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第３ 浜松市水道事業の現状と課題 

 以下の記載については、水道事業ビジョンを引用している。 

 浜松市の水道事業は、昭和６年の給水開始以来、人口増加及び生活水準の向上による

水需要の伸びと、給水区域の拡大に合わせ、段階的に拡張事業を重ねてきた。平成 17

年７月には 12 市町村合併に伴い６つの水道事業を浜松市水道事業として統合し、平成

18 年７月に「浜松市上水道事業基本計画」（以下「現計画」という。）を策定した。以

降、現計画に基づき、①安心でおいしい水の供給、②いつでも安定した水の供給、③市

民とともにつくる水道の実現、④水道事業に対する信頼性の向上、⑤環境に配慮した水

道事業の展開、という５つの目標を掲げ、各施策を推進してきたが、現在の水道事業を

取り巻く環境は大きく変化している。 

 その１つ目は、人口減少と少子高齢化の急速な進展や節水意識の向上、節水型機器の

普及等に伴い、これまで増加傾向にあった給水量が減少傾向に転じ、料金収入の減少に

つながっているということである。浜松市の人口は平成 20 年のおよそ 81.3 万人をピー

クに、その後減少傾向に転じている。今後もその傾向は続く見込みであり、これは給水

量や料金収入も減少が続いていくことを意味する。現計画を策定した当時は、将来的な

水需要の増加を見込んだ様々な施策を掲げたが、これからは、水需要の減少を前提に、

これまで整備した施設が老朽化することによる更新需要の急激な増加への対応など新

たな施策への転換が求められる。 

 ２つ目は、東日本大震災の経験を教訓として災害対策のさらなる強化、推進の必要性

が高まったことである。静岡県では、駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する巨大地震

による被害想定の見直しが行われ、浜松市においても、これまで以上に減災対策の推進

や被災からの早期復旧への取組が求められている。また、近年頻発している異常気象な

どの自然環境の変化や人為的な水道水の汚染など、想定されるあらゆる脅威に対して、

水源から各家庭に至るまでの安全な水道水を確実に提供し続けるために、これまでの水

質管理対策をさらに強化することが必要となる。 

 また、３つ目として、平成 29 年度に、中山間地域への水の供給を担ってきた簡易水

道事業を水道事業へ経営統合したことが挙げられる。簡易水道事業は、地形など、広範

囲にわたり厳しい条件での運営となるため、事業運営の効率化が求められてきた。平成

29 年度以降は、水道事業として健全な経営の持続や市民サービスの向上を目指し、民

間活用も含めた効率的な運営形態を導入することが必要となる。 

 このようななか、浜松市水道事業では、次世代に健全な水道事業を引き継いでいける

よう、『健全な水道経営の持続』と『安定したサービスと安全な水道水の提供』、『強靭

で安心できる水道システムの構築』を基本目標とし、平成 36 年度にその目標を達成す

るための基本施策と具体的な実現方策を掲げた水道事業ビジョンを策定した。 
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以下は、水道事業ビジョンに記載されている浜松市水道事業の現状と課題である。な

お、政令指定都市との比較は、業務指標を公表している 16都市を対象としている。 

１ 経営環境の悪化 

（１） 水道事業経営の現状 

ア 水道料金の現状 

浜松市では、効率的な事業運営により水道水を安く提供しており、政令指定都市との

比較では２番目に安い水道料金となっている。 

出典：水道事業ビジョン 

注：料金は、平成 26年４月１日現在の１ヶ月分で計算している。 

料金は、消費税相当額（８％）を含んでいる 

イ 業務効率の現状 

平成 17 年の市町村合併以降、職員数は、浜松市定員適正化計画に基づき、事務事業

の見直しやアウトソーシングの積極的な活用などにより、平成 26 年度末時点で 59 人、

人件費では年間約３億円の削減を図っている。その結果、業務効率を示す指標である「職

員１人当たりの給水収益」は、政令指定都市の中でも４番目に高くなっている。 
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  出典：水道事業ビジョン 

