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2.1 水道事業の沿革 
 

有田町水道事業の始まりは、旧有田町で1957年(昭和32年)2月に創設認可を受け工事着手

し、1959年(昭和34年)4月より計画給水人口10,000人、一日最大給水量1,200㎥として給水

を開始しました。以来、第5次拡張工事までおこない給水区域を拡大してきました。 

また、旧西有田町では1972年(昭和47年)3月に創設認可を受け、1975年(昭和50年)4月か

ら給水を開始しました。以来、第2次拡張工事までおこない給水区域を拡大してきました。 

2006年(平成18年)3月1日の旧有田町と旧西有田町の2町合併に伴い、水道事業名をそれぞ

れ「有田町水道事業」と「有田町西有田水道事業」へ変更しました。 

その後、2007年(平成19年)4月20日に「有田町上水道統合事業(第6次拡張)」として2つの

水道事業を統合し、2010年(平成22年)4月に現在の有田町水道事業が完成し、計画給水人口

が21,000人、一日最大給水量が10,540㎥/日、給水区域面積52.29 k㎡となりました。 

現在施設は、河川の表流水等を水源に 4 箇所の浄水場（内１箇所休止中）、21箇所のポ

ンプ場（内２箇所休止中）、12 箇所の配水池（内３箇所休止中）及び175.3 kmの管路(φ5

0mm未満の配水管は含まない)により構成されます。 

 
竜門浄水場 
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表 2.1.1 有田町水道事業の沿革 

名 称 
認 可 

年月日 
概 要 

計 画 

給水 

人口 

1 日最大 

給水量 

（有田町上水道） 

旧有田町上水道 

創設認可 

1957 年 

(昭和 32 年 2 月) 

厚生大臣･建設大臣認可 

(水道事業創設認可) 
- - 

創設 
1959 年 

(昭和 34 年 4 月) 

水源= 白川河川水 

旧有田町(鏡野地区除く)給水開始 
10,000 人 1,200 ㎥/日 

第 1次拡張認可 
1960 年 

(昭和 35 年 3 月) 

県知事認可 

(水源･給水エリア変更) 
- - 

第 1 次拡張 
1961 年 

(昭和 36 年 3 月) 

水源= 白川河川水 

有田ダム 

白川緩速ろ過施設竣工 

13,500 人 2,000 ㎥/日 

第 2次拡張認可 
1969 年 

(昭和 44 年 2 月) 

県知事認可 

(水源･浄水方法変更) 
- - 

第 2 次拡張 
1972 年 

(昭和 47 年 12 月) 

水源= 白川河川水 

有田ダム 

大谷溜池 

大谷導水施設竣工 

白川配水池竣工 

白川急速ろ過施設竣工 

13,500 人 5,100 ㎥/日 

第 3次拡張認可 
1973 年 

(昭和 48 年 3 月) 

県知事認可 

(水源･浄水施設変更) 
- - 

第 3 次拡張 
1985 年 

(昭和 60 年 3 月) 

水源= 白川河川水 

有田ダム 

大谷溜池 

古木場ダム 

古木場導水施設竣工 

白川急速濾過施設竣工 

白川配水池竣工 

14,500 人 6,500 ㎥/日 

第 4次拡張認可 
1996 年 

(平成 8 年 3 月) 

県知事認可 

(水源･浄水施設変更) 
- - 

第 4 次拡張 
2000 年 

(平成 12 年 3 月) 

水源= 白川河川水 

有田ダム 

大谷溜池 

古木場ダム 

白川ダム 

白川沈殿池竣工 

14,500 人 7,500 ㎥/日 

境野飲料水供給施

設を旧有田上水に

統合 

2004 年 

(平成 16 年 3 月) 
県知事へ軽微な変更届出 14,500 人 7,500 ㎥/日 

第 5次拡張認可 
2006 年 

(平成 18 年 3 月) 

県知事認可 

(浄水方法変更) 
- - 

第 5 次拡張 
2006 年 

(平成 18 年 3 月) 

水源= 白川河川水 

有田ダム 

大谷溜池 

古木場ダム 

白川ダム 

白川浄水場浄水処理方法変更 

(急速ろ過→MF膜ろ過) 

白川膜ろ過高度浄水施設竣工 

白川新配水池竣工 

14,500 人 7,500 ㎥/日 

第 6次拡張認可 
2007 年 

(平成 19 年 4 月) 

県知事認可 

(有田町上水道統合事業) 
- - 

第 6 次拡張 
2010 年 

(平成 22 年 3 月) 

合併による有田町上水統合事業 

穂波ノ尾配水施設竣工 

監視システム竣工 

21,000 人 10,540 ㎥/日 
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名 称 
認 可 

年月日 
概 要 

計 画 

給水 

人口 

1 日最大 

給水量 

（西有田町上水道） 

西有田町広域簡易

水道 

創設認可 

1972 年 

(昭和 47 年 3 月) 
厚生大臣認可 - - 

西有田広域簡易 

水道創設 

1975 年 

(昭和 50 年 4 月) 

水源=竜門ダム 

竜門緩速ろ過施設竣工 

竜門上水系給水開始 

7,500 人 1,600 ㎥/日 

第 1次拡張認可 
1982 年 

(昭和 57 年 7 月) 
県知事認可 - - 

第 1 次拡張 

1983 年 

(昭和 58 年 3 月) 

竜門浄水場増設(緩速濾過施設) 

