
No. 業務指標 （単位）

１． 安心：全ての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給

ａ） 水資源の保全

1001 水源利用率 79.6 （％） （一日平均給水量／確保している水源水量）×100

1002 水源余裕率 12.6 （％） ［（確保している水源水量／一日最大給水量）－１］×100

1003 原水有効利用率 95.9 （％） （年間有効水量／年間取水量）×100

1004 自己保有水源率 27.2 （％） （自己保有水源水量／全水源水量）×100

1005 取水量１ｍ３当たり水源保全投資額 0.00 (円/m3) （水源保全に投資した費用／その流域からの取水量）

ｂ） 水源から給水栓までの水質管理

1101 原水水質監視度 93 （項目） ＝原水水質監視項目数

1102 水質検査個所密度 13.7 (個所/100km2) （水質検査採水個所数／給水区域面積）×100

1103 連続自動水質監視度 0.029 (台/1,000m3/日) （連続自動水質監視装置設置数/一日平均給水量）×1,000

1104 水質基準不適合率 0.0 （％） （水質基準不適合回数/全検査回数）×100

1105 カビ臭から見たおいしい水達成率 85 （％） ［（1-ｼﾞｪｵｽﾐﾝ最大濃度/水質基準値）+（1-“2-MIB”最大濃度/水質基準値）］/２×100

1106 塩素臭から見たおいしい水達成率 100 （％） ［（1-(年間残留塩素最大濃度－残留塩素水質管理目標値）／残留塩素水質管理目標値］×100

1107 総トリハロメタン濃度水質基準比 35 （％） （総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ最大濃度／総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ濃度水質基準値）×100

1108 有機物（ＴＯＣ）濃度水質基準比 30 （％） （有機物最大濃度／有機物水質基準値）×100

1109 農薬濃度水質管理目標比 未調査 （％） Σ（xi／Xi）／ｎ×100

0 ここで、 xi：各農薬の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各農薬の管理目標値

ｎ：水道事業体の水質検査計画書に記載の農薬の数

1110 重金属濃度水質基準比 0 （％） Σ（xi／Xi）／６×100

ここで、 xi：各重金属の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各重金属の水質基準値

重金属とは カドミウム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、六価クロム及びそれ等の化合物

1111 無機物質濃度水質基準比 9 （％） Σ（xi／Xi）／６×100

ここで、 xi：各無機物質の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各無機物質の水質基準値

無機物質とはｱﾙﾐﾆｳﾑ、塩化物ｲｵﾝ、ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、鉄、ﾏﾝｶﾞﾝ、ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物

1112 有機物質濃度水質基準比 0 （％） Σ（xi／Xi）／４×100

ここで、 xi：各有機物質の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各有機物質の水質基準値

有機物質とは、陰ｲｵﾝ界面活性剤、非ｲｵﾝ界面活性剤、ﾌｪﾉｰﾙ類、色度の４種をいう

1113 有機塩素化学物質濃度水質基準比 0 （％） Σ（xi／Xi）／６×100

ここで、 xi：各有機塩素化学物質の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各有機塩素化学物質の水質基準値

有機塩素化学物質とは、

　　水質基準に定められている四塩化炭素、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼｽ及びトランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

　ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝの６種と水質管理目標に定められている

　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝの２種の合計８種をいう

1114 消毒副生成物濃度水質基準比 3 （％） Σ（xi／Xi）／５×100

ここで、 xi：各消毒副生成物の給水栓での年間測定最大濃度

Xi：各消毒副生成物の水質基準値

消毒副生成物とは臭素酸、ｸﾛﾛ酢酸、ｼﾞｸﾛﾛ酢酸、ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの５種をいう

1115 直結給水率 60.6 （％） （直結給水件数/給水件数）×100

1116 活性炭投入率 0.0 （％） （年間活性炭投入日数/年間日数）×100

1117 鉛製給水管率 0.0 （％） （鉛製給水管使用件数/給水件数）×100

平成29年度　ふじみ野市水道事業　業務指標計算結果

業務指標項目 業務指標の定義
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No. 業務指標 （単位）