注：水道事業ガイドラインに基づき公表されている各都市の平成 25年度の指標値である。 

職員数の実績 

出典：水道事業ビジョン 

ウ 収益的収支の現状 

 収益的収入の根幹である給水収益については、水道料金の平成 19 年度から平成 22 年

度までの段階的値下げによるほか、近年の人口減少や節水型機器の普及などの影響によ

り、減少傾向にある。 

 そのようななか、人件費の削減をはじめとした経営健全化への取組により、経費削減

に努めているところである。 

 その成果もあり、「営業収支比率」や「経常収支比率」などの収益性を表す平成 26 年
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度の指標値は、それぞれ 105.9％、108.8％と 100％以上であり、健全な状態を維持して

いる。 

平成 26年度 浜松市水道事業会計決算の概要（経常収支） 

出典：水道事業ビジョン 

（２） 人口減少と水利用の変化 

ア 「人口減少時代」の到来 

浜松市の人口は、平成 20 年頃をピークに減少に転じており、平成 26 年では 79.1 万

人となっている。 

 平成 25 年３月に公表された浜松市の人口推計値によると、水道事業ビジョンの目標

年度である平成 36 年には 77.1 万人、平成 57年には 66.4 万人と推計されている。 

 年齢階層別では、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少し、労働

力の低下を招き産業や地域経済の衰退が懸念されている。一方、老年人口（65 歳以上）

は増加し、少子高齢化が顕著となっていく。  
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浜松市の将来推計人口 

出典：浜松市資料から作成 

イ 水需要の急激な減少 

将来推計人口から予測される給水人口と１日最大給水量は次のとおりである。 

 給水人口は、平成 21年度の 75.2 万人をピークに、その後は、人口減少の一方で簡易

水道事業の統合による増加もあり、平成 26年度には 74.6 万人となった。今後は、平成

36 年度に 76.3 万人、平成 57 年度に 65.4 万人と予測している。 

 １日最大給水量は、平成 18 年度の 286,100  ／日をピークに減少傾向を示し、平成

26 年度には 254,900  ／日となった。今後は、平成 36 年度に 260,600  ／日、平成 57

年度に 212,700  ／日と予測している。

出典：水道事業ビジョン 

 平成 36 年度の給水人口及び１日最大給水量は、平成 26 年度よりも増加しているが、

これは目標年度（平成 36 年度）の給水区域内普及率を 100％と見込んでいるほか、平

成 29 年度における簡易水道事業の経営統合の影響を見込んだものである。 
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 平成 57 年度では、給水人口の減少と節水型機器の普及等による一般家庭用の使用水

量の低下があいまって、１日最大給水量の減少が顕著となり、平成 26 年度よりも給水

人口が 12％、１日最大給水量が 17％程度減少する見通しである。 

出典：水道事業ビジョン 

ウ 水利用の変化 

業務営業用水量については、節水意識の向上のみならず、以前から大口需要者の地下

水への転換が見受けられる。その影響もあり、平成 17 年度には 52,000  ／日の業務営

業用水量が、平成 26 年度には 42,800  ／日と、9,200  ／日の減少となっている。こ

の傾向がこのまま続くと仮定した場合、平成 36 年度には 37,900  ／日、平成 57 年度

には32,600  ／日となり、平成26年度の実績から10,200  ／日の減少が見込まれる。

【業務営業用水量の予測】 

区分 平成 17年度 平成 26年度 平成 36年度 平成 57年度 

業務用営業用水量 52,000  ／日 42,800  ／日 37,900  ／日 32,600  ／日
出典：水道事業ビジョン 

（３） 大量更新期の到来 

ア 既存施設の老朽化 

浜松市水道事業が管理する水道施設は、産業経済の発展や給水人口の増加に対応し、

安全で安心できる水道水を安定的に供給するため、昭和 30 年代後半から昭和 50 年代に

かけての高度経済成長期に集中的に建設されてきた。 

 これら水道施設のうち約９割を占める管路の総延長は 4,704 ㎞となっている。 

 昭和 49 年以前に布設された管路については、平成 11 年度から平成 22 年度の第１次

老朽管更新事業として布設替えを行ってきた。平成 23 年度から現在までは、第２次老

朽管更新事業として布設替えを行っているが、法定耐用年数を超えている管路が 715 ㎞
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残っている。さらに今後10年間で752㎞の管路が法定耐用年数を迎えるため、合計1,467

