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札幌市水道局公式キャラクター「ウォッピー」

平成 23 年(2011 年)4 月
札幌市水道局

1 ．水道局の使命
市民生活と都市活動に欠かすことのできないライフラインとして、安全で良質な水を
安定して供給します。

2 ．水道局の運営方針
水道局の使命に加えて、
「利用者の視点に立つ」という基本理念を踏まえ、水道局の
運営方針は次のとおりとします。
●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、引き続き地方公営
企業として札幌市が運営をしていきます。事業の運営にあたっては、民間的経営手法
を取り入れ、企業としての経済性を追求するとともに、公共の福祉を高めるため利用
者サービスの向上に努めるなど、様々な取組を通じて安全で良質な水を安定して供給
していきます。
●利用者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
ら事業を運営します。

3 ．水道局の目標と平成 23 年度の重点取組項目
先に掲げた水道局の使命を果たすため、水道局では４つの目標を定めています。それ
らの目標実現のために、平成 23 年度は 12 の重点取組項目に取り組みます。

目標１ 安全で良質な水の確保
水源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。
◆重点取組項目① 水源保全の強化
ヒ素やホウ素などを含む自然湧水を白川浄水場下流へ迂回・放流し、良質な河川水のみを浄
水場に取水することにより、通常時の水質保全を図ることを目的として導水路などを新設する
「豊平川水道水源水質保全事業」を実施します。また、災害時には、この導水路を使って一定
量のきれいな水道原水を確保することもできるようになります。
【平成 23 年度の取り組み】
・工事実施に向けた許認可申請を実施する予定です。
・土質の調査、測量、仮設工の設計を行います。
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◆重点取組項目② 将来水源の確保・水源の分散化
豊平川など現在の水源以外にも水源を確保し、水を安定して供給するために、小樽市、石狩
市、当別町と共に石狩西部広域水道企業団に参画しています。
【平成 23 年度の取り組み】
・同企業団では、平成 25 年度からの小樽市、石狩市、当別町への水道水供給開始に向け
て、引き続き浄水施設等の整備を行います。

◆重点取組項目③ 水質監視の強化・水質検査の適正な実施
市民の皆さんにより安全でおいしい水をお届けするため、水質検査・監視計画に基づき、水
道局では次のような取り組みを行っていきます。
水源における水質監視では、河川パトロールや水質自動計器による監視を行い、浄水場での
適正な処理に役立てています。
また、社団法人日本水道協会が策定した水質検査手順などの規格である「水道ＧＬＰ（水道
水質検査優良試験所規範）
」の認定を取得しており、この水道ＧＬＰに基づいて、信頼性の高い
水質検査を実施しています。
さらに、給水栓や配水池では水質自動計器にて安全性の確認を行うとともに、市内各所の消
火栓で残留塩素などの水質調査を実施することにより、水質管理の徹底を図ります。

【平成 23 年度の取り組み】
・水道ＧＬＰに基づく信頼性の高い水質検査を実施し、水質基準に適合していることを
確認します。
・上記に加え、市内 103 箇所の消火栓にて残留塩素などの水質調査を実施します。

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
ムや危機管理システムを構築し、安定給水の堅持を目指します。
◆重点取組項目④ 導水・浄水施設の整備・改修
導水・浄水施設については、機能向上やリスクの分散を図るための整備や、経年施設の更新
などを効率的、効果的に実施し、安定した浄水能力の確保を継続的に行います。
藻岩浄水場の山鼻導水管については、布設替工事を平成 23 年から 26 年にかけて行います。
なお、基幹浄水場である白川浄水場については、今後の耐震化や更新事業の実施に向け、問
題点や課題の把握など基本的な検討を進めています。

【平成 23 年度の取り組み】
・山鼻導水管の布設替工事に着手します。
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◆重点取組項目⑤ 高区配水施設の整備・改修
高区地区への給水を担う高区配水施設（高区配水池・ポンプ場）について、維持管理面の改
善を図るための改修工事を行います。また、効率的な配水システムを構築するために施設の移
設工事を行います。
【平成 23 年度の取り組み】
・南沢第１ポンプ場の改修工事に着手します。
・北野ポンプ場を清田区平岡に移設する工事に着手します。
（これにあわせて、平岡ポ
ンプ場に名称を変更します。
）