２． 安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保

ａ） 連続した水道水の供給

2001 給水人口一人当たり貯留飲料水量 127 ℓ/人

2002 給水人口一人当たり配水量 302 ℓ/日/人 （一日平均給水量／給水人口）×1,000

2003 浄水予備力確保率 0.8 （％） ｛（全浄水施設能力－一日最大浄水量）／全浄水施設能力］×100

2004 配水池貯留能力 0.82 日 配水池総容量／一日平均給水量

2005 給水制限数 0 日 ＝年間給水制限日数

2006 普及率 100.0 （％） （給水人口／給水区域内人口）×100

2007 配水管延長密度 21.8 km/km2 配水管延長／給水区域面積

2008 水道メータ密度 177 個/km 水道メータ数／配水管延長

ｂ） 将来への備え

2101 経年化浄水施設率 0.0 （％） （法定耐用年数を超えた浄水施設能力／全浄水施設能力）×100

　　　　浄水施設の法定耐用年数とは、コンクリート構造物　60年とする

2102 経年化設備率 53.8 （％） （経年化年数を超えている電気・機械設備数／電気・機械設備の総数）×100

　　　　経年化年数とは、受変電設備　20年、計装設備 10年、監視制御設備 10年、

　　　ろ過設備 10年、薬品設備 10年、掻寄機 12年、脱水機 17年、ポンプ設備 15年

2103 経年化管路率 23.9 （％） （法定耐用年数を超えた管路延長／管路総延長）×100

　　　　管路施設の法定耐用年数とは、40年とする

2104 管路の更新率 0.59 （％） （更新された管路延長／管路総延長）×100

2105 管路の更生率 0.000 （％） （更生された管路延長／管路総延長）×100

2106 バルブの更新率 0.22 （％） （更新されたバルブ数／バルブ設置数）×100

2107 管路の新設率 0.33 （％） （新設管路延長／管路総延長）×100

ｃ） リスクの管理

2201 水源の水質事故数 0 件 ＝年間水源水質事故件数

2202 幹線管路の事故割合 0.0 件/100km （幹線管路の事故件数／幹線管路延長）×100

2203 事故時配水量率 52.0 （％） （事故時配水量／一日平均給水量）×100

2204 事故時給水人口率 53.2 （％） （事故地域給水人口／給水人口）×100

2205 給水拠点密度 47.8 箇所/100km2 （配水池・緊急貯水槽数／給水区域面積）×100

2206 系統間の原水融通率 0.0 （％） (原水融通能力／受水側浄水能力）×100

2207 浄水施設耐震率 0.0 （％） （耐震対策の施されている浄水施設能力／全浄水施設能力）×100

2208 ポンプ所耐震施設率 0.0 （％） （耐震対策の施されているポンプ所能力／全ポンプ所能力）×100

2209 配水池耐震施設率 35.8 （％） （耐震対策の施されている配水池容量／配水池総容量）×100

2210 管路の耐震化率 11.4 （％） （耐震管延長／管路総延長）×100

2211 薬品備蓄日数 29.5 日 平均薬品貯蔵量／一日平均使用量

2212 燃料備蓄日数 0.6 日 平均燃料貯蔵量／一日使用量

2213 給水車保有度 0.01 台/1,000人 （給水車数／給水人口）×1,000

2214 可搬ポリタンク・ポリパック保有度 17.0 個/1,000人 （可搬ポリタンク・ポリパック数／給水人口）×1,000

2215 車載用の給水タンク保有度 0.18 ｍ3/1,000人 （車載用給水タンクの総容量／給水人口）×1,000

2216 自家用発電設備容量率 66.3 （％） （自家用発電設備容量／当該設備の電力総容量）×100

2217 警報付施設率 100.0 （％） （警報付き施設数／全施設数）×100

2218 給水装置の凍結発生率 5.54 件/1,000件 （給水装置の年間凍結件数／給水件数）×1,000

業務指標項目 業務指標の定義

［（配水池総容量（緊急貯水槽容量は除く）×1/2＋緊急貯水槽総容量）／給水人口］×1,000
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No. 業務指標 （単位）

３． 持続：いつまでも安心できる水を安定して供給

ａ） 地域特性にあった運営基盤の強化

3001 営業収支比率 100.9 （％） （営業収益／営業費用）×100

3002 経常収支比率 106.2 （％） ［（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）］×100