広瀬配水池 1次拡張分一部完成 
- - 

1985 年 

(昭和 60 年 3 月) 

水源 =竜門ダム 

竜門浄水場竣工 

9,500 人 3,040 ㎥/日 

水源= 古木場ダム 

      楠木原大堤 

楠木原浄水場 

水源 =抜谷溜池 

岳浄水場竣工 

第 2次拡張認可 
2000 年 

(平成 12 年 8 月) 

県知事認可 

(浄水方法変更) 
- - 

第 2 次拡張 
2001 年 

(平成 13 年 10 月) 

水源 =竜門ダム 

古木場ダム 

      楠木原大堤 

      抜谷溜池 

竜門浄水場浄水処理方法変更 

(緩速ろ過→急速濾過) 

9,500 人 3,040 ㎥/日 

事業合併による 

統合 

2007 年 

(平成 19 年 4 月) 

県知事認可 

(有田町水道事業と西有田町水道

事業が経営統合) 

- - 

 

 

  
岳浄水場                岳 4 号減圧井  

名 称 
認 可 

年月日 
概 要 

計 画 

給水 

人口 

1 日最大 

給水量 

（境野飲料水供給施設） 

境野飲料水供給 

施設竣工 

1980 年 

(昭和 55 年 12 月) 
給水開始 50 人 40 ㎥/日 

旧有田上水道に 

統合 

2004 年 

(平成 16 年 3 月) 
経営統合 - - 
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2.2 水道事業の概要 
 

本町の水道事業は、大谷溜池・有田ダム・古木場ダム・白川河川・白川ダムの原水を白

川浄水場で、竜門ダム・広瀬川河川の原水を竜門浄水場で、抜谷溜池の原水を岳浄水場で

浄水処理を行った後、各給水区域へ給水しています。 

楠木原浄水場については現在休止中であり、その給水区域への給水は白川浄水場より穂

波ノ尾配水池を介して行っています。 

 

１）取水施設 

本町の水道事業では、有田川水系の河川水と有田町に設置されたダムや溜池の水を原水

として使用しています。各水源の水源種別および水道利水量は、表 2.2.1 のとおりです。 

表 2.2.1 水源一覧および取水量 

番 号 水 源 名 水 源 種 別 水 道 利 水 量 概 要 

１ 大谷溜池 表流水 
平均 2,000 ㎥/日 

最大 4,000 ㎥/日 

白川浄水場の水源 
２ 有田ダム ダム水 1,350 ㎥/日 

３ 古木場ダム ダム水 1,800 ㎥/日 

４ 白川河川水 表流水 2,450 ㎥/日 

５ 白川ダム ダム水 600 ㎥/日 

６ 竜門ダム ダム水 1,000 ㎥/日 
竜門浄水場の水源 

７ 広瀬川河川水 表流水 1,000 ㎥/日 

８ 大堤溜池 表流水 423 ㎥/日 
楠木原浄水場の水源 

(休止中) 

９ 抜谷溜池 表流水 42 ㎥/日 岳浄水場の水源 

計 10,665 ㎥/日  

 

水源の特徴として、 

1. 大谷溜池  ・・・この溜池は歴史が古く、江戸時代 1697 年（元禄 10 年）に築造さ

れました。水質の安定した比較的小さな溜池です。農業用水にも利

用されているため、水位の低下が著しい時期があります。 

2. 有田ダム  ・・・ 1961 年（昭和 36 年）に竣工されたダムで、秘色の湖（ひそく

のうみ）と呼ばれた湖面の美しいダムです。ダムの上流に住宅等が

なく年間を通して安定した良い水質です。 

3. 古木場ダム ・・・1998 年（平成 10 年）に竣工されたダムで、ダムの上流には田畑

や民家が少々存在していますが、水質の安定したダムです。農業用

水にも利用されているため、水位の低下が著しい時期があります。 
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5. 白川ダム  ・・・1999 年（平成 11 年）に竣工されたダムで、水質はあまり安定し

ていません。貯水量も少ないため、ほかの水源が不足した場合に使

用しています。 

6. 竜門ダム  ・・・1975 年（昭和 50 年）に竣工されたダムで、水質は安定していま

す。枯葉などの流れ込みにより、自然に起こる富栄養化が発生しや

すい環境です。春から夏場にかけてアオコなどが発生しｐＨ値の上

昇があり水質が不安定になることがあります。 

9. 抜谷溜池  ・・・高所にある溜池で水温が低く、年間を通して非常によい水質の溜

池です。水道用水に利用していますが、農業用水にも利用されてい

ます。 

 

 

竜門ダム 
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2）浄水施設 

浄水施設は、白川浄水場・竜門浄水場・岳浄水場・楠木原浄水場（休止中）の 4施設を

保有しています。 

現在、楠木原浄水場は休止中ですが、白川浄水場より楠木原浄水場水系の給水区域へ給

水しています。各浄水場の浄水方法および処理能力は、表 2.2.2 のとおりです 

 

表 2.2.2 浄水方法および処理能力 

番 号 施 設 名 浄 水 方 法 滅 菌 方 法 処 理 能 力 

１ 白川浄水場 
セラミック膜ろ過 

+粉末活性炭 
次亜塩素滅菌処理 7,500 ㎥/日 

２ 竜門浄水場 
凝集沈殿 

+急速ろ過 
次亜塩素滅菌処理 2,000 ㎥/日 

３ 岳浄水場 
普通沈殿 

+緩速ろ過 
次亜塩素滅菌処理 40 ㎥/日 

４ 
楠木原浄水場 

(休止中) 

