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第７章 実現方策 

第７章 実現方策 

目指すべき将来像に向かい、今後 10 年間での実現方策を示します。 

 

１ 安全 

(１) 安全な水道水の供給 

ア 水質監視・管理の徹底 

大雨によって河川水の濁度上昇が予想されるときは、水質連続監視装置や、千歳

川上流の石狩東部広域水道企業団及び長幌上水道企業団の浄水場から情報提供を受

け、水質の変化を早期に把握し、原水を溜

める施設の活用など、状況に応じて適切な

体制を確保します。 

また、ご家庭に届くまでの水質管理につ

いては、水質に影響を及ぼすリスクへの対

応をまとめた「江別市水安全計画」の運用

により、安全な水道水の供給を維持してい

きます。 

 

  
   写真 ７-2【原水を貯める施設 原水投入状況（左）、原水貯留状況（右）】 

 

イ 配水施設（配水池、配水管）の洗浄 

配水池は、内部を常に清浄な状態に保つため、定期的に点検・清掃を実施します。 

配水管についても、鉄さび等による濁り水の発生を予防するため、洗管作業を今

後も定期的に実施します。 

 
写真 ７-3【配水池内部の清掃】  

水道 

水道 

写真 ７-1【水質連続監視装置（濁度計）】 
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ウ 配水状態の監視と適正運用 

配水区域の管網は、ブロック化により流量や水圧などを管理しています。定期的

にブロックごとの流量・水圧調査を実施し、適正な状態を維持します。また、区域

が広いブロックについては、流量計や遠隔

監視装置の設置により、配水状態を常時監

視し、安定供給に努めていきます。 

今後、配水量の減少により、配水池や配

水管での水道水の滞留時間が長くなると、

給水時に残留塩素が不足するおそれがある

ため、配水池の水位調整や部分的な休止に

より滞留時間を適正化し、残留塩素の不足

を予防します。 

 

(２) 公衆衛生の向上 

ア 水環境への負荷の軽減 

浄化センターで処理した下水処理水は、定期的に水質検査を実施し、放流可能な

水質を遵守しています。今後も放流先である石狩川の水質保全のため、放流水質の

監視を継続していきます。また、有害物質を下水道に排出しないよう、工場や事業

場へ立入検査し、助言や指導を行います。 

 

イ 水洗化の促進 

水洗化率は、2017 年度（平成 29 年度）末で 99.5％と高い水準にありますが、良

好な生活環境の実現や公共水域の水質保全のため、更に水洗化の普及促進に努めて

いきます。 

 

ウ 不明水対策の推進 

不明水は大雨時に汚水管の継ぎ目などから浸入します。浸入水により管内の水量

が増加すると、家屋の排水が流れにくくなる場合があるため、今後も汚水管の管更

生やマンホール内の継目部補修などの止水措置を行います。 

 

  
写真 ７-5【マンホール内継目補修状況】 

 

  

下水道 

水道 

下水道 

下水道 

写真 ７-4【配水状態の監視】 
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２ 強靭 

(１) 地震対策の推進 

ア 基幹管路の耐震化 

基幹管路については、2012 年度（平成 24 年度）から「基幹管路等耐震化計画」

に基づき、耐震化を進めており、引き続き、老朽度・耐震性・重要度を考慮して、

優先度の高い管路から、計画的に耐震管への更新を進めていきます。 

 

イ 浄水場、配水池等施設の耐震化 

耐震診断調査の結果、複数の施設で耐震性が不十分であることが判明しました。 

これらの施設全てを直ちに耐震化することは、財政面で難しいため、更新時の耐

震化を原則とし、応急対策と組み合わせた地震対策を進めます。ただし、代替性が

無く、重要度が高い施設については、耐用年数を考慮し、可能な限り早期に耐震化

を図っていきます。 

既設配水池を耐震補強するには、対象の配水池を長期間休止する必要があり、事

故時に水の融通が利かず、断水のリスクが高まることから、新設で対応することも

含め、施工の方法や時期の検討を進めます。 

 