3003 総収支比率 106.2 （％） （総収益／総費用）×100

3004 累積欠損金比率 0.0 （％） 「累積欠損金／（営業収益-受託工事収益）］×100

3005 繰入金比率（収益的収支分） 0.4 （％） （損益勘定繰入金／収益的収入）×100

3006 繰入金比率（資本的収入分） 24.3 （％） （資本勘定繰入金／資本的収入）×100

3007 職員一人当たり給水収益 134,066 千円/人 給水収益／損益勘定所属職員数

3008 給水収益に対する職員給与費の割合 5.7 （％） （職員給与費／給水収益）×100

3009 給水収益に対する企業債利息の割合 3.8 （％） （企業債利息／給水収益）×100

3010 給水収益に対する減価償却費の割合 30.1 （％） （減価償却費／給水収益）×100

3011 給水収益に対する企業債償還金の割合 14.7 （％） （企業債償還金／給水収益）×100

3012 給水収益に対する企業債残高の割合 163.0 （％） （企業債残高／給水収益）×100

3013 料金回収率 99.8 （％） （供給単価／給水減価）×100 （給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合）

3014 供給単価 111.8 円/m3 給水収益／有収水量

3015 給水原価 119.0 円/m3 ［経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋付帯事業費）］-長期前受金戻入

　／有収水量

3016 １箇月当たり家庭用料金（10m3） 977 円 １箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金＋メータ使用料

（含、消費税）

3017 １箇月当たり家庭用料金（20m3） 1,897 円 １箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)の基本料金＋10～20m３使用時の従量料金

（含、消費税） ＋メータ使用料

3018 有収率 95.1 （％） （有収水量／給水量）×100

3019 施設利用率 98.0 （％） （一日平均給水量／一日給水能力）×100

3020 施設最大稼動率 109.3 （％） （一日最大給水量／一日給水能力）×100

3021 負荷率 89.7 （％） （一日平均給水量／一日最大給水量）×100

3022 流動比率 286.7 （％） （流動資産／流動負債）×100

3023 自己資本構成比率 78.6 （％） ［（自己資本金＋剰余金+繰延収益）／負債・資本合計］×100

3024 固定比率 167.4 （％） ［固定資産／（自己資本金＋剰余金）］×100

3025 企業債償還元金対減価償却費比率 48.8 （％） （企業債償還元金／当年度減価償却費）×100

3026 固定資産回転率 0.15 回 （営業収益－受託工事収益）／［（期首固定資産＋期末固定資産）／２］

3027 固定資産使用効率 12.1 m3/10,000円 （給水量／有形固定資産）×10,000

業務指標項目 業務指標の定義

- 3 -



No. 業務指標 （単位）

ｂ） 水道文化・技術の継承と発展

3101 職員資格取得度 3.08 件/人 職員が取得している法定資格数／全職員数

3102 民間資格取得度 0.08 件/人 職員が取得している民間資格数／全職員数

3103 外部研修時間 20.8 時間 （職員が外部研修を受けた時間・人数）／全職員数

3104 内部研修時間 11.2 時間 （職員が内部研修を受けた時間・人数）／全職員数

3105 技術職員率 50.0 （％） （技術職員総数／全職員数）×100

3106 水道業務経験年数度 9.0 年/人 Σ全職員の水道業務経験年数／全職員数

3107 技術開発職員率 0.00 （％） （技術開発業務従事職員数／全職員数）×100

3108 技術開発費率 0.00 （％） （技術開発費／給水収益）×100

3109 職員一人当たり配水量 1,050,000 m3/人 年間配水量／全職員数

3110 職員一人当たりメータ数 4,718 個/人 水道メータ数／全職員数

3111 公傷率 0.000 （％） ［（公傷で休務した延べ人・日数）／（全職員数×年間公務日数）］×100

3112 直接飲用率 未調査 （％） （直接飲用回答数／直接飲用アンケート回答数）×100

ｃ） 消費者ニーズをふまえた給水ｻｰﾋﾞｽの充実

3201 水道事業に係る情報の提供度 1.0 部/件 広報誌配付部数／給水件数

3202 モニタ割合 未調査 人/1,000人 （モニター人数／給水人口）×1,000

3203 アンケート情報収集割合 未調査 人/1,000人 （アンケート回答人数／給水人口）×1,000

3204 水道施設見学者割合 0.2 人/1,000人 （見学者数／給水人口）×1,000

3205 水道サービスに対する苦情割合 0.04 件/1,000件 （水道サービス苦情件数／給水件数）×1,000

3206 水質に対する苦情割合 0.02 件/1,000件 （水質苦情件数／給水件数）×1,000

3207 水道料金に対する苦情割合 0.000 件/1,000件 （水道料金苦情件数／給水件数）×1,000

3208 監査請求数 0 件 ＝年間監査請求件数

3209 情報開示請求数 15 件 ＝年間情報開示請求件数

3210 職員一人当たり受付件数 1,355 件/人 受付件数／全職員数

業務指標項目 業務指標の定義
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No. 業務指標 （単位）