㎞（総延長の 31％）が今後 10 年以内に更新が必要な管路である。 

 老朽化した管路は、漏水や濁水の原因となるため、早急に更新しなければならないが

1,467 ㎞全ての管路を更新した場合には、総額約 1,880 億円の費用が掛かるものと見込

まれる。 

今後更新が必要な管路の年度別の内訳（平成 26年度時点） 

出典：水道事業ビジョン 

 管路以外の水源や配水池などの施設については、平成 19 年度から実施している耐震

化工事に併せて更新に取り組んでおり、平成 26 年度現在では法定耐用年数を超えてい

る施設はない。また、電気・機械設備等の老朽化の度合いを表す「経年化設備率」も、

平成 23 年度で 61.6％であったが、設備の更新が進められた結果、平成 25 年度では

56.6％と年々減少傾向にある。 

 しかし、今後 10 年以内に法定耐用年数を迎える施設の更新に必要な費用は、総額約

220 億円と見込まれる。 

イ 大量更新期の到来 

今後 100 年間の水道施設の更新需要の見通しについて、法定耐用年数で更新を行った

場合の見込みは次のとおりである。水道施設の更新費用は 100 年平均で、１年当たり

127 億円が必要と試算され、現在の投資額では更新費用が不足する見通しとなり、従来

どおりの対応では市民生活を支える水道サービスの提供が継続できない事態も想定さ

れる。 
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法定耐用年数による更新需要の見通し 

出典：水道事業ビジョン 

ウ 今後の施設更新と維持管理に対する課題 

このように、水道施設の老朽化が加速度的に進行し、老朽管の維持管理、更新費用の

増大も見込まれるなか、将来的な水需要の減少も想定されるため、これまでと同規模の

施設で単純に更新すると水道施設能力の余剰拡大につながり、事業の効率性が低下して

しまう。 

 そこで、これからは、水道施設の老朽状態を推定して使用年数の延伸（長寿命化）や

適正な規模への縮小、将来の水需要の減少を見込み代替能力も確保しつつ更新が必要な

施設を見極めて統合するなど、更新コストの縮減を図る必要がある。さらに既存水道施

設を最大限に有効活用していくため、漏水事故などにより想定される被害リスクを考慮

した維持管理手法の検討も必要となる。 

（４） 簡易水道事業の経営統合 

 国では、今後の水道事業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、将来にわたり水道事業を健

全に継続させていくため、水道事業の統合・広域化を推進しており、浜松市においても

平成 19 年２月に策定した「簡易水道事業統合計画書」に基づき、隣接する飲料水供給

施設等の簡易水道事業への統合を進めるとともに、遠方監視システムなどの施設整備を

行い、平成 29 年度に、中山間地域に点在している簡易水道事業を水道事業へ経営統合

した。施設の保守点検など日常管理業務については、地域ごとに地元水道企業組合に委
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託している。 