ウ 下水道施設の地震対策 

耐震診断調査の結果、複数の施設で耐震性が不十分であることが判明しました。 

下水道は大規模な施設が多く、耐震化に多額の費用が必要となることから、下水

道機能の確保を前提に、機能の早期回復や更新に合わせた耐震化など総合的に検証

し、優先順位を定めて地震対策を進めます。 

また、管路については、長寿命化計画に基づき更新時に耐震化を進めます。 

 

  
写真 ７-6【合流系池棟の耐震化 対策前（左）補強部材設置後（右）】 

 

  

水道 

水道 

下水道 
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(２) 危機管理体制の強化 

ア 応急給水体制の強化 

災害時の飲料水を確保するため、市内に緊急貯水槽や緊急遮断弁、緊急時連絡管

を整備しており、今後は災害時給水栓の整備を検討します。これらの施設を有効に

活用できるよう施設ごとに担当業者を指定し、定期的な訓練を実施するなど、応急

給水体制の充実を図ります。 

 

  
写真 ７-7【2017 年度(平成 29 年度)に対雁小学校に設置した緊急貯水槽 100 ㎥級】 

 

イ 災害・事故対応マニュアルと訓練の充実 

災害や事故などの緊急時に備え、業務継続計画（BCP）や各種対策マニュアルを作

成しており、訓練に取り組んでいます。今後も、定期的な訓練により、市防災担当

部局や水道部門、下水道部門相互の連携を強化し、迅速かつ的確に判断し行動がで

きる組織体制の確立を図っていきます。また、訓練で発見した課題を精査し、マニ

ュアルの一層の充実に努めます。 

 

ウ 水道事業体間の連携・協力体制の確保 

地震などの災害発生時には、応急給水や応急復旧を迅速に行う必要があるため、

水道関係協力業者との連携の強化、周辺自治体や日本水道協会との相互応援体制の

強化も図っていきます。 

 

エ 災害時の協力体制 

大規模地震などの災害時には、限られた人員や物資で早期に応急復旧を行うため、

北海道や他事業者と相互支援体制を構築しています。 

また、復旧作業には民間事業者の技術が必要であり、民間事業者と被害状況の調

査や応急復旧方法の検討など災害対応に関する協定を締結しています。今後も、新

たな災害対応に関する協定の検討や、既定の協定を適宜見直し内容の充実や改善を

図ります。 

 

  

水道 

水道 下水道 

水道 

下水道 
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オ 資機材の確保 

災害時には応急対応に多くの資機材が必要となりますが、水道部で全ての資機材

を確保することは困難です。そのため、協定締結事業者と連携して災害時に必要と

なる資機材を確保する取組を進めます。 

水道部では、応急給水に必要な資機材として加圧ポンプ搭載型給水タンク車を２

台保有しているほか、車載用給水タンクや給水袋などを備蓄しており、給水袋につ

いては、今後も一定数の確保に努めます。 

 

  
 写真 ７-8【車載用給水タンク（左）と 10ℓ給水袋（右）】 

 

カ 防災意識の啓発 

広報誌やイベント等を通じて、家庭や事業所での飲料水やトイレ等で使用する生

活用水の備蓄を呼びかけていきます。 

また、緊急貯水槽を円滑に使用できるよう、市民参加のもとで応急給水訓練を今

後も定期的に実施し、地域と連携して、防災意識の向上と防災力の強化を図ってい

きます。 

 

(３) 浸水対策の推進 

ア 雨水施設の維持管理 

突発的な大雨から浸水被害を防ぐに

は、雨水施設を常に健全に保つ必要があ

ります。雨水施設や調整池の定期的な点

検を行い、破損箇所を発見した場合は、

早期に修繕を行います。 

ゲリラ豪雨など降雨状況が年々変化

しているため、今後も浸水被害を軽減す

るための方策の研究や検討を進めてい

きます。 

 