◆重点取組項目⑥ 配水管の整備・給配水管の改修
いつでも安定しておいしい水をお届けすることができるように、給配水管の整備・改修を行
っています。
将来の水需要への対応や事故・災害時における安定給水を図るために、配水管（幹線・枝線
等）の整備を行うほか、管内面の劣化など機能の低下した配水管の更新や、複雑に入り組んで
いる管路の再整備（集約等整備）
、漏水の原因となるおそれのある外面腐食管の改良といった給
配水管の改修を行います。
【平成 23 年度の取り組み】 ※延長は予定数値です。
・配水管の整備として、幹線を約 2.5km、枝線等を約 14.8km 布設します。
・給配水管の改修として、幹線を約 2.6km、枝線等を約 23.9km 布設します。

◆重点取組項目⑦ 水道施設の耐震化

災害に強い札幌水道を目指し 参照

これまでも着実に水道施設の耐震化を進めて
きましたが、現時点で耐震性が不足している施
設について耐震化工事を実施します。
本市最大の配水池である平岸配水池について
は、22 年度から 27 年度にかけて耐震化工事を
行います。
また、23 年度から、災害時重要施設である
救急告示医療機関などの医療機関へ向かう配水
管の耐震化工事を実施します。
【平成 23 年度の取り組み】 ※延長は予定数値です。
・南沢第３配水池、常盤高台配水池、定山渓配水池(１池)の耐震化工事を実施します。
・平岸配水池について、着水井※等の耐震化工事を実施します。
・災害時重要施設へ向かう配水管の耐震化工事として約 3.3km 実施します。
※着水井：配水池の入口にある、水量や水圧を調整するための施設
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◆重点取組項目⑧ 送水管の新設
重要な送水ルートを複数化し、災害時などに
おいても安定して水を供給するため、本市最大
の浄水場である白川浄水場から基幹配水池の平
岸配水池までを結ぶ「白川第３送水管」を新設
します。
【平成 23 年度の取り組み】
・白川浄水場〜平岸配水池間約 11km のう
ち、約 0.9km を整備します。

◆重点取組項目⑨ 災害対応体制の堅持・強化

災害に強い札幌水道を目指し 参照

平成 22 年度に策定した札幌市水道局地震対策基本計画に基づき、施設等の整備計画や業務マ
ニュアルの見直しを行います。
また、これまで整備を進めてきた緊急貯水槽などについて、地域の方々を対象とした見学会
を随時開催します。

地震などの災害時に水を配ることができる

【平成 23 年度の取
り組み】
・緊急貯水槽などの
さらなる整備計画
を策定します。
・既存の緊急貯水槽
などの見学会を 15
施設で実施します。

ポンプ

緊急貯水槽
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災害に強い札幌水道を目指し
施設などの耐震化
・配水池などの耐震化
これまで、清田配水池等の基幹配水池の耐震化を進めました。
（配水池耐震施設率：60.2％ ※水道事業ガイドライン
21 年度決算値）23 年度は、22 年度に引き続き平岸配水池の耐震化工事を実施します。また、南沢第３配水池、常盤高台
配水池、定山渓配水池についても耐震化工事に着手します。
・管路の耐震化
管路の整備・改修などに合わせ耐震化を進めます。
（管路の耐震化率：16.8％ ※水道事業ガイドライン 21 年度決算値）
また、これまで、市立札幌病院などの災害時基幹病院（12 病院）へ向かう配水管の耐震化を進めましたが、23 年度か
らは、災害時重要施設（救急告示医療機関や透析医療機関）へ向かう配水管の耐震化工事に着手します。
さらに、
被災時に断水すると特に影響が大きい水管橋の耐震化工事を進めています。
これまでに 18 橋が完了しており、
23 年度は２橋の水管橋について耐震化工事を行います。