凝集沈殿 

+急速ろ過 

+粉末活性炭 

次亜塩素滅菌処理 1,000 ㎥/日 

計 10,540 ㎥/日 

 

 
白川浄水場 
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給水区域は、浄水場毎に分かれており各浄水場の水系は、図 2.2.1 のとおりです。 

図 2.2.1 浄水場系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  減圧施設 5 箇所 

：減圧施設 

白川浄水場 

7,500m3/日 

楠木原浄水場 

1,000m3/日 

中樽送水ポンプ場 

能力：5.5kw 

町営住宅用送水ポンプ場 

能力：3.7kw 

石場加圧ポンプ場 

能力：5.5kw 

古木場ポンプ場 

能力：3.7kw 

戸杓加圧ポンプ場 

能力：3.7kw 

応法送水ポンプ場 

能力：2.2kw 

黒牟田送水ポンプ場 

能力：1.5kw 

穂波ノ尾送水ポンプ場 

能力：15kw 

中樽配水池 

146m3 

町営住宅用配水池 

25m3 

No.1 白川配水池 

1,800m3 

No.3 白川配水池 

1,000m3 

楠木原配水池 

408m3 

応法配水池 

91m3 

黒牟田配水池 

99m3 

穂波ノ尾配水池 

1,300m3 

中樽高所地区 

町営住宅給水 

泉山高所地区 

古木場地区 

戸杓高所地区 

応法高所地区 

黒牟田高所地区 

白川系配水区 

穂波ノ尾系配水区 

上本村高所地区 
上本加圧ポンプ場 

能力：7.5kw 

北ノ川内１号加圧ポンプ場 

能力：3.7kw 

北ノ川内２号加圧ポンプ場 

能力：1.1kw 
北ノ川内高所地区 

休止中 

北ノ川内高所地区 

竜門浄水場 

2,000m3/日 

竜門配水池 

570m3 

広瀬配水池 

164m3 

竜門系配水区 

平成配水池 

400m3 

立部１号加圧ポンプ場 

能力：5.5kw 

立部２号加圧ポンプ場 

能力：1.1kw 
立部高所地区 

山本高所地区 
山本加圧ポンプ場 

能力：3.7kw 

切口高所地区 
切口加圧ポンプ場 

能力：7.5kw 

二ノ瀬送水ポンプ場 

能力：3.7kw 

二ノ瀬配水池 

67m3 
二ノ瀬高所地区 

竜門系配水区 

立部高所地区 

岳浄水場 

40m3/日 
岳配水区 

休止中 

休止中 

白川浄水場 

7,500m3/日 

：浄水場  

凡例 

 ：送水ポンプ場  ：加圧ポンプ場 

No.２白川配水池 

1,000m3 

 ：配水池  ：給水地区 

上野ポンプ場 

能力：5.5kw 
上野地区 

戸矢地区 
戸矢加圧ポンプ場 

能力：2.2kw 

境野地区給水ポンプ場 

能力：3.7kw 
境野高所地区 
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3）配水施設 

配水施設は、浄水場で作られた水道水を一時的に貯留する配水池と水道水を送るための

送水ポンプや水圧が低い給水区域に設置する加圧ポンプ、それらを結ぶ管路(配水管・送水

管)に分類されます。 

① 配水池・ポンプ設備 

本町では、配水池 12 箇所(内 3箇所休止中)、ポンプ場 21 箇所(内 2箇所休止中)の施設

を保有しています。各施設の配水池容量およびポンプ場の送水能力は、表 2.2.3、表 2.2.4

のとおりです。 

表 2.2.3 配水池一覧および施設容量 

番 号 水 系 施 設 名 構 造 容 量 

１ 

白川浄水場系 

白川配水池(No.1) PC 造(隔壁) 1,800 ㎥ 

２ 白川配水池(No.2) PC 造 1,000 ㎥ 

３ 中樽配水池 RC 造(隔壁) 146 ㎥ 

４ 
町営住宅用配水池 

（休止中） 
RC 造 25 ㎥ 

５ 応法配水池 RC 造(隔壁) 91 ㎥ 

６ 
黒牟田配水池 

（休止中） 
RC 造(隔壁) 99 ㎥ 

７ 穂波ノ尾配水池 PC 造(隔壁) 1,300 ㎥ 

８ 穂波ノ尾配水系 
楠木原配水池 

(休止中) 
PC 造 408 ㎥ 

９ 

竜門浄水場系 

竜門配水池 RC 造(隔壁) 570 ㎥ 

10 広瀬配水池 RC 造(隔壁) 164 ㎥ 

11 平成配水池 RC 造 400 ㎥ 

12 二ノ瀬配水池 RC 造(隔壁) 67 ㎥ 

計 6,070 ㎥ 

 
白川配水池(No.２)  



第２章 ～水道事業の現状評価と課題～ 

 

表 2.2.4 ポンプ場一覧および送水・配水能力 

番 号 水 系 施 設 名 構 造 送水･配水能力 

１ 

白川浄水場系 

中樽送水ポンプ場 
ポンプ井(RC) 

V=16.4 ㎥ 
5.5kw 

２ 
町営住宅用送水ポンプ場

(休止中) 

ポンプ井(RC) 