４． 環境：環境保全への貢献

ａ） 地球温暖化防止、環境保全などの推進

4001 配水量１m３当たり電力消費量 0.32 kWh/m3 全施設の年間電力使用量／年間配水量

4002 配水量１m３当たり消費エネルギー 1.15 ＭＪ/m3 全施設での総エネルギー消費量／年間配水量

4003 再生可能エネルギー利用率 0.00 （％） （再生可能エネルギー設備の電力使用量／全施設の電力使用量）×100

4004 浄水発生土の有効利用率 0.0 （％） （有効利用土量／浄水発生土量）×100

4005 建設副産物のリサイクル率 27.3 （％） （リサイクルされた建設副産物量／建設副産物排出量）×100

4006 118 ｇ・CO2/m3 総二酸化炭素（CO2)排出量／年間配水量

ｂ） 健全な水循環

4101 地下水率 27.2 （％） （地下水揚水量／水源利用水量）×100

５． 管理：水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理

ａ） 適正な実行・業務運営

5001 給水圧不適正率 0.00 （％） ［適正な範囲になかった圧力測定個所・日数／（圧力測定個所総数×年間日数）］×100

5002 配水池清掃実施率 0 （％） ［最近５年間に清掃した配水池容量／（配水池総容量／５）］×100

5003 年間ポンプ平均稼動率 26.0 （％） ［ポンプ運転時間の合計／（ポンプ総台数×年間日数×24）］×100

5004 検針誤り割合 0.01 件／1,000件 （誤検針件数／検針総件数）×1,000

5005 料金請求誤り割合 0.00 件／1,000件 （誤料金請求件数／料金請求総件数）×1,000

5006 料金未納率 15.7 （％） （年度末未納料金総額／総料金収入額）×100

5007 給水停止割合 4.3 件／1,000件 （給水停止件数／給水件数）×1,000

5008 検針委託率 99.8 （％） （委託した水道メータ数／水道メータ数）×100

5009 浄水場第三者委託率 0.0 （％） （第三者委託した浄水場能力／全浄水場能力）×100

ｂ） 適正な維持管理

5101 浄水場事故割合 0.0 10年間の （10年間の浄水場停止事故件数／浄水場総数）

件数/箇所

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 52.0 （％） ［（ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延長）／管路総延長］×100

