります。 

しかし、利用者ニーズの多様化に伴い、さまざまな給水装置が使用される中で、その管

理方法が複雑になっていることから、水道局が管理することができる新たな逆流防止対策

を導入することにより、給水システムの安全性と信頼性を高めていく必要があります。 

 

コラム 給水装置は皆さまの財産です 

 給水装置とは、水道本管の分岐部分から蛇口までの水道設備です。 

給水装置は建物の所有者（使用者）の財産であり、これらの維持管理や

修理にかかる費用は所有者（使用者）ご自身の負担となります。 
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[ 電話受付センター・検針]  

５ 電話受付センターの機能拡充 

平成 11(1999)年度に開設した「電話受付センター」は、これまで、受付時間の延長や休

日対応の充実などを図り、転出・転入の届出、給水装置の故障、水漏れ等のお問い合わせ

を、24時間年中無休で受け付けています。処理件数は、開設当初と比較すると約 3.7倍の

294,546件となっています。 

令和元(2019)年度には、応答率を向上させるため受付センターを庁舎外に開設してオペ

レーター数を安定的に確保する対応などを行いました。 

今後は、お問い合わせへの対応の品質をさらに向上させていくため、FAQシステム 21の検

索性を高め、応対履歴を蓄積・共有する仕組みを導入するなど、引き続き各種システムを

構築して機能拡充の取組を進めていきます。 

 

【図表 13】電話受付センターの処理件数の推移 

 
 

６ 無線式メーター22の設置地域の拡大 

積雪などで水道メーターを検針することができない場合、過去の使用実績等に基づく推

定により水道料金を請求し、雪解け後の検針で過不足額の精算を行っています。メーター

を目視せずに検針ができる「無線式メーター」を導入することで、冬期間でも正確な料金

請求が可能となることから、設置地域の拡大を進めていく必要があります。 

 

７ 利用者ニーズに応じた支払方法等 

これまで、コンビニエンスストアでの支払いやクレジットカードでの支払いの導入、口

座振替日の任意選択制度 23の導入、水道メーターの検針間隔を４カ月から２カ月に移行して

料金請求の間隔に合わせるなどの取組を進めてきました。 

今後も、利用者ニーズや先進的技術の調査を進めつつ、利用者の満足度・信頼性の向上を

図っていくことが必要です。 
 

  

                                                   
21【FAQシステム】オペレーターが市民対応の際に使用している、回答内容をあらかじめ登録し呼び出せるシステム 
22【無線式メーター】無線通信により専用受信機で指針値を確認することのできるメーター 
23【口座振替日の任意選択制度】口座振替日を、5日、12日、20日、28日の中から利用者の都合に合わせて選択できる制度 
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[広報・広聴] 

８ 広報広聴活動の充実 

これまで、「じゃぐち通信 24」をはじめとした各種広報紙や街頭イベント等で水道事業の

新鮮な情報を発信してきました。 

これからは、利用者が求めている情報はもちろんのこと、水道局が現在抱えている課題

や今後想定される課題をわかりやすくお伝えし、利用者の声を反映させながら解決するこ

とが重要です。 

そのためには、利用者の声を積極的に聞き取り、事業運営に反映させる仕組みを充実さ

せる必要があります。 

    

各種広報紙 きき水体験の様子 

    

啓発イベントの様子（さっぽろアクアガーデン） 

 

【図表 14】水道事業に関して力を入れるべき取り組み（複数回答） 

 
「2018 年度 札幌市 指標達成度調査」より 

   

                                                   
24【じゃぐち通信】水道局が年２回発行し、全戸に配布している広報紙 
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９ 利用者からの広聴活動 

公募した利用者から直接声を聞く仕組みとして、平成 16（2004）年度に「水道モニター

制度」を設け、アンケート調査やワークショップを開催しました。 

平成 28（2016）年度からは、より多くの人の意見・意識を調査するため、これに代わり、

3,000名を対象としたアンケート調査（水道利用者意識調査）を行っています。 

また、水道事業の理解・関心を深めるため、令和元（2019）年度から新たに一般水道利

用者向けの施設見学会を行っています。これらの取組により寄せられた意見を生かして事

業運営を進めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

施設見学会の様子 

 

 

10 水道学習の推進 

平成 19(2007)年度にリニューアルオープンした水道記念館は、水道のしくみや自然を楽

しく学べる施設としてご利用いただいています。さらに、水道事業への理解を深めていた

だくため、イベント等で来館促進に努めています。 

また、浄水場の見学会や緊急貯水槽における応急給水訓練など、利用者が直接見て、触

れることができるような体験型に重点を置いて取組を展開しています。 
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経営 

[財務] 

地方公営企業である水道事業は、利用者の皆さまからいただく水道料金を主たる収入とし

て独立採算制のもとで経営されています。札幌水道が将来にわたって安全で安定した給水を

続けていくためには、施設を整備し機能を維持していくとともに、健全な経営を継続して、

安定した財務基盤を確立していく必要があります。 

今後は、施設を拡張整備してきた時代から本格的な維持更新の時代へと移行していきます

が、財務面では次の課題を抱えています。 

 

１ 収入減少と事業費の増加 

平成９(1997)年度の料金改定以降、長引く景気の低迷などにより給水収益の減少傾向が

続いています。また、施設の経年劣化に伴う更新事業や、耐震化など災害対策のための事

業が増加しており、経営環境は厳しさを増してきています。 

今後もこのような傾向が続くものと見込まれており、限られた財源を有効に活用してい

くために、長期的な視点に立った事業経営を行っていく必要があります。 

 

２ 財務体質の改善 

施設の拡張整備を進めてきた時期には、他の水道事業体と同様に、事業の財源として企

業債 25を積極的に活用してきたことで、財政の硬直化が進み、元利償還 26負担も増加するな

ど脆弱な財務体質となりました。 

近年は、経費節減などにより確保した利益を活用して、企業債の借入抑制と残高縮減に

努めてきた結果、財務体質は改善する傾向にあります。 

しかし、依然として元利償還負担の割合は他の大都市に比べて高い水準にあることなど

から、引き続き財務基盤の強化に努めていく必要があります。 

   

【図表 15】給水収益の推移（税抜き） 【図表 16】企業債残高の推移（税抜き） 

  

 

 

【図表 17】2018 年度決算における財政指標 

 札幌市 大都市平均 ※ 

給水収益に対する企業債元利償還額の割合 25.6％ 18.6％ 

※大都市平均は計画給水人口が 100万人以上の 13都市(札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、

京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)の平均値です。  

                                                   
25【企業債】地方公営企業が行う建設事業等に必要な資金を調達するために発行する地方債のこと。 
26【元利償還】借り入れた企業債の元金返済と利息支払いのこと。 
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 [経営の効率化] 

３ 出資団体との連携による効率化 

水道は市民の生命や健康に直接関わるライフラインであるため、緊急時の危機管理も含

めて安全で良質な水を安定的に供給できる体制を確保するには、民間企業等への業務の委

託化を進める中でも公共の関与が必要です。 

このことから、安全・安定給水に直結する分野の業務は、水道局と、水道局の方針を経

営や事業運営に確実に反映させ得る唯一の出資団体である一般財団法人さっぽろ水道サー

ビス協会が連携を図りながら効率的に進めています。 

 

 [人材の育成] 

４ 人材の育成と技術継承 

重要な経営資源である職員の技術・能力向上を図るため、平成 29(2017)年３月に「札幌

市水道局職員育成における方針」を策定し、研修体制を強化するとともに海外への技術協

力（職員の派遣・研修生の受入）を通じて、人材育成に努めています。 

また、長い年月をかけて培ってきた札幌水道の技術や知識を次世代の職員に伝えるため、

各種教材を作成し、それらを活用した職場研修や、給配水技術研修所 27における配水管の接

合、漏水の修理、消火栓の修理などの実技を含む技術研修等により、技術の継承を進めて

います。 

 

  
配水管接合実習 漏水修理実習 

  

                                                   
27【給配水技術研修所】技術力の向上や技術継承を目的に建設された研修施設で、一般家庭の給水装置のモデル配管や集合住宅の受水槽設

備・遠隔メーター等が設置されている。給・配水管の接合や漏水の修理などの実習ができる。 
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環境への配慮 

１ 自然流下方式による配水 

札幌市の水道システムは、豊平川扇状地の緩やかな傾斜など地形の特性を生かして、全

給水量の約８割を自然流下方式によって配水しています。水が高いところから低いところ

へ流れる自然流下を活用するため、配水に使用する電力などエネルギーの消費量は他都市

に比べて少なく、環境にやさしいシステムとなっています。 

 

【図表 18】自然流下方式の概念図 

 

 

【図表 19】配水量 1m3当たりの電力消費量 

 

※大都市平均は計画給水人口が 100万人以上の 13都市（札幌市、仙台市、さいたま市、

東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、

福岡市）の平均値です。 

 

２ 環境経営の推進 

平成 12(2000)年度に導入した環境マネジメントシステム 28の運用により、建設発生土や

水道メーターの再利用などの取組を継続的に進めています。また、環境保全の取組を利用

者にご理解いただくとともに、職員の意識向上を目的に環境報告書（環境会計 29）を毎年作

成するなど、環境に配慮した経営を推進しています。 

  

                                                   
28【環境マネジメントシステム】組織や事業者が環境保全に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて継続的に改善する仕組

み 
29【環境会計】環境保全のための取組について、どれだけのコストでどれだけの環境負荷や経費が削減されたかを数量的に把握し公表する

ための仕組み 
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３ 再生可能エネルギーの活用 

藻岩浄水場で標高差による水圧を有効活用した水力発電を導入しているほか、配水セン

ターと中部水道センターに太陽光発電設備を設置するなど、再生可能エネルギーの活用に

努めています。 

水力発電によって得られた電力の未使用分の売却や電力会社から購入する電力量の減少

によって、年間 6,000 万円を上回る経済効果が得られています。なお、平成 24(2012)年度

から固定価格買取制度 30が適用されており、経済効果は以前よりも増加しました。 

今後も水力発電など再生可能エネルギーの活用について、実施手法を考慮しながら取り

組むことが必要です。 

 

【図表 20】再生可能エネルギー利用率 【図表 21】再生可能エネルギーの発電量と経済効果 

 

 

  発電量 経済効果 

2015 年度 340 万 kWh 約 6,094 万円 

2016 年度 335 万 kWh 約 6,027 万円 

2017 年度 346 万 kWh 約 6,042 万円 

2018 年度 336 万 kWh 約 6,058 万円 

 
 
 
 

  
藻岩浄水場の水力発電設備 配水センターの太陽光発電設備 

 
 
  

                                                   
30【固定価格買取制度】電力会社に対し、再生可能エネルギーで発電した電力を政府が定めた価格で買い取ることを義務付けた制度 

※ 再生可能エネルギー利用率＝ 
再生可能エネルギー設備により発電し、使用した年間電力量／水道事業の全施設の年間電力使用量 

※ 大都市平均は計画給水人口が 100 万人以上の 13 都市（札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、 
横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）の平均値です。 
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第５章 今後の事業環境と事業展開の考え方 

 この章では、社会経済情勢等の変化に伴う今後の事業環境を予測し、そこから導かれる

課題を第４章の現状における課題と合わせて整理した上で、それらに的確に対応していく

ための重視すべき事業展開の考え方を示します。 

今後の事業環境 

１ 人口減少社会の到来と水需要の減少 

札幌市の人口はこれまで一貫して増加傾向にありましたが、平成 27(2015)年国勢調査を

もとに行った推計では、ここ数年のうちに人口減少が始まることが見込まれています。こ

の予測を受けて実施した将来水量の推計でも、水需要の予測値が減少傾向となる見通しで

す。 

このため、水需要減少に応じた施設規模の適正化が必要です。 

 

【図表 22】札幌市の給水人口と１日最大給水量の将来見通し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 大規模災害の教訓 