V=12.2 ㎥ 
3.7kw 

３ 石場加圧ポンプ場 
ポンプ井(RC) 

V=19.4 ㎥ 
5.5kw 

４ 古木場ポンプ場 直結ブースター 3.7kw 

５ 境野地区給水ポンプ場 直結ブースター 3.7kw 

６ 戸杓加圧ポンプ場 直結ブースター 3.7kw 

７ 応法送水ポンプ場 
ポンプ井(RC) 

V=5.0 ㎥ 
2.2kw 

８ 
黒牟田送水ポンプ場 

(休止中) 

ポンプ井(RC) 

V=5.0 ㎥ 
1.5kw 

９ 穂波ノ尾送水ポンプ場 
ポンプ井(RC) 

V=100.8 ㎥ 
15.0kw×2  

10 上野ポンプ場 直結ブースター 5.5kw 

11 戸矢加圧ポンプ場 直結ブースター 2.2kw 

12 

穂波ノ尾配水系 

上本加圧ポンプ場 
ポンプ井(SUS) 

V=3.0 ㎥ 
7.5kw 

13 北川内１号加圧ポンプ場 直結ブースター 3.7kw 

14 北川内２号加圧ポンプ場 直結ブースター 1.1kw 

15 

竜門浄水場系 

上内野１号加圧ポンプ場 直結ブースター 7.5kw 

16 上内野２号加圧ポンプ場 直結ブースター 2.2kw 

17 立部１号加圧ポンプ場 
ポンプ井(SUS) 

V=6.0 ㎥ 
5.5kw 

18 立部２号加圧ポンプ場 直結ブースター 1.1kw 

19 山本加圧ポンプ場 直結ブースター 3.7kw 

20 切口加圧ポンプ場 直結ブースター 7.5kw 

21 二ノ瀬送水ポンプ場 
ポンプ井(RC) 

V=2.9 ㎥ 
3.7kw 

  

境野地区給水ポンプ場           立部加圧ポンプ場  
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②管路 

本町の管路延長は約 175.3km で、口径 50mm から 400mm までの管を使用しています。管路

の材質はダクタイル鋳鉄管、鋼管、硬質ポリ塩化ビニル管、水道用ポリエチレン管等で構

成されています。 

管路更新にあたっては、耐震性や耐久性に優れた、NS 形ダクタイル鋳鉄管及び GX 形ダク

タイル鋳鉄管、水道用ステンレス鋼管、水道用ポリエチレン管を採用しています。 

表 2.2.5 管路延長 

区 分 延 長 
管路の経過年数別延長(㎞) 

41年以上経過管 40年以下 

導水管 10.9 km 1.6 km 9.3 km 

送水管 3.2 km 0.3 km 2.9 km 

配水本管 41.7 km 6.4 km 35.3 km 

配水支管 119.5 km 54.1 km 65.4 km 

計 175.3 km 62.4 km 112.9 km 

（平成 29 年度 有田町水道事業アセットマネジメントより） 

 

 

 
図 2.2.2 管路区分比率 

  

2017 年 4 月現在 
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表 2.2.6 管種別延長 

管 種 区 分 
管種 

記号 

基 幹 管 路 配 水 支 管 
総 延 長 

延 長 割 合 延 長 割 合 

ダクタイル鋳鉄管 

(一般継手) 
DCIP-K等 34,643m 61.95％ 9,429m 7.90％ 44,072m 

ダクタイル鋳鉄管 

(耐震継手) 
DCIP-NS等 5,478m 9.80％ 333m 0.28％ 5,811m 

鋼 管 SGP等 946m 1.69％ 5,497m 4.61％ 6,443m 

硬質ポリ塩化ビニル管 VP 14,284m 25.55％ 95,498m 80.00％ 109,782m 

水道用ポリエチレン管 HPPE等 475m 0.85％ 8,523m 7.14％ 8,998m 

その他(不明含む) 他 90m 0.16％ 89m 0.07％ 179m 

計  55,916m 100.00％ 119,369m 100.00％ 175,285m 

（平成 29 年度 有田町水道事業アセットマネジメントより） 

 
図 2.2.3 基幹管路布設管種比率         図 2.2.4 配水支管布設管種比率 

 
竜門配水池傾斜配管（送配水管）  

2017 年 4 月現在 
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2.３ 水道事業の現状評価と課題 

ここでは、業務指標(PI)を使って有田町水道事業の現状評価と課題抽出を行います。業

務指標(PI)は、水道事業の事業活動全般を分析・評価するための各種規格を総合的に考慮

し、水道事業の定量化によるサービス水準の向上のために制定されたものです。 

業務指標(PI)については、2016 年(平成 28 年)3 月に公益社団法人日本水道協会(JWWA)規

格として改正した「水道事業ガイドライン JWWA Q100:2016」に規定されています。 

※比較のために類似事業体平均値は業務指標を公表している事業体のうち、本町と類似

の給水人口１～３万人規模、主な水源種別がダム水源・ダム放流の表流水と区分できる 28

事業体の平均値(平成 28 年度)を使用しました。 

１）安 全 

①水質状況 

塩素処理による水質 

A101（1106） 

平均残留塩素濃度（％） 

【算定式】 

＝残留塩素濃度合計／残留塩素測定回数 

【指標の定義】 

この業務指標は、給水栓での残留塩素濃度の平均値で、残留塩素の多少による水道水

の安全性を示す指標の一つです。 

 