5103 管路の事故割合 12.5 件/100kｍ （管路の事故件数／管路総延長）×100

5104 鉄製管路の事故割合 0.0 件/100kｍ （鉄製管路の事故件数／鉄製管路総延長）×100

5105 非鉄製管路の事故割合 5.1 件/100kｍ （非鉄製管路の事故件数／非鉄製管路総延長）×100

5106 給水管の事故割合 3.5 件/1,000件 （給水管の事故件数／給水件数）×1,000

5107 漏水率 2.9 （％） （年間漏水量／年間配水量）×100

5108 給水件数当たり漏水量 7.1 m3/年/件 年間漏水量／給水件数

5109 断水・濁水時間 0.00 時間 (断水・漏水時間×断水・漏水区域給水人口）／給水人口

5110 設備点検実施率 343 （％） （電気・計装・機械設備等の点検回数／電気・計装・機械設備の法定点検回数）×100

5111 管路点検率 0 （％） （点検した管路延長／管路総延長）×100

5112 バルブ設置密度 23.3 基/ｋｍ バルブ設置数／管路総延長

5113 消火栓点検率 0.0 （％） （点検した消火栓数／消火栓総数）×100

5114 消火栓設置密度 3.8 基/ｋｍ 消火栓数／管路総延長

5115 貯水槽水道指導率 0.0 （％） （貯水槽水道指導件数／貯水槽水道総数）×100

６． 国際：我が国の経験の海外移転による国際貢献

ａ） 技術の移転

6001 国際技術等協力度 0 人・週 人的技術等協力者数×滞在週数

ｂ） 国際機関、諸国との交流

6101 国際交流数 0 件 ＝年間人的交流件数

配水量１m３当たり二酸化炭素（CO2）排出量

業務指標項目 業務指標の定義
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No. 適　用

１． 安心：全ての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給

ａ） 水資源の保全

1001 水源利用率 一日平均給水量 34,526 m３/日 水源取水量 43,354 m３/日

1002 水源余裕率 一日最大給水量 38,509 m３/日 水源取水量 43,354 m３/日

1003 原水有効利用率 年間有効水量 12,212,260 m３ 年間取水量 12,729,000 m３

1004 自己保有水源率 自己保有水源水量 9,600 m３/日 全水源水量 35,239

1005 取水量１ｍ３当たり水源保全投資額 水源保全向け投資額 0 円 その流域からの取水量 0 m３

ｂ） 水源から給水栓までの水質管理

1101 原水水質監視度 原水水質監視項目数 93 項目

1102 水質検査個所密度 給水栓毎日検査個所数 2 個所 給水区域面積 14.64 ｋ㎡

1103 1 個所 一日平均給水量 34,526 m３/日

1104 水質基準不適合率 水質基準不適合回数 0 回 全検査回数 382 回

1105 カビ臭から見たおいしい水達成率 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ最大濃度 0.000002 ｍｇ/ｌ 2-MIB最大濃度 0.000001 ｍｇ/ｌ

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ水質基準値 0.00001 ｍｇ/ｌ 2-MIB水質基準値 0.00001 ｍｇ/ｌ

1106 塩素臭から見たおいしい水達成率 年間残留塩素最大濃度 0.40 ｍｇ/ｌ 0.4 ｍｇ/ｌ

1107 総トリハロメタン濃度水質基準比 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ最大濃度 0.0350 ｍｇ/ｌ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ水質基準値 0.1 ｍｇ/ｌ