大規模で広範囲に被害が発生した東日本大震災は、施設の耐震化や多重化はもちろんのこ

と、被災時に応急復旧のための資器材や浄水場で使用する薬品等の調達を可能とする体制な

ど、災害対策のさらなる充実が重要であることを強く認識するきっかけとなりました。また、

被災時の応急給水は行政機関だけでは十分に行えないことを市民のみなさまにご理解いただ

き、応急給水作業や家庭での飲料水の備蓄などを市民との連携により推進することも重要で

あると認識しました。 

さらには、福島第一原子力発電所の事故をきっかけとして、省エネルギーや再生可能エネ

ルギーなどの重要性があらためて強く認識され、低炭素社会と脱原発依存社会の実現に向け

より一層取組を進めることが必要です。 

平成 30(2018)年９月に発生した北海道胆振東部地震では、地震の影響も考慮した水道管整

備の必要性や、大規模な停電時における電力の確保といった新たな課題も顕在化しました。

今後、事業の優先順位を適切に見極めるとともに、非常時を想定した体制をさらに強化して

いく必要があります。 
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３ 施設の大規模更新期の到来 

札幌水道は５つの浄水場と４つの基幹配水池のほか、総延長が約 6,000kmにも及ぶ配水管

など全国でも有数の大規模な施設を保有しています。 

その一方、水道創設から 80年が経過し、経年劣化が進んでいる施設も多く、今後、初めて

の大規模更新期を迎えることになります。特に配水管については、昭和 40(1965)年代後半か

ら約 30年間に集中して整備してきたため、今後はこれらの管路が次々に更新時期を迎えます。 

更新に当たっては、将来の水道システム全体を見据え、既存施設の有効活用や給水能力を

確保するための代替施設の建設、施設の多重化、事業の平準化、財源の確保、業務の効率化、

実施時期などを総合的に検討する必要があります。 

また、更新事業を担う人材の確保も大きな課題であり、水道局のみならず出資団体や民間

企業、教育・研究機関など、多様な主体との連携を考慮した人的資源の確保が必要です。 
 

４ 技術力低下のおそれ 

水道局の職員構成は、高度経済成長期の集中的な施設整備に対応するべく採用された 50歳

以上の職員の割合が 40％以上を占めており、今後も多くの退職者が出る見込みです。そのよ

うな中で、多くの更新事業に取り組みつつ施設・設備を適切に運営・管理し、安全・安定給

水を維持していく必要があります。 

札幌水道は、施設・設備に関する計画・設計・施工監理・運転・維持管理、水質管理、料

金事務、財務、広報・広聴など多くの業務を担当する多様な職員によって担われていますが、

水道事業を維持・継続していくためには、ベテラン職員が持つ多様な分野の技術やノウハウ

を次世代の担い手へ確実に継承していくことが必要です。 

一方で、水道事業は多くの企業等にも支えられており、関係団体の技術力や体制が維持さ

れなければ、将来的に安全・安定給水を堅持することが困難になると見込まれるため、出資

団体や民間企業などとの連携をさらに強化することが重要です。 

また、北海道内の他水道事業体においても職員の減少や高齢化に伴う技術継承などの課題

に直面しており、札幌水道としても道内の水道全体の持続的な発展の観点から、これらの課

題の解決に向けてニーズに応じた取組を進めていく必要があります。 

 

【図表 23】水道局職員の年代別職員構成 

 

（2018 年度末現在） 

  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

職
員
数
（
人
）

50歳以上

の職員が

約４割



p. 31 

今後対処すべき課題の整理 

第４章の「現状と課題」や本章の「今後の事業環境」を踏まえた今後対処すべき課題は、

次の表のように「水源・水質」「水道施設」「利用者サービス」「経営」「環境」の５つの

区分に整理されます。 
 

【図表 24】札幌水道が今後対処すべき課題 

区分 ●は現状の課題、○は今後の事業環境を踏まえた課題 

水
源
・
水
質 

●水源の一極集中状態の改善 

●かび臭や油の流入のほか、異常気象等が原因となる急激な濁度上昇への対策 

●水質悪化を未然に防止するため、関係機関や水源域の事業者、市民との連携に

よる水源保全の取組継続 

●浄水処理技術の向上など、水質管理の強化 

水
道
施
設 

●浄水場の改修工事中も安定給水を継続するために必要な供給能力の確保 

●フェンスや門扉などの改修による施設の保安強化の計画的な推進 

●耐震化のさらなる推進 

●業務継続計画（ＢＣＰ）の推進 

●ブロック配水システムの機能向上 

○人口減少社会の到来と水需要の減少に伴う施設規模の適正化 
○施設の耐震化や多重化のほか、被災時に応急復旧のための資器材や浄水場で使

用する薬品等を調達可能とする体制づくり 
○施設の大規模更新期の到来に伴う計画的な更新 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス 

●小規模貯水槽水道の衛生管理の徹底 

●給水装置に起因する水質汚染の防止 

●給水装置の多様化による逆流防止対策の強化 

●問い合わせ対応や検針、料金支払い制度の改善 

●利用者の声を積極的に聞き取り、事業運営に反映させる仕組みの充実 

○家庭での飲料水備蓄の推進など、災害の発生に備えた広報活動の充実 

経 

営 

●給水収益の減少と事業費の増加 

●財務基盤の強化の継続 

○施設の大規模更新期の到来に伴う財源や人的資源の確保 
○ベテラン職員の退職に伴う次世代の担い手への技術継承 
○関係団体の技術力や体制の維持 
○道内の他水道事業体の課題解決に向けたニーズに応じた取組の推進 

環 

境 

●再生可能エネルギーの活用 

○低炭素社会や脱原発依存社会の実現に向けた取組の推進 
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次世代水道に向けた考え方 

市民の生命や健康に直接関わる水道事業は、地方公営企業による運営を前提として、さま

ざまな課題に的確に対応し、柔軟かつ効果的に事業を進めていく必要があります。 
そのため、「次世代に引継いでいく施設の整備」と「さまざまな課題の解決に有効な手段

となるパートナーシップ（連携）の活用」をこれからの事業展開において特に重視すべき考

え方と位置付け、それらの取組の方向性を以下にまとめました。 
なお、「施策編」では、前のページでまとめた課題の解決に向けて、10 年間に、重点的に

取り組んでいく項目を定め、事業を行っていきます。 

 
【図表 25】これからの事業展開で特に重視すべき考え方につながる課題 
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１ 施設整備の方向性 

水道事業を取り巻く環境が大きく変化する中で、安全・安定給水の継続のため、以下の

３つの視点から今後の施設整備の方向性を示します。 
それらの方向性に基づき、これまで作り上げてきた施設を適切に維持・保全して次世代

に引き継ぐとともに、ハードとソフトの両面から機能の向上を目指した施設整備を進め、

水道水の量的な充足と質的な充実を確保していきます。（詳しい内容は資料「施設整備の方

向性」（68ページ）に掲載しています。） 
 

＜視点Ⅰ＞安全で安定した安心感のあるシステム 

・水源などの分散配置や多様な水質保全の取組、原水水質に適した浄水処理方式の導

入などを進めることで、水量や水質の突発的な変化にも柔軟に対応できる、より安

定した水道システムを目指します。 

・施設の耐震性能の向上や危機管理体制の強化、応急給水機能の充実などにより、事

故・災害時の対応力を向上させます。 

取組の方向性  ●水源・浄水機能の分散配置  ●耐震化の推進 

         ●水源の水質保全       ●応急給水施設の充実 

         ●適切な浄水処理技術の導入 

 

＜視点Ⅱ＞将来へ引き継ぐための持続可能なシステム 

・将来の給水量の減少を踏まえ、必要に応じて規模の縮小（ダウンサイジング）を行う

など適切な施設規模とするとともに、更新や維持管理のしやすい、安定して運用でき

る水道システムづくりを進めます。 

・更新・改修時や事故・災害時にも利用者へ確実に水を届けるため、代替能力の確保や

施設の多重化を図るとともに、供給予備力を確保します。 

・既存の施設を有効に活用するための長寿命化・延命化などを進めるとともに、更新事

業の平準化を図ります。 

取組の方向性  ●適切な施設規模の確保   ●長寿命化・延命化 

         ●代替能力の確保・多重化  ●更新事業の平準化 

●供給予備力の確保              

 

＜視点Ⅲ＞自然の恵みを生かした効率のよいシステム 

・地形の優位性を生かした水道システムを継承するとともに、施設の改修や再編に合わ

せてシステムを見直し、エネルギー効率の向上を目指します。 

・施設整備に合わせて水力発電や太陽光発電の導入を検討し、再生可能エネルギーの活

用を進めます。 

・環境負荷の低減などに関する最新の技術や施設の効率的な運営形態の動向に留意しな

がら、それらの導入の検討を進めます。 

取組の方向性  ●エネルギー効率のよい施設配置 

         ●再生可能エネルギーの活用（水力、太陽光） 

         ●最新技術と効率的な運営形態の導入検討 
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２ パートナーシップの方向性 

今後の人口減少社会の中で、水道事業の安定的な経営のためには、業務の効率化を進め

つつ、次世代に向けた人材や技術力を確保していく必要があります。そのためには、必要

な職員数を確保し人材育成や技術継承を進めていくことに加え、利用者や出資団体、民間

企業、他の水道事業体、教育・研究機関などの多様な主体と「パートナーシップ」を築き、

さまざまな課題の解決に向けて連携して取り組むことが効果的です。 

特に、北海道内には人材不足が進み技術継承などの課題に直面している水道事業体もあ

る中で、札幌水道はこれらの課題を共有し、克服のために連携していくことが道内の水道

全体の持続的な発展につながると考えています。石狩西部広域水道企業団への参画は札幌

水道としての本格的な広域連携のスタートであり、これを契機としてさらに道内の水道事

業体とのパートナーシップを強化していきます。 

このような考えのもと、これからの札幌水道が築くべきパートナーシップを次の５つの

視点から導き、それぞれに効果的、効率的な活用が期待できる取組を推し進め、各主体と

Win- Win（互恵的）な関係を築いていきます。 

 

＜視点Ⅰ＞利用者とのパートナーシップ 

・水道水のおいしさや水源の保全に関する利用者との情報共有や、水道事業の取組につ

いて利用者との意見交換などを進めていきます。 

・大規模地震や水源汚染など、これまでに経験したことのない災害や事故による断水な

どに備え、市民参加の災害訓練を実施するなど、市民の理解と協力を得て危機管理体

制を築いていきます。 

取組の方向性   ●水道事業に関する情報共有や意見交換などの推進 

         ●利用者との連携による危機管理体制の構築 

 

＜視点Ⅱ＞事業運営におけるパートナーシップ 

・水道局の委託業務を長年行い、技術やノウハウを蓄積している札幌市の出資団体であ

る（一財）さっぽろ水道サービス協会や民間企業と今後も連携していく一方で、今後

増加していく業務に対応するため、委託業務の範囲や内容について、適宜、見直しを

行います。 

・水道局のみならず、委託する（一財）さっぽろ水道サービス協会や民間企業と共に人

材育成に積極的に取り組み、札幌水道を担う人的資源を適切に確保していきます。 

取組の方向性   ●委託業務の範囲や内容の見直し 

         ●連携による人的資源の確保 
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＜視点Ⅲ＞次世代に向けたパートナーシップ 

・民間企業や大学などの研究機関の持つ先端技術などの動向を踏まえ、その導入の可能

性について調査・研究し、水道技術や事業運営に関する必要な共同研究や研修会を実

施していきます。 

・新たな技術・ノウハウや、民間企業の資本や技術力を生かすことができる事業手法の

採用を検討していきます。 

取組の方向性   ●共同研究や研修会の実施 

         ●最新の技術や事業手法などの検討 

 

＜視点Ⅳ＞道内水道事業体とのパートナーシップ 

・道内の他水道事業体の課題を共有し、その解決に向けて共に取り組んでいくため、技

術情報の共有化をはじめ、広域連携に関する共同研究会や技術研修会の開催、水道水

の相互融通を含む災害対応の充実のための検討などを進めていきます。 

・他水道事業体のニーズに応じ、経営や技術・ノウハウの状況、その事業体を支える地

元民間企業との連携など、事業体の特性や地域の実情を考慮し、（一財）さっぽろ水

道サービス協会などと連携を図りながら水道事業の持続的な運営につながる「発展的

広域化 31」を目指していきます。 

取組の方向性   ●技術情報の共有化 

●共同研究会や技術研修会の開催 

●災害対応の充実 

         ●（一財）さっぽろ水道サービス協会などとの連携による

発展的広域化 

 

