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水道事業と広域化の概要



水道事業の概要



100年以上前から築き上げた豊富・安全・安価な水道

► 日本初の近代水道は1887年神奈川
から開始

► 国連加盟１９３カ国のなかで水を
蛇口から直接飲めるのは、わずか
１２カ国

► 水道管から漏れ出している水の割
合（漏水率）は世界平均で３０～
４０％なのに対し、日本は全国平
均で７％以下（東京都は３％以
下）
► （※上記は、元国連環境審議
官・吉村和就氏分析から引用）

► 料金も月20トン使う家庭用の平均
料金は、2018年4月時点で3,244円
（※通信、電力ガスより安い）

１. 水道事業の概要



収益：有収水量の減少は人口減少以上に進んでいる

► 水道の年間有収水量は直近9年間で６％減少している。

► 内訳をみると、給水人口の減少は1%程度だが、1人当たり有収水量は約5%の減少となっている。

(出典)地方公営企業年鑑（平成26年度、令和元年度）

現在給水人口

1人当たり有収水量

現在給水人口と1人当たり有収水量の推移
(2010年度を100とする）

１. 水道事業の概要



投資：今後30年間の水道施設の更新費・修繕費は直近10年間の約1.5倍（厚労省）

► 厚生労働省によると、過去10年間の投資の平均値1兆1千億円/年に対し、実質的耐用年数で単純更新を

行った場合は1兆6千億円/年になる

(出典)厚生労働省令和2年度水道担当者会議資料

１. 水道事業の概要



損益：料金で経費回収できていない水道事業者は約4割

► 約4割の水道事業体が原価割れしている。

► 一方、給水原価の高い水道事業体はなかなか料金が上げづらい実情も見える。
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人財：職員10名以下の水道事業体が半分。
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１. 水道事業の概要



人財：今後増える施設更新への対応に必要な人材が不足しているのではないか

１. 水道事業の概要

EY新日本有限責任監査法人及び
水の安全保障戦略機構共同研究
（2021年3月）



「人口減少時代の水道料金はどうなるのか？」
１. 水道事業の概要

値上

げ率

順位

都道府県 事業主体名
料金

改定率
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改定年度
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(20㎥使用
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(円)

将来予測値
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(円)

給水普及率

（2018年度）

総人口

減少率

2043年

想定人口

改定実

績

(年度)