1108 有機物（ＴＯＣ）濃度水質基準比 有機物最大濃度 0.9 ｍｇ/ｌ 有機物水質基準値 3.0 ｍｇ/ｌ

1109 農薬濃度水質管理目標比 各農薬の給水栓での年間測定最大濃度 各農薬の管理目標値

未調査 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

計画書に記載の農薬の数

項目

1110 重金属濃度水質基準比 各重金属大濃度 各重金属の水質基準値 別表－1

0.0 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

重金属の項目数

6 項目

1111 無機物質濃度水質基準比 各無機物質最大濃度 各無機物質の水質基準値 別表－1

56.2 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

無機物質の項目数

6 項目

1112 有機物質濃度水質基準比 各有機物質最大濃度 各有機物質の水質基準値 別表－1

0.0 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

有機物質の項目数

4 項目

1113 有機塩素化学物質濃度水質基準比 各有機塩素化学物質最大濃度 各有機塩素化学物質の水質基準値 別表－1

0.0 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

有機塩素化学物質の項目数

6 項目

1114 消毒副生成物濃度水質基準比 各消毒副生成物最大濃度 各消毒副生成物の水質基準値 別表－1

13.3 ｍｇ/ｌ ｍｇ/ｌ

消毒副生成物の項目数

5 項目

1115 直結給水率 直結給水件数 31,083 件 給水件数 51,264 件

1116 活性炭投入率 年間活性炭投入日数 0 日 年間日数 365 日

1117 鉛製給水管率 鉛製給水管使用件数 0 件 給水件数 51,264 件

平成29年度　ふじみ野市水道事業　　業務指標計算データ表

業務指標項目 変　数　１ 変　数　２

連続自動水質監視度 自動水質監視設備設置数

残留塩素水質管理目標値
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No. 適　用

２． 安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保

ａ） 連続した水道水の供給

2001 給水人口一人当たり貯留飲料水量 配水池総容量 28,369 m3 給水人口 114,260 人

緊急貯水槽総容量 370 m3

2002 給水人口一人当たり配水量 一日平均給水量 34,526 m3/日 給水人口 114,260 人

2003 浄水予備力確保率 全浄水施設能力 38,800 m3/日 一日最大浄水量 38,509 m3/日

2004 配水池貯留能力 配水池総容量 28,369 m3 一日平均給水量 34,526 m３/日

2005 給水制限数 年間給水制限日数 0 日

2006 普及率 給水人口 114,260 人 給水区域内人口 114,265 人

2007 配水管延長密度 配水管延長 319.16 ｋｍ 給水区域面積 14.64 k㎡

2008 水道メータ密度 水道メータ数 56,611 個 配水管延長 319.160 ｋｍ

ｂ） 将来への備え

2101 経年化浄水施設率 法定耐用年数を超えた浄水施設能力

0 m3/日 全浄水施設能力 38,800 m3/日

2102 経年化設備率 経年化年数を超えている電気・機械設備数

42 個所 電気・機械設備の総数

78 個所

2103 経年化管路率 法定耐用年数を超えた管路延長

78.49 kｍ 管路総延長 327.82 kｍ

2104 管路の更新率 更新された管路延長 1.93 kｍ 管路総延長 327.82 kｍ

2105 管路の更生率 更生された管路延長 0.00 kｍ 管路総延長 327.82 kｍ

2106 バルブの更新率 更新されたバルブ数 17 個 バルブ設置数 7,646 個

2107 管路の新設率 新設管路延長 1.07 kｍ 管路総延長 327.82 kｍ

ｃ） リスクの管理

2201 水源の水質事故数 0 件

2202 幹線管路の事故割合 幹線管路の事故件数 0 件 幹線管路延長 13.90 ｋｍ

2203 事故時配水量率 事故時配水量 17,942 m3/日 一日平均給水量 34,526 m3/日

2204 事故時給水人口率 事故時給水人口 60,795 人 給水人口 114,260 人

2205 給水拠点密度 7 個所 給水区域面積 14.64 ｋ㎡

2206 系統間の原水融通率 原水融通能力 0 m3/日 受水側浄水能力 0 m3/日

2207 浄水施設耐震率 耐震対策の施されている浄水施設能力

0 m3/日 全浄水施設能力 38,800 m3/日

2208 ポンプ所施設耐震率 耐震対策の施されているポンプ所能力

0 m3/日 全ポンプ所能力 222,912 m3/日

2209 配水池耐震施設率 耐震対策の施されている配水池容量

10,162 m3/日 配水池総容量 28,369 m3/日

2210 管路の耐震化率 耐震管延長 37.50 ｋｍ 管路総延長 327.82 ｋｍ

2211 薬品備蓄日数 平均薬品貯蔵量 0.59 k㍑ 一日平均使用量 0.02 k㍑/日

2212 燃料備蓄日数 平均燃料貯蔵量 9.7 k㍑ 一日使用量 17.20 k㍑/日

2213 給水車保有度 給水車数 1 台 給水人口 114,260 人

2214 可搬ポリタンク・ポリパック保有度 1,940 個 給水人口 114,260 人

2215 車載用の給水タンク保有度 車載用給水タンクの総容量

20 m3 給水人口 114,260 人

2216 自家用発電設備容量率 自家用発電設備容量 1,243 ｋW 1,874 ｋW

2217 警報付施設率 警報付き施設数 10 個所 全施設数 10 個所

2218 給水装置の凍結発生率 給水装置の

年間凍結件数 284 件 給水件数 51,264 件

業務指標項目 変　数　１ 変　数　２

年間水源水質事故件数

配水池・緊急貯水槽数

可搬ﾎﾟﾘﾀﾝｸ・ﾎﾟﾘﾊﾟｯｸ数

当該設備の電力総容量
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No. 適　用

３． 持続：いつまでも安心できる水を安定して供給

ａ） 地域特性にあった運営基盤の強化

3001 営業収支比率 営業収益 1,520,556 千円 営業費用 1,506,716 千円

3002 経常収支比率 営業収益 1,520,556 千円 営業費用 1,506,716 千円

営業外収益 134,679 千円 営業外費用 51,459 千円

3003 総収支比率 総収益 1,655,235 千円 総費用 1,558,175 千円

3004 累積欠損金比率 累積欠損金 0 千円 営業収益 1,520,556 千円

受託工事収益 0 千円

3005 繰入金比率（収益的収支分） 損益勘定繰入金 6,995 千円 収益的収入 1,655,235 千円

3006 繰入金比率（資本的収入分） 資本勘定繰入金 8,580 千円 資本的収入 35,270 千円

3007 職員一人当たり給水収益 給水収益 1,340,656 千円 損益勘定所属職員数 10 人

3008 給水収益に対する職員給与費の割合 職員給与費 76,058 千円 給水収益 1,340,656 千円

3009 給水収益に対する企業債利息の割合 企業債利息 50,755 千円 給水収益 1,340,656 千円

3010 給水収益に対する減価償却費の割合 減価償却費 402,892 千円 給水収益 1,340,656 千円

3011 給水収益に対する企業債償還金の割合 企業債償還金 196,619 千円 給水収益 1,340,656 千円

3012 給水収益に対する企業債残高の割合 企業債残高 2,185,706 千円 給水収益 1,340,656 千円

3013 料金回収率 供給単価 118.84 円 給水原価 119.03 円

3014 供給単価 給水収益 1,340,656 千円 有収水量 11,987,593 m3

3015 給水原価 経常費用 1,558,175 千円 付帯事業費 0 千円

受託工事費 0 千円 長期前受金戻入 131,242 千円

0 千円 有収水量 11,987,593 m3

3016 １箇月当たり家庭用料金（10m3） １箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)