 これらの簡易水道は、エリアが広範囲に及び人口密度が低いため、事業運営における

効率性が都市部に比べて低く、現在でも、当該地域の水道料金収入だけでは事業費を賄

いきれていない。今後、中山間地域の人口減少はますます進み、30 年後には一日最大

給水量がおよそ５割減少することが見込まれ、さらに経営状況は厳しくなる見込みであ

る。 

 また、管路や施設の老朽化、耐震化に掛かる整備費用に大幅な財源不足が生じ、収支

不足が深刻化する見込みである。 

（５） 中期的な財政見通し 

ア 中期財政計画における財政見通し 

 平成 27 年３月に策定した中期財政計画における財政見通しでは、水道事業の根幹で

ある給水収益について、人口減少による給水量の減少や節水型機器の普及、節水意識の

向上、地下水利用への転換などにより、今後も水需要の減少が想定されるなか、現在の

供給単価を維持した場合、平成 36 年度には 98.2 億円と、今後 10 年間で 10％近く減少

する見通しである。 

 一方、建設事業については、耐震化や改築更新などに掛かる費用が増加するなか、事

業規模を毎年 50 億円程度と見込んだ場合、経営の合理化・効率化によるコスト削減な

ど経費の抑制を図ったとしても、平成 34 年度には運転資金が底をつき、事業実施に支

障をきたすことが想定される。 

給水収益・資金残高（試算） 

出典：水道事業ビジョン 
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イ 企業債の今後 

 事業の実施に必要な財源の一部について、依存度は低いものの企業債で賄っているた

め、その支払利息が経費として発生している。可能な限り企業債に依存しないことが理

想であるが、事業実施効果が長期間にわたるため、世代間の負担の公平性を保つことも

必要である。元金ベースのプライマリーバランスを維持することにより、企業債残高を

抑制することが必要である。 

 平成26年度末時点における企業債残高は、水道事業219億円、簡易水道事業35億円、

計 254 億円である。 

ウ 料金制度の今後 

 現在の料金体系においては、水道水を多く使う企業などの負担感が大きく、企業の水

道離れ（水道から自己井戸への転換）を招き、水需要の減少に拍車を掛けており、企業

などの大口需要者が、今よりも水道水を利用しやすい料金体系の導入を検討する必要が

ある。 

（６） 技術力維持の見通し 

ア 職員の高齢化と不足する人員 

水道事業職員の約４割が 50 歳を超えており、今後 10 年間で退職を迎える。今後老朽

施設が増加するなか、これまで管理に携わってきた経験豊かな職員が減少し、水道施設

の運営・維持管理に支障が生じることが懸念される。このため、若手職員の育成ととも

に、退職などにより不足する人員については、民間の技術力を活用するなど、多様な官

民連携の在り方について検討し、水道サービスを維持・向上していくことが必要となる。 

年齢別職員構成 

出典：水道事業ビジョン 
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イ 技術研修の取組状況 

 職員の技術力の維持・向上のための取組として、平成 21 年度に技術研修施設を建設

し、毎年、水道技術の研修会を開催している。日本水道協会・静岡県などが主催する研

修会、関連団体やメーカーが主催する講習会へも参加している。 

 しかし、技術情報の共有化について、統一したマニュアル作成が遅れている。熟練技

術者の退職に備えて水道技術の継承を図るため、技術情報のマニュアル化が必要となる。 

ウ 国際的技術協力の取組状況 

 今後一層多様化・複雑化するであろう社会経済情勢を踏まえ、的確で持続的な事業運

営を図るために、世界の様々な水道整備の課題に取り組むことが技術力の研鑽につなが

る。 

 このため、平成 23 年度から国際協力機構（ＪＩＣＡ）の海外技術協力事業への技術

協力を進めており、平成 26 年度から平成 28 年度は諸外国 10 名程度の技術研修生を受

け入れている。 

 浜松市と自然条件や社会状況が大きく異なり、水道整備の立ち遅れた開発途上国との

技術協力に取り組むことで、水道整備に関する浜松市職員の問題発見、課題抽出や課題

解決に資する技術力の維持向上を図り、浜松市水道事業の発展に努めているところであ

る。 

（７） 経営基盤の強化と事業運営効率の向上に向けて 

以上に述べたように、今後、水需要の減少が見込まれるなか、中山間地域の簡易水道

施設も含めて施設の老朽化が進行する。このため更新費用や維持管理費用は抑制を目指

すとともに、厳しい財政状況に対応するため財務体質を強化することが必要となる。 

また、老朽化の進行により突発的な漏水事故の発生やポンプ停止などの多発が危惧さ

れるため、職員だけでなく民間企業の創意工夫やノウハウを活用した官民連携による地

域の総合的な技術力を発揮できる取組を進めることが重要である。 
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２ 社会環境の多様化 

