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八尾市水道事業の健全経営に向けて
～八尾市水道事業の概要、現状と課題～

八尾市水道局

【資料１】
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【八尾市水道事業の概要】
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水道事業の目的

◆水道法（昭和32年6月15日法律第177号）

（この法律の目的）

第1条 この法律は、水道の布設及び管理を適
正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計
画的に整備し、及び水道事業を保護育成す
ることによって、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を目的とする。
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八尾市水道事業の沿革
• 全市一円に給水することを目標に、水道施設のない地域へ
の布設による給水区域の拡大と断水・渇水の解消などを主
な目的として、拡張に次ぐ拡張を重ね、高度経済成長に伴う
水需要の増大に対応してきました。

※平成25年11月30日をもって八尾配水場廃止。
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八尾の水道施設

八尾市水道局庁舎
（八尾配水場）
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人口推移と拡張事業

第1次拡張事業
（S25～S26）

第2次拡張事業
（S32～S35）

第3次拡張事業
（S38～S46）

第5次拡張事業
（S53～S58）

第4次拡張事業
（S46～S54）

第6次拡張事業
（H7～H15）

5カ町村合併
市制施行
（S23）

2地区編入
3町村合併

(S30)

1町合併

(S32)

1地区編入

(S39)

高度経済成長期

市域拡大・産業の
発達に伴い、人口
が急激に増加。
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第1次～第2次拡張事業時代の市内配管状況
（昭和25～昭和35年度）

昭和25年の人口
→ 66,694人

昭和35年の人口
→120,192人

昭和30年
高度経済成長期に突入
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第3次～第5次拡張事業時代の市内配管状況
（昭和38～昭和58年度）

昭和38年の人口
→140,441人
昭和58年の人口

→274,518人

昭和47年まで
高度経済成長期続く
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第6次拡張事業完了以降の市内配管状況
（平成15年度以降）

水道普及率
ほぼ100％達成

平成15年の人口
→約274,985人
昭和58年の人口
→約269,068人
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【水道事業の経営のしくみ】
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地方公営企業とは

水道事業は「地方公営企業」である。

地方公営企業とは・・・
地方公共団体が営む事業で、地方公営企業法により、
公共の福祉を増進するように運営されなければならない
とされている。
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水道事業の特色

①公益事業
⇒国民生活や都市活動に欠くことのできない
水を供給する事業。

②独立採算制

⇒政令で定められたものを除き、地方公営企
業の経費は、市民税等の税金ではなく、経営
に伴う収入（給水収益）をもって充てなければ
ならない。
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官公庁会計と地方公営企業会計の違い①

• 検針：
水の使用量はメーターに記録されます。 その記録を見
に行くのが検針です。

• 料金調定：
「調定」とは「調査決定」を省略したもので、検針データを
もとに、水道料金を算定することです。
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官公庁会計と地方公営企業会計の違い②
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官公庁会計と地方公営企業会計の違い③
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地方公営企業会計の基本
◆日々の経営活動に必要な経費（収益的収支）と、施設の改良
などに必要な経費（資本的収支）に分けて経理している。

※企業債：借入金のこと。
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【水道事業の課題】
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これからの課題

• 水道事業は、地方公営企業法によって、「独立採算制」をとっ
ています。

⇒税金ではなく、経営に伴う収入で健全な経営を持続しなけれ
ばいけません。
しかし、水道事業を取り巻く環境の変化により、健全な経営
の持続は困難になってくると言わざるを得ません。

給水収益の減少

災害への備え職員の技術継承

管路等の老朽化施設の更新
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給水収益の減少
給水人口の減少、水道使用者の節水意識の高まり、節水機器の性能の向上
と普及等による水需要の減少に伴い、給水収益は右肩下がり。こうした傾向は
今後も続くものと見込まれるため、財政面への影響が懸念されます。
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管路等の老朽化施設の更新
厚生労働省の「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（簡易支援
ツールによるステップ３レベル）に基づく試算

※法定耐用年数：法定上、使用可能と見積もられている年数（≒資産の寿命）

高度経済成長期に、水需
要の増加に対処するため、
急速に水道施設を整備。
その更新需要が近い将来
集中してきます。
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職員の技術継承

※職員の多数が今後10年間で退職。その職員が保有している技術を次代の
職員に継承しなければならないとともに、経営を担う人材を育成していかな
ければならない。
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災害への備え