＜視点Ⅴ＞海外とのパートナーシップ 

・独立行政法人国際協力機構（JICA）32などと連携し、海外への技術協力や技術交流（職

員の派遣・研修生の受入）に取り組み、安全で清浄な飲料水の確保に寄与します。 

・国際技術協力事業において、新規開発や拡張を行っている水道システムの整備や維持

管理の向上などに札幌水道の職員が携わることで、職員の育成も図ります。 

取組の方向性   ●海外への技術協力・技術交流の推進 

●国際技術協力事業を通じた職員の育成 

 
  

                                                   
31【発展的広域化】新水道ビジョンにおいて、水道事業体の統合にとらわれず、人材・施設・経営の各分野における多様な広域連携の形態

として示されたもの。その一例として、施設の維持管理や研修の共同化がある。 
32【独立行政法人国際協力機構（JICA）】開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与することを目的として設立された独立行政法人。開発

途上国が抱える課題解決の支援などの国際協力を行っている。 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点を踏まえた取組の推進 

札幌市は、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs：下記のコラム参照）の達成に向

けた優れた取組の提案が認められ、平成 30(2018)年内閣府により「SDGs未来都市」として選

定されています。水源保全をはじめとする札幌水道の取組もこの SDGsの実現につながるもの

が多いことから、施策展開の中で SDGsの視点を持って事業を進めていきます（SDGsと本ビジ

ョンの重点取組の関連については、41ページを参照）。 
 

コラム 持続可能な開発目標（SDGs）とは・・・ 

平成 27（2015）年 9 月に国連持続可能な開発サミットで採択された

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

において、令和 12（2030）年に向けた国連加盟国 193 か国共通の目標

のことです。 

気候変動、エネルギー、まちづくり、生産者・消費者責任、水環境保全、

ジェンダー、貧困など持続可能な社会の形成に向けた 17 の分野にわたる

目標（ゴール）と 169 のターゲット（取組）が定められており、これら

の同時達成へ向け、国や企業、自治体等の全ての主体が取り組むこととさ

れています。 
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施策編 
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第６章 １０年間の取組姿勢 

私たちは「利用者の視点に立つ」という基本理念のもと、「安全で良質な水をいつまでも安

定してお届けする」ための取組を進めてきました。 

しかし今後は、私たちが利用者の視点に立つだけではなく、利用者の皆さまに蛇口をひね

れば安全で良質な水がいつでも出てくることを感じ、安心・満足していただくことを目指し

て、取組を次のステージへと進めて行きます。 

そこで、この 10 年間は「実感できる札幌水道」をキャッチフレーズに、利用者の

皆さまに満足いただけるよう、職員が一丸となって取り組んでいきます。 

  

この「実感」は、「じせだい（次世代）」「つながる（繋がる）」「かん きょう（環境）」の頭

文字も表し、10年間の取組をキーワードとして表現しました。 

 

・じせだい(次世代)・・・次の世代においても安定して水をお届けするために、水源の

分散配置や水質の保全、施設の更新・改修、災害対策に取り

組みます。また、それらに対応するために財源や技術力の確

保に努めます。 

 

・つながる(繋がる)・・・利用者、共に水道を支える出資団体や民間企業、教育・研究

機関とのパートナーシップ、北海道の中心都市として水道事

業を発展させる役割を果たすための他水道事業体とのパート

ナーシップにより、安定した事業運営に努めます。 

 

・かん きょう(環境)・・地形を有効利用した施設づくりなどによって大都市でもトッ

プクラスの環境にやさしい水づくりを行っており、今後も「環

境首都・札幌」として、さらなる環境負荷の低減に努めます。 

 

じっかんマークについて 

 第７章で示す主要事業名の右に記載しているマークは、次のような取組であることを示し

ます。 

次世代 
次の世代においても安定して水をお届けするための取組であること

を示します。 

つながる パートナーシップを重視した取組であることを示します。 

環 境 環境負荷の低減を推進する取組であることを示します。 
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じっかん指標の設定 

この 10 年間は「実感できる札幌水道」をキャッチフレーズに「安全で良質な水を供給し、

利用者の視点に立った事業運営を展開していく」ことについて、利用者の皆さまに実感し、

満足していただけているかを確認するため「じっかん指標」を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        水道事業ガイドライン 33 

        水質基準不適合率 34 

 

 

※水道に対する満足度の指標は、札幌市が「事業に関する市民意識」をテーマに毎年度調査

を行っている「指標達成度調査」によるものです。  

  

                                                   
33【水道事業ガイドライン】水道事業におけるサービス水準を定量化（数値化）して評価するための業務指標として、公益社団法人日本水

道協会が定めた規格のこと。 
34【水質基準不適合率】１年間に実施した全ての水道水の水質検査のうち水道法に規定する水質基準を１項目でも満たさない回数の割合 

○「水道水のおいしさを実感するきき水」の体験者数 

目標 平成 27(2015)～令和 6(2024)年度の 10年間で延べ 15万人 

（実績 平成 27(2015)～30(2018)年度で体験者数延べ 60,022人） 

 利用者の皆さまが普段ご利用いただいている水道水を他の水と比較してい

ただく機会を設け、札幌の水道水のおいしさを実感し、札幌水道の取組に関心

をお持ちいただくことが重要と考え、「きき水体験者数」を指標とします。 

じっかん指標 

○お客さまサービス(問い合わせ対応・広報)の満足度※ 

  目標 85％ 

（実績 平成 25(2013)年度 70％ 平成 30(2018)年度 72％） 

安全で良質な水道水を将来にわたってお届けしていくために必要な取組な

どの情報を利用者の皆さまと共有し、ご理解をいただくための広報などの満足

度を指標とします。 

◎安全で良質な水道水が届いていることの満足度※ 

  目標 96％ 

（実績 平成 25(2013)年度 93％ 平成 30(2018)年度 94％） 

  【水道事業ガイドライン 33に基づく業務指標では】 

   ・水質基準不適合率 34 

    目標０％を維持（実績 平成 25(2013)年度０％ 平成 30(2018)年度０％） 
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第７章 重点取組項目と事業の実施計画 

第５章で整理した今後対処すべき課題を踏まえ、この 10年間の重点取組項目を以下のとお

り設定し、これらに沿って主要事業を進めていきます。 

 
区 分   重点取組項目と主要事業 

 

水

源

・

水

質 

 重点取組項目１ 水源の分散配置と水質の安全性の向上  

 将来にわたって事故や災害に強い水道システムを構築するため、水源の約

98％を依存している豊平川の他にも安定した水源を確保します。また、安全で

良質な水をいつでもお届けできるよう、水源の水質保全や水質監視・管理を継

続するとともに、水質へのさまざまなリスクに適切に対応します。 

 主要事業１ 水源の水質保全  
主要事業２ 水源の分散配置  
主要事業３ 水質監視・管理  

 

水

道

施

設 

 重点取組項目２ 施設の更新・耐震化と危機管理体制の強化  

 将来の水道システムを見据えた計画的で効率的な施設の更新や維持・保全に

取り組みます。また、事故や災害時にも被害を最小化し、水道水を安定して供

給できるよう、施設の耐震化や危機管理体制の強化を進めます。 

 主要事業４ 取水・導水・浄水施設の改修 

主要事業５ 送水システムの強化 

主要事業６ 配水管の更新 

主要事業７ 水道施設の効率的な維持・保全 

主要事業８ 耐震化の推進 

主要事業９ 応急給水対策と保安の強化 

 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス 

 重点取組項目３ 利用者とのコミュニケーションの充実  

 水道事業の経営を支えるオーナーである利用者との双方向のコミュニケー

ションを充実し、ニーズを的確にとらえるとともに、安全で良質な水をいつま

でもお届けするために進めている水道局の取組を理解していただき、安心・満

足できる水道を目指します。 

 主要事業 10 利用者とのコミュニケーションの充実 

主要事業 11 小規模貯水槽水道や給水装置の適切な管理の支援 
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区 分   重点取組項目と主要事業 
 

経

 

営 

 重点取組項目４ 経営基盤の強化と連携の推進  

 施設の更新や耐震化に必要な財源を確保していくために、財務基盤を強化す

るとともに経営の効率化を進めていきます。また、これまでに作り上げてきた

水道システムを将来にわたって持続していくために、次世代の担い手への技術

の継承やパートナーシップの取組を進めていきます。 

 主要事業 12 財務基盤の強化と経営の効率化 

主要事業 13 技術力の確保・向上と国際貢献 

主要事業 14 広域化の推進や多様な主体との連携 

 

環

 

境 

 重点取組項目５ エネルギーの効率的な活用  

 低炭素社会と脱原発依存社会の実現を目指し、恵まれた札幌の地形を最大限

に活用したエネルギー使用量の削減や再生可能エネルギーの導入を進め、環境

負荷の低減に積極的に取り組みます。 

 主要事業 15 エネルギーの効率的な活用 

 
第５章（36ページ）に掲載している「持続可能な開発目標（SDGs）」と重点取組項目との関連は、以下

のとおりです。 

重点取組項目と SDGs との関連 

重点取組項目 SDGsの目標（ゴール） 

1 水源の分散配置と水質の安全

性の向上 

 
SDGs06：安全な水とトイレを世界に  

2 施設の更新・耐震化と危機管

理体制の強化 

 SDGs06：安全な水とトイレを世界に 

SDGs07：エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

SDGs09：産業と技術革新の基盤をつくろう 

SDGs11：住み続けられるまちづくりを 

3 利用者とのコミュニケーショ

ンの充実 

 
SDGs06：安全な水とトイレを世界に 

SDGs16：平和と公正をすべての人に 

4経営基盤の強化と連携の推進 

 SDGs06：安全な水とトイレを世界に 

SDGs09：産業と技術革新の基盤をつくろう 

SDGs17：パートナーシップで目標を達成しよう 

5エネルギーの効率的な活用 

 
SDGs07：エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

SDGs09：産業と技術革新の基盤をつくろう 
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重点取組項目１ 水源の分散配置と水質の安全性の向上  

主要事業１ 水源の水質保全 次世代 つながる 環境 

豊平川上流域における通常時の水質悪化の要因を取り除くとともに、事故･災害発生時において

も良質な原水を確保することを目的として、豊平川水道水源水質保全事業を実施します。 

この事業により、通常時にはヒ素やホウ素などを含む自然湧水や下水処理水を導水路を用いて白

川浄水場の取水地点から下流にう回（バイパス）・放流し、河川水（原水）の中から抜本的に取り

除くことで、より良質な水を浄水場で取水することが可能になります。 

また、事故や災害時には一時的に水の流れを切り替え、導水路を利用してさらに上流の良質な河

川水を浄水場まで運び、浄水処理することにより、断水することなく水道水を供給することができ

ます。【総事業費約 290億円（事業期間：平成 17(2005)～令和 8(2026)年度】 

 
 
 
 

取 組 

豊平川水道水源水質保全事業の実施 

 ○取水堰(しゅすいぜき)35、導水路(延長約 10 ㎞)、放流調整池 36関連施設から

構成されるバイパスシステムの整備を進めます。(令和７(2025)年度完了予

定) 

  運用開始により、白川浄水場で取水する原水のヒ素濃度は現状より 1/10以下

に低減となる見込みです。 

 ○事故・災害時のため、バイパスシステムと白川浄水場をつなぐ緊急導水管の

整備を進めます。（令和８(2026)年度完了予定） 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
104億円 

【図表 26】豊平川水道水源水質保全事業 

 

  

                                                   
35【取水堰(しゅすいぜき)】川の水をせきとめ、取るために設ける施設 
36【放流調整池】う回(バイパス)した水の水圧・水質を調整し、放流するための施設 

効 果 
・より安全で良質な原水を確保することができます 

・豊平川上流域の事故・災害時にも一定量の水道水が確保できます 

導水路の整備 

取水堰の整備 

放流調整池関連施設の整備 
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主要事業２ 水源の分散配置 次世代 つながる 環境 

 札幌市は、水源の約 98％を依存している豊平川以外に安定した水源を確保するため、当別ダム

を水源として水道水を供給する石狩西部広域水道企業団（以下「企業団」）に、北海道、小樽市、

石狩市、当別町とともに参画しており、将来、企業団から１日当り最大 44,000 ㎥の水道水を受水

する計画です。 

これにより、市外に水源や浄水場を分散配置できることから、豊平川で局所的な豪雨に伴う高濁

度や油の流入による汚染などの重大な水質事故等が発生し、取水できなくなった場合でも一定量の

水道水を確保することが可能となります。また、白川浄水場の改修や基幹施設である西部配水池ま

での送水ルートの二重化としても活用できます。 

企業団では、平成 25(2013)年度から札幌市以外の市町に給水を開始しており、札幌市としては

令和 7(2025)年度からの受水に向けて、引き続き企業団の運営に協力していきます。 

 
 