【望ましい傾向】 （-） 

安全な水道水を供給する上で給水の末端でも残留塩素濃度 0.1mg/L 以上必要という規

定があります。また、おいしい水道水という観点から昭和 60 年おいしい水研究会報告よ

り残留塩素濃度 0.4mg/L 以下が推奨されています。 

【有田町の現状評価】 

本町では安全でおいしい水の管理目標

である残留塩素濃度 0.4mg/L 以下の水質

を安定して供給できています。 

 

 
竜門浄水場（滅菌室）  

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 
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原水由来の臭気 

A102  

最大カビ臭物質濃度水質基準比率 (％) 

【算定式】 

＝(最大カビ臭物質濃度／水質基準値)×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、給水栓におけるカビ臭物質（ジェオスミン・2-メチルイソボルネオ

ール）濃度の最大値の水質基準値に対する割合を示すものです。水道水のおいしさを示

す指標の一つです。 

 

【望ましい傾向】 ↓ 

水道水のおいしさの観点から、低くなることが望ましい値です。水質基準ではジェオ

スミン・2-メチルイソボルネオールともに水 1L 当たりに 0.00001mg 以下と定められてい

ます。これらの物質は毒性等ありませんが、独特のカビ臭がするため低い値が良いで

す。 

【有田町の現状評価】 

本町では水質基準値以内の安全な水道

水を供給できています。さらに、おいし

い水という観点でも年々改善していま

す。 

 

【現状評価】 

現状で水質基準をクリアできる、安全な水質を供給できています。安全な水道水を供給

するために本町では、常時、浄水場で水質の計測と定期的に末端の給水地点の水質測定

を行っています。今後もさらに安全でおいしい水を供給できるよう取組んでいきます。 

【課題】 

本町では、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物汚染が懸念される水源を利用

しているため浄水管理に注意を必要とします。 

安全な水供給の確保のためには、水道にかかわるリスクの把握と水質管理が必要です。 

  

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 

用語解説 

クリプトスポリジウム等 

クリプトスポリジウム等（クリプトスポリジウム及びジアルジア）は、塩素消毒に極め

て高い抵抗性を持つため、通常の水道水に残存している塩素濃度では十分に消毒すること

が出来ません。 

そのため厚生労働省の対策指針では、クリプトスポリジウム等による水道原水の汚染の

おそれをレベル分けし、それぞれに応じた対策措置を取ることとされています。 
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②給水装置の管理状況 

鉛製給水管 

A401 

鉛製給水管率（％） 

【算定式】 

＝（鉛製給水管使用件数／給水件数）×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、給水件数に対する鉛製給水管の使用件数の割合を示すものです。 

鉛製給水管の解消に向けた取組の進捗度合を示しています。 

 

【望ましい傾向】 ↓ 

鉛管は条件によっては鉛の溶出の可能性がありこの指標は低い方が望ましいです。 

鉛製給水管使用が解消された場合の指標値は 0％となります。 

【有田町の現状評価】 

本町では鉛製給水管解消の取り組みに

より、2013 年度に鉛管使用 0％となりま

した。 

鉛製給水管は、水が停滞している場合

に条件によっては鉛が溶出することが明

らかとなり安全な給水という観点から早

急になくすことが求められていました。 

 

 

 

貯水槽水道 

A204 

直結給水率 （％） 

【算定式】 

＝直結給水件数／給水件数×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、3階以上の建物の給水件数に占める、直結給水件数の割合を示すもの

です。貯水槽水道（受水槽）の割合を示しています。 

 

【望ましい傾向】 (-) 

値が小さいほど、3階以上の建物での貯水槽水道使用率が高いことを示しています。 

【有田町の現状評価】 

本町の集合住宅や病院、使用水量が多

い工場等で貯水槽水道の使用率が多いた

め、直結給水率は低くなっています。 

 

 

  

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 
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【現状評価】 

給水での鉛製給水管の更新を計画的に実施してきたことにより、2013 年(平成 25 年)にす

べての鉛管を無くすことができました。 

安全な給水を実現するためにクロスコネクションの予防、給水工事で安全な給水材料の

使用、また、貯水槽水道が清潔で安全な状態になるように指導助言を行っています。 

 

【課題】 

本町では簡易専用水道以外の貯水槽水道に対して、助言や指導を行っていますが、定期

点検や清掃の実施は所有者や管理者に任されており、安全な給水のための貯水槽水道管理

方法などの啓発や情報発信を行っていく必要があります。 

  
用語解説 

クロスコネクション 

クロスコネクションとは、「水道の給水管」が「水道以外の管」と直接接続されること

です。バルブの故障や操作不良等により、井戸水等が水道本管（配水管）へ逆流すること

があり、逆流する水が汚染されていると、周辺に安全ではない水が送られてしまいます。

水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止され

ています。 
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２）強 靭 

①施設・管路の耐震性 

浄水施設の耐震化 

B602 

浄水施設の耐震化率（％） 

【算定式】 

＝(耐震対策の施された浄水施設能力 

／全浄水場施設能力)×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、浄水施設のうち、耐震対策が施されている浄水施設能力の、全浄水

場施設能力に対する割合を示すものです。 

浄水施設耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に対する水道システムの安全性、

危機対応性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

災害に強い水道を築くためには、高い値のほうが良いです。全ての浄水施設が耐震化

された場合には耐震化率は 100％となります。 

【有田町の現状評価】 

本町の浄水施設における耐震化率

71.2％は、類似事業体平均値の 12.1％と

比較すると高く、浄水施設の耐震対策が

進んでいることを示しています。 

 

