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第１章 県域水道ビジョンの策定にあたって第１章 県域水道ビジョンの策定にあたって
◆◆◆◆県域水道県域水道県域水道県域水道ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの位置位置位置位置づけづけづけづけ○平成22年に策定した「なら水循環ビジョン」4つの基本目標の一つである 「水利用の適正化～水を効果的・効率的に利用する～」における水道水の目標に位置づけ→県と市町村が広域的な観点に立った利水システムの合理化を図るため「県域水道ビジョン」を策定◆◆◆◆ 県域水道県域水道県域水道県域水道をとりまくをとりまくをとりまくをとりまく環境環境環境環境○県人口の9割が居住する大和平野地域の不足する水需要を満たすために、紀の川水系や淀川水系における水源開発により水源を確保○人口減少社会が到来する中で水需要が減少傾向○昭和40年代を中心に整備した水道施設の老朽化が進み、今後施設更新時期を迎え、耐震化への対応を含めて、多大な施設更新費用が発生○熟練職員の大量退職後の技術力の低下◆◆◆◆ ビジョンビジョンビジョンビジョンとはとはとはとは○水道事業の経営環境がより一層厳しくなる中、県民の皆さまに、安全安全安全安全でででで、、、、安心安心安心安心してしてしてして飲飲飲飲んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける水道水水道水水道水水道水をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって供給供給供給供給しししし続続続続けるためにけるためにけるためにけるために、、、、県内県内県内県内のののの水道水道水道水道がががが抱抱抱抱えるえるえるえる問題問題問題問題やややや、、、、今後顕在化今後顕在化今後顕在化今後顕在化するするするする問題問題問題問題をををを把握把握把握把握しししし、、、、長期的長期的長期的長期的なななな視点視点視点視点でででで県域水道県域水道県域水道県域水道のののの方向性方向性方向性方向性やややや実現実現実現実現するためのするためのするためのするための方方方方策策策策についてについてについてについて取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめた「「「「県域水道県域水道県域水道県域水道ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」をををを策定策定策定策定するするするする。。。。◆◆◆◆今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針○「県域水道ビジョン」は広域的広域的広域的広域的なななな観点観点観点観点でででで水道水道水道水道のありのありのありのあり方方方方をををを見直見直見直見直してしてしてしていくためにいくためにいくためにいくために、将来将来将来将来のののの事業経営事業経営事業経営事業経営についてについてについてについて、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方をまとめをまとめをまとめをまとめたものでたものでたものでたもので、、、、今後さらに市町村と連携・協力しながら、経営シミュレーションによる効果分析など、その実現可能性を検討する。

県域水道県域水道県域水道県域水道ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの策定策定策定策定にあたってにあたってにあたってにあたって

※県域水道：県営水道と市町村水道の総称

県域水道県域水道県域水道県域水道のののの概要概要概要概要

【【【【県営水道県営水道県営水道県営水道エリアエリアエリアエリア】】】】○県営水道と市町村の上水道事業の連携で運営（一部簡易水道事業あり）○1万ｍ3/日以上の浄水場が
10箇所、そのうち、10万ｍ3以上の浄水場が3箇所ある【【【【五條五條五條五條・・・・吉野吉野吉野吉野エリアエリアエリアエリア】】】】○各市町の上水道事業と簡易水道事業が独自で運営○1万m3/日以上の浄水場が2箇所ある【【【【簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道エリアエリアエリアエリア】】】】○簡易水道事業による運営○小規模水道施設が広範囲に点在

第２章 県域水道の概要第２章 県域水道の概要 県域水道県域水道県域水道県域水道ビジョンビジョンビジョンビジョン 概要版概要版概要版概要版

平成平成平成平成23年年年年12月月月月

１１１１

◆地形、河川などの自然的条自然的条自然的条自然的条件件件件、、、、浄水場浄水場浄水場浄水場のののの規模規模規模規模やややや施設形態施設形態施設形態施設形態などのなどのなどのなどの特性特性特性特性で→「県営水道エリア」、「五條・吉野エリア」、「簡易水道エリア」の３つに区分
【【【【県域水道県域水道県域水道県域水道のののの3つのつのつのつのエリアエリアエリアエリアとととと浄水場浄水場浄水場浄水場のののの位置位置位置位置】】】】



