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8 山梨市水道事業の将来像（将来像と目標の設定） 
 

 山梨市の基本理念は、水道を取り巻く経営ビジョンに示された政策課題

（「安心｣、「安定｣、「持続｣、「環境｣及び｢国際」｣などを踏まえ、当該水道事業

のあるべき姿や基本理念を設定します。 

 そこで山梨市水道事業における将来像を下記のとおりとし、各キーワード

の目標を設定します。 

 

 

 

 

表 8.1 各キーワードに対する目標 

分 類 各課題のポイント 目 標 

安 心 
水質管理、水処理の徹底 
緊急時・災害対策の対応 

「安心・快適な水道水の供給」 

安 定 
平常時、地震時の供給安定化 
施設利用の効率化 
簡易水道との連携強化 

「安定的な生活用水の確保」 

持 続 
料金体系の適正化 
リスク管理の徹底 

「運営基盤の強化」 

環 境 
エネルギー有効利用 
環境への配慮 

「環境に優しい水道」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1 山梨市水道事業の将来像と目標 

○山梨市水道事業将来像 

「「「安安安心心心・・・安安安定定定ななな水水水ををを供供供給給給ししし市市市民民民ががが信信信頼頼頼ししし続続続けけけるるる水水水道道道」」」   

 

目標
◆安定的な生活用水の確保

目標
◆安心・快適な水道水の供給

目標
◆環境にやさしい水道

目標
◆運営基盤の強化

「安心・安定な水を供給し市民が信頼し続ける水道」

将 来 像将 来 像

持続 安心

環境 安定
目標

◆安定的な生活用水の確保
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◆安心・快適な水道水の供給
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◆環境にやさしい水道

目標
◆運営基盤の強化

「安心・安定な水を供給し市民が信頼し続ける水道」

将 来 像将 来 像

持続 安心

環境 安定
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8.1 PI 値の将来設定 

 図 8.1 の将来像と目標をより具体的に示すためには、ＰＩ値の将来値を設

定していくことが必要です。ここでは、山梨市全体における将来目標のＰＩ

値を設定し、事業化計画を進めることによる事業効果をＰＩ値で上水道、簡

易水道のそれぞれで示します（ＰＩ値の算定は，ｐ22 を参照）。 

 
 

 
 

 

本章にて設定されたＰＩ値については、目標値に対する進捗度及び到達度

（達成度）を確認するためにも、3～5 年毎に正確なデータ収集を行い再検証

することが重要です。再検証の上、到達度の低い業務指標については改善方

法を検討し、水道サービスの目的を達成させる努力をすることが必要となり、

到達度の高い業務指標については、更なるサービス水準を向上させることが

重要です。 

○簡易水道                        平成 18 年度     平成 28 年度 

安定 No.2103 経経  年年  化化  管管  路路  率率       4.8％   →    3.3％  

安定 No.2209 配配  水水  池池  耐耐  震震  施施  設設  率率   54.5％    →    82.6％ 

安定 No.2210 管管  路路  のの  耐耐  震震  化化  率率     1.6％    →    7.4％ 

持続 No.3013 料料  金金  回回  収収  率率         39.3％    →     60.3％  

持続 No.3018 有有  収収  率率             77.2％   →    82.5％ 

持続 No.3020 施施  設設  最最  大大  稼稼  働働  率率     50.7％   →    84.7％ 

○上水道                         平成 18 年度    平成 28年度 

安定 No.2103 経経   年年   化化   管管   路路   率率       8.8％  →    2.2％  

安定 No.2207 浄浄  水水  施施  設設  耐耐  震震  率率     15.8％ →    40.4％ 

安定 No.2209 配配  水水  池池  耐耐  震震  施施  設設  率率     32.6％ →    38.6％ 

安定 No.2210 管管  路路  のの  耐耐  震震  化化  率率      2.6％ →    8.3％ 

持続 No.3007 職職 員員 １１ 人人 当当 たた りり 給給 水水 収収 益益     34,176千円/人 →   40,000千円/人 

持続 No.3008 給給水水収収益益にに対対すするる職職員員給給与与費費のの割割合合     23.2％ →    19.0％ 

持続 No.3018 有有  収収  率率             73.5％ →    78.8％ 

環境 No.4001 配配水水量量 11ｍｍ33 当当たたりりのの電電力力消消費費量量      0.83kWh/m3
 →   0.54kWh/m3 

オリジナル No.6000 石石   綿綿   管管   残残   存存   率率       6.4％ →    0.0％ 

○山梨市 全体                 平成 18 年度     平成 28年度 

持続 No.3112 直直  接接  飲飲  用用  率率   61.6％*１   →    70.0％  

ｵﾘｼﾞﾅﾙ       満満      足足      度度   61.7％*２    →    66.0％  
＊1，＊２ 市民アンケートによる集計結果です。 ＊2 満足と感じている人の割合です。 