（１） 水道サービスの現状 

ア 市民サービスの現状 

受付・案内業務では、「総合案内窓口」において、平成 27 年度から常時２名による迅

速・確実な第一次対応（電話及び窓口業務）を実施している。 

 料金納付業務では、金融機関での窓口納付や口座振替、コンビニ収納、クレジットカ

ード決済など、納付手段の多様化を図り、お客様の利便性を高めている。 

 個人の給水装置工事では、上下水道指定工事業者を対象とした講習会を毎年開催し、

工事事業者の技術とサービス意識向上を図り、顧客満足度向上に取り組んでいる。 

 今後も多様化する市民の生活スタイルに対応した質の高いサービスを提供し続けて

いくことが必要となる。 

イ 広報・広聴活動の現状 

 より親しみのある水道事業を目指し、情報提供の充実を図るため、「上下水道フェス

タ」を毎年実施し、水道の大切さや災害時用飲料水の備蓄などをＰＲするとともに、今

後の水道事業のため、来場者の方にアンケートを実施し、水道事業に対する市民意識の

把握に努めている。 

 また、小学４年生を対象とした浄水場の施設見学の受け入れや出前講座などで施設の

紹介をしている。 

 今後も、さらなる市民協働の推進のため、積極的な広報広聴活動が必要となる。 

（２） 水源と水道水質に対する不安 

ア 水源保全の現状と課題 

これまでの水源保全の取組としては、水源周辺の開発、廃棄物の不法投棄などによる

環境の変化を的確に把握するため、職員による水源の巡回監視を月１回、その他必要に

応じて行っている。水源の水質事故は、近年発生していないが、平成 25 年度にクリプ

トスポリジウムの指標菌が大原、常光浄水場の原水で検出されたことから、適切なろ過

方法による運転管理を行っている。平成 27 年３月には、厚生労働省において「浄水処

理対応困難物質」が新たに設定され、水道水源における水質事故への注意喚起、対応強

化の必要性がさらに高まっている。 
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今後は、天竜川を利用している関係行政部局との連携をさらに深めるとともに、水源

環境の汚染防止に向けた取組が必要となる。 

イ 水道水質管理の現状 

浜松市は、水道水質検査優良試験所規範（略称：水道ＧＬＰ）を認定取得している。

水道ＧＬＰは、水道事業体の水質検査部門等が行う水道水質検査結果の精度と信頼性を

保証するものである。浜松市は、この水道ＧＬＰに基づいて適切な水質分析を実施して

おり、浄水水質は、水道法に定められている水質基準を全て満たしている。なお、浜松

市が行う水質検査については、検査項目や採水地点などを明記した水質検査計画とその

計画に基づき実施した検査結果を、浜松市のホームページなどで公表している。 

ウ 水道水質に対する不安 

浜松市の水道水質に関しては、「カビ臭から見たおいしい水達成率」や「塩素臭から

見たおいしい水達成率」など、大半の指標で他の政令指定都市と比べ良好な数値を示し、

優れている。 

ただし、配水管の老朽化に伴い発生する水道水の着色や濁り、出水不良などの事故に

ついては、水道水への信頼を大きく損なうものであり、優先して改善していくことが必

要となる。 

これまでに大原浄水場と常光浄水場では、水質管理を的確に行うための「水安全計画」

を策定している。今後は、水源から給水栓に至る浜松市全体での総合的な水安全計画を

策定することが必要となる。そのため、水道システムに存在するおそれがある水質危害

リスクを抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御することにより、安全な水の供給

を確実にするシステムづくりが求められる。 

エ 貯水槽水道の衛生管理の推進 

マンション・アパートなどに見られる貯水槽水道は、適切な管理を行わなければ、水

道水の水質を損なうおそれがある。このため、浜松市では貯水槽を経由しない給水方法

である「直結給水」への切り替えを推奨している。 

直結給水の拡大を図るため、５階程度までの直結直圧方式及び 15 階程度までの直結

加圧方式の制度を平成 19 年度に導入した。さらに、共同住宅における小規模貯水槽水

道設置者が、直結給水に切り替える場合に、加入金納入を免除する制度を平成 25 年度

から導入している。制度の対象となる小規模貯水槽水道設置者数は、平成 23 年度には

2,200 件あったが、これらの制度の導入とともに直結給水への切り替え件数が増加し、

平成 26 年度末時点で対象件数が 1,975 件となった。 

今後も水道法の適用とならない小規模貯水槽水道を中心に、貯水槽設置者による適正

な管理の履行を求めるとともに、直結給水への切り替えを継続して推進することが必要
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となる。 