第３章 県域水道の現状と将来見通し第３章 県域水道の現状と将来見通し
◆◆◆◆ 施設施設施設施設のののの更新更新更新更新・・・・改良改良改良改良○試算結果によると、平成32年度の更新費 ：約152億円（H19～21年度平均投資額の約1.3倍）平成42年度の更新費 ：約171億円（H19～21年度平均投資額の約1.4倍）○水道施設の更新費に加えて、施設耐震化や新規施設整備による費用が見込まれ、今後の財源確保が課題。◆◆◆◆ 料金回収率料金回収率料金回収率料金回収率 （給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合）○料金回収率が100％未満の事業体では、経営状況は厳しい。○簡易水道事業では、ほとんどの市町村の料金回収率は50%未満である。◆◆◆◆有収水量有収水量有収水量有収水量１１１１ｍｍｍｍ3当当当当たりたりたりたり費用構成費用構成費用構成費用構成（（（（減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費））））○人口増加とともに施設の整備・拡張を実施してきたことが、減価償却費が大きい原因。今後、給水収益が減少する中で、合理的な施設投資が課題。（（（（受水費受水費受水費受水費））））○県営水道の現行料金が140円/ｍ3であることが、受水費が大きくなる一因。水源が水需要の多い県北西部から遠いために、導送水管延長が長くならざるを得ない奈良県特有の事情による。◆◆◆◆施設最大稼働率施設最大稼働率施設最大稼働率施設最大稼働率○施設最大稼働率が約50%を下回っている市町村もあり、施設の効率化を図るなどの中長期的な視点での改善策が必要。

市町村市町村市町村市町村によるによるによるによるヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング調査結果調査結果調査結果調査結果

【【【【施設更新施設更新施設更新施設更新のののの見通見通見通見通しししし】】】】
【【【【料金回収率料金回収率料金回収率料金回収率（（（（県域内上水道県域内上水道県域内上水道県域内上水道））））】】】】

【【【【1ｍｍｍｍ3当当当当たりたりたりたり費用構成費用構成費用構成費用構成（（（（県域内上水道県域内上水道県域内上水道県域内上水道））））】】】】

◆◆◆◆水水水水 源源源源○井戸水の水量減○カビ臭問題への対応◆◆◆◆ 設備投資設備投資設備投資設備投資○自己資金がなく、適切な施設更新が出来ない状況○県水単価が下がる場合、水源転換し、自己水への投資の抑制○簡易水道では財源問題から対応が困難な状況

◆◆◆◆組織組織組織組織・・・・経営体制経営体制経営体制経営体制○職員数の減少（ピーク時に比べ2～6割減少）○年齢構成のバラツキ、技術継承への危機感○簡易水道の職員は、他業務との兼務が多い○過疎化・高齢化で地元に管理を任せられない状況（簡水）◆◆◆◆ 財政状況財政状況財政状況財政状況○県水単価の動向を見て、料金改定を検討○簡易水道を上水統合する時、財源が逼迫する

【【【【施設最大稼働率施設最大稼働率施設最大稼働率施設最大稼働率（（（（県域内上水道県域内上水道県域内上水道県域内上水道））））】】】】

２２２２

県域水道県域水道県域水道県域水道のののの現状現状現状現状とととと将来見通将来見通将来見通将来見通しししし

02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
更新費（百万円） 奈良県全体H32/H19～21平均値＝1.3倍 H42/H19～21平均値＝1.4倍

Ｈ22    Ｈ25　     Ｈ30   　 Ｈ35  　　Ｈ40 　　 Ｈ45  　　Ｈ50　    Ｈ55 　 　Ｈ60    　Ｈ65   　Ｈ70
020406080100

120140
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道

（％） Ｈ21実績値 Ｈ20全国平均値H21県平均値最高：116.1％ 最低：67.6％【計算式】（供給単価/給水原価×100） 99.5％96.9％
（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版) 010203040506070