（含、消費税） 977 円/10ｍ3

3017 １箇月当たり家庭用料金（20m3） １箇月当たりの一般家庭用(口径13mm)

（含、消費税） 1,897 円/10ｍ3

3018 有収率 有収水量 11,987,593 m3/日 給水量 12,601,956 m3/日

3019 施設利用率 一日平均給水量 34,526 m3/日 一日給水能力 35,239 m3/日

3020 施設最大稼動率 一日最大給水量 38,509 m3/日 一日給水能力 35,239 m3/日

3021 負荷率 一日平均給水量 34,526 m3/日 一日最大給水量 38,509 m3/日

3022 流動比率 流動資産 1,428,084 千円 流動負債 498,163 千円

3023 自己資本構成比率 自己資本金 4,933,394 千円 千円

剰余金 1,288,196 千円

繰延収益 3,083,153 千円 負債・資本合計 11,843,609 千円

3024 固定比率 固定資産 10,415,525 千円 自己資本金 4,933,394 千円

剰余金 1,288,196

3025 企業債償還元金対減価償却費比率 企業債償還元金 196,619 千円 当年度減価償却費 402,892 千円

3026 固定資産回転率 営業収益 1,520,556 千円 期首固定資産 10,402,042 千円

受託工事収益 0 千円 期末固定資産 10,415,525 千円

3027 固定資産使用効率 給水量 12,601,956 m3 有形固定資産 10,414,949 千円

業務指標項目 変　数　１ 変　数　２

材料及び不用品売却原価
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No. 適　用

ｂ） 水道文化・技術の継承と発展

3101 職員資格取得度 職員が取得している

法定資格数 37 件 全職員数 12 人

3102 民間資格取得度 職員が取得している

民間資格数 1 件 全職員数 12 人

3103 外部研修時間 職員が外部研修を受けた

時間・人数 249 時間・人 全職員数 12 人

3104 内部研修時間 職員が内部研修を受けた

時間・人数 134 時間・人 全職員数 12 人

3105 技術職員率 技術職員総数 6 人 全職員数 12 人

3106 水道業務経験年数度

経験年数 9 年 全職員数 12 人

3107 技術開発職員率 技術開発業務

従事職員数 0 人 全職員数 12 人

3108 技術開発費率 技術開発費 0 円 給水収益 1,340,656 円

3109 職員一人当たり配水量 年間配水量 12,601,956 m3 全職員数 12 人

3110 職員一人当たりメータ数 水道メータ数 56,611 個 全職員数 12 人

3111 公傷率 公傷で休務した 全職員数 12 人

延べ人・日数 0 人・日 年間公務日数 243 日

3112 直接飲用率 直接飲用回答数 直接飲用アンケート

未調査 件 回答数 未調査 件

ｃ） 消費者ニーズをふまえた給水ｻｰﾋﾞｽの充実

3201 水道事業に係る情報の提供度 広報誌配付部数 50,696 部 給水件数 51,264 件

3202 モニタ割合 モニター人数 未調査 人 給水人口 114,260 人

3203 アンケート情報収集割合 アンケート回答人数 未調査 人 給水人口 114,260 人

3204 水道施設見学者割合 見学者数 25 人 給水人口 114,260 人

3205 水道サービスに対する苦情割合 2 件 給水件数 51,264 件

3206 水質に対する苦情割合 水質苦情件数 1 件 給水件数 51,264 件

3207 水道料金に対する苦情割合 水道料金苦情件数 0 件 給水件数 51,264 件

3208 監査請求数 年間監査請求件数 0 件

3209 情報開示請求数 15 件

3210 職員一人当たり受付件数 受付件数 16,262 件 全職員数 12 人

業務指標項目 変　数　１ 変　数　２

Σ全職員の水道業務

水道サービス苦情件数

年間情報開示請求件数
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No. 適　用

４． 環境：環境保全への貢献

ａ） 地球温暖化防止、環境保全などの推進

4001 配水量１m３当たり電力消費量 全施設の