（３） 省エネルギー対策、環境負荷低減対策 

ア 省エネルギー対策の取組状況 

 浜松市では平成 25 年３月に「浜松市エネルギービジョン」を策定し、太陽光発電な

ど再生可能エネルギーの導入と省エネルギーを推進している。 

 水道事業における省エネルギー対策の取組としては、配水ポンプにおいて、インバー

タ制御などの効率的な運転を実施するとともに、設備更新時に省エネルギー機器への切

り替えを行っている。 

 また、再生可能エネルギーである太陽光発電や風力発電、小水力発電などの設備導入

の可能性について調査研究を進めてきた。太陽光発電については、浄水場の敷地や配水

池上部などのスペースを利用して太陽光パネルを設置する検討を行ったが、建設費、維

持費に対する採算性が低いこと、配水池内の水道水に対する安全性の確保が難しいなど

の理由から、実施には至っていない。風力発電や小水力発電についても、導入に向けた

有効な具体案の策定に至っていない。 

イ 環境負荷低減対策の取組状況 

 環境負荷低減対策の取組として、水道管を埋設する工事を行う際には、発生土量の削

減等のため、できるだけ浅い位置に埋設するとともに、排出ガス対策型や低騒音型の建

設機械を使用するなどの対策を講じてきた。 

 浄水過程で発生する浄水発生土の再利用については、泥土を機械脱水し、園芸用培養

土として利用しているが、脱水処理されず天日で乾燥させている汚泥（天日乾燥汚泥）

については、産業廃棄物として処分を行っている。現在、この天日乾燥汚泥について、

水道工事の埋め戻し材など、有効利用の可能性について検討を進めている。 

（４） 水道サービスの向上と安定的なサービス提供に向けて 

今後、浜松市においても人口減少や高齢化によるライフスタイルの変化や、市内中心

部や郊外、中山間地域における土地利用の変化により水道に対するニーズもより多様化

することが想定されるため、適切に市民ニーズを把握し迅速に対応することが重要であ

り、そのため情報提供の充実や窓口対応等の満足度向上などに取り組み、安定した信頼

される質の高いサービスを提供することが必要である。 

また、水道事業の基本となる安全な水道水を安定的に提供するためには水質管理体制
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をより一層強化するとともに、社会的な要請である省エネルギー対策の推進や資源の有