 
 

取 組 
石狩西部広域水道企業団への参画継続 

○企業団へ参画し、その運営に協力します。 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
55億円（企業団の経営に対する負担金等） 

 

【図表 27】石狩西部広域水道企業団の施設配置図 

 

  

効 果 ・豊平川で重大な事故があったときにも一定量の水道水を確保できます 
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主要事業３ 水質監視・管理 次世代 つながる 環境 

 安全で良質な水道水をいつでもお届けするために、水源パトロールや水質自動監視装置による

水源から蛇口までの水質監視・管理を継続するとともに、水質に影響を及ぼすおそれのあるリスク

に適切に対応します。 

 
 
 
 

取 組 

①水質の検査 

○水質検査・監視計画を毎年作成し、水道ＧＬＰに基づく精度の高い水質検査

を定期的に行い、常に水道水質基準を満たしていることを確認します。 

○道内の他の水道事業体と最新の知見等の情報交換を行うとともに、水道水質

に関する危機発生時の水質検査支援を継続して協議していきます。 

②水質の監視 

○水源パトロールや水質自動監視装置により水源から蛇口までの水質監視を連

続して継続的に行います。 

○放射性物質の水質測定を継続して行っていきます。 

○正確な水質測定を維持していくため、水質自動監視装置の適切な管理や計画

的な更新を進めます。 

③水質の管理 

○水質検査・監視結果を浄水処理などに活用することで、良好な水質を維持し

ていきます。 

○水質に影響を及ぼすリスクへの対応をまとめた「水安全計画」を適切に運用

するとともに、計画の検証を継続的に行います。 

○関係機関や水源域の事業者、市民と連携し、水源保全への取組を継続します。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

水質基準不適合率 ０％ ０％ ０％を維持 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
２億円 

   

   

水源パトロール 水質検査 水質自動監視装置 

  

効 果 ・徹底した水質の検査・監視により、安全で良質な水道水をお届けできます 
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重点取組項目２ 施設の更新・耐震化と危機管理体制の強化 

主要事業４ 取水・導水・浄水施設の改修 次世代 つながる 環境 

 白川浄水場は、第１・第２・第３の３つの浄水場からなる札幌市最大の浄水場です。場内の多く

の施設で耐震性能が不足しているとともに経年劣化が進んでいることから、段階的に改修を行いま

す。現在の浄水場を改修するには、一部の浄水場の運転を停止して行う必要があり、停止時に低下

する供給能力を補うため新たな浄水場を整備します。 

また、エネルギー使用量の削減を目指し、原水を豊平川から取り入れる地点を見直して、自然流

下を有効に活用できる新たな取水導水施設を整備します。 

【新浄水場と新取水導水施設の建設 約 400 億円（事業期間：平成 26(2014)～令和９(2027)年度）】 

 
 
 
 

取 組 

白川浄水場の改修 

○新たな浄水場と取水導水施設の建設を進めます。（令和９(2027)年度完了予

定） 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
153億円 

 

【図表 28】白川浄水場の全景 

 

  

効 果 ・将来にわたって安全で良質な水道水を安定的にお届けできます 

新浄水場の設計・工事 

新取水導水施設の設計・工事 
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主要事業５ 送水システムの強化 次世代 つながる 環境 

 白川浄水場でつくられた水道水を平岸配水池と清田配水池に送り届ける白川第１送水管と白川

第２送水管は、昭和 40年代から 50 年代に布設したものであり、経年劣化が進み、耐震性能も不足

しています。そのため、これらの更新に備え、送水ルートの多重化や耐震化を目的とする白川第３

送水管の新設を令和元(2019)年度に完了しました。 

 今後は、白川第１送水管の更新を進めていきます。 

 
 
 
 

取 組 

白川第１送水管の更新 

○令和６(2024)年度までに白川第１送水管(延長約 11 ㎞)の更新工事に着手し

ます。 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
12億円 

 

【図表 29】送水管の布設位置図 

 

 

 

 

 

 

  

白川第３送水管新設の工事 白川第１送水管更新の調査・検討・設計・工事 

効 果 ・災害時などでも送水ルートが確保され、水道水を安定的にお届けできます 



p. 47 

主要事業６ 配水管の更新 次世代 つながる 環境 

 札幌市内には 6,000kmにも及ぶ配水管が布設されており、その更新は計画的に行っていく必要が

あります。このうち、総延長の約８割を占める口径 75～350mmの配水枝線（約 4,800㎞）の更新計

画を平成 24(2012)年度に策定しました。この計画に基づき、配水枝線の延命化と事業量の平準化

を図りながら効率的に更新を実施していきます。 

また、配水枝線の更新は、管路が布設されている土壌の性状等を考慮して進めており、接続部分

（継手等）が抜け出しにくい耐震管を用いて耐震性の向上も図っています。 

 平成 30 年北海道胆振東部地震では、清田里塚地区において、更新前の管が抜け出して漏水が発

生し、一部地域が断水となりました。 

これらを踏まえ、金属を腐食させやすい土壌のほか、地震により接続部分（継手等）が抜け出し

やすい地盤があることも重視して、配水管の更新を進めます。 

【概算事業費：約 680億円（事業期間：平成 25(2013)～令和６(2024)年度】 

 
 
 
 

取 組 

配水管（配水枝線）の更新 

○更新計画に基づき、市内に布設されている約 4,800km 全ての配水枝線の更新

を進めます。そのうち、平成 25(2013)年度から令和６(2024)年度までを更新

計画の第１期事業とし、704km の配水管を更新します。 

○金属を腐食させやすい土壌のほか、地震により接続部分（継手等）が抜け出

しやすい地盤があることも重視して配水管の更新を進めます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

更新済延長 
(2013年度～) 

61㎞ 381 ㎞ 704 ㎞ 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
316億円 

 

 

 

 

 

  

効 果 
・地震に強く漏水事故が少ない配水管にすることで、水道水を安定的にお届

けできます 
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主要事業７ 水道施設の効率的な維持・保全 次世代 つながる 環境 

 施設を適切に保守点検し、計画的に更新することにより、水道システムの維持・保全を効率的に

行います。 

また、高台地区に水を供給するための高区配水施設（ポンプ場や高区配水池）については、安全

性や機能性のさらなる向上を図るため、省エネルギー化に留意しつつ、送水機能の改善等を進めま

す。 

さらに、配水管の破損などの事故が発生した際に、被害区域を限定し迅速な復旧を可能とするほ

か、水圧の均等化や漏水事故の抑制などにも有効なブロック配水システムの整備を行ってきました

が、ブロック内の水量や水圧の安定性をより高めるため、配水管の整備を行い、ブロックの再編を

進めていきます。 

 

 

 

 

取 組 

①施設や設備の維持・保全 

○延命化を図りながら劣化の状況に応じて、故障が発生する前に適切に更新し

ます。 

②高区配水施設の安全性・機能性の向上 

 ○令和４(2022)年度までに伏見地区、円山西町地区のポンプ送水機能の改善な

どを行います。 

 ○簾舞地区のポンプ送水機能の検討や改善などを進めます。 

③配水管の維持管理 

○配水管の健全性を維持し漏水事故の発生を防ぐため、定期的な保守・点検や

漏水調査 37を行います。 

④配水管の整備 

○ブロック内の水量や水圧の安定性をより高めるため、配水管の整備を行い、

ブロックの再編を進めていきます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

浄水場事故割合 38 ０件 ０件 ０件 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

②高区配水施設の再編  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
292億円 

                                                   
37【漏水調査】漏水による道路陥没等の事故を未然に防ぐほか、水資源を有効活用するために行う、道路に設置されているバルブや消火栓、

宅地内の水道メーター等から漏水音を聞き取る調査のこと 
38【浄水場事故割合】水道事業ガイドラインに基づく業務指標で、過去 10年間において必要とされる水量の一部でも送水できなかった件数

を示す。 

効 果 
・適切な維持管理により、水道水を安定的にお届けできます 

・水道水を運ぶために必要なエネルギー使用量を削減できます 

藤野地区 

伏見地区 

簾舞地区 

円山西町地区 
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【図表 30】給水区域のブロック化イメージ図 

 
 

   

   

給水管からの漏水 漏水探知器による調査 水道メーターの音聴調査 
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主要事業８ 耐震化の推進 次世代 つながる 環境 

 地震による施設の被害を最小限に抑えるため、浄水場や配水池の耐震化を進めるとともに、４つ

の基幹配水池（藻岩、平岸、清田、西部）からそれぞれの配水区域末端までをつなぐ基幹となる配

水幹線を切れ目なく耐震化します。 

 また、災害時における重要施設である医療機関や指定避難所(基幹)39へ向かう配水管の耐震化を

進めます。 

 

 

 

取 組 

①浄水場の耐震化 

○令和３(2021)年度までに西野浄水場の耐震化を完了します。 

○定山渓浄水場の耐震化の検討を進めます。 

②配水池の耐震化 

○令和５(2023)年度までに硬石山配水池の耐震化を完了します。 

○令和６(2024)年度までに西部配水池と南沢第２ポンプ場・配水池の耐震化を

完了します。 

③配水幹線の連続耐震化 

○清田配水池から末端までの幹線の連続耐震化を継続的に進めます(令和８

(2026)年度完了予定)。そのうち、里塚配水池及び有明配水池に向かう流入管

の耐震化を令和６(2024)年度までに完了します。 

○平岸配水池から末端までの幹線の連続耐震化を継続的に進めます。(令和

12(2030)年度完了予定） 

○西部配水池から末端までの幹線の連続耐震化を継続的に進めます。(令和

12(2030)年度完了予定） 

④災害時重要施設へ向かう配水管の耐震化 

○医療機関へ向かう配水管の耐震化を進め、令和６(2024)年度までに供給ルー

トの耐震化が完了する医療機関を合計で 89か所にします。 

 ［対象医療機関：146か所 ※平成 30年度末現在］ 

○指定避難所(基幹)へ向かう配水管の耐震化を進め、令和６(2024)年度までに

供給ルートの耐震化が完了する指定避難所(基幹)を合計で 45 か所にします。 

 ［指定避難所(基幹)：310 か所 ※平成 30年度末現在］ 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

浄水場の耐震化率 18.6％ 19.2％ 21.1％ 

配水池の耐震化率 71.0％ 84.5％ 84.8％ 

配水幹線の耐震化率 38.5％ 40.8％ 43.0％ 

供給ルートの耐震化が
完了した医療機関の数 

30か所 60か所 89か所 

供給ルートの耐震化が
完了した指定避難所(基
幹)の数 

０か所 22か所 45か所 

                                                   
39【指定避難所(基幹)】長期にわたり避難する場合に、身体や生命を守る場所のこと。札幌市地域防災計画により学校などが指定されてい

る。 

効 果 ・地震などの災害時における断水被害が最小限に抑えられます 

・病院など災害時に重要な施設へ水道水を安定的にお届けできます 
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年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

①浄水場の耐震化  

②配水池の耐震化  

③配水幹線の耐震化  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
260億円 

 

【図表 31】配水幹線連続耐震化整備路線図 

 

  

西野浄水場（取水施設、配水池 等） 

宮町浄水場（取水施設、排水施設） 

定山渓浄水場（浄水場、配水池 等） 

平岸配水池 

宮の森高台配水池 

藻岩配水池系 

清田配水池 

平岸配水池 

西部配水池 

西部配水池 

硬石山配水池 

南沢第２ポンプ場・配水池 
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主要事業９ 応急給水対策と保安の強化 次世代 つながる 環境 

 事故や災害が発生した場合に備え、緊急遮断弁 40を整備するほか、学校などの指定避難所（基幹）

に応急給水栓 41を設置します。 

さらに、応急体制をより強化するため、業務継続のための施策の推進や応急作業に必要な資器材

の備蓄を行います。 

 また、施設への侵入者による水道水の汚染などを防ぐため、フェンスや門扉などの保安施設を改

修しセキュリティを強化します。 

このほか、各家庭での飲料水の備蓄を啓発するほか、緊急貯水槽の見学会や応急給水活動の体験

会を行い、市民との連携による防災力の向上を図ります。 

 