8090100
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道

（％） H21実績値 H20全国平均値H21県平均値最高：93.7％ 最低：42.9％
【計算式】　：　一日最大給水量/一日給水能力×100 72.6％65.2％

（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)

050100150200250300350400
奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 五條市 吉野町 大淀町 下市町 県営水道（出典）奈良県の水道概要(平成21年度版)有収水量１ｍ3当たり単価（円/ｍ3）
人件費 動力費 修繕費 薬品費支払利息 減価償却費 受水費 その他 　　　　H20全国平均値         H21県平均値

172.5円/m3222.8円/m3



２２２２

第４章 県域水道の将来構想第４章 県域水道の将来構想

３３３３

県営水道県営水道県営水道県営水道エリアエリアエリアエリア

～～～～県営水道県営水道県営水道県営水道をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした垂直連携垂直連携垂直連携垂直連携～～～～････県営水道県営水道県営水道県営水道へのへのへのへの水源転換水源転換水源転換水源転換→井戸、浄水場の廃止････奈良市水源奈良市水源奈良市水源奈良市水源のののの有効有効有効有効活用活用活用活用
東東東東 南南南南 部部部部 地地地地 域域域域

地地地地 域域域域 特特特特 性性性性 とととと 課課課課 題題題題 短短短短 ・・・・ 中中中中 期期期期

県営水道県営水道県営水道県営水道とととと奈良市奈良市奈良市奈良市

をををを含含含含めためためためた

将来的将来的将来的将来的なななな水道一元化水道一元化水道一元化水道一元化

北北北北 部部部部 地地地地 域域域域

五條五條五條五條・・・・吉野吉野吉野吉野エリアエリアエリアエリア

～～～～五條五條五條五條市市市市・・・・吉野吉野吉野吉野３３３３町町町町のののの水平連携水平連携水平連携水平連携～～～～

簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道エリアエリアエリアエリア

～～～～簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業のののの効率的運営効率的運営効率的運営効率的運営～～～～

・・・・施設施設施設施設のののの共同化共同化共同化共同化→用水供給事業の設立検討
・・・・管理管理管理管理のののの一体化一体化一体化一体化→民間活力を活用した管理組織の設立検討

県営水道県営水道県営水道県営水道によるによるによるによる24242424市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの用水供給用水供給用水供給用水供給○○○○水源水源水源水源のののの選択選択選択選択・県水（大迫、津風呂、大滝、室生）・奈良市水（布目、比奈知）・市町村自己水（地下水等）○○○○県営水道県営水道県営水道県営水道とととと市町村水道市町村水道市町村水道市町村水道とのとのとのとの二重投資二重投資二重投資二重投資のののの回避回避回避回避水源選択を踏まえた将来的な設備投資を検討
①①①①吉野川流域吉野川流域吉野川流域吉野川流域1111市市市市3333町町町町のののの上水道上水道上水道上水道○○○○水道経営水道経営水道経営水道経営のののの効率化効率化効率化効率化・施設更新、耐震化への対応・人口減少による施設利用率低下への対応・簡易水道統合による経営悪化への対応○○○○水源管理水源管理水源管理水源管理のののの一元化一元化一元化一元化・水源水質等管理水準の平準化
②②②②山間部山間部山間部山間部のののの簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道○○○○将来的将来的将来的将来的なななな安定経営安定経営安定経営安定経営

長長長長 期期期期

用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業とととと

末端給水末端給水末端給水末端給水事業事業事業事業のののの

一元化一元化一元化一元化

県域全体県域全体県域全体県域全体からのからのからのからの

技術支援技術支援技術支援技術支援

県域水道県域水道県域水道県域水道におけるにおけるにおけるにおける広域化広域化広域化広域化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ県域水道県域水道県域水道県域水道におけるにおけるにおけるにおける広域化広域化広域化広域化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

第５章 実現するための方策第５章 実現するための方策

※※※※ 着眼点着眼点着眼点着眼点 ｢｢｢｢水源水源水源水源のののの適正利用適正利用適正利用適正利用」、「」、「」、「」、「施設投資施設投資施設投資施設投資のののの最適化最適化最適化最適化」、」、」、」、｢｢｢｢業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化」」」」