イ 雨水流出抑制 

公共施設や大型民間施設などが新たに設置されると地表面がアスファルトやコン

クリートに覆われるため、下水道管路への雨水流出量が増加する場合があります。  

事業者に対し雨水処理に対する助言や指導を行い、雨水流出量の抑制を図ります。 

水道 下水道 

下水道 

下水道 

水道 下水道 

写真 ７-9【雨水設備点検状況】 
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３ 持続 

(１) 経営基盤の強化 

ア 水道料金・下水道使用料改定の検討 

上下水道事業は、独立採算の原則のもとで運営し、これまで様々な経営努力を行

い、健全経営を維持してきました。 

今後も安定的に事業を継続していくためには、財源の確保が重要です。人口減少

など社会情勢を見通し、財源不足によって運転資金が枯渇し、事業に支障が生じな

いよう、適切な時期に水道料金・下水道使用料改定を検討します。 

 

イ 適切な資産管理 

将来にわたり安定的に上下水道事業を維持していくためには、アセットマネジメ

ントなど、中長期的な視点で施設や管路などの資産を適正に管理していく必要があ

ります。そのため、点検整備により延命化を図るとともに、計画的に更新を進める

必要があります。ライフサイクルコスト※の低減や予算の平準化により適正な資産管

理に努めます。 

 

ウ 職員配置と技術継承による組織力強化 

将来にわたって上下水道事業を運営していくためには、業務量に見合った職員数

が必要です。今後、事業量の変化等を見極め、適正な職員配置に努めます。 

上下水道に携わる職員は、通常業務から地震などの災害対応まで幅広い能力が求

められます。業務を通じて技術を継承するとともに内部・外部研修などを活用し人

材育成に努めます。 

 

 
写真 ７-10【内部職員研修】 

 

エ 民間事業者の活用 

浄水場や浄化センターの運転管理、営業センターの料金収納業務を外部委託する

など、民間活力を導入してきました。民間事業者が持つノウハウを活用できる業務

は、委託を継続していきます。また、受託者と意見交換し、相互に連携しながら技

術力の向上や技術継承に努めていきます。 

 

水道 下水道 

水道 下水道 

水道 下水道 

水道 下水道 
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(２) お客さまサービスの向上 

ア 電子式メータ設置による地上化の推進と毎月検針の導入検討 

今後も、地下式メータの電子式メータへの取替えを進めていきます。また、これ

まで検針不能であった冬季間等にも検針できるようになることから、毎月検針を導

入できないか検討していきます。 

 

イ 情報提供の充実 

これまでも、予算や決算をはじめ、水質検査の結果や災害時の備えなどの情報を

提供していますが、経営状況やサービスに対するお客さまの関心は一層高まる傾向

にあります。 

今後も、広報やホームページによる情報提供のほか、出前講座や上下水道施設見

学会、市の他部局が主催する各種イベントなどに参加し、お客さまとの双方向のコ

ミュニケーションが図られるよう、上下水道について理解を深めていただくための

取組を進めます。 

 

  
写真 ７-11【施設見学会（左）とイベントでの PR（右）】 

 

(３) 老朽化施設の整備 

ア 平準化による老朽管、機械・電気設備の更新 

上下水道施設は、集中的に建設した時期があるため、一斉に耐用年数を迎えます。 

事業が、短期間に集中し経営に支障をきたすことがないよう、適切な点検整備に

より延命化を図りながら平準化して進めます。 

 

  
写真 ７-12【更生管の引き込み状況（左）と管更生工事後（右）】 

  

水道 

水道 下水道 

水道 下水道 
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イ 浄水場更新に向けた検討 

浄水場は、点検整備などにより延命化を図っていますが、将来は更新時期を迎え

ます。安全で安心な水をつくるため、施設規模の最適化や、膜処理※、オゾン処理※

などの浄水処理方式について、更新に向けた調査・研究を進めます。長期的には、

広域化等の可能性も検討していきます。 

 

ウ 浄化センター更新に向けた検討 

浄化センターは、点検整備などにより延命化を図っていますが、将来は更新時期

を迎えます。更新に向けて水需要を予測し、施設規模の最適化や汚水・汚泥の処理

方式について調査・研究を進めます。 

 

(４) 環境負荷の低減 

ア リサイクルの推進 

浄水処理の過程で発生する汚泥は融雪剤へ、下水の処理過程で発生する汚泥は肥

料へと、それぞれ資源として全量を有効活用しています。 

このように上下水道で発生する汚泥を 100％リサイクルしている自治体は道内で

も極めて少なく、今後も環境負荷の低減と経費削減に努めます。 

有効期間が満了した廃棄メータは、市内就労支援施設へ委託し、金属やガラスな

ど素材別に分解して、金属については引き続きリサイクルするとともに、公営企業

として社会福祉への貢献に努めます。 

 