 

 

 

取 組 

①緊急遮断弁の整備 

○緊急遮断弁を新設し、令和４(2022)年度までに 20か所の整備を完了します。 

 緊急遮断弁付配水池は拠点給水施設 42と運搬給水施設 43に位置付けられてお

り、緊急貯水槽などと合わせて、拠点給水施設・運搬給水施設としての必要量を

確保することができます。 

さらに、これまでに整備した 16 か所（平成 30(2018)年度末時点）に加えて、

令和４(2022)年度までに４か所整備することで、施設の地域的な偏りを解消し、

適切な配置を図ることができます。 

②応急給水栓の整備 

○応急給水栓を令和６(2024)年度までに合計で 30か所整備します。 

③業務継続性の確保 

○地震などによる停電発生時においても業務継続できる体制を整えるため、必

要な庁舎に非常用発電機を整備します。 

〇浄水場などにおいて、大雨による浸水等の影響を軽減するための対策の充実

を図ります。 

④災害時の資器材等の確保 

○資器材等の備蓄と管理を適切に行います。 

⑤施設のセキュリティ強化 

○浄水場などの水道施設のセキュリティを強化するため、令和６(2024)年度ま

でに合計で 48施設のフェンスや門扉の改修を行います。 

⑥市民との連携による防災力の向上 

○緊急貯水槽等の見学会を各施設で３年に１度は開催し、令和６(2024)年度ま

でに 140回実施します。 

○応急給水の体験等を通じて市民との連携による防災力を高めます。 

○各種広報誌やイベント等を通じて家庭での飲料水の備蓄を呼びかけます。 

                                                   
40【緊急遮断弁】地震や配水管の破裂などの異常を検知すると、自動的に閉じることができる弁のこと。避難所などへ運搬する水道水を確

保するため、配水池に設置している。 
41【応急給水栓】災害時に市民が直接水道水を取りにくることができる給水栓のこと。学校や区体育館など指定避難所(基幹)への設置を計

画している。 
42【拠点給水施設】災害時に市民が直接水道水を取りにくることができる給水施設のこと。1～3日目まで 1日 1人あたり 3ℓ の給水を想定し

ている。 
43【運搬給水施設】災害時に避難所などへ運搬する水道水を確保するための施設。4～10日目まで 1日 1人あたり 20ℓ の給水を想定している。 

 

効 果 
・地震などによる断水時にも、地域での応急給水や家庭での備蓄などにより

飲料水が確保できます 

・施設のセキュリティ強化により、水道水の安全性が高まります 
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指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

緊急遮断弁の設置数 15か所 16か所 20か所 

応急給水施設密度 44 15.2 か所/100km2 21.2 か所/100km2 28.1 か所/100km2 

飲料水を備蓄してい
る人の割合 

50％ 
61.8％ 

(2019年度実績) 
70％ 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

緊急貯水槽の整備  

①緊急遮断弁の整備  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
８億円 

【図表 32】緊急貯水槽イメージ図  

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 33】緊急遮断弁付配水池イメージ図 

 

  

                                                   
44【応急給水施設密度】水道事業ガイドラインに基づく業務指標で、緊急時に応急給水できる貯水拠点が給水区域 100k㎡あたり何箇所ある

かを示すもの。 

藤野沢配水池 

石山東配水池 

美しが丘 
地区 

里塚配水池 

手稲本町配水池 

宮の森地区 
美園地区 

川下地区 
拓北地区 
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重点取組項目３ 利用者とのコミュニケーションの充実 

主要事業 10 利用者とのコミュニケーションの充実 次世代 つながる 環境 

 水道記念館などの広報拠点・媒体を活用し、札幌の水道水のおいしさをＰＲするほか、水道局の

課題や取組をわかりやすく伝え、水道事業への理解を深める取組を進めます。 

また、水道事業のＰＲイベントや水道水とミネラルウォーターなどを飲み比べる「きき水」体験

を展開し、対話型コミュニケーションの充実を図ることで、利用者との信頼関係を築いていきます。 

さらに、アンケート調査の定期的な実施や「水道局電話受付センター」の改善、冬期間の推定に

よる料金請求の解消に向けて、無線式メーターの設置地域を拡大するなどの取組を進め、利用者ニ

ーズの的確な把握や利用者サービスの向上に努めます。 

 
 
 
 

取 組 

①利用者サービスの向上 

○電話受付センターの体制や運営方法の見直しを行い、応答率や応対品質の向

上を図ります。 

○冬期間でも検針可能な無線式メーターの設置を進め、推定による料金請求を

改善します。 

②水道記念館来館者の増加促進 

○各種団体等へ見学案内の送付や冬季閉館中のＰＲ活動などを通して、来館者

の増加促進を図ります。 

③水道事業に対する理解促進 

○水道事業のＰＲイベントや施設見学会の実施など、水道事業に対する理解の

促進につながる取組を実施します。 

○「きき水」体験を実施し、普段は意識しない水の味の違いを実感してもらい、

水道水の安全性やおいしさをＰＲします。 

④水道利用者アンケート調査の実施 

○利用者の意識・意向を事業運営に生かすため、利用者へのアンケート調査を

実施します。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

水道記念館の 
年間来館者数 

112,330人／年 80,309 人／年 120,000人／年 

電話受付センターの
応答率 

― 44％ 85％ 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
39億円 

 
  

効 果 
・水道水のおいしさや水道局の取組への理解を深めていただけます 

・利用者の声を事業運営に反映させる仕組みが強化されます 
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主要事業 11 小規模貯水槽水道や給水装置の適切な管理の支援 次世代 つながる 環境 

 マンションやビルなどに設置されている受水槽のうち、規模が小さく法定検査の受検義務が無い

小規模貯水槽水道の不適切な管理による水質汚染事故等を未然に防ぐため、訪問調査を実施し、設

置者に対して適切な管理に関する指導や助言を行い、衛生管理の意識向上を図ります。 

 また、受水槽を経由しない直結給水方式は、受水槽の維持管理が不要であり、さらに、直圧方式

の場合には、ポンプの設置もいらず省エネルギーの面でも有利であることから、直結給水方式への

切替えが可能な受水槽利用者への普及促進を図ります。 

 薬品や洗剤等の危険物を取り扱うガソリンスタンド業やクリーニング業などの施設、水道水以外

の水を併用している施設に対し立入調査を行い、給水装置の基準に適合しない器具の接続や他の配

管と誤接続された給水装置から薬品や洗剤等が配水管に逆流する水質汚染事故を未然に防止しま

す。 

 
 
 
 

取 組 

①小規模貯水槽水道の衛生管理の支援 

○小規模貯水槽水道の不適切な衛生管理による水質汚染事故を防止するため訪

問調査を年 1,400件程度実施します。 

②直結給水の推進 

○水道利用加入金や検査手数料等を免除し、直結給水方式の普及促進を図りま

す。 

③危険物取扱事業者等の水道使用状況立入調査 

○給水装置に起因する水質汚染事故を未然に防ぐため、危険物取扱事業者や水

道水以外の水を併用している施設を対象に年 100 件程度の立入調査を実施し

ます。 

④逆流防止対策の強化 

○給水装置の逆流による水質汚染事故を防止する新たな対策を検討し、導入し

ます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

危険物取扱事業者へ
の立入調査実施率
（対象施設3,670件） 

12.1％ 
（累計 444件） 

34.5％ 
（累計 1,265件） 

50.8％ 
（累計 1,865件） 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
２億円 

 

  

効 果 ・安全で良質な水道水を利用者の皆さまにお届けすることができます 
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重点取組項目４ 経営基盤の強化と連携の推進 

主要事業 12 財務基盤の強化と経営の効率化 次世代 つながる 環境 

 今後、施設の更新や耐震化など事業費の増加が見込まれ、財政状況が厳しくなることから、収入

の確保に努めるとともに、将来的にも過大な負担とならないよう企業債を適正に管理していきま

す。 

 また、業務の増加に対応するため、委託の内容や範囲を適宜見直し、経営の効率化を進めます。 

 
 
 
 

取 組 

①財務基盤の強化 

○未利用地の売却などにより資金の確保に努めます。 

○企業債の借入を抑制することにより、企業債残高の縮減に努めます。 

②委託業務範囲の拡大 

○外部に委ねることが適切な業務の委託化を検討していきます。 

○効果的な施設運営手法などの導入のため、民間企業が施設の建設・運営を行

うＰＦＩ45を含めた事業手法の調査・検討を進めます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

企業債残高 1,074 億円 709 億円 611 億円以下 

 

  

                                                   
45【PFI】Private Finance Initiativeの略称で、公共施設の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行

う手法のこと。 

効 果 ・健全経営を維持しながら着実に事業を進めることができます 
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主要事業 13 技術力の確保・向上と国際貢献 次世代 つながる 環境 

 今後、多くのベテラン職員の退職が続く中でもこれまでに蓄積した技術や知識を次世代の担い手

に確実に継承していくため、研修教材として水道技術の映像化（見える化）を進め、各種研修のさ

らなる充実を図ります。 

また、開発途上国の水道技術の向上に貢献するとともに広い視野を持った職員を育成するため、

国際貢献に取り組みます。 

 
 
 
 

取 組 

①人材の育成   

○日常業務に必要な知識や技術などを身に付けるため、局内研修や各職場にお

ける研修（ＯＪＴ研修）を推進します。 

○水道局の専門的な知識や業務に必要な資格を取得するため、外部機関主催の

研修などに職員を派遣するほか、職員の国際的視野を醸成させるため、国際

会議へ参加します。 

○他水道事業体や出資団体、民間企業などの多様な主体と合同で研修を行い、

技術交流を進めます。 

○給配水技術研修所を活用した研修の実施、業務知識・技能や事故事例などの

集約・体系化、水道技術の映像記録等の充実により、技術の継承に努めます。 

②国際貢献 

○国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じた研修の受け入れや、開発途上国への技術

協力を推進します。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

内部研修時間 46 21.8 時間  17.8 時間 23.0 時間 

外部研修時間 47 4.4 時間 7.9 時間 7.0 時間 

国際交流数 48 ７件 ５件 ９件 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
１億円 

 
 
  

                                                   
46【内部研修時間】水道事業ガイドラインに基づく業務指標で、水道局が独自に行う研修の職員一人あたりの受講時間のこと。 
47【外部研修時間】水道事業ガイドラインに基づく業務指標で、水道局以外が主催する研修(派遣研修や資格取得のための講習など)の職員

一人あたりの受講時間のこと。 
48【国際交流数】技術協力を行うために海外へ派遣した職員及び海外から来日した人の件数のこと。 

効 果 
・札幌水道を支える人材を確保し、将来にわたって安全・安定給水を継続で

きます 
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主要事業 14 広域化の推進や多様な主体との連携 次世代 つながる 環境 

 人材不足や技術継承などの課題に直面している北海道内の水道事業体もある中で、それら事業体

のニーズを踏まえ、北海道等と連携しながら課題の解決に向けて広域的な取組を進めます。 

また、利用者の信頼の向上や技術研究の推進のため、多様な主体との連携を進めていきます。 

 
 
 
 

取 組 

①道内連携と広域化の推進 

○道内水道事業体の課題を把握し解決するために、技術情報の共有を図り、共

同研究会や技術研修会を充実させます。また、災害時の対応に向け緊急時連

絡管を用いた訓練等を進めます。 

○他水道事業体のニーズに応じ、北海道や（一財）さっぽろ水道サービス協会

などとの連携を図りながら、各水道事業の持続的な運営につながる「発展的

広域化」を目指します。 

②産学官連携による技術研究 

○大学や民間企業と連携して、より良質な水道水を安定的に供給するための適

切な技術や新たな事業手法などの導入に向けた調査・研究を進めます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

道内他事業体が参加
する研修会等の 
年間開催回数 

２回 ８回 10回 

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
１億円 

 
  

効 果 
 

・災害対応など水道事業を支える体制が充実します 



p. 59 

重点取組項目５ エネルギーの効率的な活用 

主要事業 15 エネルギーの効率的な活用 次世代 つながる 環境 

 低炭素社会と脱原発依存社会の実現に向けて、水力発電などの再生可能エネルギーの導入を進め

ます。 

また、環境マネジメントシステムの運用など、環境配慮の取組を進めていきます。 

 
 
