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１．はじめに

・広域化の可能性を踏まえ、基本計画を策定

・検討中の広域化の方向性について中間報告

はじめに



現状と課題（1/5）
２．現状と課題

（１） 各事業認可計画の現状

・山陽小野田市水道事業を除いて、計画目標年度を超過

・計画値と現状の給水人口・給水量に大きな差

＜表－各事業の認可計画の現状＞



現状と課題（2/5）
（２）給水人口と給水量の現状と将来予測

ダウンサイジングを検討すべき

・将来予測の結果、人口・給水量ともに減少するとの結果を得た

・現有施設に対する余剰幅が広がる

＜グラフ－給水人口の実績と予測（両市合算）＞ ＜グラフ－給水量の実績と予測（両市合算）＞



現状と課題（3/5）
（３）施設計画上の課題

・必要となる水道施設としての能力・機能面 下に示す検討課題を抽出

＜表－施設計画上の課題＞



現状と課題（4/5）
（４）更新需要の見通し

・アセットマネジメント手法に
よる今後40年間に要する
更新需要額を算定

延命化を考慮

・宇部市 約737億円
・山陽小野田市 約290億円

＜表－両市の水道施設更新需要額（今後40年間）＞

広瀬浄水場 15,045 376.1

中山浄水場 3,535 88.4

その他施設 6,118 153.0

管　路 49,029 1,225.7

計 73,727 1,843.2

総額 年当たり
区分 施設の区分

宇部市

更新需要（百万円）

高天原浄水場 3,147 78.7

鴨庄浄水場 1,579 39.5

その他施設 1,252 31.3

管　路 23,064 576.6

計 29,042 726.1

山陽小野田市

区分 施設の区分
更新需要（百万円）

総額 年当たり



・両市とも、現状維持（水道料金も）した場合、将来的に事業を継続する
ことができない

現状と課題（5/5）
（５）財政の見通し

＜グラフ－宇部市の財政の見通し＞

＜グラフ－山陽小野田市の財政の見通し＞



⽔道施設整備計画（1/6）

（１）計画の条件

・両市の主要な浄水場4箇所

統廃合を検討
・水源や浄水場の廃止
・送水ポンプ所や送水管の整備

＜表－主要な浄水場の能力と現在の水需要＞ ＜図－浄水場●配置のイメージ＞

３．⽔道施設整備計画



⽔道施設整備計画（2/6）
（２）両市単独の事業を維持する場合

浄水場の数は減少しない

・両市が独立して相互応援を確保

・広瀬1系と鴨庄東系の廃止は可能だが

＜表－単独事業を維持する場合の施設計画の概要 ＞



⽔道施設整備計画（3/6）
（３）広域化する場合

・給水量の減少にあわせ
厚東川水系の3浄水場
の再編が可能

廃止浄水場の違いに
よる3ケース（右表）

＜表－広域化する場合の施設計画の概要＞



⽔道施設整備計画（4/6）
（４）概算事業費の比較（1/2）

＜表－各ケースの事業費の比較＞ （単位：百万円）

浄水場名 系統
更新：○
廃止：×

１系 × 285

２系 ○ 4,025

○ 2,162

○ 2,628

西系 ○ 2,118

東系 × 0

１系 × 送水Ｐ 266

２系 ○ 5,211

× 送水管 170

○ 2,628

西系 ○ 2,118

東系 × 0

－ 中央監視 － 650

１系 × 送水Ｐ 285

２系 ○ 5,211

○ 2,162

× 送水Ｐ・管 378

西系 ○ 2,083

東系 × 0

－ 中央監視 － 350

１系 ○ 2,142

２系 ○ 4,897

× 送水管 170

× 送水Ｐ・管 383

西系 ○ 2,083

東系 × 0

－ 中央監視 － 350
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鴨庄

ケース４
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浄水場の再編に対する施設整備事業費

ケース名 概算事業費

単
独
事
業
維
持

ケース１－１ 宇部市
広瀬

11,218

■単独事業維持
両市それぞれ相互応援確保
事業費最も大きい

■広域化する場合
ケース4が最も事業費が小さい

■単独維持と広域化の事業費差小さい
廃止浄水場に送水機能追加
監視制御設備改良



⽔道施設整備計画（5/6）
（４）概算事業費の比較（2/2）

■広域化により系統を1/2に減少

・更新後のランニングコスト減少
・次期更新事業費の圧縮効果

＜図－浄水場再編に関する単独事業維持と広域化の比較イメージ＞



⽔道施設整備計画（6/6）
（５）広域化する場合における厚東川水源系浄水場の再編

ケースに関する技術的項目の比較（検討中）
＜表－広域化する場合における厚東川水源系浄水場の再編ケースの比較＞



広域化計画（1/3）

（１）広域化により得る経済効果（1/2）

①収益的収支に対する効果

・検討の結果 約1.2億円＋α

※ +α：廃止する浄水場とその場合の人員配置による効果
＜表－広域化する場合における収益的収支に対する効果＞ （単位：千円/年）

４．広域化計画



広域化計画（2/3）
（１）広域化により得る経済効果（2/2）

②資本的収支に対する効果

・浄水場再編の事業費抑制効果は小さい

ただし、次期更新時には大きな効果

③水道料金に対する効果

・現状維持から考えて、計画により40年後の水道料金（供給単価）に

大きな差

＜表－広域化による水道料金（給水原価と供給単価）への効果＞ （単位：円）



広域化計画（3/3）
（２）目指すべき広域化の形態

・「経営の一体化」段階の効果
が最も大きい

＜表－広域化する場合における収益的収支に対する効果（抜粋再掲）＞
（単位：千円/年）

・「管理の一体化」段階では
効果が１／２未満となる



広域化に向けた今後のスケジュール

・1年目：実務レベルの協議会 ・2年目：各種許認可の申請期間 ・3年目：広域化の完成
＜図－広域化に向けた今後のスケジュール（案）＞

５．広域化に向けた今後のスケジュール



まとめ

● 浄水場再編に伴う施設整備事業費の削減ができ、ケース別に約１.８～１２

億の効果が得られる。

● 浄水場再編による効率化により、再編後のランニングコストと次期更新事
業費の圧縮効果が得られる。

● 業務等の効率化により、収益的支出の削減効果が生じ、広域化のレベル
が高いほど、その効果額も大きくなる。「経営の一体化」以上のレベルで
は、年間約１.2億円＋αの効果を得られる見込みである。それ未満のレ

ベルでは、効果額は半分未満になってしまう。

● 広域化を行うことで、将来に向けた水道料金のアップ率を抑えられるこ と
が明らかとなった。

● 広域化のスケールメリットにより、計画的な人材育成や災害時の要員確保
及び応急資機材の充実等を図ることが可能となる。

６．まとめ