（対応策）

（課題）

� 水需要水需要水需要水需要のののの減少減少減少減少にににに伴伴伴伴うううう水源水源水源水源のののの選択選択選択選択（（（（県営水道県営水道県営水道県営水道、、、、自自自自

己水己水己水己水））））

� 水源水源水源水源のののの選択選択選択選択をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた県営水道県営水道県営水道県営水道とととと市町村水道市町村水道市町村水道市町村水道とととと

のののの二重投資二重投資二重投資二重投資のののの回避回避回避回避

県営水道を軸とした垂直連携

奈良市水源の有効活用

（背景）

� 県営水道県営水道県営水道県営水道はははは、、、、大和平野大和平野大和平野大和平野のののの水源確保水源確保水源確保水源確保をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして

水道用水供給事業水道用水供給事業水道用水供給事業水道用水供給事業としてとしてとしてとして設立設立設立設立

� 近年近年近年近年、、、、市町村市町村市町村市町村のののの水需要水需要水需要水需要のののの減少減少減少減少やややや将来的将来的将来的将来的なななな更新更新更新更新

費用費用費用費用のののの増加増加増加増加、、、、技術力技術力技術力技術力のののの低下低下低下低下によるによるによるによる更更更更なるなるなるなる事業経事業経事業経事業経

営悪化営悪化営悪化営悪化のののの懸念懸念懸念懸念などによりなどによりなどによりなどにより、、、、広域化広域化広域化広域化のののの形態形態形態形態をををを改善改善改善改善

するするするする時期時期時期時期

� 県営水道県営水道県営水道県営水道をををを軸軸軸軸としたとしたとしたとした垂直連携垂直連携垂直連携垂直連携（（（（施設施設施設施設のののの共同化共同化共同化共同化））））

� 奈良市水源奈良市水源奈良市水源奈良市水源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

（（（（長期的対応策長期的対応策長期的対応策長期的対応策））））

� 県営水道県営水道県営水道県営水道とととと奈良市奈良市奈良市奈良市をををを含含含含めためためためた水道一元化水道一元化水道一元化水道一元化

＜概要＞

＜効果＞

＜実現への課題＞

� 奈良市水源奈良市水源奈良市水源奈良市水源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを視野視野視野視野にににに、、、、県水県水県水県水とととと奈良市奈良市奈良市奈良市をををを含含含含めためためためた

将来的将来的将来的将来的なななな水道一元化水道一元化水道一元化水道一元化のののの検討検討検討検討

� 受水市町受水市町受水市町受水市町：：：：受水費受水費受水費受水費がががが増加増加増加増加するもののするもののするもののするものの、、、、浄水場浄水場浄水場浄水場のののの更新費用更新費用更新費用更新費用、、、、

水源水源水源水源(深井戸等深井戸等深井戸等深井戸等)のののの維持管理費用維持管理費用維持管理費用維持管理費用のののの削減削減削減削減→→→→給水原価給水原価給水原価給水原価のののの抑制抑制抑制抑制

� 県水県水県水県水：：：：受水市町受水市町受水市町受水市町へのへのへのへの給水量増加給水量増加給水量増加給水量増加によるによるによるによる料金収入料金収入料金収入料金収入のののの増加増加増加増加

→→→→受水単価受水単価受水単価受水単価のののの値下値下値下値下げがげがげがげが可能可能可能可能

� 県全体県全体県全体県全体：：：：受水市町間受水市町間受水市町間受水市町間のののの給水給水給水給水サービスサービスサービスサービス（（（（供給供給供給供給のののの安定性安定性安定性安定性、、、、水質水質水質水質

のののの保持保持保持保持））））のののの平準化平準化平準化平準化

� 県営水道県営水道県営水道県営水道のののの供給単価供給単価供給単価供給単価［［［［現行現行現行現行140円円円円/ｍｍｍｍ3
］］］］のののの引引引引きききき下下下下げげげげ

� 廃止廃止廃止廃止となるとなるとなるとなる市町村浄水場市町村浄水場市町村浄水場市町村浄水場のののの水源水源水源水源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