緊急時の給水
・市内に 33 箇所の緊急貯水槽等、２箇所の緊急時給水管路を設置し、災害時１人１日３リットルの飲料水を約 90 万人に対
して３日間給水が可能となっております。平成 23 年度には緊急貯水槽などの整備計画を作成し、今後災害時により多く
の人に飲料水を給水できるよう整備をさらに進めていきます。

地域との連携
・災害発生時に備えて、緊急貯水槽などの見学会を行っています。
・全市の防災訓練や各区で行う地域の防災訓練に参加するほか、収容避難場所（学校の体育館）を利用して区が実施する防
災訓練を共同で行い、給水車を用いた応急給水訓練を実施するなど、地域との連携に努めています。
（22 年度は全市防災訓練や中央区二条小学校などで実施された各区防災訓練に参加しました。
）

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。
◆重点取組項目⑩ 電話受付センターのサービス向上
電話受付センターでは、引越しの連絡や夜間休日の急な水道故障の相談受付を行ってきてい
ますが、問い合わせ対応窓口として、今後もより一層の充実を目指していきます。
【平成 23 年度の取り組み】
・平成 23 年７月の機構再編に合わせて、利用者からの問い合わせ窓口を集約し、電話受
付センターの機能を拡充します。
・７月以降、電話受付センターでは、料金などの問い合わせのほか、給水装置に関する
問い合わせも受け付けます。
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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。
◆重点取組項目⑪ 経営の効率化
人件費や運営管理費の縮減等を目的として、効率的かつスリムな組織の構築や業務委託の拡
大などに取り組みます。
【平成 23 年度の取り組み】
・７月の機構再編により、料金センター・配水管理事務所を同一庁舎に統合の上、３つ
の拠点に集約します。
・料金管理業務の一部及び給水装置の検査業務を本局へ一元化します。
・職員定数を 14 名、管理職ポストを３名削減します。
・機構再編後の業務執行体制を検証し、引き続き効率的な組織のあり方を検討します。

◆重点取組項目⑫ 環境配慮型経営の推進
札幌市は、実情に合った効果的・効率的な温暖化対策の推進を図るため、平成 23 年度から新
しい環境マネジメントシステム※に移行し、エネルギー使用量の削減に重点的に取り組みます。
水道局では、これまでも、水力発電の利用など環境に配慮した取り組みを推進してきています
が、省エネ法の改正に基づいた中長期計画書を策定するなど、今後もエネルギー使用の合理化
策の積極的な推進に努めます。
また、こうした取り組みを市民の皆さんに理解してもらうため、環境保全のためのコストとそ
れによる効果を把握する環境会計を作成し、環境に配慮した取り組みと併せて環境報告書とし
て公表していきます。
※環境マネジメントシステム：ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、環境に与える影響を低減し、環境保全の取り
組みを継続的に改善する仕組み

【平成 23 年度の取り組み】
・温暖化対策に関する全庁目標の達成に向け、環境マネジメントシステムの運用による
取り組みの推進と進捗管理を行います。
・環境に配慮した取り組みと環境会計を記載した環境報告書を作成し、公表します。
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4．その他
札幌市自治基本条例の具体化に向けた取組
分かりやすい情報提供の推進
・各種広報用印刷物の発行（さっぽろの水道、水道ガイド帳、じゃぐち通信など）
・インターネットホームページの充実（Ｑ＆Ａや問い合わせフォーム）
《札幌市水道のホームページアドレス》 http://www.city.sapporo.jp/suido/
・水道記念館を活用した水道に関する情報の発信
・市営企業調査審議会水道部会の議事録や配布資料の公表
・出前講座によるわかりやすい情報の提供
・
「ウォッピーのかけいぼ」によるわかりやすい財務情報の提供
・各種行事の開催（水道展、カルチャーナイト、夏休み親子水道施設見学会など）

市政への市民参加の推進
・水道モニターによる広報の継続
・市営企業調査審議会における市民公募委員登用

市民まちづくり活動の促進と身近な地域のまちづくり活動の支援
・地域住民を対象とした緊急貯水槽などの見学会を開催
・ペットボトル（２Ｌ）を活用した飲料水備蓄のＰＲ
・琴似発寒川一斉清掃への参加
・地域の防災訓練に参加（22 年度は全市及び各区の防災訓練に参加）