イ エネルギーの有効活用 

水道水を各所へ送水する方法には、ポンプによる送水と高低差を利用して動力を

使わない自然流下という方法とがあります。配水量が減少する将来は、自然流下の

配水区域を拡大し、エネルギーの節減に取り組んでいきます。 

また、下水熱を利用した融雪や消化ガスを燃料とした発電など、エネルギーを有

効活用しており、今後も経費節減と環境負荷の低減に努めていきます。 

 

 
写真 ７-13【消化ガスを燃料とした発電装置】 

 

  

水道 

下水道 

水道 下水道 

水道 下水道 
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江別市上下水道ビジョンの指標 

 

目標指標 説明 
現況値 

2017 年度 

目標値 

2028 年度 

安全：いつまでも安心して使える、安全で信頼される上下水道 

有機物（TOC）濃度水質基準比率（％） 

（Σ 給水栓の有機物(TOC)濃度/給水栓数）

水質基準値
× 100 

給水栓における有機物（TOC）濃度の水質

基準値に対する割合を示すもので、水道水の

安全性を表す指標の一つです。 
21.1 25.0 

農薬濃度水質管理目標比 

maxΣ（
各定期検査時の各農薬濃度

各農薬の目標値
）× 100 

給水栓における各農薬濃度と水質管理目標

値との比の合計を示すもので、水源の汚染状

況及び水道水の安全性を表す指標の一つで

す。 

0.000 0.000 

配水池清掃実施率（％） 

5 年間に清掃した配水池有効容量

配水池有効容量
× 100 

配水池有効容量に対する５年間に清掃した

配水池有効容量の割合を示すもので、安全で

良質な水への取組み度合いを表す指標です。 
99.7 100.0 

水源の水質事故件数（件） 

年間水源水質事故件数 

１年間における水源の水質事故件数を示す

もので、水源の突発的水質異常のリスクがど

れだけあるかを表す指標の一つです。 

0 0 

強靭：いつまでも強く、たくましい上下水道 

災害対策訓練実施回数（回／年） 

年間の災害対策訓練実施回数 

１年間に災害対策訓練を実施した回数を示

すもので、自然災害に対する危機対応性を表

す指標の一つです。 

6 6 

配水池の耐震化率（％） 

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 

全配水池容量に対する耐震対策の施された

配水池の容量の割合を示すもので、地震災害

に対する配水池の信頼性・安全性を表す指標

の一つです。 

12.4 52.2 

基幹管路の耐震管率（％） 

基幹管路のうち耐震管延長

基幹管路延長
× 100 

基幹管路の延長に対する耐震管の延長の割

合を示すものであり、地震災害に対する基幹

管路の安全性、信頼性を表す指標の一つです。 
16.7 37.7 

基幹管路の耐震適合率（％） 

基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長

基幹管路延長
× 100 

基幹管路の延長に対する耐震適合性のある

管路延長の割合を示すもので、基幹管路耐震

化率を補足する指標です。 
39.9 57.0 

基幹管路の事故割合（件/100km） 

基幹管路の事故件数

基幹管路延長/100
 

1 年間における基幹管路の事故件数を延長

100km当たりの件数に換算したものであり、

基幹管路の健全性を表す指標の一つです。 
0.0 0.0 

 

  