 
 

取 組 

①水力発電の導入 

○令和３(2021)年度までに平岸配水池に発電出力 670kW の水力発電設備を導入

します。 

○豊平川水道水源水質保全事業において発電出力 500kW 台の水力発電設備の導

入を進めます。（令和７(2025)年度完了予定） 

②太陽光発電の導入 

○令和３(2021)年度までに南部水道センターに発電出力 15kW の太陽光発電設

備を導入します。 

③環境配慮の意識向上 

○環境マネジメントシステムの取組や研修を通じて、職員の環境に配慮する意

識を向上し、令和４(2022)年度までに年間エネルギー使用量を平成 21(2009)

年度比で 13％(毎年１％)削減します。 

○環境配慮に関する取組について利用者に情報発信していきます。 

指 標 

指標名 
H25(2013)年度末 

実 績 
H30(2018)年度末 

実 績 
R6(2024)年度末 

目 標 

再生可能エネルギー 

発電量 
297 万 kWh 336 万 kWh 760 万 kWh 

年次計画 

実 績 計 画 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

①水力発電の導入  

②太陽光発電の導入  

ビジョン後半５年間の 

予定事業費(2020～2024年度) 
14億円 

 
  

平岸配水池 

豊平川水道水源水質保全事業 

中部水道 
センター 

南部水道 
センター 

効 果 ・再生可能エネルギーを利用し、環境負荷を低減できます 
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主要事業の指標一覧 
 

指 標 
H25(2013)年度末 

実 績 

H30(2018)年度末 

実 績 

R6(2024)年度末 

目 標 

水質基準不適合率 

年間に実施した水質検査のうち規定値に達しなかった割合 0％ 0％ 0％を維持 

更新済延長(2013 年度～) 

配水管更新計画のうち更新を終えた配水管の延長 61㎞ 381㎞ 704㎞ 

浄水場事故割合 

過去 10 年間において必要とされる水量の一部でも送水できなか

った件数 

0件 0件 0件 

浄水場の耐震化率 

耐震化が完了した浄水施設の割合 18.6％ 19.2％ 21.1％※1 

配水池の耐震化率 ※2 

耐震化が完了した配水池等の割合 71.0％ 84.5％ 84.8％ 

配水幹線の耐震化率 

耐震化が完了した配水幹線の割合 38.5％ 40.8％ 43.0％ 

供給ルートの耐震化が完了した医療機関の数 ※3 

対象とする医療機関へ向かう配水管の耐震化を完了した数 30か所 60か所 89か所 

供給ルートの耐震化が完了した指定避難所(基幹)の数 

対象とする指定避難所(基幹)へ向かう配水管の耐震化を完

了した数 

0か所 22か所 45か所 

緊急遮断弁の設置数 ※4 

緊急遮断弁の設置数 15か所 16か所 20か所 

応急給水施設密度(箇所/100k㎡)※5 

給水区域 100k㎡あたりに応急給水ができる設備の箇所 15.2か所/100k㎡ 21.2か所/100k㎡ 28.1か所/100k㎡ 

 
［備考/札幌水道ビジョン改定(2020年 3月)による変更点等］ 
※1 定山渓浄水場の耐震化がビジョン期間中に完了しない見通しにつき目標値を修正 
※2 水道事業ガイドライン(2016.3改正)に伴い算出方法を変更 
※3.4 単位を割合(％)から数(か所)に変更 
※5 水道事業ガイドライン(2016.3改正)に伴い名称を変更。白石庁舎の緊急貯水槽が廃止となり、施設数が減少するた 

め目標値を修正 
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指 標 
H25(2013)年度末 

実 績 

H30(2018)年度末 

実 績 

R6(2024)年度 

目 標 

飲料水を備蓄している人の割合 

アンケートで自宅に飲料水を備蓄していると回答した人

の割合 

50％ 
61.8％※6 

(2019年度実績) 
70％ 

水道記念館の年間来館者数 

1年間に水道記念館に来館した人数 112,330 人/年 80,309 人/年 120,000 人/年 

電話受付センターの応答率 

全入電件数に対して、電話受付センターのオペレーターが

対応した件数の割合 

― 44％ 85％ 

危険物取扱事業者への立入調査実施率 

対象施設(3,670件)うち、立入調査を実施した施設の割合 
12.1％ 

［累計 444件］ 
34.5％ 

［累計 1,265件］ 
50.8％※7 

［累計 1,865件］ 

企業債残高(億円)  

企業債の残高 1,074億円 709億円 611億円以下 

内部研修時間 

職員１人あたりが年間に受講した内部研修の平均時間 21.8時間 17.8時間 23.0時間 

外部研修時間 

職員１人あたりが年間に受講した外部研修の平均時間 4.4時間 7.9時間 7.0時間 

国際交流数 

海外との年間交流件数 7件 5件 9件 

道内他事業体が参加する研修会等の年間開催回数 

道内の他事業体が参加する研修会や技術講習会などの年間

開催件数 

2回 8回 10回 ※8 

再生可能エネルギー発電量 

1 年間に水道事業で行う水力発電及び太陽光発電で発電

されたエネルギー量 

297万 kWh 336万 kWh 760万 kWh 

 
※6 清田区・厚別区の北海道胆振東部地震時の断水エリアを除く、直結直圧給水方式の水道契約者の回答数値（清田区・厚

別区の断水エリアの契約者では 69.9%、その他のエリアでの受水槽又は直結加圧方式の水道契約者では 70.0％） 
※7.8 計画前半 5年間の実績から目標値を上方修正 
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第８章 財政収支見通し 

今後の財政運営 

水道ビジョン前半５年間（平成 27(2015)～令和元(2019)年度）については、計画的な事業

運営により健全な経営状態を維持してきたところですが、将来的な人口減少や経年劣化した

施設等の更新など、札幌水道が抱える経営課題に的確に対応していくためには、より一層、

中長期的な視点に立ち、計画的な財政運営を行っていくことが求められます。 

そのため、財政収支見通しの策定にあたっては、当該計画期間の５年間に加え、その先５

年間の推計値を見込むこととし、毎年度の予算編成の指針とするほか、５年ごとを基本とし

て中長期的な収支見通しの見直しを行うこととします。 

このことにより、将来に向けて必要な財源の確保を図り、適正な企業債の管理を行うなど、

引き続き健全経営の維持と財務基盤の強化に取り組んでいきます。 

また、水道料金の体系・水準のあり方についても、今後の水の使用状況や負担の公平性の

観点を踏まえ、継続的に検討を進めていきます。 

 

財政収支見通しの概要（令和２(2020)～令和６(2024)年度） 

今後、主たる収入である給水収益が緩やかな減少に向かう一方、事業費は、引き続き高水

準で推移し、特に、令和５(2023)年度からは施設の大規模更新等によりさらに増加する見込

みです。 

このような中で、収入の確保に努めながら、施設規模の見直しや延命化など、経費節減に

向けた取組を進めるとともに、現在留保している水道施設更新積立金などの財源を有効に活

用することにより、ビジョン後半５年間（令和２(2020)～令和６(2024)年度）は事業運営に

必要な利益や資金を確保できる見込みです。 

以上のことから、この５年間においては、大きな社会経済情勢の変化がない限り、現行料

金のもとで健全経営を維持できる見通しとなります。 

【図表 34】財政収支見通し                  単位 億円    

 
 ※ 億円未満を四捨五入しているため、内訳が合計と一致しない場合がある。  

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

収益的収入 458 456 457 456 458 2,285

うち給水収益 413 412 411 411 410 2,057

収益的支出 365 366 367 368 378 1,844

うち人件費 37 37 37 37 37 186

うち運営管理費 173 175 175 177 185 885

当年度純利益（税抜） 74 69 70 65 55 333

資本的収入 68 71 69 84 80 373

うち企業債 50 50 50 60 60 270

資本的支出 262 274 271 301 316 1,423

うち建設改良費 193 202 202 229 249 1,075

うち企業債償還金 66 66 63 61 61 316

149 148 149 136 99 ―

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

642 626 613 612 611 ―

121 121 121 121 91 ―水道施設更新積立金残高

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

累 積 資 金 残 高

企 業 債 残 高
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財政収支見通しは社会経済情勢の影響を大きく受けるため、一定の精度をもって示すこと

ができるのは５年程度が妥当と考えています。 

 このため、その先５年間（令和７(2025)～令和 11(2029)年度）の推計については、現時点

で見込むことができる継続事業の経費等をもとに試算した数値となっています。 

【各主要項目の推移】 

 

 

４ 企業債 

企業債は、事業費の増加等による資金残高への

影響などを考慮して借入を行っていく予定で

す。 

これにより借入額は過年度実績と比較して増

加しますが、元金償還金と支払利息については、

当面、横ばいで推移する見込みです。 

一方、企業債残高は令和７(2025)年度から増

加に転じる見込みですが、できる限り借入を抑

制するなど、将来世代に過度な負担を残さない

よう、努めていきます。 

 

 

 

今後 10年間の推計について（令和 2(2020)～令和 11(2029)年度） 

１ 給水収益 

ここ数年のうちに、人口が横ばいから減少に転

じること等により、水の使用量は減少傾向で推

移していくものと予想されるため、それに伴い

給水収益も同様に減少していくものと見込んで

います。 

 

２ 人件費及び運営管理費 

人件費は、給料、手当を現状の職員数で横ば

いの推移を見込んでいます。 

運営管理費は、通常の事業活動に必要な経費

として、①配水管や施設の維持管理費用、②メ

ーター検針等にかかる委託料、③光熱水費や薬

品費などが含まれ、増加傾向を見込んでいます。 

【図表 36】人件費及び運営管理費の推移 
 

 

３ 建設改良費 

施設の経年劣化に伴う更新事業や災害対策事

業など、事業計画に基づく所要額を計上してい

ます。 

配水管更新事業や耐震化などの災害対策事業

の継続により、建設改良費は高水準で推移する

見込みです。 

 特に、白川浄水場改修事業、豊平川水道水源

水質保全事業などの大型事業が重なる令和７

(2025)～令和８(2026)年度を事業費のピークと

して見込んでいます。 

 

【図表 38】企業債の推移 

企
業
債
残
高 
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・
元
金
償
還
・
支
払
利
息 

(億円) 

【図表 37】建設改良費の推移 

(億円) 

(億円) 

(億円) 

(億円) 

【図表 35】給水収益の推移（税抜） 
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５ 純利益及び累積資金残高 

令和２(2020)～令和 11(2029)年度の

10年間においては、純利益を確保できる

見込みです。 

累積資金残高については、事業費の大

幅な増加により令和６(2024)年度から

急激に減少しますが、水道施設更新積立

金を活用するなどして、資金不足に転じ

ることはない見込みです。 
 

 

【総括】 

令和２(2020)～令和６(2024)年度については、資金残高は減少傾向にあるものの、概ね安

定した事業運営が可能となる見込みです。 

 一方、令和７(2025)～令和 11(2029)年度については、純利益の緩やかな減少と建設改良費

の大幅な増加などにより、企業債残高が増加傾向に転じることに加え、累積資金残高が少な

くなるなど、これまでより厳しい財政状況となることが想定されます。 

 そのため、令和２(2020)～令和６(2024)年度において、一層の経費節減に努め、引き続き

財務基盤の強化を進めていくことにより、令和７(2025)年度以降についても、安定的な事業

運営の継続を目指していく考えです。 

   

【図表 40】今後 10 年間の主な項目             単位 億円   
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年度

2026
年度

2027
年度

2028
年度

2029
年度

当年度純利益 74 69 70 65 55 55 53 45 40 38

累積資金残高 149 148 149 136 99 58 16 11 10 10

企業債残高 642 626 613 612 611 623 636 648 641 639

水道施設更新
積立金残高

121 121 121 121 91 55 25 0 0 0

その先５年間の推計財政収支見通し

【図表 39】純利益と資金残高の推移 (億円) 