職員に関する規定の具体化
・サービスアップの推進に資する研修の実施
・職員研修計画書に基づく研修の実施
・イントラネットの活用による情報共有の推進

環境に配慮した事業運営
・水力発電などの新エネルギー導入に向けた検討

職場内コミュニケーションの活性化
・論文発表会等の参加に伴う局内発表会の開催
・水道技術研修会の開催
・職場研修（ＯＪＴ）の実施

職員の不祥事防止に向けた取組
・朝礼、係ミーティング等を通じた、服務規律の徹底
・営業活動等を目的とする業者等、職員以外の入室制限に関する掲示を実施
・コンプライアンス意識の向上のため、契約事務に携わる職員などを対象にした研修の実施
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水道局の平成 23 年度予算
収益的収支

施設の運転･管理等、
水道事業を運営するための
経費とその財源です

その他
５％
（２３億円）
減価償却費
３１％
（１２０億円）
運営経費
４９％
（１９１億円）

収益的収入
４２８億円

収益的支出
３８８億円
支払利息等
９％
人件費 （３４億円）
１１％
（４３億円）

給水収益
９５％
（４０４億円）

資本的収支

【資本的支出の財源内訳】

その他
５％
（１２億円）

水道施設を
建設･整備するための
経費とその財源です
企業債償還金
４９％
（１１１億円）

資本的支出
２２７億円

建設改良費
４６％
（１０４億円）

企業債
１３％
（３０億円）

２２７億円

補助、出資等
１２％
（２７億円）

損益勘定留保資金等
７５％
（１６９億円）

5．運営体制
水道局
水道局経営会議
（水道事業管理者、全部長）
進捗状況
評価等の報告

Ｐ（計画）
Ｄ（実行）
Ｃ（評価）
Ａ（改善）

改善事項等
の指示

情報共有に
向けた情報発信

水道利用者
財務企画課

実施担当課

実施担当課

市政への参加
ご意見ご要望

実施担当課

・事務事業の計画的、効率的な実施
・事業の進捗状況の整理・評価
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<水-2 追加資料>

札幌市水道事業の計画体系
札幌水道長期構想
平成16年～四半世紀（25年間）の運営方針
【長期的なビジョン】

札幌市水道事業5年計画
平成22年度～平成26年度の実施計画
【長期構想を実現するための中期計画】

水道局実施プラン
単年度の実施計画
【5年計画のうち、その年度、特に重点的に
取り組む事業を掲げた単年度計画】

札幌水道長期構想
4つの目標

8つの施策の基本方針

１ 水源の確保と
１ 安全で 水源保全の強化
良質な水の
２ 水質管理の強
確保
化
３ 効率的な施設
整備と維持管理
２ 安定した
水の供給
４ 総合的な危機
管理システムの確
立

３ 利用者
５ 利用者サービ
に満足され
スの充実
る水道
６ 経営の健全化・
効率化

４ 健全経
７ 活力ある人材・
営のもと自
組織づくり
律した水道
８ 環境に配慮した
事業運営の推進
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24

札幌市水道事業5年計画

水道局実施プラン

平成22年度～平成26年度 主要事業

平成22年度
平成23年度
重点取組項目 重点取組項目

水源保全の強化
将来水源の確保・水源の分散化
水質検査の適正な実施
水質監視の強化
導水・浄水施設の整備・改修
高区配水施設の整備
配水管の整備
給配水管の改修
水道設備の更新
水道施設の耐震化
送水管の新設
水道施設の保安強化
災害対応体制の堅持・強化
小規模貯水槽水道の衛生管理の充実
電話受付センターのサービス向上
メーター検針環境の改善
水道料金支払方法の多様化
広報・広聴活動の充実
財務基盤の強化
経営の効率化
人材の育成
情報管理体制の充実
新エネルギーの導入
環境配慮型経営の推進
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