配水池の耐震化 

B604 

配水池の耐震化率（％） 

【算定式】 

＝（耐震対策の施された配水池有効容量 

／配水池等有効容量）×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、配水池の有効容量から、耐震対策が施されている割合を示すもので

す。 

配水池耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に対する水道システムの安全性、危

機対応性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑ 

災害に強い水道を築くためには、高い値のほうが良いです。全ての配水池が耐震化さ

れた場合には耐震化率は 100％となります。 

【有田町の現状評価】 

本町の配水池における耐震化率 58.1％

は、類似事業体平均値の 32.4％と比較す

ると高く、配水池の耐震対策が進んでい

ることを示しています。 

 
(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 
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管路の耐震化 

B605 

管路の耐震化率（％）（注 1） 

【算定式】 

＝（耐震管延長／管路延長）×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、管路のうち耐震性のある材質と継手により構成された管路延長の全

管路延長に対する割合を示すものです。 

管路耐震化の進捗状況を表しており、地震災害に対する水道システムの安全性、危機

対応性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑ 

災害に強い水道を築くためには、高い値のほうが良いです。全ての管路が耐震化され

た場合には耐震化率は 100％となります。 

【有田町の現状評価】 

本町の管路の耐震化率は、類似事業体

平均値と比較すると低く、管路の耐震対

策が遅れていることを示しています。 

 

注 1：耐震管種はダクタイル鋳鉄管(耐震型継)・鋼管(溶接継手)・ステンレス管の他に

ポリエチレン管(高密度、熱融着継手)も含める。 

  

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 
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【現状評価】 

本町の直下には地震を発生させるような活断層は存在しませんが、図 2.3.1 の伊万里市

との境界付近には国見断層があります。また、2016 年(平成 28 年)に熊本地震が震度７を記

録していることや、九州内でも地震活動が活発化していることから、想定震度は少なくと

も震度６以上を想定する必要があると思われます。本町では最大震度７と想定して水道施

設の耐震化を計画しています。 

現在、有田町水道施設耐震化計画に沿って地震による水道施設への被害や給水への影響

を軽減することを目的として、優先的に浄水施設と配水池の耐震補強を行っているため浄

水施設と配水池の耐震化率が高くなっています。 

しかし、管路（導水管･送水管･配水管など）は、老朽管を新しくする際に耐震管にする

ことで耐震化を進めていますが、現状はまだ耐震化率が低く、今後重点的に耐震化を進め

ていく必要があります。 

 
図 2.3.1 佐賀県内断層分布図 

【課題】 

本町では地震などの自然災害に備えて、水道施設や管路の耐震化を進めているところで

す。しかし、管路の耐震化率は依然として低いため、今後は管路の耐震化率を高くしてい

く必要があります。  
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②応急給水能力 

給水人口一人当たり貯留飲料水量 

B203 

給水人口一人当たり貯留飲料水量 

（L/人） 

【算定式】 

＝（配水池有効容量×1/2＋緊急貯水槽容量） 

×1000／現在給水人口 

【指標の定義】 

この業務指標は、給水人口一人当たりに確保されている災害時の飲料水量（L）を示す

ものです。配水池有効容量の半分を確保水量に設定しています。 

事故・災害等に対する、配水池等での飲料水確保による危機対応性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑ 

災害や事故の観点からは、値は高い方が望ましいです。災害時の水の最低必要量は一

人当たり 3 L/日 とされていますが、災害が長期間に及んだ場合には１日当たり必要な

水量 3 L/日 では不十分となってきます。このため、単位は何日分ではなく、一人当た

りに確保できる飲料水量（L）としています。 

【有田町の現状評価】 

本町では、災害や事故の際に確保でき

る水量は 1人当たり 160L 程度です。 

 

 

配水池貯留能力（日） 

B113 

配水池貯留能力（日） 

【算定式】 

＝配水池有効容量／一日平均配水量 

【指標の定義】 

この業務指標は、一日平均配水量の何日分が配水池に貯留できるかを示すものです。 

配水の安定性と、事故・災害等に対する配水池での保有水量による危機対応性を表し

ています。 

 

【望ましい傾向】 ↑ 

水道サービスの安定の観点からは、値は高い方が望ましいです。ただし、配水池有効

容量の増加が滞留時間増加の原因となり、水質の面でデメリットを生じる場合もありま

す。 

【有田町の現状評価】 

本町では、一日平均配水量の 1日分程

度を確保しています。 

 

 

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 



第２章 ～水道事業の現状評価と課題～ 

 