(年度) 
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第９章 進行管理体制 

取組を着実に実行していくため、事業ごとに個別に設定した取組の指標などを照らし合わ

せながら、毎年度、進捗状況を把握し評価を行います。 
 進捗状況や評価については札幌市営企業調査審議会 49（水道部会）に報告し、ご意見をい

ただきながら以後の取組に反映していきます。 
 また、アンケートなどを通じて利用者の意見や満足度を調査し、事業運営の参考にしてい

きます。 
 

【図表 41】札幌水道ビジョンの進行管理（PDCA サイクル） 

 

 

 

  

                                                   
49 【札幌市営企業調査審議会】市営企業（水道、下水道、交通、病院）の運営管理の方針や財政問題の審議を行うために条例に基づいて設

置された附属機関のこと。審議委員は学識経験者や各種団体等からの推薦及び公募の市民委員などで構成される。 

Plan（計画）

ビジョンの策定P

Do（実行）

事業の実施D
Action（改善）

見直しA

Check（評価）

進行管理・評価C

・札幌水道ビジョンの策定

・水道局実施プラン（単年度の実施計画）の策定

・事業の進行管理と評価、進捗状況の公表

（札幌市営企業調査審議会 水道部会への報告）

・利用者や水道モニター等へのアンケート調査

・利用者

・他水道事業体

・水道サービス協会

・民間事業者

・教育機関 など

連 携

単年度の実施計画の策定 

利用者へのアンケート調査 
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施設整備の方向性 

水需要予測 

水道施設の将来の計画を検討する場合、その基本となるものが給水量の将来見通しであり、

見通しを立てるためには、まちづくり全体の計画や過去の水量の実績などに基づき統計的に

予測する必要があります。 

このことから、札幌水道の給水量の将来の見通しを立てるため、札幌市が平成 27 年国勢調

査をもとに行った推計で示された人口の将来見通しに基づき水需要を予測しました。 
今後の施設整備の検討はこの予測水量に基づいて行っていきます。 
 

  

【図表 42】札幌市の人口の将来見通し（各年 10 月１日現在） 

【図表 43】１日最大給水量の推移 

注：2015 年の総数には年齢「不詳」を含む。 
＜資料＞ 総務省統計局「国勢調査」、まちづくり政策局政策企画部企画課 
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基本理念と水道の使命に基づく施設整備の考え方 

施設整備を進める上でも基本理念の「利用者の視点に立つ」ことが重要であり、水道事業

にとって今後の水需要減少期においても変わらない使命である「安全・安定給水の継続」を

果たしていくため、「利用者の立場で札幌水道のあるべき姿を考えながら、効果的かつ効率的

な整備を進める」ことを施設整備の基本的な考え方とします。 
この考え方により、これまで作り上げてきた施設を適切に保全して次世代に引き継ぐとと

もに、ハードとソフトの両面から機能の向上を目指した施設整備を進め、水道水の量的な充

足と質的な充実を確保していきます。 
 
取組につなげる３つの「視点」と取組の方向性 

「施設整備の基本的な考え方」を実際の取組につなげるため、次の３つの「視点」で目指

すべき水道施設整備の取組の方向性を整理しました。 
これらの３つの「視点」それぞれについて、札幌水道の「特徴と課題」を捉え、特長を生

かしつつ課題を解決していく「取組の具体的方向性」をまとめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

地震などの災害や水源の水質の変動にも柔軟に対応できる施設づくり 
 
 
 

安定した運用のため、維持管理性のよい、扱いやすい施設づくり 
 
 
 

環境負荷が少なく、安定的で効率的なエネルギー活用ができる施設づくり 

＜視点Ⅰ＞安全で安定した安心感のあるシステム 

＜視点Ⅲ＞自然の恵みを生かした効率のよいシステム 

＜視点Ⅱ＞将来へ引き継ぐための持続可能なシステム 
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＜視点Ⅰ＞「安全で安定した安心感のあるシステム」 

水道の最も基本的な役割は、水道法の目的にあるとおり「清浄にして豊富低廉な水の供

給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与すること」です。このために

水道事業では、地震などの災害や水源の水質の変動にも柔軟に対処できる施設づくりを進

め、安全・安定給水のための水道システムを構築していかなければなりません。 
また、利用者に水道事業への理解を深めていただき、「安心感」が持てる水道システム

づくりを目指す必要があります。 

●札幌水道の特徴と課題 
・水源だけでなく浄水機能が一施設に集中している割合が高く、効率が良いという反

面、事故や災害などによる影響が極めて大きくなるというリスクがあります。 

・主要な水源の豊平川は自然環境に恵まれた豊富な水源であるという反面、近年増加

している集中豪雨に伴う土砂崩れの影響により、著しく濁る可能性があります。 

・豊平川の集水区域は大部分が国立公園や国有林野の中にあるため、人為的な汚染の

危険性が低い反面、ヒ素やホウ素を含む自然湧水の流入が避けられない状況です。 

 

 
●取組の方向性 

・水源などの分散配置や多様な水質保全の取組、原水水質に応じた浄水処理方式の導

入などを進めることで水量や水質の突発的な変化にも柔軟に対応できる、より安定

した水道システムを目指します。 

・水道施設の耐震性能の向上や危機管理体制の強化、応急給水機能の充実などにより、

事故・災害時の対応力を向上させます。 

取組の具体的方向性 

●水源・浄水機能の分散配置    ●耐震化の推進 

   ●水源の水質保全         ●応急給水施設の充実 

   ●適切な浄水処理技術の導入 

 

  

【図表 44】主な都市の水源・浄水能力の集中割合 

※グラフのデータは各都

市のホームページ等

の公表資料による 

（平成 26 年 3 月時点） 
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＜視点Ⅱ＞将来へ引き継ぐための持続可能なシステム 

将来的に給水量や給水収益の減少が見込まれる状況において、水道施設の整備・更新・

改修を行うに当たっては、事故・災害等を想定した上で、中長期的な事業量のバランス

を保ちながら、更新や維持管理を考慮した安定的な運用が可能なシステムを構築する必

要があります。 

また、大規模施設の更新・改修の期間中においても安定給水を行うため、工事に伴い

低下する施設能力や事故・災害時などに必要となる水量を考慮した供給能力を確保する

必要があります。 

●札幌水道の特徴と課題 

・給水量の減少が予想される中、高度経済成長や急速な人口増加に伴って集中して建設

された水道施設が更新時期を迎えており、安全・安定供給を堅持しつつ、これらの更

新・改修を着実に進めていく必要があります。 

・将来的に見込まれる給水量のほか、更新・改修や事故・災害時に必要となる水量を考

慮し、適切な規模の代替能力・供給予備力を確保する必要があります。 

・限られた職員数の中でも給水のサービス水準を維持しつつ、効率よく施設を更新・改

修し、運用していくための技術力を確保する必要があります。 

●取組の方向性 

・将来の給水量の減少を踏まえ、必要に応じて規模の縮小（ダウンサイジング）を行う

など適切な施設規模とするとともに、更新や維持管理のしやすい、安定して運用でき

る水道システムづくりを進めます。 

・更新・改修時や事故・災害時にも利用者へ確実に水を届けるため、代替能力の確保や

施設の多重化を図るとともに、供給予備力を確保します。 

・既存の施設を有効に活用するための長寿命化・延命化などを進めるとともに、更新事

業の平準化を図ります。 

取組の具体的方向性 

●適切な施設規模の確保    ●長寿命化・延命化 

●代替能力の確保・多重化   ●更新事業の平準化 

●供給予備力の確保 
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＜視点Ⅲ＞自然の恵みを生かした効率のよいシステム 

これからの施設づくりでは、環境・経営の両面から、再生可能エネルギーを安定的・

効率的に活用したエネルギー消費が少なく環境負荷の小さなシステムを築き、持続可能

な水道システムを追求していく必要があります。 

●札幌水道の特徴と課題 

・南から北に緩やかに傾斜する豊平川扇状地などの地形の特性を有効に活用した自然流

下方式や、ブロック配水による管網の適正管理などにより、効率的なシステムを構築

しています。 

・水力発電や太陽光発電設備などを導入し、再生可能エネルギーの有効活用を進めてい

ます。 

・社会全体として低炭素社会・脱原発依存社会の実現に向けたエネルギー政策の推進が

求められています。 

 

 

 

 

 

●取組の方向性 

・地形の優位性を生かした水道システムを継承するとともに、施設の改修や再編に合わ

せてシステムを見直し、エネルギー効率の向上を目指します。 

・施設整備に合わせて水力発電や太陽光発電の導入を検討し、再生可能エネルギーの活

用を進めます。 

・環境負荷の低減などに関する最新の技術や施設の効率的な運営形態の動向に留意しな

がら、それらの導入の検討を進めます。 

取組の具体的方向性 

●エネルギー効率のよい施設配置 

    ●再生可能エネルギーの活用（水力、太陽光） 

    ●最新技術と効率的な運営形態の導入検討 
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【図表 45】自然流下配水区域 
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【図表 46】『施設整備の方向性』の総括図 
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札幌水道ビジョン前半期（2015-2019）の取組状況 
 

主要事業 取組状況（2015-2019） 

事業費
(2015-2019) 

計画値 決算値 

重点取組項目 1 水源の分散配置と水質の安全性の向上 

1 水源の水質保全 ・豊平川水道水源水質保全事業について、導水路(総延長約 10 ㎞)の整備を完了(2019

年度) 

・2017年度から取水堰の整備、2019年度から放流調整池関連施設の工事に着手 

150億円 135億円 

2 水源の分散配置 ・石狩西部広域水道企業団に継続して参画 21億円 21億円 

3 水質監視・管理 ・水質の検査、監視を継続的に行い、水質基準不適合率 0％を維持 2億円 3億円 

重点取組項目 2 施設の更新・耐震化と危機管理体制の強化 

4 取水・導水・浄

水施設の改修 

・白川浄水場の改修事業について、新たな浄水場と取水導水施設の整備に関する調査・

設計を実施 

42億円 8億円 

5 送水システムの

強化 

・白川第 3送水管(延長約 17㎞)の新設を完了(2019年度) 

・白川第 1送水管の更新について検討を開始 

114億円 95億円 

6 配水管の更新 ・配水管更新計画の対象管(配水枝線)について、2015～18年度の 4年間で約 265㎞を

更新 

253億円 302億円 

7 水道施設の効率

的な維持・保全 

・日常の現況調査や定期点検、計画的な施設の定期整備・更新により設備事故が起き

ることなく浄水処理を継続 

・高区配水施設の安全性や機能性の向上のため、各地区においてポンプ配水機能の改

良や施設の再編等の取組を実施 

・藤野地区の藤野高台配水池流入管の整備を完了(2017年度) 

・配水管や水管橋などの定期的な保守・点検、毎年 1,000 ㎞の漏水調査を継続して実

施 

・配水管の負担を軽減し漏水事故の発生を抑えるため、配水ブロックごとに減圧弁を

設置 

・配水ブロック内の最適な水圧を確保するため、管網整備や流入管の整備を実施 

274億円 249億円 

8 耐震化の推進 ・西野浄水場の耐震化に関する設計業務を完了し 2019年度から工事に着手 

・宮町浄水場の耐震改修を完了(2019年度) 

・平岸配水池(2016年度)、宮の森高台配水池(2017年度)の耐震化を完了 

・藻岩配水池系の配水幹線連続耐震化を完了(2018年度) 

・災害時重要施設(医療機関及び学校等の基幹避難所)へ向かう配水管の耐震化を進め、

2018年度末で 82カ所(医療機関：60カ所 基幹避難所：22カ所)を整備 

233億円 189億円 

9 応急給水対策と

保安の強化 

・緊急貯水槽 5か所(月寒公園、拓北公園、宮の森グリーン公園、白石区複合庁舎、東

川下公園)整備を完了（2017年度）、緊急遮断弁付配水池を 2か所（藤野沢、石山東）

整備(2019年度) 

・応急給水栓の整備計画を策定し 2018年度から整備に着手 

・地震発生時における業務継続計画(BCP)を策定(2016年度) 

・施設のセキュリティ強化のため浄水場等のフェンスや門扉を整備 

・緊急貯水槽等の住民見学会を毎年継続して実施 

14億円 11億円 
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主要事業 取組状況（2015-2019） 

事業費
(2015-2019) 