895 北海道 函館市 +19% 2030年度 1,922 2,280 99.9% -34% 169,550

141 北海道 岩見沢市 +81% 2020年度 3,434 6,212 99.9% -38% 50,008

416 北海道 小樽市 +44% 2023年度 3,369 4,860 100.0% -45% 64,023

567 北海道 室蘭市 +34% 2027年度 2,651 3,550 99.9% -39% 51,646

126 北海道 稚内市 +84% 2019年度 4,560 8,408 100.0% -44% 19,171

332 北海道 留萌市 +51% 2020年度 4,151 6,259 98.9% -49% 10,567

124 北海道 釧路市 +85% 2023年度 3,868 7,137 100.0% -31% 131,117

519 北海道 広尾町 +37% 2019年度 4,320 5,938 100.0% -46% 3,611

5 北海道 夕張市 +323% 2019年度 6,841 28,956 99.5% -68% 2,505

862 北海道 浦河町 +20% 2033年度 3,960 4,741 95.1% -49% 6,292

718 北海道 北斗市 +26% 2029年度 2,710 3,421 97.9% -32% 30,497

56 北海道 紋別市 +122% 2019年度 4,428 9,823 99.9% -42% 12,716

998 北海道 札幌市 +12% 2035年度 3,585 4,001 99.9% -7% 1,831,468

206 北海道 木古内町 +68% 2024年度 5,269 8,861 99.8% -62% 1,555

444 北海道 旭川市 +42% 2023年度 2,954 4,203 95.3% -23% 255,815

152 北海道 枝幸町 +77% 2020年度 4,104 7,270 99.9% -42% 4,599

469 北海道 美幌町 +41% 2027年度 3,823 5,372 97.3% -36% 12,424

321 北海道 中標津町 +52% 2024年度 4,082 6,186 99.4% -19% 18,984

213 北海道 苫小牧市 +66% 2020年度 2,624 4,344 99.9% -16% 143,498

645 北海道 増毛町 +30% 2026年度 5,360 6,978 100.0% -53% 1,944

465 北海道 余市町 +41% 2019年度 5,336 7,508 98.2% -44% 10,426

289 北海道 北見市 +55% 2019年度 4,253 6,597 95.5% -28% 85,386 2018

65 北海道 本別町 +114% 2020年度 4,767 10,221 99.1% -51% 3,368

264 北海道 様似町 +58% 2024年度 4,850 7,653 99.3% -53% 1,982

333 北海道 白糠町 +51% 2023年度 4,536 6,837 98.5% -60% 2,913

566 北海道 羽幌町 +34% 2024年度 5,850 7,837 99.2% -44% 3,854

482 北海道 帯広市 +40% 2024年度 4,050 5,659 99.9% -10% 152,025

992 北海道 網走市 +13% 2031年度 4,298 4,839 99.9% -30% 26,456

49 北海道 士別市 +128% 2019年度 4,193 9,550 82.3% -44% 10,494

200 北海道 むかわ町 +69% 2023年度 4,140 6,987 99.6% -53% 3,769

159 北海道 美唄市 +76% 2019年度 5,124 8,999 99.8% -54% 9,820

事業体別の
「料金値上げ必要度合」データ

（エクセル形式で公表）

レポート本
体

► 平成27年2月に日本の水道全事業体の2040年まで
の料金値上げ必要率を日本で初めて推計。
（平成30年3月及び令和3年3月に改訂版を公表）

► 結果について、レポート及び事業体別個票データ
を弊法人ウェブサイトにて公表。

► 人口減少、節水等の厳しい経営環境の中で値上げ
無しには経営が持続困難な状況を可視化。

EY新日本有限責任監査法人及び
水の安全保障戦略機構共同研究
（2021年3月）



「人口減少時代の水道料金はどうなるのか？」
１. 水道事業の概要

EY新日本有限責任監査法人及び
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「人口減少時代の水道料金はどうなるのか？」
１. 水道事業の概要

EY新日本有限責任監査法人及び
水の安全保障戦略機構共同研究
（2021年3月）



２水道事業における広域連携手法



水道事業における広域化の形態
２. 水道事業における広域連携手法



水道広域化の形態（パターン）と期待される効果と課題
２. 水道事業における広域連携手法

出典：http://www.jwwa.or.jp/wide-ppp/upfile/file/wide/kouikika_kouka_kadai.pdf



広域化の類型と先進事例
２. 水道事業における広域連携手法

出典：https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf



広域化のパターン・類型別の先進事例
２. 水道事業における広域連携手法

出典：https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf



３先行する水道事業統合事例



広域化の目的は、施設の共同化の他、管理水準の向上、人材及び技術力の確保、料金値上げ
の抑制など

３. 先行する水道事業統合事例

出典：水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（厚生労働省、2017年3月）

広域連携の目的（N=39）

※その他の目的には以下が含まれる
• 経営の効率化
• 水資源の有効活用。老朽管の後輪促進（国庫補助の活用）
• 簡易水道統合、未普及地域解消
• 効率的な水運用



広域連携（事業統合）後の取り組みでは、日常の施設管理水準の向上や災害対応・危機管理
能力の向上に効果があったとされている

３. 先行する水道事業統合事例

出典：水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（厚生労働省、2017年3月）

広域連携の目的（N=13）



広域連携（事業統合）後も、水道料金の適正化や技術力の確保のために不断の努力が必要

３. 先行する水道事業統合事例

出典：水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（厚生労働省、2017年3月）

広域連携後、新たに取り組もうとしている事業（N=12）



広域連携（事業統合）をより効果的にするためには、具体的かつより細やかな計画が必要と
なる

３. 先行する水道事業統合事例

出典：水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（厚生労働省、2017年3月）

小口径管の企業団全体の重要度等を考慮し

て計画的に更新、有収率の向上、施設台帳

の整備

⇒より細やかな更新計画と市町村間の合意

職員年齢構成の不均衡、採用計画の未策

定、複数市からの派遣が多いため移動等に

よって技術力の確保が難しい。

⇒ 具体的な人材計画（派遣、採用、育成、

ローテーション）の策定

想定ほど効果がなかった事項

事業統合後に新たに判明した課題



香川県における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf



香川県における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議「取り組み事例～香川県における水道広域化～」
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000597197.pdf）および香川県担当者ヒアリング結果を基に作成

統合合意に至った背景

► 地理的に狭い。

► 事業体数（利害関係者）が
少ない方（8市8町）

► 坂出市・善通寺市以外は市
町村合併を経験（安心
感）。

► 県民の渇水に対する意識
（各事業者が単独で対応す
るには限界がある）。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000597197.pdf


香川県における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議「取り組み事例～香川県における水道広域化～」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000597197.pdf

水道料金に関する不公平感の解消

► 事業開始後１０年間は旧事業体ごとの区分経理（市町ごとの料金体系）を維持。

► 以下の条件をクリアしたうえで、４０年度に料金統一。

更新基準に基づき、平成55年まで

に更新が必要な事業費を算出

機関管路の耐震化率の見込み

（H29年末：19.9％⇒H39年末：

36.3％）

広域化検討当初は浄水場数を20程

度で良いと検討していたが、各地

で浄水場がなくなる不安感を低減

するため結果的に38浄水場



香川県における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議「取り組み事例～香川県における水道広域化～」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000597197.pdf

企業団の今後の取り組みとして以下があげられている。

► 各種目標の達成は「令和10年（平成40年）」～に設定。



群馬東部水道事業団における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：「広域化の取組状況等について」（総務省、平成30年3月）https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf



群馬東部水道事業団における広域化前の反対意見と対応／工夫

３. 先行する水道事業統合事例

出典：水道事業の統合と施設の再構築に関する調査（厚生労働省、2017年3月）

台帳は未整備の事業体が存在したが、不足のあった部分について、各構成団体職員への聞き
取りで台帳整備を実施

検討においては以下の業務で外部コンサルタントを活用
・群馬東部水道広域化基本構想策定等業務委託
・群馬東部水道事業創設認可申請等作成業務委託
・官民連携事業形態及び発注業務アドバイザリー業務



群馬東部水道事業団における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

► コア業務は直営で、準コア業務を包括業務委託で第三者セクターが担うという、広域化と官民連携を
組み合わせにより、人材不足・技術継承・効率化を目指している。

コア事業（直営）

• 事業運営の基幹となる業務

• 主に主要庁舎（太田市）にて実施

• 担当職務：総務・管理系、工務系（直営の範囲）、維持管理系
（直営の範囲）、各職務の委託発注等

• 機能：区域内の管理本部（遠方監視、緊急時の対応指示）

準コア事業（三セク）

• 事業運営上重要な業務＋コア業務と一体的に実施する業務

• 分庁舎で管理

• 担当職務：給水装置系総務・管理系、工務系（委託範囲）、維持
管理系（委託範囲） ※直営職員は委託業者の監督

• 機能：区域内の配水池・管路等の維持管理、給水装置関係の工事
者対応

定型業務
その他の業務 ⇒ 委託で実施

出典：「広域化の取組状況等について」（総務省、平成30年3月）https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf を基に作成

https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf


群馬東部水道企業団 広域化+官民出資会社活用

３. 先行する水道事業統合事例

► 広域化と官民連携を組合わせた事例（広域化で、旧「町」水道も一括管理）

太田市

館林市

みどり市

板倉町

明和町

千代田町

大泉町

邑楽町

3

市
5

町
の
水
道
事
業
が
水
平
統
合

広域化
（事業統合）

群馬東部水道企業団

（2016年4月発足）

2017年4月事業開始

（契約期間8年間）

官民連携
（施設運転管理のみならず、施設整備や料金徴収等も含

む包括的なもの。※コンセッションではない）
＋



群馬東部水道事業団 水平統合から垂直統合へ

３. 先行する水道事業統合事例

出典：群馬東部水道事業垂直統合基本構想(概要版)

► 現在群馬東部水道事業団におい
ては、県営浄水場との垂直統合
を進めている。

• 垂直統合に伴う施設再構築によ
り、2024年度までに水道施設6施
設を廃止、浄水場6施設を配水場
化することができ、維持管理費や
更新費用等を削減することができ
る。

• 群馬東部水道企業団における
2024年までの概算事業費を比較
した場合、垂直統合を実施しない
場合は約761億円、垂直統合を実
施する場合は約471億円となる。

• 垂直統合によって収支は改善され
るが、資金残高の減少は避けられ
ない。高度浄水処理導入、送水の
二重化、老朽化施設の更新など、
2025年度以降の事業に対する財
源確保のために料金改定を検討
する必要がある。



秩父地域における広域化事例

３. 先行する水道事業統合事例

出典：「広域化の取組状況等について」（総務省、平成30年3月）https://www.soumu.go.jp/main_content/000562833.pdf



４新たな広域連携施策等



広域化には総論賛成だが、広域化に踏み出すには課題も多いという現場の声も多い
４. 新たな広域連携施策等

► 都道府県で広域化推進プランを策定中。

► 総論賛成だが、広域化に踏み出すには課題も多いという現場の声も多い。

広域化形態 それぞれの連携手法の概要

統合によ
る広域化

統合によ
らない
広域化
（業務の共
同化）

► 一つの事業に統合
► 料金も一本化し、統一

► 一つの経営主体に統合
► 事業と料金はそれぞれ別

► 経営主体は別々
► 事務処理等の共同実施
► 事業の効率的運営を図る

► 経営主体は別々
► 浄水場等の施設を共同化
► 緊急時連絡管、災害時応

援協定、施設の統廃合や
整備水準の平準化

事業
統合

経営の
一体化

管理の
一体化

施設の
共同化

課題

► 大きな水道事業体は料金値上げの可能性
► 政治的な要素も多く、今まで事例が少ない
► 近年簡易水道の統合の影響もあり、広域化

のメリットが見えないと前に進めない

► 今までも少しずつ実施されている。
► 今後も広域化プラン策定の検討を契機に、

新たに案が出る可能性もありうる。

► 事例が少なく、対象業務により連携手法が
異なることから、具体的な検討の進め方が
見えにくい

► 調整に時間がかかる割に想定される効果額
が小さいことも多い



秋田県では新たな広域連携が検討されている
４. 新たな広域連携施策等

出典：「秋田県生活排水処理事業連絡協議会 令和３年度第１回幹事会 概要」資料等を基に作成

► 秋田県では、第三者組織によって、県と市町村の生活排水事業の業務を広域的に補完する体制（第三

者組織）の構築を検討している

■組織形態案（イメージ）
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