【現状評価】 

大きな地震による災害を受けた場合、破損水道管の漏水修理や故障した施設の修理復旧

等とともに、給水不能地区への応急給水を迅速かつ充分に行う必要があります。 

現在、本町水道事業では、給水車は所有していませんが応急的に給水タンクを避難所等

の給水拠点へ運搬・給水を行う準備をしています。さらに、給水車を所有している県内外

の水道事業体へ協力を要請するとともに状況に応じて自衛隊への応援も視野に入れ、充分

な応急給水を行える体制を築いています。 

また、非常時の電力確保に関して、白川浄水場と岳浄水場には常設の発電装置を設置し

ています。しかし、竜門浄水場と穂波ノ尾浄水場には、常設の発電装置がないため、他の

場所から発電装置を運搬して非常時の発電を行うようにしています。 

【課題】 

本町内で水道施設や管路が自然災害や事故などによって被災した場合、ライフラインで

ある水道が断水する可能性があります。そのような場合、本町では給水タンクや県内外の

水道事業体へ協力を行う体制を整えていますが、円滑な災害復旧のためには災害復旧マニ

ュアル等の整備が必要です。 

また、基幹管路（導水管・送水管・配水本管）や本町内で避難所に指定されている場所

や病院等の重要施設が断水しないように（断水した場合でも早期復旧ができるように）、

重要施設へ給水している管路の優先的な耐震化が必要です。 
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３）持 続 

①施設・管路の老朽度 

施設の老朽化 

B502 

法定耐用年数超過設備率（％） 

【算定式】 

＝(法定耐用年数を超えている機械・電気・計

装設備などの合計数 

／機械・電気・計装設備などの合計数)×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、水道施設に設置されている機械・電気・計装設備の機器合計数に対

する法定耐用年数を超えている機器の割合を示すものです。設備の老朽化度や更新の取

組状況を表しています。 

 

【望ましい傾向】↓ 

水道水の安全性の観点から、低い値のほうが良いです。 

【有田町の現状評価】 

本町の水道設備は定期的な設備の更新

を実施しています。そのため、類似事業

体平均値より低く老朽化した設備が少な

いことを示しています。 

 

 

 

管路の老朽化 

B503 

法定耐用年数超過管路率（％） 

【算定式】 

＝(法定耐用年数を超えている管路延長 

／管路延長)×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、管路延長に対する法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示すもの

です。管路の老朽化度や更新の取組状況を表しています。 

 

【望ましい傾向】↓ 

水道水の安全性の観点から、低い値のほうが良いです。 

【有田町の現状評価】 

本町では、定期的に老朽管更新を行っ

ています。しかし、水道事業の創設時期

に一気に布設した水道管が耐用年数を超

えてきており老朽管が増加傾向となって

います。 
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管路の老朽化 

B504 

管路の更新率（％） 

【算定式】 

＝（更新された管路延長／管路延長）×100 

※管路延長は、前年度末における延長 

【指標の定義】 

この業務指標は、管路の延長に対する更新された管路延長の割合を示すものです。管

路更新の取組状況を表しています。 

 

【望ましい傾向】↑  

水道水の安全性の観点から、値は高い方が望ましいです。 

【有田町の現状評価】 

本町では定期的な更新を毎年行ってい

るため、最大 1.06％～0.56％で類似事業

体平均値より高くなっています。 

 

【現状評価】 

浄水施設や電気・機械設備の経年化率は類似事業体と比べて低い値となっています。 

管路の更新率は類似事業体平均値より高い値となっています。しかし、このまま管路更

新率が 1.0％未満で更新した場合、管路全体の更新に 100 年以上を要することになります。 

【課題】 

水道事業創設期に布設した配水管の耐用年数が過ぎてきており、経年超過管路が年々増

加しています。そのため、管路更新率を上げ経年超過管路を早急に更新していかなければ

なりません。今後、管路更新率を上げるために財源を確保したうえで、工事のコスト縮減

を行い更新延長を伸ばしていく必要があります。 

また、効率的な更新を行うためにアセットマネジメントによる、更新需要の平準化等を

検討し、重要管路や漏水事故等が多い管路を優先して布設替えを行っていくことが必要で

す。 
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②事業経営の状況 

財源の安定性 

C102 

経常収支比率（％） 

【算定式】 

＝［（営業収益＋営業外収益） 

／（営業費用＋営業外費用）］×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので

す。収益性を見る際の最も代表的な指標です。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

比率が高いほど経常利益率が高いことを示しています。100％未満は経常損失が発生し

赤字経営ということになります。水道事業が独立採算制を原則に経営していることを踏

まえれば 100％以上であることが必要です。 

【有田町の現状評価】 

100％を超えているため、健全な水道

事業を経営できています。 

 

 

財源の安定性 

C103 

総収支比率（％） 

【算定式】 

＝（総収益／総費用）× 100 

【指標の定義】 

この業務指標は、総費用が総収益によってどの程度賄われているかを示すものです。

経営の健全性・効率性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

比率が高いほど健全性が高いことを示しています。100％以上は純利益が高く、一方、

100％未満の場合、純損失の発生を表しています。 

【有田町の現状評価】 

100％を超えているため、健全な水道

事業を経営できています。 
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財源の安定性 

C113 

料金回収率（％）  

【算定式】 

＝（供給単価／給水原価）×100 

【指標の定義】 

この業務指標は、給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合を示すものです。 

事業の経営状況の健全性を表しています。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

比率が高いほど健全性が高いことを示しています。料金回収率が 100%を下回っている

場合、給水にかかる費用が料金収入以外の収入で賄われていることを示しています。 

【有田町の現状評価】 

100％以上で推移しており適切な料金

回収ができています。 

 

 