� 水源水源水源水源としてとしてとしてとして県営水道県営水道県営水道県営水道をををを選選選選

択択択択したしたしたした方方方方がががが事業事業事業事業のののの効率化効率化効率化効率化

をををを図図図図れるれるれるれる場合場合場合場合、、、、浄水場浄水場浄水場浄水場（（（（自自自自

己水己水己水己水））））をををを廃止廃止廃止廃止しししし、、、、県水県水県水県水へのへのへのへの

転換転換転換転換（（（（施設施設施設施設のののの共同化共同化共同化共同化））））

県水増量県水増量県水増量県水増量

市町村浄水場 県水浄水場

市町市町市町市町村村村村給水区域給水区域給水区域給水区域

廃止廃止廃止廃止 県水増量県水増量県水増量県水増量

県水浄水場

市町市町市町市町村村村村給水区域給水区域給水区域給水区域

課題と対応策 モデル案

第４章 県域水道の将来構想第４章 県域水道の将来構想第５章 実現するための方策第５章 実現するための方策 ～～～～県営水道県営水道県営水道県営水道エリアエリアエリアエリア～～～～～～～～県営水道県営水道県営水道県営水道エリアエリアエリアエリア～～～～
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課題と対応策

（対応策）

（課題）

モデル案

五條市・吉野３町の水平連携

［１市３町による施設の共同化と用水供給事業設立の検討］

（背景）

＜概要＞

＜効果＞

＜実現への課題＞

� 従来従来従来従来からからからから水源管理水源管理水源管理水源管理のののの困難困難困難困難さやさやさやさや今後今後今後今後のののの水道経営水道経営水道経営水道経営

維持維持維持維持のののの観点観点観点観点からからからから、、、、互互互互いにいにいにいに連携連携連携連携するするするするニーズニーズニーズニーズ有有有有りりりり

� 施設稼働率施設稼働率施設稼働率施設稼働率がががが低低低低いいいい

� カビカビカビカビ臭臭臭臭のののの問題問題問題問題がががが発生発生発生発生（（（（吉野川吉野川吉野川吉野川））））

� 施設稼働率低下施設稼働率低下施設稼働率低下施設稼働率低下へのへのへのへの対応対応対応対応

� 水源水質水源水質水源水質水源水質のののの維持維持維持維持（（（（カビカビカビカビ臭問題臭問題臭問題臭問題へのへのへのへの対応対応対応対応））））

� 施設更新施設更新施設更新施設更新、、、、耐震化耐震化耐震化耐震化へのへのへのへの対応対応対応対応

� 五條市五條市五條市五條市・・・・吉野吉野吉野吉野３３３３町町町町のののの水平連携水平連携水平連携水平連携

→→→→水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場・・・・送水管送水管送水管送水管までまでまでまで、、、、新新新新たなたなたなたな用水供給用水供給用水供給用水供給

事業設立事業設立事業設立事業設立をををを視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた施設施設施設施設のののの共同化共同化共同化共同化

（（（（長期的対応策長期的対応策長期的対応策長期的対応策））））

� 用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業とととと末端給水事業末端給水事業末端給水事業末端給水事業のののの一元化一元化一元化一元化

� スケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットによるによるによるによるトータルコストトータルコストトータルコストトータルコストのののの軽減軽減軽減軽減［［［［施設施設施設施設（（（（取水取水取水取水、、、、浄浄浄浄

水場水場水場水場））））のののの維持管理維持管理維持管理維持管理のののの共同化共同化共同化共同化、、、、効率的効率的効率的効率的・・・・計画的計画的計画的計画的なななな設備投資設備投資設備投資設備投資、、、、

施設施設施設施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用、、、、稼働率稼働率稼働率稼働率のののの向上向上向上向上］］］］