水道 
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目標指標 説明 
現況値 

2017 年度 

目標値 

2028 年度 

持続：いつまでも皆さまの近くにありつづける上下水道 

有収率（％） 

年間有収水量

年間配水量
× 100 

年間配水量に対する年間有収水量の割合を

示すもので、水道施設を通して供給される水

量が、どの程度収益につながっているかを表

す指標の一つです。 

95.3 95.0  

設備点検実施率（％） 

点検機器数

機械・電気・計装機器の合計数
× 100 

機械・電気・計装機器の合計数に対する点

検機器数の割合を示すもので、設備の健全性

確保に対する点検割合を表す指標の一つで

す。 

101.7 101.7 

配水量１㎥当たり電力消費量（kwh/㎥） 

電力使用量の合計

年間配水量
× 100 

配水量１㎥当たりの電力使用量を示すもの

で、省エネルギー対策への取組み度合いを表

す指標の一つです。 
0.18 0.18 

浄水発生土の有効利用率（％） 

有効汚泥利用量

発生汚泥量
× 100 

浄水発生土量に対する有効利用土量の割合

を示すもので、環境保全への取組み度合いを

表す指標の一つです。 
100.0 100.0 

経常収支比率（％） 

経常収益

経常費用
× 100 

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、水道事業の収益性

を表す指標の一つです。 
115.4 100.1 

給水収益に対する企業債残高の割合（％） 

企業債残高

給水収益
× 100 

給水収益に対する企業債残高の割合を示す

もので、企業債残高が規模及び経営に及ぼす

影響を表す指標の一つです。 
132.3 130.5 

外部研修時間（時間） 

（職員が外部研修を受けた時間 × 受講人数）

水道職員数
 

職員一人当たりの外部研修の受講時間を表

すもので、技術継承及び技術向上への取組み

状況を表す指標の一つです。 
32.2 30.4 

内部研修時間（時間） 

（職員が内部研修を受けた時間 × 受講人数）

水道職員数
 

職員一人当たりの内部研修の受講時間を表

すもので、技術継承及び技術向上への取組み

状況を表す指標の一つです。 
4.9 5.0 
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第７章 実現方策 

 

目標指標 説明 
現況値 

2017 年度 

目標値 

2028 年度 

安全：いつまでも安心して使える、安全で信頼される上下水道 

放流水の水質基準適合率（BOD）（％） 

目標水質達成回数

水質調査回数
× 100 

放流水試験の結果、下水道法や水質汚濁防

止法に定める水質基準に適合した割合を示し

たもの。 
100 100 

水洗化率（％） 

水洗化人口

処理区域内人口
× 100 

汚水処理区域内人口に対する水洗便所設置

済みの人口の割合示しています。 
99.5 99.7 

強靭：いつまでも強く、たくましい上下水道 

災害対策訓練実施回数（回／年） 

年間の災害対策訓練実施回数 

年に 4 回程度危機対応訓練や災害時協力業

者への説明会を実施します。 

 

4 4 

持続：いつまでも皆さまの近くにありつづける上下水道 

経常収支比率（％） 

経常収益

経常費用
× 100 

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、下水道事業の収益

性を表す指標の一つです。 
106.6 100.0 

企業債残高対事業規模比率（％） 

（企業債残高−一般会計負担額）

（営業収益−受託工事収益− 雨水処理負担金）
× 100 

下水道使用料に対する借金（企業債）残高

の割合を示しています。企業債残高の規模及

び経営に及ぼす影響を表す指標の一つです。 
293.0 238.8 

下水汚泥のリサイクル率（％） 

有効汚泥利用量

発生汚泥量
× 100 

１年間に発生した汚泥量に対し、有効利用

された汚泥量の比率を示しています。 
100.0 100.0 

消化ガス有効利用率（％） 

消化ガス場内使用量

消化ガス発生量
× 100 

消化ガスの発生量に対する使用量の割合を

示しています。 
99.5 100.0 

外部研修時間（時間） 

（職員が外部研修を受けた時間 ×受講人数）

下水道職員数
 

職員一人当たりの外部研修の受講時間を表

すもので、技術継承及び技術向上への取組み

状況を表す指標の一つです。 
26.9 27.4 

内部研修時間（時間） 

（職員が内部研修を受けた時間 ×受講人数）

下水道職員数
 

職員一人当たりの内部研修の受講時間を表

すもので、技術継承及び技術向上への取組み

状況を表す指標の一つです。 
6.2 5.5 

管路調査延長（km） 

管路調査延長 

1 年間に行う管路の目視及びテレビカメラ

調査延長を示しています。 

 

75.4 70.0 

管路の計画的改築延長（km） 

改築実施延長 

2019 年度から 2028 年度までに改築を行

う管路のうち、改築した管路延長の累計を示

しています。 

－ 10.7 

下水道 