財源の安定性 

C114 

供給単価（円/m3） 

【算定式】 

＝給水収益／年間総有収水量 

【指標の定義】 

この業務指標は、有収水量 1m3 当たりにどれだけの収益を得ているかを示すもので

す。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

高い値のほうが水道事業の経営持続性の観点からは望ましいです。 

【有田町の現状評価】 

供給単価は変動があるが、193 円/㎥台

で安定している。 
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財源の安定性 

C115 

給水原価（円/㎥） 

【算定式】 

＝［経常費用－（受託工事費＋材料及び不用

品売却原価＋附帯事業費)－長期前受金戻入］ 

／年間有収水量 

【指標の定義】 

この業務指標は、有収水量 1㎥ 当たりに、どれだけの費用がかかっているかを示すも

のです。 

 

【望ましい傾向】 ↓  

給水原価は安い方が水道事業体にとっても水道使用者にとっても望ましいです。 

【有田町の現状評価】 

給水原価は変動があるが、170 円/㎥前

後で安定しています。施設更新などで経

常費用が高くなった場合に上昇していく

恐れがあります。 

 

【現状評価】 

水道事業に必要となる収入と支出の比率である経常収支比率・総収支比率は、100％を上

回っているため健全な経営状態と評価できます。 

供給単価は、類似事業体平均値と同程度の値となっています。給水原価は、類似事業体

平均値と比べて低く、健全な経営状態であるといえます。 

【課題】 

経常収支比率は 100％を上回っており、現状は黒字経営となっています。しかし、将来、

人口減少による水道料金収入の減少という問題に直面してきます。 

また、老朽管更新や管路耐震化事業を行うことで、支出が増加し経営状態が悪化してい

く恐れも出てきます。 
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③人材育成と技術の継承 

人材育成と技術の継承 

C205 

水道業務経験年数（年/人） 

【算定式】 

＝職員の水道業務経験年数 / 全職員数 

【指標の定義】 

この業務指標は、水道事業体の全職員の水道業務経験年数の平均値を示すものです。 

 

【望ましい傾向】 ↑  

効率的な人員配置のためには高い値が望ましいです。 

【有田町の現状評価】 

水道業務平均経験年数は類似事業体平

均値と比較して高く経験豊富な水道職員

が多いことを示しています。 

 

 

人材育成と技術の継承 

C124 

職員一人当たり有収水量（m3/人）  

【算定式】 

＝年間総有収水量／損益勘定所属職員数 

【指標の定義】 

この業務指標は、水道サービス全般の効率性を示す指標の一つです。 

 

【望ましい傾向】 ↓  

事業効率の観点で使用される場合はこの指標が高い方が望ましいが、ここでは人材確

保の観点から、数字が低い方が望ましいとみなします。 

【有田町の現状評価】 

2014 年度に職員数が減少したため上昇

しましたが、職員一人当たり有収水量は

類似事業体平均値と比較して同等の値で

す。 
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【現状評価】 

水道業務平均経験年数は、類似事業体平均値と比較して高く、職員の水道業務に対する

知識・経験が豊富なことがわかります。 

本町の水道事業の組織は、「地方公営企業法第 7条のただし書き及び政令第 8条の 2」の

規定に基づき水道管理者を配置せずに、水道事業の管理者権限は町長にあります。 

本町では図 2.3.2 有田町上水道課組織図のように、上下水道課とし上水道担当職員を 7 

名配置しています。上水道担当職員 7 名のうち、管理職 1名と工務 3名が技術職であり、

残りの 3名は行政職として事業運営をおこなっています。 

 
図 2.3.2 有田町上下水道課組織図 

 

 

【課題】 

本町の水道事業が将来にわたって安定して事業継続できるように、専門的な知識・経験

を有する技術者を継続的に育成していく必要があります。 

そのため、今後は技術の継承を目的とした水道事業での職員増員や安定的な技術力を確

保するため、周辺の水道事業体との広域化や官民連携といった施策の検討も望まれます。 

 

  

町   長 上下水道課 課長

管理(3名)

工務(3名)

水道事業担当

下水道担当
(7名)

水道事業管理者の権限を行う者=町長

上下水道課長 =1名

水道技術管理者=1名

組織図

上下水道課
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④環境・エネルギー対策の状況 

環境・省エネルギー 

B301 

配水量 1㎥当たり電力消費量(kWh/㎥)  

【算定式】 

＝年間の電力使用量の合計／年間配水量 

【指標の定義】 

この業務指標は、1㎥当たりの水道水を作り出すために必要な電力量を示すものです。 

 

【望ましい傾向】 ↓  

省エネルギーを推し進めていくためには値は低いほうが良いです。しかし、水道事業

で使用する電力の大部分はポンプ設備で使用しているため、高低差のある場所や浄水場

の位置関係によっては高い値となる場合があります。 

【有田町の現状評価】 

本町は山間部にあるため高所への給水

にポンプが必要であり、その動力に電力

を多く消費しているために類似事業体平

均値より高い値を示しています。 

 

【現状評価】 

配水量１㎥当たり電力消費量は、高所への給水のためにポンプによる圧送をおこなって

いる影響により類似事業体と比較し高い値となっています。 

省エネ型のポンプや機器・照明に置き換えることによって、電力や資源を有効に利用し

てエネルギー消費を抑えることは、費用の面だけでなく二酸化炭素排出抑制など環境負荷

削減にも効果があります。 

【課題】 

経費削減のためにこれからも省エネルギー対策に取り組む必要があります。施設の能力

を最適化する、施設設備を更新する際に高効率な装置に置き換える、LED 照明にするなど小

さな努力を積み重ねることにより省エネルギー対策を推進していく必要があります。 

(H23)    (H24)     (H25)     (H26)    (H27)     (H28) 