効利用など環境に配慮した事業運営の重要性が増している。 

３ 明日起こるかもしれない巨大地震や津波 

（１） 防災対策の現状 

ア 水道被害の想定 

 市民生活にとって重要なライフラインである水道施設は、災害時にもその機能を維持

又は早期に回復することが求められる。しかし、今後 30 年での発生確率が 70％と言わ

れている南海トラフで発生するマグニチュード９クラスの地震が発生した場合の水道

被害は、発災直後の浜松市内全域での断水に始まり、１ヶ月後でも約２割の断水が解消

できていない状態が続くと想定されている。また、水道施設の応急復旧（95％程度の復

旧）にも６週間程度要するものと想定している。 

イ 確保できる応急給水量 

 浜松市が管理する水道施設で地震発生時において確保できる給水量は、配水池や耐震

性貯水槽に 112,000  の貯水、耐震性のある取水施設から１日当たり 56,000  の取水

が可能となっている。これは、被災時に必要な応急給水量を給水人口で配分した場合の

概ね 15 日分の量に相当する。 

 しかし、発災から約１週間は、断水している地域の災害拠点病院や救急病院などの医

療施設や避難所への応急給水を優先して行っていくため、浜松市内全域にわたっての飲

料水の確実な提供が難しくなることが予想される。このため浜松市では、１人１日３リ

ットルの飲料水を７日分は備蓄していただくよう、市民の皆さんに呼びかけている。 

 発災後は、被害を受けた水道施設が復旧するまでは、確保した給水量での応急給水と

なるため、できるだけ多くの給水量を確保するために水道施設のさらなる耐震化が喫緊

の課題であり、断水区域の縮小や断水日数の短縮のためには、被災した水道施設の早期

復旧が必要となる。 

ウ 市民意識の現状 

 平成 26 年６月に実施した市民アンケートで、家庭での水や食料の備蓄状況について

調査を行ったところ、圧倒的多数の人が必要と思いながらも、「備蓄品を置く場所がな

い」、「賞味期限が切れ、捨てるのがもったいない」などの理由から、７日分以上の備蓄

ができていないことが分かった。今後も、引き続き飲料水の備蓄など、自助防災への呼

びかけを強めていく必要がある。 
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エ 施設の耐震化状況 

 取水・浄水施設は、平成 19 年度に策定した施設耐震化計画に基づいて耐震化工事を

実施している。これにより大原浄水場や常光浄水場などの主要浄水施設については概ね

耐震化されているが、「取水・浄水施設の耐震率」は 26％と低い状況である。耐震率が

低い主な要因は、天竜川からの導水施設である三方原用水が耐震化されていないことに

よるものであるが、今後 10 年で国、県、市の３者が共同して耐震化を実施する予定で

あり、事業完了後の「取水・浄水施設の耐震率」は 73％となる見込みである。 

 また、浜松市内に 90箇所ある配水池の「配水池耐震施設率」は 83％で他の政令指定

都市よりも高く、更新及び耐震化が進んでいる。平成 19 年度の施設耐震化計画策定以

降、主に配水池を中心に耐震化を進めてきた成果である。 

オ 管路の耐震化状況 

 管路の耐震化については、平成 23 年度から、発災後の復旧資材の調達が困難な大口

径の管路で構成されている基幹管路について、耐震適合率の早期 100％達成を目指して

いる。これにより、現在想定している６週間の応急復旧期間を４週間程度に短縮できる

ものと考えている。なお、平成 26 年度における「基幹管路の耐震適合率」は 57％とな

っている。耐震適合率の早期 100％達成のために、今後も工期の短縮につながる工法（管

路の布設替えではなく継手箇所を耐震補強する工法）の活用や発注単位の大規模化を継

続していく必要がある。 

 浜松市内全体の管路耐震化率の向上のためには、非耐震管の更新が必要となる。今後

は、水需要予測結果などを踏まえ、可能な限り口径の縮小を図り、コストを縮減しなが

ら実施することが重要である。 

（２） 危機管理体制の見直し 

ア 被害影響を小さくするための施設整備 

 現在、浜松市では給水区域を 55 の配水区域に分割し配水管理を行っている。各配水

区域には、その区域に必要な給水を賄うための水源や配水池などの水道施設が整備され

ているが、配水区域によっては、水源の複数化がなされておらず、事故等で１つの水源

が停止した場合、給水できなくなる箇所が存在している。そのため、配水区域ごとに水

源の複数化を図る方法や、他の配水区域から水融通できる連絡管路を整備することによ

って、事故時や緊急時においても、給水を継続できる配水管理システムを構築すること

が重要である。 

 また、水道水を市民のもとへと送るため、ポンプを用いている配水区域がある。停電
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に備えて自家発電設備の整備を進めているが、未整備の箇所もあるため、引き続き整備