� 技術者技術者技術者技術者のののの集約集約集約集約によるによるによるによる技術水準技術水準技術水準技術水準のののの維持維持維持維持

� 各市町各市町各市町各市町のののの費用負担費用負担費用負担費用負担のののの公平化公平化公平化公平化

� 水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場までまでまでまで

のののの施設施設施設施設をををを共同化共同化共同化共同化

� スケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットによによによによ

るるるるトータルコストトータルコストトータルコストトータルコストのののの軽軽軽軽

減減減減、、、、及及及及びびびび水源水源水源水源からからからから浄浄浄浄

水場水場水場水場までのまでのまでのまでの管理管理管理管理のののの一一一一

元化元化元化元化をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、

用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業のののの設立設立設立設立

をををを視野視野視野視野にににに検討検討検討検討

水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場・・・・送水管送水管送水管送水管までのまでのまでのまでの施設統合施設統合施設統合施設統合
水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場・・・・送水管送水管送水管送水管までのまでのまでのまでの施設統合施設統合施設統合施設統合

用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業水源水源水源水源 取水施設取水施設取水施設取水施設 導水管導水管導水管導水管 浄水場浄水場浄水場浄水場 送水管送水管送水管送水管
配水池配水管家庭五條市 配水池配水管家庭大淀町 配水池配水管家庭下市町 配水池配水管家庭吉野町

水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場・・・・送水管送水管送水管送水管までのまでのまでのまでの施設統合施設統合施設統合施設統合
水源水源水源水源からからからから浄水場浄水場浄水場浄水場・・・・送水管送水管送水管送水管までのまでのまでのまでの施設統合施設統合施設統合施設統合

用水供給事業用水供給事業用水供給事業用水供給事業水源水源水源水源 取水施設取水施設取水施設取水施設 導水管導水管導水管導水管 浄水場浄水場浄水場浄水場 送水管送水管送水管送水管
配水池配水管家庭五條市 配水池配水管家庭大淀町 配水池配水管家庭下市町 配水池配水管家庭吉野町
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（対応策）

（課題）

簡易水道事業の効率的運営

［管理の一体化による運営基盤の強化］

（背景）

� 経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤やややや技術基盤技術基盤技術基盤技術基盤がががが弱弱弱弱いいいい上上上上にににに、、、、人口減少人口減少人口減少人口減少（（（（過疎過疎過疎過疎

化化化化のののの進行進行進行進行））））、、、、給水量給水量給水量給水量のののの減少減少減少減少、、、、施設老朽化施設老朽化施設老朽化施設老朽化、、、、水道職水道職水道職水道職

員員員員のののの減少等減少等減少等減少等によりによりによりにより、、、、今後今後今後今後、、、、運運運運営基盤営基盤営基盤営基盤がさらにがさらにがさらにがさらに弱体弱体弱体弱体

化化化化するするするする懸念懸念懸念懸念

� 財政財政財政財政基盤基盤基盤基盤のののの脆脆脆脆弱弱弱弱なななな小規模小規模小規模小規模市町村市町村市町村市町村がががが簡易簡易簡易簡易水道水道水道水道のののの管管管管

理理理理運運運運営営営営しているためしているためしているためしているため、、、、将来的将来的将来的将来的なななな事業事業事業事業継続継続継続継続性性性性へのへのへのへの懸懸懸懸

念念念念

� 水道職員水道職員水道職員水道職員のののの技術技術技術技術・・・・経経経経験不足験不足験不足験不足→→→→人人人人材材材材のののの確保確保確保確保（（（（技術技術技術技術レレレレ

ベベベベルルルルのののの確保確保確保確保、、、、向上向上向上向上））））

� 厳厳厳厳しいしいしいしい水道事業経営水道事業経営水道事業経営水道事業経営（（（（収入収入収入収入のののの減少減少減少減少））））へのへのへのへの対応対応対応対応

→→→→事業事業事業事業のののの効率化効率化効率化効率化のののの推推推推進進進進

� 危機危機危機危機管理管理管理管理リスリスリスリスククククのののの増加増加増加増加（（（（水道施設水道施設水道施設水道施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化、、、、自自自自然然然然

災害災害災害災害などなどなどなど））））→→→→危機危機危機危機管理管理管理管理のののの対応対応対応対応

� 将来的将来的将来的将来的なななな施設更新施設更新施設更新施設更新へのへのへのへの対応対応対応対応

� 管理管理管理管理のののの一体化一体化一体化一体化によるによるによるによる運運運運営基盤営基盤営基盤営基盤のののの強強強強化化化化

→→→→広域的広域的広域的広域的なななな共同管理共同管理共同管理共同管理のののの委託委託委託委託のののの集約集約集約集約やややや受受受受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織のののの