計画値 決算値 

重点取組項目 3 利用者とのコミュニケーションの充実 

10 利用者とのコ

ミュニケーシ

ョンの充実 

・水道記念館の展示物更新を完了(2016年度)。2018年度には累計来館者数 110万人を

達成 

・平岸庭球場に PR用水飲み場「ソラノイド」を設置し 2018年度から使用開始 

・利用者の声を施策に反映させるため、水道モニターや一般市民アンケート調査のほ

か、施設見学会を開催 

・広報誌や各種イベント、出前講座等の機会を活用して家庭での飲料水の備蓄を啓発 

・水道水とミネラルウォーターを飲み比べる「きき水」体験を市内各地で開催。2018

年度末現在で累計 6万人以上が体験 

・2017年度から市内中心部で水道事業をＰＲするイベント「さっぽろアクアガーデン」

を開催 

2億円 3億円 

11 小規模貯水槽

水道や給水装

置の適切な管

理の支援 

・小規模貯水槽水道の衛生管理のため訪問調査を毎年 1,400件程度実施 

・危険物取扱事業者の水道の使用状況に関する立入調査を毎年 100件程度実施 

・給水装置での逆流による水質汚染事故防止のため、水道メーター付近への逆止弁付

メーターパッキンの設置を決定。2018年度の水道メーター新規工事から順次導入 

2億円 2億円 

重点取組項目 4 経営基盤の強化と連携の推進 

12 財務基盤の強

化と経営の効

率化 

・企業債の借入抑制に努めた結果、企業債残高は 2018年度末で 709億円となり、2019

年度末の目標 790億円を達成 

・自己資金の確保と負債の軽減に努めた結果、自己資本構成比率は 2016年度末で 71％

となり、2019年度末目標 70％以上を達成 

・水道メーターの検針業務について、順次民間企業への委託を拡大し、2018年度には

市内全区分の委託化が完了 

― ― 

13 技 術 力 の 確

保・向上と国際

貢献 

・職員の知識や能力の向上のため、局内研修や各職場での OJT 研修、外部機関が主催

する専門研修への職員派遣を継続して実施 

・水道技術の継承のため、給配水技術研修所での実地研修や他の事業体、出資団体、

民間企業との合同研修を開催するほか、水道技術を映像化した教材を作成 

・国際協力機構(JICA)研修員を受入れ、札幌水道が培ってきた知識や技能を用いて研

修を実施 

・国際協力機構(JICA)の「草の根事業」として、モンゴル国ウランバートル市への技

術支援を実施(2015～2018年度) 

1億円 1億円 

14 広域化の推進

や多様な主体

との連携 

・近隣 3市(江別市、小樽市、北広島市)と連携協力に関する基本協定を 2015年度に締

結。災害時、相互に水道水を融通するための緊急時連絡を整備し 2018年度から運用

を開始 

・（一財）さっぽろ水道サービス協会と連携し、道内水道事業体を対象とした技術研修

会や研究会を定期的に開催 

・北海道、札幌市水道局、（一財）さっぽろ水道サービス協会の 3者の共同により、道

内水道事業者向けの「相談窓口」を開設(2018年度) 

・北海道大学と浄水処理方法に関する共同研究を実施 

1億円 1億円 

重点取組項目 5 エネルギーの効率的な活用 

15 エネルギーの

効率的な活用 

・中部水道センターに太陽光発電設備を導入(2017年度) 

・平岸配水池に導入する水力発電設備について事業形態を決定 

・白川浄水場の水力発電事業は、当初算出した費用に比べて設置コストが上昇し採算

性を確保することが難しくなり、2017年度に導入の中止を決定 

6億円 12億円 

※決算値は見込み 
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札幌水道ビジョン前半期（2015-2018）の指標の達成状況 
※指標及び目標値は、札幌水道ビジョン改定(2020年 3月)前の内容を記載 

指 標 
基 準 

2013年度末 

実 績 目 標 
(目標年度) 

※策定当初の目標値 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 

浄水場原水における水質悪化原因物質の低減割合※1 

豊平川水道水源水質保全事業実施後の浄水場原

水におけるヒ素濃度が実施前に比べ低減する割合 

0.013㎎/L ― ― ― ― 
1/10以下に低減 

(2020年) 

水質基準不適合率 

年間に実施した水質検査のうち規定値に達しなかっ

た割合 

0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 
0％を維持 

(2024年) 

送水管の耐震化率 ※2 

耐震化が完了した送水管の割合 10.3％ 10.3％ 10.3％ 10.3％ 
27.6％ 

(2019年) 

27.6％ 

(2018年) 

白川第 1、2送水管との二重化達成率 ※3 

白川第 1 送水管と白川第 2 送水管との二重化を達

成した割合 

37％ 37％ 37％ 37％ 
100％ 

(2019年) 

100％ 

(2018年) 

更新対象管(704㎞)の更新率 ※4 

配水管更新計画の更新対象管(704 ㎞)のうち更新

済みの配水管の割合 

8.6％ 

［61㎞］ 

25％ 

［176㎞］ 

35.2％ 

［248㎞］ 

45.4％ 

［320㎞］ 

54.1％ 

［381㎞］ 

100％ 

704㎞ 

(2024年) 

浄水場事故割合 

過去 10 年間において必要とされる水量の一部でも

送水できなかった件数 

0件 0件 0件 0件 0件 
0件 

(2024年) 

浄水場の耐震化率 

耐震化が完了した浄水施設の割合 18.6％ 19.2％ 19.2％ 19.2％ 19.2％ 
22.2％ 

(2022年) 

配水池の耐震化率 

耐震化が完了した配水池等の割合 71.7％ 82.4％ 83.0％ 83.0％ 85.0％ 
85.3％ 

(2024年) 

配水幹線の耐震化率 

耐震化が完了した配水幹線の割合 38.5％ 38.6％ 39.5％ 40.4％ 40.8％ 
43.0％ 

(2024年) 

供給ルートの耐震化が完了した対象医療機関の割合 

対象とする医療機関へ向かう配水管の耐震化を

完了した割合 

34％ 53％ 56％ 58％ 67％ 
100％ 

(2024年) 

緊急貯水槽の設置目標達成率 ※5 

緊急貯水槽の設置目標数に対し設置を完了した

割合 

79％ 90.7％ 98％ 100％ 100％ 
100％ 

(2017年) 

緊急遮断弁の設置目標達成率 

緊急遮断弁の設置目標数に対し設置を完了した

割合 

75％ 80％ 80％ 80％ 80％ 
100％ 

(2021年) 

［備考/札幌水道ビジョン改定(2020年 3月)による変更点等］ 
※1 事業期間の延長によりビジョンの計画期間内での目標達成が困難となったことから改定版には指標として掲載していない。 
※2.3 2019年 5月に目標を達成したため、改定版には指標として掲載していない。 

※4 更新実績を的確に反映させるように積算方法を変更 
※5 計画の前半期で目標を達成したため、改定版には指標として掲載していない。 
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指 標 
基 準 

2013年度末 

実 績 目 標 
(目標年度) 

※策定当初の目標値 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 

給水拠点密度(箇所/100k㎡)  

給水区域 100k㎡あたりに応急給水ができる設備

の箇所 

15.2 

か所/100k㎡ 

16.4 

か所/100k㎡ 

17.9 

か所/100k㎡ 

18.2 

か所/100k㎡ 

21.2 

か所/100k㎡ 

28.4 

か所/100k㎡ 

(2024年) 

水道記念館の年間来館者数 

1年間に水道記念館に来館した人数 112,330人 108,189人 106,450人 110,356人 80,309人 
120,000人 

(2024年) 

飲料水を備蓄している人の割合 

アンケートで自宅飲料水を備蓄していると回答

した人の割合 

50％ 51.2％ 53.3％ ― 
61.8％ 

(2019年) 

70％ 

(2024年度) 

危険物取扱事業者への立入調査実施率 

対象施設(3,670件)うち、立入調査を実施した施

設の割合 

12.1％ 

[累計 444 件] 

18.3％ 

[累計 670 件] 

26.2％ 

[累計 977 件] 

30.1％ 

[累計 1,103 件] 

34.5％ 

[累計 1,265 件] 

42.8％ 

[累計 1,570 件] 

(2024年) 

企業債残高(億円)  

企業債の残高 1,074億円 916億円 838億円 774億円 709億円 
790億円以下 

(2019年) 

自己資本構成比率 ※6 

総資本に占める自己資本の割合 65％ 68％ 71％ 73％ 75％ 
70％以上 

(2019年) 

内部研修時間 

職員１人あたりが年間に受講した内部研修の平

均時間 

21.8時間 18.1時間 30.1時間 23.4時間 17.8時間 
23.0時間 

(2024年) 

外部研修時間 

職員１人あたりが年間に受講した外部研修の平

均時間 

4.4時間 5.8時間 5.4時間 6.5時間 7.9時間 
7.0時間 

(2024年) 

国際技術等協力度 ※7 

海外に派遣された職員が滞在した週の合計 9人・週 4人・週 10人・週 21人・週 9人・週 
9人・週 

(2024年) 

国際交流数 

海外との年間交流件数 7件 3件 10件 9件 5件 
9件 

(2024年) 

道内事業体が参加する研修会等の年間開催数 

道内の他事業体が参加する研修会や技術講習会

などの年間開催件数 

2回 7回 7回 8回 8回 
6回 

(2024年) 

再生可能エネルギー発電量 

1 年間に水道事業で行う水力発電及び太陽光発

電で発電されたエネルギー量 

297万 kWh 340万 kWh 335万 kWh 346万 kWh 336万 kWh 
760万 kWh 

(2022年) 

※6 「自己資本構成比率」は、目標値を達成したため、改定版には指標として掲載していない。 
※7 水道事業ガイドラインの改正(2016.3)で定義が複雑となり、過去との比較が困難になったことから改定版には指標として掲載していな

い。 
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財政収支の推移 

計画期間における財政収支の実績をみると、支出においては、事業の効率化などにより計

画対比で事業費を縮減した一方、収入においては、計画と同程度の給水収益を確保できたこ

とから、安全・安定給水のために必要な事業を着実に実施するとともに、現行料金のもとで

健全経営を維持することができました。 

これにより、水道施設更新積立金は、一部の年度において積立額を増やすことができ、事

業運営に必要な取り崩しを行ってもなお、計画を上回る残高を確保することができました。 

また、企業債の借入を抑制したことにより、残高は大幅に減少しており、財務基盤の強化

につながっています。 

 

【図表 47】財政収支の推移 

 
※ 消費税込み（消費税率については以下のとおり） 

・計画：平成 28（2016）年度まで 8％、平成 29（2017）年度以降 10％ 

・決算：平成 30（2018）年度まで 8％ 

・予算：令和元（2019）年 9月まで 8％、10月以降 10％ 

 

 

 

計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 決算 増減 計画 予算 増減

収益的収入 454 451 -3 449 458 +9 455 456 +1 453 454 +1 453 458 +5

うち給水収益 407 404 -3 404 406 +2 411 407 -4 410 405 -5 410 411 +1

収益的支出 361 333 -28 358 336 -22 366 335 -31 368 349 -19 381 368 -13

うち人件費 39 36 -3 40 35 -5 40 35 -5 41 35 -6 41 37 -4

うち運営管理費 159 130 -29 160 142 -18 164 139 -25 167 158 -9 174 175 +1

うち企業債利息 24 23 -1 22 21 -1 20 18 -2 19 16 -3 18 14 -4

当年度純利益（税抜） 79 107 +28 73 108 +35 69 106 +37 64 92 +28 53 74 +21

資本的収入 95 64 -31 107 55 -52 99 77 -22 96 53 -43 81 57 -24

うち企業債 40 20 -20 40 10 -30 40 20 -20 40 15 -25 40 20 -20

資本的支出 322 295 -27 368 279 -89 293 292 -1 287 262 -25 268 260 -8

うち建設改良費 189 161 -28 230 192 -38 209 208 -1 209 182 -27 200 188 -12

うち企業債償還金 93 93 ±0 87 88 +1 83 84 +1 78 80 +2 68 71 +3

累積資金残高 74 140 +66 12 140 +128 19 147 +128 23 146 +123 25 140 +115

（参考）

企業債残高 946 916 -30 899 838 -61 856 774 -82 818 709 -109 790 658 -132

水道施設更新積立金残高 120 186 +66 80 186 +106 50 156 +106 20 141 +121 0 121 +121

2015年度 2016年度 2017年度 2019年度（参考）2018年度

(単位 億円) 