を進める必要がある。 

イ 被害影響を小さくするための体制の構築 

 災害や事故等が発生した場合にあっても、事業を継続させるための計画である「事業

継続計画（ＢＣＰ）」については、水道事業と下水道事業を合わせた計画として、平成

26 年度に策定した。 

 上下水道部の全職員が、速やかに応急給水活動ができるように毎月応急給水訓練を実

施し、地域で行われる防災訓練には、給水車及び職員を派遣し、給水活動の指導などを

行っている。今後は、訓練を検証して計画の実効性を高める取組を行うとともに、応急

給水活動に関する市民への情報提供や事前の広報活動についても考えていく必要があ

る。 

ウ 情報管理の現状 

 水道事業に関する様々な情報は、日常業務のみならず、いざという時の迅速な現場対

応や早期復旧に役立つ。現在の主な情報管理システムである、浜松市水道地理情報管理

システム（以下「マッピングシステム」という。）やファイリングシステムの構築は平

成 26 年度に完了しているが、誤った情報が入力されているケースもあり、活用するう

えで精度の向上が求められている。 

 遠方監視装置の整備と遠方監視データの集約化については、現在は施設所管課単位で

の管理となっているため、１点集中監視のシステムと体制が整っていない。 

エ 資機材等の確保 

 発災後の応急給水に必要な資機材として、給水タンクを搭載した給水車（４t車２台・

２t車６台）をはじめ、車載用又は可搬式の給水タンクや非常用飲料水袋（ポリエチレ

ン製）、応急給水栓等を保有している。一方、応急復旧に必要な資機材については、作

業車（トラック）や発電機、水中ポンプなどの機材や燃料、様々な種類の管材料を確保

している。 

 しかし、これら応急給水・復旧に必要な資機材等については、被災時の応急活動に十

分な備蓄状況であるとは言えない。各部署における備蓄状況や保管状態等を把握し、浜

松市全体として必要な資機材の補充と適切な管理が必要である。 

 一方、浜松市では地域防災計画において、45箇所の補給水源と 19 箇所の耐震性貯水

槽を緊急時の給水拠点として位置付けているが、全市に占める「給水拠点密度」が低く、

面的に整備が不足している地域がある。緊急時においても、市民の皆様に必要な飲料水

を提供できるよう、給水車による給水を考慮した、計画的な給水拠点の整備が必要であ

る。 
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給水区域内における緊急時給水拠点位置図（平成 26年４月） 

【浜松市の給水拠点（整備済）】 

● 補給水源

市が管理する井戸水源や配水池で、耐震化がされており、緊急時の応急給水が可能。 

■ 耐震性貯水槽

飲用または消火用のため、主に小学校や公園に設置している。

出典：水道事業ビジョン 

オ 応急給水・復旧体制の構築 

 発災後の応急給水・復旧については、各地区上下水道協同組合及び建設業協会や職員

ＯＢボランティアの会などと連携した体制を構築している。 

 また、全国大都市の水道事業で締結している「19 大都市水道局災害相互応援に関す

る覚書」により、災害発生時に遠隔地の都市が応急給水や復旧資機材の提供などで互い



37 

に支援し合うことを取りやめ、広域での相互応援体制の強化を図っている。この覚書に

基づき、浜松市が被災した場合の応援都市である堺市との合同防災訓練を平成 26 年度

に実施した。さらに、その他の自治体についても、相互応援や合同訓練の実施について

検討している。 

 これまでも実施している、地元自治会が実施する防災訓練での広報活動や、浜松市総

合防災訓練（地区モデル訓練）への給水車及び職員の派遣を継続し、災害対策の重要性

や実施方法について広報することが重要である。 

 地震等災害時における市民との連携のため、自治会の自主防災会が行う防災訓練にお

いて、上下水道部職員が耐震性貯水槽の操作方法を説明し、災害時に市民が職員に代わ

って操作ができるよう、協力を要請している。 

（３） 危機管理対策の充実に向けて 

今後 30 年間で南海トラフ地震の発生確率は７割と予測されており、仮に今、同規模

の地震が発生すると市内約２割の地域で１ヶ月間の断水が生じる見込みとなっている

ため、市民で準備できる対応として飲料水の備蓄を推奨しているところであるが、必ず

しも十分な状況ではない。このため、ハード対策としての水道施設の耐震化を早急に進

めるとともに、ソフト対策として市民や地域企業と共同で強靭な危機管理体制を構築す

ることが重要である。 