設立設立設立設立をををを想想想想定定定定したしたしたした管理管理管理管理のののの一体化一体化一体化一体化

（（（（長期的対応策長期的対応策長期的対応策長期的対応策））））

� 県域全体県域全体県域全体県域全体からのからのからのからの技術技術技術技術支援支援支援支援

＜概要＞

＜効果＞

＜実現への課題＞

� 維持管理維持管理維持管理維持管理をををを含含含含むむむむサービスサービスサービスサービス水準水準水準水準のののの平準化平準化平準化平準化

� 技術職員技術職員技術職員技術職員のののの確保確保確保確保

� 市町村職員市町村職員市町村職員市町村職員のののの技術技術技術技術レベレベレベレベルルルルのののの確保確保確保確保・・・・向上向上向上向上

� 管理管理管理管理コストコストコストコストのののの削減削減削減削減

� 危機危機危機危機管理体制管理体制管理体制管理体制のののの強強強強化化化化（（（（大大大大規模災害規模災害規模災害規模災害時時時時のののの応応応応援援援援体制体制体制体制などなどなどなど））））

� 管理管理管理管理のののの受受受受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ（（（（費用負担費用負担費用負担費用負担、、、、運運運運営営営営ルールルールルールルールなどなどなどなど））））

� 民民民民間間間間企企企企業業業業参参参参加加加加にににに向向向向けけけけたたたたメリットメリットメリットメリットのののの確保確保確保確保のののの検討検討検討検討

� 管理管理管理管理のののの受受受受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織設立設立設立設立によるによるによるによる技術技術技術技術支援支援支援支援等等等等のののの検討検討検討検討
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課題と対応策 モデル案

第４章 県域水道の将来構想第４章 県域水道の将来構想第５章 実現するための方策第５章 実現するための方策 ～～～～簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道エリアエリアエリアエリア～～～～～～～～簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道エリアエリアエリアエリア～～～～

サービスプラットサービスプラットサービスプラットサービスプラットフォームフォームフォームフォームによるによるによるによる管理受管理受管理受管理受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織((((行政行政行政行政・・・・民間民間民間民間））））自治体職員自治体職員自治体職員自治体職員ＯＢＯＢＯＢＯＢ地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地元企業地元企業地元企業地元企業
人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材 市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））受託受託受託受託技術支援技術支援技術支援技術支援受託費受託費受託費受託費人件費人件費人件費人件費サービスプラットサービスプラットサービスプラットサービスプラットフォームフォームフォームフォームによるによるによるによる管理受管理受管理受管理受けけけけ皿組織皿組織皿組織皿組織((((行政行政行政行政・・・・民間民間民間民間））））自治体職員自治体職員自治体職員自治体職員ＯＢＯＢＯＢＯＢ地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地域住民雇用地元企業地元企業地元企業地元企業
人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材人材 市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））市町村市町村市町村市町村（（（（小規模水道小規模水道小規模水道小規模水道））））受託受託受託受託技術支援技術支援技術支援技術支援受託費受託費受託費受託費人件費人件費人件費人件費



県域水道県域水道県域水道県域水道におけるにおけるにおけるにおけるロードマップロードマップロードマップロードマップ県域水道県域水道県域水道県域水道におけるにおけるにおけるにおけるロードマップロードマップロードマップロードマップ