年間電力使用量 4,025,620 ｋWh 年間配水量 12,601,956 m3

4002 配水量１m３当たり消費エネルギー 全施設での

総エネルギー消費量 14,492,232 Mｋ 年間配水量 12,601,956 m3

4003 再生可能エネルギー利用率 再生可能エネルギー設備の 全施設の

電力使用量 0 ｋWh 電力使用量 4,025,620 ｋWh

4004 浄水発生土の有効利用率 有効利用土量 0 ｔ-ＤＳ 浄水発生土量 0 ｔ-ＤＳ

4005 建設副産物のリサイクル率 リサイクルされた

建設副産物量 813 ｔｏｎ 建設副産物排出量 2,977 ｔｏｎ

4006 総二酸化炭素（CO2)

排出量 1,481,428 kｇ・CO2 年間配水量 12,601,956 m3

ｂ） 健全な水循環

4101 地下水率 地下水揚水量 3,456,000 m3 水源利用水量 12,729,000 m3

５． 管理：水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理

ａ） 適正な実行・業務運営

5001 給水圧不適正率 適正な範囲になかった 圧力測定個所総数 0 個所

圧力測定個所・日数 0 個所・日 年間日数 365 日

5002 配水池清掃実施率 最近５年間に清掃した

配水池容量 0 m3 配水池総容量 28,369 m3

5003 年間ポンプ平均稼動率 ポンプ運転時間 ポンプ総台数 34 台

合計 77,426 時間 年間日数 365 日

5004 検針誤り割合 誤検針件数 4 件 検針総件数 339,062 件

5005 料金請求誤り割合 誤料金請求件数 0 件 料金請求総件数 313,603 件

5006 料金未納率 年度末未納料金総額 225,247,774 円 総料金収入額 1,436,085,914 円

5007 給水停止割合 給水停止件数 221 件 給水件数 51,264 件

5008 検針委託率 委託した水道メータ数 56,510 個 水道メータ数 56,611 個

5009 浄水場第三者委託率 第三者委託した

浄水場能力 0 m3/日 全浄水場能力 35,239 m3/日

ｂ） 適正な維持管理

5101 浄水場事故割合 10年間の

浄水場停止事故件数 0 件 浄水場総数 2 箇所

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 ダクタイル鋳鉄管延長 169.53 ｋｍ

鋼管延長 0.78 ｋｍ 管路総延長 327.82 ｋｍ

5103 管路の事故割合 管路の事故件数 41 件 管路総延長 327.82 ｋｍ

5104 鉄製管路の事故割合 鉄製管路の事故件数 0 件 鉄製管路総延長 181.58 ｋｍ

5105 非鉄製管路の事故割合 非鉄製管路の事故件数 8 件 非鉄製管路総延長 156.23 ｋｍ

5106 給水管の事故割合 給水管の事故件数 178 件 給水件数 51,264 件

5107 漏水率 年間漏水量 361,972 m3 年間配水量 12,601,956 m3

5108 給水件数当たり漏水量 年間漏水量 361,972 m3 給水件数 51,264 件

5109 断水・濁水時間 断水・漏水時間 2 時間

断水・漏水区域給水人口 2 人 給水人口 114,260 人

5110 設備点検実施率 電気・計装・機械設備の 電気・計装・機械設備の

点検回数 48 回 法定点検回数 14 回

5111 管路点検率 点検した管路延長 0 kｍ 管路総延長 327.82 kｍ

5112 バルブ設置密度 バルブ設置数 7,646 個 管路総延長 327.82 kｍ

5113 消火栓点検率 点検した消火栓数 0 個 消火栓総数 1,213 個

5114 消火栓設置密度 消火栓数 1,213 個 配水管延長 319.16 kｍ

5115 貯水槽水道指導率 貯水槽水道指導件数 0 件 貯水槽水道総数 828 箇所

６． 国際：我が国の経験の海外移転による国際貢献

ａ） 技術の移転

6001 国際技術等協力度 人的技術等協力者数 0 人 滞在週数 0 週

ｂ） 国際機関、諸国との交流

6101 国際交流数 年間人的交流件数 0 件

変　数　２

配水量１m３当たり二酸化炭素（CO2）排出

量

業務指標項目 変　数　１
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