東日本大震災においては、
水道施設は管路、構造物
及び設備それぞれに様々
な被害を受け、長期的かつ
広範囲にわたる断水が発
生した。

水道施設は、国民の生活に欠かせないライフラインであり、水の供給が止
まることは、住民への負担・影響が莫大な事態に直結します。大規模地震や
その他の自然災害の場面にあっても、必要最低限の水の供給が可能となる
よう、水道施設を強化（耐震化）しておくことが必要です。
安全でおいしい水を安定的に供給し続けていくため、その拠点となる水道局
庁舎の建替えも実施しています。

また、被災時には速やかに復旧できるよう、万一の事態を想定した予防措置
を施し、発生した場合には早期に復旧できる体制を確立する必要もあります。

平成２６年度末現在の耐震化率：資産（構造物及び設備）４６．５％、管路１９．２％
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八尾市水道事業のジレンマ

【出資金】
市長部局から
もらっているお
金
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八尾市水道事業のジレンマ
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アセットマネジメントの導入

◆アセットマネジメントの定義等
（厚生労働省：「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」より）

水道におけるアセットマネジメント（資産管理）とは、「水道
ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、
中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体
にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営す
る体系化された実践活動」を指す。

アセットマネジメントとは・・・

「現状把握により、
水道資産を適切に管理するためのツール」である。
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アセットマネジメントの効果
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八尾市水道事業の現状
アセットマネジメントを活用した収支シミュレーション

• 料金収入は水需要の減少
により逓減の見込み。

• 今後５年間の大規模事業
の完成後は資本費が損益
を圧迫し、平成２８年に赤
字に転落。

• 資金不足を補うため、起債
を増やした場合、支払利息
がさらに増加。

個々の施設毎の更新需要を検討した上での収支シミュレーションを実施
【試算ケース】 更新基準：法定耐用年数、料金：据置き
収益的収支の試算
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八尾市水道事業の現状
アセットマネジメントを活用した収支シミュレーション

• 今後５年間の大規模事業
に加え、過去に取得した資
産の法定耐用年数の経過
が集中するため、その更新
に必要な支出が増加し、資
金不足が生じる。

• 建設改良費の増加と資金
不足に対応するため、起債
を増やした場合、企業債残
高が大幅に増加。

個々の施設毎の更新需要を検討した上での収支シミュレーションを実施
【試算ケース】 更新基準：法定耐用年数、料金：据置き
資本的収支の試算
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水道事業者に求められること

◆国（総務省）から水道事業者へ
公営企業として事業を行う場合には、自らの経営等について的確な現状把
握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底し
た効率化、経営健全化を行うことが必要である。そのために、各公営企業に
おいて、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営基盤
の強化と財政マネジメントの向上に取り組まれることを願う。

◆厚生労働省から水道事業者へ
給水人口や給水量の減少、老朽化施設の更新需要への対応、東日本大震
災の経験を踏まえ、震災対策を抜本的に見直した危機管理の対策を講じるこ
と等、来るべき時代に求められる課題に挑戦するために、水道事業者におい
てもさまざまな連携と役割分担に応じた取組を進めるため、水道事業に係る
基本的な計画を策定し、公表することが重要である。



八尾市水道事業の取り組み

• 人口減少、水道水使用の減少などにより給水収益が年々減
少している。一方、水道施設及び拡張期に整備した水道管
路の更新ボリュームが増加しており、収入が減少する状況に
おいても事業を継続していく必要があるため、財政収支を踏
まえた経営が重要となっており、水道事業に関する様々な計
画を包括的にコントロールできることが必要となっている。

人口減少などの外部環境の変化や施設の老朽化、資金の
確保などの内部環境の変化を受け、今後の厳しい経営状況
においても、水道事業を継続していくために策定しようとして

いるものが「中期経営計画」です。
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中期経営計画の位置付け

安全安心な上水道の
供給体制づくりを目指
す。そのため、水道管
の耐震化、老朽化し
た水道管の更新が必

要。

「安全（水道水の安全の
確保）」、「強靭（確実な
給水の確保）」、「持続（
供給体制の持続性の確
保）」、この３つの確保が
必要。

中期経営計画は、具体的な経営戦略・行動計画として、国の示す「新水道ビジ
ョン」も踏まえ、八尾市水道ビジョンの計画期間（平成２０度～平成３２年度）の後
期にあたる今後５年間での取組内容、目標値及びロードマップを定めるものです。