●●●● 奈良県奈良県奈良県奈良県（（（（水道行政担当水道行政担当水道行政担当水道行政担当：：：：地域振興部地域地域振興部地域地域振興部地域地域振興部地域政策政策政策政策課課課課））））→→→→広域化広域化広域化広域化のののの方向性方向性方向性方向性をををを提示提示提示提示しししし、、、、広域化推進広域化推進広域化推進広域化推進にににに向向向向けたけたけたけた調整調整調整調整やややや進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理（（（（水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化ブロックブロックブロックブロック別協議会別協議会別協議会別協議会のののの設置設置設置設置にににに向向向向けたけたけたけた調整調整調整調整、、、、広域化広域化広域化広域化のののの情報提供情報提供情報提供情報提供等等等等））））をををを行行行行なうことによりなうことによりなうことによりなうことにより広域化広域化広域化広域化をををを推進推進推進推進しますしますしますします
●●●● 水道事業体水道事業体水道事業体水道事業体（（（（市町村市町村市町村市町村、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道））））→→→→広域化広域化広域化広域化をををを実行実行実行実行するするするする主体主体主体主体でありでありでありであり、、、、水道水道水道水道サービスサービスサービスサービス水準水準水準水準のののの確保確保確保確保・・・・向上向上向上向上、、、、経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県及県及県及県及びびびび関係関係関係関係するするするする水道事業体水道事業体水道事業体水道事業体とととと連携連携連携連携してしてしてして広域化広域化広域化広域化をををを推進推進推進推進しますしますしますします

●●●●県域水道県域水道県域水道県域水道ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの策定策定策定策定→→→→広域的広域的広域的広域的なななな観点観点観点観点でででで、、、、県域水道県域水道県域水道県域水道のののの合理化合理化合理化合理化をををを検討検討検討検討していくためのしていくためのしていくためのしていくための基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを示示示示しますしますしますします
●●●●広域化広域化広域化広域化モデルモデルモデルモデル案案案案のののの具体化具体化具体化具体化→→→→将来将来将来将来のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿にににに向向向向けてけてけてけて、、、、各各各各エリアエリアエリアエリアでででで目指目指目指目指すすすす「「「「広域化広域化広域化広域化モデルモデルモデルモデル案案案案」」」」についてについてについてについて、、、、経営経営経営経営シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション等等等等をををを行行行行いいいい、、、、市町村市町村市町村市町村とととと 協議協議協議協議しながらしながらしながらしながら、、、、具体化具体化具体化具体化のののの検討検討検討検討をををを行行行行いいいいますますますます→→→→モデルモデルモデルモデル案毎案毎案毎案毎ににににワーキングワーキングワーキングワーキング（（（（市町村市町村市町村市町村、、、、県県県県、、、、県水県水県水県水））））をををを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成をををを図図図図りますりますりますります
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●●●●水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化ブロックブロックブロックブロック別協議会別協議会別協議会別協議会のののの設置設置設置設置→→→→広域化広域化広域化広域化モデルモデルモデルモデル案案案案のののの合意形成合意形成合意形成合意形成がががが図図図図られたところからられたところからられたところからられたところから順次設置順次設置順次設置順次設置→→→→県県県県はははは全全全全てのてのてのての協議会協議会協議会協議会ににににオブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバーでででで参加参加参加参加
●●●●水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化ブロックブロックブロックブロック別協議会別協議会別協議会別協議会によるによるによるによる実行計画実行計画実行計画実行計画（（（（アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン））））のののの策定策定策定策定・・・・実現化実現化実現化実現化→→→→業務共同化業務共同化業務共同化業務共同化のののの実施計画実施計画実施計画実施計画、、、、運営組織体制運営組織体制運営組織体制運営組織体制、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担、、、、責任区分等責任区分等責任区分等責任区分等についてについてについてについて、、、、協議会協議会協議会協議会メンバーメンバーメンバーメンバーがががが協議協議協議協議しししし、、、、実行計画実行計画実行計画実行計画（（（（アクショアクショアクショアクショ ンプランンプランンプランンプラン））））としてとしてとしてとして取取取取りまとめますりまとめますりまとめますりまとめます→→→→策定策定策定策定されたされたされたされた実行計画実行計画実行計画実行計画（（（（アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン））））にににに基基基基づきづきづきづき、、、、新新新新たなたなたなたな運営組織設立運営組織設立運営組織設立運営組織設立（（（（企業体等企業体等企業体等企業体等））））にににに向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備をををを行行行行いいいい、、、、実現化実現化実現化実現化をををを図図図図りますりますりますります
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第５章 実現するための方策第５章 実現するための方策


